港の景観としてみなとみらい地区から市役所、関内地区へと緩や
かに弧を描くスカイラインを形成し、新たな北仲馬車道地区の景
観として、議会棟をアイストップとするゲート性を創出した

横浜市役所

[1] 配置計画
地域の特性を踏まえた景観形成と低層部の賑わい創出

北仲通地区の群景観

① なだらかなスカイラインを描く高層棟配置

北仲通地区のゲート性

② 北仲馬車道地区とのゲート性のシンボルとなる議会棟配置

横浜アイランドタワーとの調和

③ 低層階外壁線の統一

緑のカスケード

④ 議会棟の視認性を高める分節配置

水際線プロムナードとアトリウム

⑤ 2 階デッキを設け多層的な賑わいを創出

2-2-1）配置計画
2-2-1）配置計画

(1)街並景観としての建物計画
(1)街並景観としての建物計画

① なだらかなスカイラインを描く行政棟配置
歴史的街並みとの調和
歴史的街並みとの調和
歴史の重層性と呼応する屋根と外壁との⾒切り（コーニスライン）の⾼さ設定
歴史の重層性と呼応する屋根と外壁との⾒切り（コーニスライン）の⾼さ設定
北地区の旧生糸検査所等
と調和する低層部ライン

旧第一銀行の
コーニスライン
▼ 21m
▼ 14m

北立面図
旧第一銀行の
コーニスライン

免震層

③ 低層階外壁線の統一

免震層階⾼変更によるコーニスライン:
免震層階⾼変更によるコーニスライン:
旧第⼀銀⾏と北地区の旧⽣⽷検査場の屋根と外壁との⾒切り（コーニ
旧第⼀銀⾏と北地区の旧⽣⽷検査場の屋根と外壁との⾒切り（コーニ
スライン）に連続する低層部ライン（14ｍ、21ｍ）を設定すること
スライン）に連続する低層部ライン（14ｍ、21ｍ）を設定すること
で、歴史と街並みが調和するよう計画した。
で、歴史と街並みが調和するよう計画した。

南立面図
免震層︓
免震層︓
植栽枡を階段状に配することで約14ｍと⾼さを合わせる。
植栽枡を階段状に配することで約14ｍと⾼さを合わせる。
北側から⻄側南側と連続させる。
北側から⻄側南側と連続させる。
とくに⼤岡川の⻄側は緑のカスケードとしても利⽤する。
とくに⼤岡川の⻄側は緑のカスケードとしても利⽤する。

本町4丁⽬交差点⽅⾯からの眺め
本町4丁⽬交差点⽅⾯からの眺め

実施設計報告書
実施設計報告書

114. 128.129.130.131
114. 128.129.130.131

② 北仲馬車道地区とのゲート性のシンボルとなる議会棟配置
④ 議会棟の視認性を高める分節配置

▼ 14m

⑤ 2 階デッキを設け多層的な賑わいを創出

辨天橋⽅⾯からの眺め
辨天橋⽅⾯からの眺め

横浜市市
横浜市市

[2] 水辺を開く歩行者ネットワーク
横浜らしい水際線プロムナードと開かれた市庁舎を体現するアトリウム
旧市庁舎で村野藤吾が提示した「行政・市会棟と対等に位置づけられる市民広場」と
いう空間構成を受け継ぎ、アトリウムが開かれた市庁舎の核となり、水辺の回遊性と
快適性の高い空間とあいまって、内外空間を自由に往来する歩行者ネットワークによ
る街のにぎわいの創出

新市庁舎
横浜
アイランド
タワー
アトリウム

水辺空間

大岡川
馬車道駅
コンコース
セクションダイアグラム：

開かれた市庁舎の中心となるアトリウムは街の賑わいと活力を創出する低層部の核
となる . 開放的な低層部はアトリウムと大岡川沿いの横浜らしい水際線プロムナー
ドを結ぶ回遊動線を作り出し、人々を迎え入れる
みなとみらい地区

アトリウム内部を南側から見る
N

歩行者ネットワーク
商業
北仲地区
水際線
プロムナード
商業
一般用
エントランス
大岡川
市民ギャラリー
市民協働
センター

桜木町野毛地区

市民協働
センター

アトリウム

商業
市民ギャラリー

横浜アイランドタワー

関内地区

1 階平面図

水際線プロムナード

[3] 街の結節点としての風景づくり
新しい市役所のランドスケープは、横浜の代表的な街を繋ぐ緑の結節点と多様性のある表情を作り出す。敷
地の 4 つの角に広場を配置することで各エリアを受ける場として設えている。
グランドレベルでの回遊性という点においては，大岡川に面した立地を活かして，「水辺に開く」というメッ
セージを展開し、緩やかな段状で水面に接するランドスケープのつくり込み，四季折々目を楽しませるフラ
ワーランドスケープと，グリーンファニチャーを点在させている。

水際線プロムナード

アトリウム ：
低層部の核となり大岡川沿い水辺
空間を結ぶ回遊動線を作り出す。

みなとみらい 21 ゾーン

北仲通北 ・ 新港ゾーン

水辺広場 ：
MM21 地区とつながり、北仲橋か
ら眺められるテラス空間

北プラザ ：

水際線プロムナード （夜景）

栄本町線のクスノキ並木と連続す
るとともに、再開発が進む北仲通
北地区とのつながりの場や、アト
リウムからの活動の滲み出しの場

水際線プロムナード ：
上流から連続する桜並木と、水辺
を開き、賑わいをもたらす小広場
があるプロムナード

歩行者用通路 ：
アトリウムから見える潤いを与え
る緑

南プラザ ：

桜木町 ・ 野毛ゾーン

国道 133 号のイチョウ並木と連続
し、関内ゾーンの街並みと呼応す
るアトリウムを囲む緑
水辺広場、 ローズアーチ

グリーンファニチャー

水際線プロムナード、 遺構展示

遺構の継承

関内ゾーン
橋詰広場 ：

グリーンファニチャー ：

既存の大銀杏を活かした桜木町・
野毛地区とつながる新市庁舎への
ゲート

緑と家具を一体化した造作で国道
133 号沿いに賑わいのあるくつろ
ぎの場を創出

[4] 行政と立法の二元制

[5] 3 層を一つの街に見立てた低層部の空間構成

高層の行政棟，中層の議会棟を大岡川沿いの緑のカスケードによって分

人々を迎え入れる、 「街」 のような空間
回遊性： 自由に歩き回れる

節し，行政と立法の二元制を視覚的に示した。断面では行政・市議会の
エントランスを 3 階に持ち上げ，1，2 階のアトリウムや市民協働協創ス
ペースによって，市民と市庁舎機能をつなぐ新たな市庁舎の構成とした。

低層デザイン：三層をひとつの街
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

重層性： 風景が重なって見える
開放性： 見通しがきく
親密性： 市民利用施設・商業施設をにじみだす

行政棟

歩いて楽しめる重ねた街
元町、馬車道、伊勢佐木、みなとみらい、、、水平に広がる街には個性的なエリアが
たくさんある。横浜を“fold”（折り重ねる、組み合わせる）することで、”unfolding
scenery”（開かれた風景）をつくる。
パブリックエリア

市民と市職員との交流のフロア

行政エリア
議会エリア

行政エリア
南北断面

現市庁舎の思想を継承し、議会、行政と市民の
つながりを促す場

商業エリア

縮尺 1/2,000

3階

フィーチャーウォール

議会棟
2階

議会エリア

議場

横浜の過去、 現在、 未来と出会うフロア

設備フロア
行政エントランス

パ ブ リ ッ ク・
商業エリア

関内地区の街区街路のように回遊できて、多様
な機能が混在する出会いと交流の場

市会エントランス

中間免震

パブリックエリア

オープンヨコハマを体現する活動のフロア

行政エリア
議会エリア

南北断面

縮尺 1/2,000

1階

様々な方向からのアクセスに対して開かれ、街の
中心として市民が自由に集い、活動する場

商業エリア
2-2-3）諸室計画

(3)低層部・商業

フィーチャーウォール
低層部のデザインコンセプトである『１．歩いてたのしめる重ねた街』を強調するため、１階から３階を貫く吹抜け部の壁に
特徴的な素材や色を用いて、各層を繋ぐ役目を担う。

地下 2 階

・ 各方面からアクセス可能な結節点とはいえ、広いフロアエリアのなかで見失いがちな方角について、オリエンテーションの役割を果たす。
・ 1階総合案内所から３階グランドロビーへと、人を導くようなサインの役割を果たす。
・ 横浜のシンボルカラーを用いることで、低層階においても市庁舎としての存在感を示す。

議会
エントランス

Feature ： [ 顔の造作、容貌、(著しい)特徴、特色などの意 ]

ロビー

3階

免震層

商業

事務室
2階

商業

エントランス
1階

至水辺

緑のカスケードによって視覚的に分節された 2 つのボリューム

動線・視線・空間的つながり

至アトリウム

縦動線を視覚的に示すフィーチャーウォール
実施設計報告書

横浜市市庁舎移転新築工事

A114

アトリウム
展示スペース
水辺空間
弁天橋側入口共用部
馬車道連絡通路
グランドロビー
市民ラウンジ
市民協働スペース大、小

画（2
頁） 2030 年のあるべ
る横浜市は

により空調負荷の更なる低減を図った。机上に環境
カント空調機にて外気を含む潜熱処理を行い、デシ

Location : Honcho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
カントロータの再生にはDHCのCGS排熱や熱回収熱
センサを配置し、居住域の環境を正確に把握し、空
優先的なゴール、
を設定
Main Use :KPI
City Hall, Auditorium, Retail

源の温水を利用している。外装の手動自然換気パネ
調制御の精度向上に利用している。

市新市庁舎の計画と建設は、
中工務店[6]Building
低炭素型庁舎
Floor Area : 7,941m2
Site Area : 13,142m2

太陽光発電

フリークーリング
ルとエコボイドを利用した自然換気・ナイトパージ

Total Floor Area : 142,582 m2

市庁舎と
横浜アイランドタワー
の熱連携（ＤＨＣ）

◎自然換気計画
に貢献するために、本建物の
低炭素型庁舎の実現のために積極的な環境配慮技術の導
超高層
Keywords : City Hall, Activities, Natural
Ventilation, Façade, High-Rise

により空調負荷の更なる低減を図った。机上に環境
来都市である横浜市は
入を試みており、行政棟８～
31 階の執務室は、南北側
高性能外皮
2030 年のあるべ

5～31階の外装に1フロアあたり約80箇所の手動
コーナーエコボイド
課題を掲げ取組んできた。ま
執務エリア / 西側コミュニケーションエリア
/ 東側コア

センサを配置し、居住域の環境を正確に把握し、空
に向けた優先的なゴール、
KPI を設定
という方位設定「立地特性とオフィスランドスケープの

自然換気パネルを配置し、北東、南西の2箇所のコ

執務空間
・設備技術
指し基本計画から積極的に取

最適化」により外皮負荷低減し、さらに外装をアウター
調制御の精度向上に利用している。
いる。横浜市新市庁舎の計画と建設は、
基準階

エコボイド

ーナーエコボイド（写真１）、特別避難階段、EV上
工を迎えた。竣工時の
打合せ
BELS
◎自然換気計画輻射空調
定した
に貢献するために、本建物の
コーナー
KPI要な全面輻射空調の執務空間を実現した。このダブルス
デシカント空調
員が執務す
コア
ロッカー室

がアフター型ダブルスキンとして負荷を下げることで空気搬送の不

大規模CGS

部のセンターエコボイドを使用した自然換気、ナイ
（図１）を取得し
5～31階の外装に1フロアあたり約80箇所の手動
設に関する課題を掲げ取組んできた。ま
り、行政棟
ZEB ready
自然換気
やコア部のエコボイドと合わせて自然換気・ナイトパー
LED照明
ゾーン制御
自然換気
ナイトパージ
外気冷房

会議室など
キン外装には自然換気開閉パネルも組込み、コーナー部

燃料電池

執務空間
ーションエ
ジを促進している
自然換気パネルを配置し、北東、南西の2箇所のコ
を目指し基本計画から積極的に取
トパージを行う。室内には自然換気有効時を光と音
当初からの目標である大都市
eady

ーナーエコボイド（写真１）、特別避難階段、EV上
年１月竣工を迎えた。竣工時の
BELSで知らせるランプを配置し（図４）、ランプ点灯時
コーナーエコボイド
を実現している。

スケープの

ウター型ダ

部のセンターエコボイドを使用した自然換気、ナイ
コア内エコボイド
値0.48 （図１）を取得し
コーナーエコボイド
I面輻射空調
ZEB readyコーナーエコボイド
には執務者が手動で換気パネルを開け、エコボイド
Fig.12 外装自然換気パネル詳細図

Fig.11 執務階平面

ダブルスキンカーテンウォール

空調・照明のゾーン制御

外皮負荷を大幅削減

無駄な運転を防止

輻射空調パネル

デシカント空調機

ドラフト感や吹出騒音が無く快適な執務環境を実現

湿度を適切に調整

なり、計画当初からの目標である大都市
には自然換

トパージを行う。室内には自然換気有効時を光と音
センターエコボイド

コボイドと
庁舎の
ZEBを実現している。

4階（免震層上部）機械室
で知らせるランプを配置し（図４）、ランプ点灯時

のダンパが自動で開く。外部からの気持ち良い風を

様々な先進的な技術を導入し

して太陽光・自然採光、中間

気パネルは
備計画

と音で知ら
冬期は地中熱、冬期・中間期
を目指し、様々な先進的な技術を導入し

取り込みながら空調負荷を低減させる。
中温式冷凍機
特高受変電設備
高圧サブ変
熱源機械室
受水槽室
発電機室

には執務者が手動で換気パネルを開け、エコボイド

どを併用することで、一年を
コーナー
コア内エコボイド
。年間を通して太陽光・自然採光、中間
意識の高まエコボイド Fig.13 執務階環境ダイアグラム
職員による自然換気操作

自然換気・ナイトパージ

環境意識を向上

空調負荷の削減

職員参加型デマンドレスポンスシステム

取り込みながら空調負荷を低減させる。

コーナーエコボイド
外部からの節電要望に対応

IoTを活用して気流感、明るさを調整

地中熱利用

環境計画ダイアグラム ： アイランドタワーと横浜市役所は地域冷暖房による空調用熱源を共用

ダブルスキンカーテンウォール

空調・照明のゾーン制御

輻射空調パネル

デシカント空調機

外⽪負荷を⼤幅削減

無駄な運転を防⽌

ドラフト感や吹出騒⾳が無く快適な執務環境を実現

湿度を適切に調整

センターエコボイド

ケーション
ダブルスキンカーテンウォール
最適化し、外皮負荷を低減し

デシカント空調機
湿度を適切に調整

外皮負荷を大幅削減
寄せ、西面に会議・打合せゾーンを配置
イドは通常

自然換気有効時点灯

コア内エコボイド

写真１ コーナーボイド内観
空調・照明のゾーン制御
輻射空調パネル
Fig.14無駄な運転を防止
全面ダクトレス輻射空調の執務室
ドラフト感や吹出騒音が無く快適な
のだが、当計
建物方位を最適化し、外皮負荷を低減し
6
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太陽光発電
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東寄りのコア

5

自然換気パネル
0
するべくラ フリークーリング

能外皮
た。一方で
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東寄りのコア
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職員による⾃然換気操作

北

35

求められる

らの持続活自然換気 3m/s

え提案する

）機械室

てきたが、
値 0.48、
ベストミックス熱源

空調負荷の削減

南西コーナーボイド
大規模CGS

3

180

2
90
市庁舎と
1
横浜アイランドタワー
0
0
の熱連携
市庁舎と
職員参加型デマンドレスポンスシステム
横浜アイランドタワー
外部からの節電要望に対応
屋外風速
の熱連携

職員による空調照明操作
屋外風向（０:北
90:東 180:南 270:西）

南

図４ 自然換気ランプ

BEI=0.48
52%削減
BEI=0.48
52%削減

IoT を活用して気流感・明るさを調整

職員参加型デマンドレスポンスシステム
エコボイド

外部からの節電要望に対応

東

職員による空調照明操作

IoTを活⽤して気流感、明るさを調整

北東コーナーボイド

中央ボイド

風向
換気風量
燃料電池 大規模CGS
燃料電池
東北東 東南東
南東 南南東 南南西 m3/s m3/h

換気パネル開閉のタイミング表⽰灯設置

北

然換気

ビティへの

環境意識を向上

西

⾃然換気・ナイトパージ

写真１ コーナーボイド内観
270

4

職員による自然換気操作
環境意識の向上 エコボイド

-20

図４
自然換気ランプ
自然換気有効時点灯
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に分節した

執務環境を実現
5
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風速 m/s

フリークーリング

流入 m3/s

30

冷水蓄熱槽＋冷温水蓄熱槽

雨水貯留槽

とも外気をと、 CW 組込の手動換気パネルからの空気の流入

ブルスキンとし、南北を執務ゾーン、東

下水再生水引込

中水受水槽

風環境シミュレーション ：

コーナーエ

床輻射冷暖房

換気パネル開の時点灯

h 換気したコーナーエコボイドからコア内エコボイドへと抜ける空気の流れ
ーリングなどを併用することで、一年を
とし、南北を執務ゾーン、東

に会議・打合せゾーンを配置

アトリウム

職員による空調照明操作

気、夏期・冬期は地中熱、冬期・中間期
を活用する。
て自然換気

エネルギーを活用する。

免震層

大岡川からの
のダンパが自動で開く。外部からの気持ち良い風を
自然通風

自然換気パネル

の手動によ

換気パネル開の時点灯

自然採光

15.01 14.03 14.30

4m/s

14.70 13.75 24.20

5m/s

27.83

排気

換気回数
回／h

14.32 14.57

52,443

4.5

16.13

58,053
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27.83 100,204

8.6

図１
エネルギー削減量
図１ エネルギー削減量

排気
Fig.15 2020/3/25 9：00-16：00
の換気調査結果
ゾーン
ゾーン

9:00-16:00 の換気調査結果
自然換気有効時点灯
自然採光 自然採光
換気パネル閉め忘れ

ZEBReady (BEI 値 0.48)

基準階執務室 ： 天井面に輻射空調パネルを設置

コーナーエコボイド夜間ライトアップした環境技術の見える化

[7] 行政棟外装
ダブルスキン : 自然換気を両立する外装システム

100
40 20 40

耐火ボード

低炭素型市庁舎の外装計画にあたり、環境負荷低減の徹

通り芯まで：1500

100

断熱材

手動自然換気扉を組み込んだコンパクト CW

32

37

を行った。外装デザインの縦ラインを強調したパネルの

5

幅 35 ｍｍ目地部分を外気導入スリットとし、内部側に

25 35

ウインドバリア

165

25

100

185

アルミ樹脂複合板

と区画して熱気の流入を防止し、天井レベルより上部で
開口を設けてキャビティ内の熱気を流すことで、外気循

41

レインバリア
80

81

ゴンドラガイドレール

40

40

100

37.5

環方式ダブルスキンと自然換気を両立するＣＷとした。

アルミパネル
（アルミ押出形材）

合わせガラス
（東西面のみセラミックプリント）
30 A：35

165

A：35 30

200

1000

1200

1200

スパンドレル部詳細図【キャビティ排気部】

(S:1/3)

北面の外装を望む
南北面のガラスは透明 ､ 東西面はドットセラミックプリントを施
し眺望確保と環境対策を両立させた

170

850

350

300

10

190

850

70

°

ダブルスキン CW 断面詳細図

4150

ダブルスキン CW
ビジョン部には自動調光ブラインドが組み込まれている

52

に自然換気表示ランプを設置し、温
湿度、降雨、風速の各条件が自然換
気に適切な条件になると、換気窓を
レインバリア
開けることを促すサインが点灯す
ゴンドラガイドレール る。超高層ビルでの手動自然換気の
185

ウインドバリア

30 A：35
1000

300

106.5
41

アルミパネル
（アルミ押出形材）

100

採用は、換気窓を開けることで無風
時でも新鮮空気流入を感じることが
でき、コロナ禍においてもオフィス
合わせガラス
（東西面のみセラミックプリント）
ワーカーが安心感を得られる有効な
窓システムとなった。
40

E

165

B：33.5

・室内への給気有効面積（1ユニット当たり）
〔D部〕0.092m×2.515m＝0.231㎡/ユニット
〔E部〕0.0781m×2.68m＝0.209㎡/ユニット
〔E部〕 ≦ 〔D部〕
∴〔E部〕＝0.209㎡/ユニット
≧ 0.1976㎡（必要面積） ∴OK
に組み込まれた自然換気スリット

80

C：81

37.5

Ⅱ）有効面積
・CW内への給気有効面積（1ユニット当たり）
〔A部〕0.035m×3.3m×2＝0.231㎡/ユニット
〔B部〕（0.03m+0.0335m）×(3.3m-0.05m×5)＝0.1982㎡/ユニット
〔C部〕0.081m×3.245m×0.8＝0.210㎡/ユニット
〔B部〕 ≦ 〔C部〕 ≦ 〔A部〕
∴〔B部〕＝0.1982㎡/ユニット
≧ 0.1976㎡（必要面積） ∴OK

25

40

▽ FL

90

4150

90

200

ブラインド
（スラット幅：50mm）
（建築工事）

D：92
25
防鳥ネット
アルミエキスパンドメタル
（黒色塗装）

B：30

Ⅰ）必要面積
・1フロア当たりの必要面積
16.2㎡/フロア
・1ユニット当たりの必要面積
16.2㎡÷82ユニット＝0.1976㎡/ユニット

5

◇自然換気扉の有効面積の確認
2515

合わせガラス
（東西面のみ
セラミックプリント）

執
務
室
CH：2800

2675

a

75

75

4150

4060

300
225

75

基準階ダブルスキン CW に組み込ま
れた自然換気窓を、職員自らが主体
的に手動で開閉する方式を採用し、
環境意識の啓発を促した。事務室内

E:7
8.1

225

E
Low-E複層ガラス

70

85

参加型の自然換気システム

脱着ハンドルカバー

60

Low-E複層ガラス

通り芯まで：1500

執務室

アルミ樹脂複合板
100

10

1350

耐火ボード

自然換気扉
（アルミ押出形材）

▽ FL

70
900

90
1285

耐火ボードH：1000

90

100

4150

4150

高層棟 （行政部） の執務室内観写真
天井高 2800mm, 柱スパン 7200mm

225

空間は、天井レベルより下部ではダブルスキンキャビティ

106.5

手動自然換気扉を組み込んだ。縦パネルと換気扉の間の

4150

37

底を目指した薄型ダブルスキンカーテンウォールの開発

A：35 30

200

1000

1200

ビジョン部詳細図【自然換気部】

1200

(S:1/3)

[8] 災害時における安全の確保と業務継続を実現する構造計画

最高の業務継続性を有する免震市庁舎
災害時における拠点として、安全を確保して業務
を継続する重要性を再認識し、中長期的な震災対
策の一環としても、地震、津波など様々な災害に
即時に対応できる堅固な建物を必要とし 3 階床下

免 震ライ ンを 内包 する
３ 層吹抜 のガ ラス アトリ ウム
エレベーター
ヘリポート
免震化で機能維持
エレベーター制御システムで早期復旧

「アトリウム下部架構」による構成とした。アトリウム上部架構は屋根面

#500SP5＋SL403）からなる球座ベースプレート部で構成している。

支持架構と外装支持架構で構成している。
屋根面支持架構は、屋根面全体の面内剛性および強度を確保し水
外装

にあたっては、縮小試験体を用いた実験により摺動時の摩擦係数

平力を建物本体架構に伝達するため、10本の立体トラスとそれらを結

認した。ボールジョイントは常時は動かず、地震や風により生じる

ぶ小梁、水平ブレースで構成する。立体トラス北面にはトップライトを設
危機管理諸室

架構の水平変位に計画通り追従しつつ、メンテナンスフリーである

免震化で破損・落下を確実に防止

高橋健人+浅井勇太◎竹中工務店
千葉昌広◎槇総合計画事務所

に専用免震層を配置した中間層免震構造を採用し
行政棟 EV の災害時運行確保を図った。免震層の 執務室
●アトリウムのコンセプト
上部（4 ～ 7 階）ならびに下部構造（1 ～ 2 階） 免震化で什器転倒が防止され
大地震後も業務を継続
に制振部材（増幅機構付き減衰装置「減衰こま 北仲地区のほぼ中央に位置し馬車道・北仲地区の歩行者ネット

ハイブリッド免震

３階床下免震 ＋ 制振

（RDT）」）を配置し、地震時の応答加速度のより
ワークの核となるアトリウムの計画である。地下鉄みなとみらい

ンド部（SCW480）と、特殊高力黄銅と固形潤滑剤（オイレス工業

設備・エレベーター機能維持により
けて光と風を採り入れ、快適性を高めている。
災害直後から確実に機能発揮

が求められた。そのため、耐久性・耐候性・対固着性の観点から、

外装支持架構は屋根から16m程度吊下がる外装を支持し、外装に生
設備機能の維持
じる水平力を建物本体架構に伝達するため、鉛直トラスフレーム、端部
主要な設備機器を4階に配置し

材は、橋梁など今回の室内環境より一層過酷な条件下で十分な

実績のある材料を選定し、かつパイプエンド球体部表面は硬質ク

免震による損傷防止＋津波から防護

メッキ加工を施し、メンテナンスフリーを実現した。
電気室・熱源・空調機械室・受水槽室
制振装置 (1～2階、4～7階)
一層の低減を図ったハイブリッド中間層免震構造
●カーテンウォール計画
ロッド,鉛直トラスフレームにより屋根面支持架構から吊り支持されてい
線馬車道駅にも接続するこのアトリウムは、市民の憩いの場とし
免震とのハイブリッドで
エレベーター
を採用している。
供給
ワンランク上の安全性確保
屋根架構から16ｍ吊られる免震側外装材は余裕度地震時にい
る。タイロッドは耐風トラス弦材の横座屈拘束材としての機能も有する。
て多くの市民が集まり、市民活動、各種イベント、文化・芸術活
継続
アトリウム
屋根付き広場
このほか、BCP 確保として、危機管理諸室の整備，
屋根・天井・天井設備等は
免
震
ラ
イ
ン
を
内
包
す
る
免震層
ンド部（SCW480）と、特殊高力黄銅と固形潤滑剤（オイレス工業製
「アトリウム下部架構」による構成とした。アトリウム上部架構は屋根面
主要設備機械室の免震上部階への設置，地震・構
（３階床下）
大880㎜（免震層変形+層間変異+慣性力変位の可動に追随する機
上下動も考慮した場合にロッドに生じる圧縮力に対してロッドの張力が
動が展開されるスペースを目的とし、約1,200㎡高さ20.5ｍの気積
３層吹抜免震側の構造体につなげ、
のガ ラス アトリ ウム
#500SP5＋SL403）からなる球座ベースプレート部で構成している。採用
支持架構と外装支持架構で構成している。
信頼性の高い装置構成
落下を防止
造モニタリングシステムの導入，緊急離着陸場の
10階
にあたっては、縮小試験体を用いた実験により摺動時の摩擦係数を確
屋根面支持架構は、屋根面全体の面内剛性および強度を確保し水
２段の耐風梁に各H8ｍの自重を負担させるカーテンウォールの設
消失しないよう、耐風トラスにあらかじめ下向きのキャンバーを設け、建
をもつ空間を計画した。２・３階の中間に免震層を持つ高層行政
長周期地震動でも安全
危機管理諸室
設置などレジリエンスを重要視した市庁舎を整備
認した。ボールジョイントは常時は動かず、地震や風により生じる屋根
平力を建物本体架構に伝達するため、10本の立体トラスとそれらを結
高橋健人+浅井勇太◎竹中工務店
架構の水平変位に計画通り追従しつつ、メンテナンスフリーであること
ぶ小梁、水平ブレースで構成する。立体トラス北面にはトップライトを設
千葉昌広◎槇総合計画事務所
て方時にロッドを締め込むことでロッドにプレテンションを導入した。外
行った。外部側広場との空間的・視覚的連続性を意図し、ガラス挙
棟に隣接し、免震層をどこに設定するかが大きな議題であったが、
4～7階
した．
避難デッキ（２階）
４階
制振装置

外部デッキと屋内ロビーは、津波から
多くの市民が集まる空間での高天井の耐震性確保と、地上レベル
設備機器室
の避難滞溜スペースとしても機能

吊りトラスとこれらを繋げる耐風トラスにより構成する。耐風トラスはタイ

が求められた。そのため、耐久性・耐候性・対固着性の観点から、球座

けて光と風を採り入れ、快適性を高めている。

材は、橋梁など今回の室内環境より一層過酷な条件下で十分な使用
外装支持架構は屋根から16m程度吊下がる外装を支持し、外装に生
●アトリウムのコンセプト
装材に生じる地震時の加速度応答はこの外装支持架構により、吊り下
によって決まる枠見付幅85㎜と同見付のスチールマリオンをＨ16ｍ

供給 非常用発電機

北仲地区のほぼ中央に位置し馬車道・北仲地区の歩行者ネット

じる水平力を建物本体架構に伝達するため、鉛直トラスフレーム、端部

実績のある材料を選定し、かつパイプエンド球体部表面は硬質クロム

地震・構造モニタリングシステム
中間の耐風トラス部ではここも同見付のファスナーをマリオン切削
でエキスパンションジョイントなどの可動物を無くし歩行安全性
メッキ加工を施し、メンテナンスフリーを実現した。
吊りトラスとこれらを繋げる耐風トラスにより構成する。耐風トラスはタイ
ワークの核となるアトリウムの計画である。地下鉄みなとみらい
３階床下 げられているため屋根面からの応答の増幅はあるものの、1階床から
継続
外構
「地震到達前のエレベーター停止」
つまづきの原因になるような

免震層

を両立することを優先し、１階外装上部に免震スリットを設ける
免震可動部(EXP.J)を設けない。
断面計画とした。

大岡川

１～２階 ている。
制振装置

低層部
●架構計画

「地震後の建物状態を早期把握」
立ち上がる架構に直接取り付く場合と比して、約半分とすることができ
によって留めるというディテールを開発した。中間トラス部は面外
屋根架構から16ｍ吊られる免震側外装材は余裕度地震時にいて最
る。タイロッドは耐風トラス弦材の横座屈拘束材としての機能も有する。
て多くの市民が集まり、市民活動、各種イベント、文化・芸術活
の２つの機能で在館者の安全を確保

階段は分散配置し津波到
達前に避難完了
アトリウムの屋根、天井、天井内設備、外装材の地震時の加速度応

答を低減させ、落下リスクの低減を図るため、一端を免震上部構造の
１階床と高潮・想定津波高さ
3,4階架構(免震側)で支持し、他端を免震下部構造の1階(地球側)から

防潮板で減災レベルの津波高さに
対応
建つ細径鉄骨柱で支持する計画とした。アトリウムは上階免震側に取
大径列杭

付き、屋根や外装材を支持する「アトリウム上部架構」と、地球側の1階

構造ダイアグラム ： BCP 対策によるハイブリッド中間層免震を採用している

床から自立し、1FL+4.5m以下の部分の庇,引戸,外装材等を支持する

●カーテンウォール計画

線馬車道駅にも接続するこのアトリウムは、市民の憩いの場とし

ロッド,鉛直トラスフレームにより屋根面支持架構から吊り支持されてい

動が展開されるスペースを目的とし、約1,200㎡高さ20.5ｍの気積

上下動も考慮した場合にロッドに生じる圧縮力に対してロッドの張力が

大880㎜（免震層変形+層間変異+慣性力変位の可動に追随する機構と

棟に隣接し、免震層をどこに設定するかが大きな議題であったが、

て方時にロッドを締め込むことでロッドにプレテンションを導入した。外

行った。外部側広場との空間的・視覚的連続性を意図し、ガラス挙動値

アトリウム上部架構は、建物免震側と一体となって動き、地
の動きも生じるためM24ボルトでファスナーを縫っている。
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によって決まる枠見付幅85㎜と同見付のスチールマリオンをＨ16ｍ吊り、
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度地震時における必要可動量を確保したEXP.Jにより気密性、止水性を
ルとした。地上部外装は自立するゆえに可能となった最大幅9.4ｍの連
3,4階架構(免震側)で支持し、他端を免震下部構造の1階(地球側)から
確保している。細径鉄骨柱の柱頭柱脚には全方向に回転追従可能な
続大型引戸を設けるなど市民活動の可能性を最大に高める中間
確保している。細径鉄骨柱の柱頭柱脚には全方向に回転追従可能な
続大型引戸を設けるなど市民活動の可能性を最大に高める中間免震
建つ細径鉄骨柱で支持する計画とした。アトリウムは上階免震側に取
様々な危機に対応できる市庁舎の構造
ボールジョイントを組込み、鉛直荷重のみを支持する構造とし、アトリウ
付き、屋根や外装材を支持する「アトリウム上部架構」と、地球側の1階
外装＝免震をラインを内包する外装として完結させた。
ボールジョイントを組込み、鉛直荷重のみを支持する構造とし、アトリウ
外装＝免震をラインを内包する外装として完結させた。
１階アトリウム東側を見る
床から自立し、1FL+4.5m以下の部分の庇,引戸,外装材等を支持する
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免震ラインを内包する 3 層吹抜のガラスアトリウム
市民の憩いの場として多くの市民が集まり、市
民活動、各種イベント、文化・芸術活動が展開
されるスペースを目的とした。約 1,200 ㎡、高
さ 20.5m の気積を持ち 2 ～ 3 階の中間を免震層
とする高層行政棟に隣接するため、多くの市民

高層棟
300 φ鋼管柱
図１ アトリウムの免震概念図

が集まる空間での高天井の耐震性確保と、地上
レベルに Exp.J などの可動物をなくし歩行安全
性を両立することを優先し、アトリウムの屋根・
外装を免震側からの吊構造とし、1 階外装上部
に免震スリットを設ける断面計画とした。

免震化
範囲

CW 水平断面詳細図

φ鋼管柱

免震化
範囲

CW 垂直断面詳細図

ボールジョイント
図２ アトリウム断面図

図１ アトリウムの免震概念図

アトリウムの免震概念図

アトリウムの断面図

図３ アトリウムの架構計画

アトリウムの架構計画

図４ 外装可動量

図５ カーテンウォール詳細

柱脚ボールジョイント詳細

CW 水平断面

[9] 旧庁舎の歴史を継ぐ議場

議場計画

什器計画

国内最大級の議場として計画された横浜市議会議場は、議員 87
名 ､ 執行部 59 名 ( 議長・議会局長席を含む )､ 傍聴者 216 名の規

机の空調設備は ､ 足元に手動で開閉できるレジスタを
設置し ､ 机上吹出空気の一部が足元から吹出す機構を

模を擁し ､ 旧議場と比較すると横幅は ､ ほぼ同じ 20m､ 奥行きは
5m 長い 23m､ 天井高さは 14m とし ､6 階を議場エリア 7 階から 8

設け ､ 季節や好みにより座席毎に調整することができ
る様にした ｡ 足元のレジスタを開けた際の机上吹出と

階は傍聴席の 3 層吹抜け空間の中に ､ 床のカーペットや壁デザイ
ンなど波や海をイメージした設計としている ｡

足元吹出の風量バランスを考え、風量調節機能を設け
ることで机毎の風量過不足を調整出来る様に計画した

旧議場は天井の中央が低く、短手端部が高い形状だった。今回こ
の構成を反転し、中央部を議長席から傍聴席まで緩やかな弧を描

｡
扇形状の机上面ステンレス設備プレートには、マイク

く船形の天井にすることで、伸びやかな空間を実現している。
議場全体の設備計画は ､ 居住域空調を採用し居住域に空調空気を
供給して温熱環境を整え ､ 人の滞在しない上部空間で排気をとる

端子 ､ 電源コンセント ､USB 端子 ､ イヤホン端子 ､ 音量
ボタン ､ 投票ボタン ､ スピーカー ､ 空調吹き出しなど
が組み付けられ ､ 机下部には引き出し式インターホン

（中温帯とする）ことにより、快適性を兼ね備えた省エネルギー
を実現した ｡
空調空気の供給は、
床全体に設置されたスリットからの吹出し（ア
ンビエント空調）と机上吹出し（タスク空調）を併用とした。

を収納しデザイン性を高めた ｡

旧市庁舎議場 ： ハトとオリーブのレリーフ

ハトとオリーブのレリーフ ：
現議場の天井に設置されているハトとオリーブのレリーフを復元、 新市庁舎の議
会エントランス天井に設置。 市会の伝統を継承する

大岡川沿いのプロムナードを見る

