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　全国審査は、各支部に応募された391作品のなかから選ばれた支部
入選90作品を対象に行われた。
　1次審査（8月2日）は、全国入選候補12作品のノミネートとタジ
マ奨励賞10作品を選考した。
　2次審査会（8月23日）は、大会会場（早稲田大学）において公開
で開催された。
　各賞は、ノミネート12作品のプレゼンテーションが行われたのち、
白熱した審査が行われ、決定した。

全国審査部会

審査委員長
槙 文彦［槇総合計画事務所代表取締役］

審査委員長代理
栗生 明［千葉大学教授］

審査委員
乾久美子［乾久美子建築設計事務所代表］

梅本洋一［横浜国立大学教授］

大野二郎［日本設計環境創造マネジメントセンター長］

金箱温春［金箱構造設計事務所代表取締役］

加茂紀和子［みかんぐみ取締役］

後藤 治［工学院大学教授］

日色真帆［愛知淑徳大学教授］

山田 深［室蘭工業大学講師］

吉田 晋［高知工科大学准教授］

全国入選者

最優秀賞
関東支部｜坂爪佑丞ほか1名
九州支部｜入江奈津子ほか2名
優秀賞
関東支部｜小林 陽ほか5名
近畿支部｜齋藤慶和ほか3名
中国支部｜坂本大輔
九州支部｜西亀和也ほか2名
佳作
関東支部｜木村智行ほか2名
関東支部｜佐長秀一ほか2名
関東支部｜澁谷年子ほか
近畿支部｜松瀬秀隆ほか2名
佳作／タジマ奨励賞
東北支部｜高橋拓海ほか1名
近畿支部｜山本 葵
タジマ奨励賞
関東支部｜金 司寛ほか1名
中国支部｜山根大知ほか8名
中国支部｜松村紫舞ほか2名
中国支部｜山本真司ほか2名

2011年度支部共通事業

日本建築学会設計競技入選作品

「時を編む」

中国支部｜塩川正人ほか3名
九州支部｜木村龍之介ほか2名
九州支部｜熊井順一
九州支部｜菊野慧ほか1名

審査総評

 審査委員長代理 栗生 明
　最初におことわりしておきたいことは、本来の審査委員長の槇文彦
さんが急用のため、私は最終の公開審査のみに参加した代理の審査委
員長であることです。
　ですから、全国391作品の中から支部審査を通過した90作品をす
べて見ているわけでもありませんし、12作品に絞った第一次審査会
の審査員でもありませんでした（急遽オブザーバーとして参加しまし
たが）。
　ですから最終審査に残った12作品のみを通して評するといったや
や偏った総評になることをご了解ください。
　さすがに最終審査に残った作品はどれもレベルが高く伯仲してお
り、最初評点は大きく分かれました。各案のプレゼンテーションを受
けての質疑応答、投票と審査員間の議論を繰り返した結果、最優秀賞
2点、優秀賞4点、佳作6点と決定いたしました。
　一次審査会の折り、槇さんが「3月11日の大震災後、住み続ける力
はどうあるべきか、どうしたら住み続けられるかといった問いに対す
るさまざまな答えが12作品に浮き彫りにされている」とまとめられ
ました。確かに震災直後に行われたこの設計競技は応募者と審査員双
方に、この災害がさまざまな影響を与えたようです。そして今回の課
題である「時を編む建築」はまさに結果として時機を得た課題となり
ました。
　災害は都市や建築といった「空間」の崩壊だけでなく、建築に塗り
込められてきた人々の記憶の破壊を通して感じられる「時間」の分断
や喪失でもあるからです。
　今回の災害だけではなく、アメリカ同時多発テロや、阪神・淡路大
震災、古くは広島、長崎の原爆時にも、「時間が止まった」という表
現が定型句のように繰り返されてきたことがそのことを表しています。
　印象に残ったのは最終審査に残ったすべての作品は、「個人」や「家
族」よりもまず、より大きな「共同体」に目が向けられていたことでし
た。「地域共同体はいかにして生き延びるか、共同体の記憶はどのよう
に継承されるべきか、そのために環境や建築はどうあるべきか、建築
家の役割はなにか」といった問題に真正面から取り組んだものでした。
　「時を編む建築」という課題は、震災直後の現在、すべての建築家に
課せられた喫緊の課題となっていることが明らかにされたと思います。

2011年度日本建築学会設計競技入選作品展

会期　11月7日（月）～18日（金）9:00～19:30
土曜日・日曜日および最終日は17:00まで
会場　建築博物館ギャラリー（東京都港区芝5-26-20　建築会館1階）
入場　無料
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　横浜市西区西戸部町の傾斜地は、海への眺望と路地裏の魅力的な景
観を生み出し、多様で濃密な生活を確保してきた。地域ポテンシャル
としての傾斜地地形を生かしELV利用による地域交通インフラ改善に
より、各世代が継続居住可能な住まいが提案されている。綿密な地域
調査およびわかりやすい公開プレゼ、ビジュアル表現ではグループ
ホームを超えて魅力ある路地裏斜面地のコミュニティー再生を感じさ
せる優れた作品である。
 （大野二郎）

最優秀賞

坂爪佑丞［横浜国立大学］

西川日満里［同］
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　筑豊にはかつて多くの映画館と芝居小屋が建
ち並んでいた。もちろん炭鉱労働者のために娯
楽の施設だ。だが、炭坑は廃坑になり、炭鉱労
働者はいなくなり、娯楽施設も不要になった。
そんな町を、そんな芝居小屋をどうするのか？ 
アートによって町を活性化しようという作業が
各地で行われているが、このプロジェクトは単
に劇団を町に誘致するだけではなく、劇団員に
町に住み、農業にも参加してもらい、芝居と共
に町を活性化するプランだ。 （梅本洋一）

最優秀賞

入江奈津子［九州大学］

佐藤美奈子［同］

大屋綾乃［同］
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　関東大震災後、学校の理想像を求めて建てられた復興小学校を単に
建物の保存ではなく、再び人々が集まり、日常の生活が営まれる街の
オープンスペースとして再生するという案である。街区を形成するよ
うにまとまるのではなく、隣接する建物との機能のクロスオーバーを
はかりつつ、学校、公共施設、民間との機能と時間をシェアさせる巧
妙なプログラムと、そこに繰り広げられる出来事のシーンが、復興小
学校と呼ばれる鉄筋コンクリート造にあらたな時間のレイヤーが重ね
られていくことを想像させる。 （加茂紀和子）

　「保存の解体」というタイトルがよく主旨を表している。歴史的な
町が現代においても生き生きと呼吸をし続けるためには、ただ単に古
いものを氷づけにすればいいわけでは、もちろんない。ここでは空き
家となった多くの古民家の内側に閉じ込められていた土間に着目し、
あえてそれら空き家の表皮を解体している。町へと解放された土間空
間は、それらが核となり触手となって断片化していた町を有機的につ
なぎつつ、現代へと息を吹き返す。現代につなぐために何を残すかと
いう視点をあらためて考えさせられる。 （山田 深）

優秀賞

小林 陽［東京電機大学］

アマングリ トウリソン［同］

井上美咲［同］

前畑 薫［同］

山田飛鳥［同］

堀 光瑠［同］

優秀賞

齋藤慶和［大阪工業大学］

石川慎也［同］

仁賀木はるな［同］

奥野浩平［同］
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　平和公園の中にある緑に覆われたゾーンは過去を喪失した場所であ
る。この作品は、この場所の過去の町の記憶を浮かび上がらせ、被爆
体験を未来へと継承する手段としての建築を計画した。忘れ去られた
場所の記憶を呼び起こすこと、悲惨な体験を継承するというテーマ設
定は高く評価できる。彫り込んだ空間とそれに連結した地下空間への
諸施設の配置により、公園としての機能を生かしながら新しい施設を
つくっている手法も共感できるものである。 （金箱温春）

　一町一寺制により街区中心部に寺院が残る一方、通りに面した部分
では開発が進む熊本市古町地区に「記憶の回廊」とそれによって囲ま
れた広場を提案している。受け継がれて来た都市構造を見出し、新た
に建築空間を挿入することによって、都市の連続性を保ちながら新た
に都市を再生する、という本提案の意図は、時を編む建築という課題
に対する魅力的な回答の一つであろう。各領域のつながりを重視した
重層的な空間構成も高く評価される。 （吉田 晋）

優秀賞

坂本大輔［広島工業大学］

優秀賞

西亀和也［九州大学］

山下浩祐［同］

和田雅人［同］
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　「時」にかかわる対象として、東京の荒川区に残る銭湯の煙突に注目した点が高く評価された。
一方、提案は、集会所・児童館・図書館といった機能による再生で、煙突の持つ魅力を十分に生かし
たものとはなっていない点が少々残念だった。これは、提案が銭湯のもつコミュニティ機能に注目
した結果だと思われるが、煙突のもつランドマーク性や煙突本来の機能に注目すれば、もう少し違っ
た提案も有り得たのではないかと思われる。 （後藤 治）

佳作

木村智行［首都大学東京］

伊藤恒輝［同］

平野有良［同］

　鶴見に垣間見える沖縄文化に注目した作品。市街地に埋没するマイノリティの文化にスポットを
あて、その保存を機に地域再生を図る行為は、アメリカ等ではしばしば行われている。この作品で
は、鶴見の沖縄文化をスポット的に顕在化させる形になっているが、顕在化させる意義やスポット
に過ぎない点に、一部の審査員から疑問が出された。その点はさておき、個人的には、簡便な建築
的な装置で、歴史文化を顕在化させた手法を評価したい。 （後藤 治）

佳作

佐長秀一［東海大学］

大塚健介［同］

曽根田恵［同］

　東京の渋谷原宿周辺は起伏に富んだ自然地形をしている。自然小河川の片鱗が垣間見られる隠田
水系のCat Streetは既成の計画された街並みにはない自然地形が作り出した魅力ある景観を再生す
る可能性を秘めている。大学教育がキャンパスに籠るのではなく脱出する若者の静かな反逆はCafé
文化・ファッション文化としてすでに現実化している。都心回帰、地域回帰の大学施設が商業主義
に取り込まれないことを願いたい。 （大野二郎）

佳作

澁谷年子［慶應義塾大学］
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　既存空間の諸要素を“交配”させることで、既存の何かを継承しつつも、そこに新たな関係性や構
造や形式を創り出そうとすることは、リノベーションにおいて一般的である。その手法を、都市中
心部の中層ビル相互の関係において展開しようとするのがここでの提案である。その大胆にコラー
ジュされたかのような外観から、破天荒な案のように見えつつも、都市における建築とは本来その
ように時間を重ねるべきであるという基本的なことを問いかけているようにも思われる。 （山田 深）

佳作

松瀬秀隆［大阪工業大学］

阪口裕也［同］

大谷友人［同］

　小さな島にある漁村の空洞化がはげしい。その漁村をまるごと「学校」に見立て、教育と観光を
まぜあわせたようなプログラムによって再生しようという計画だ。既存の集落の都市構造をよみと
り、その構造をいかして機能を配置しようという試みには素直に共感できた。また、既存の民家や
番屋や納屋を保存・改修しながら学校としてのしつらえを確保しようとする態度にも、時代を敏感
にキャッチする瑞々しさがあらわれている。 （乾久美子）

佳作／タジマ奨励賞

高橋拓海［東北工業大学］

西村健宏［同］

　親しみある建築に穏やかな死とはロ
マンチックすぎる比喩だが、止まった
ような建築に、愛情のある建築行為を
加えることで、新たな物語を呼び起こ
すこととして描かれている。屋根に穴
を開け、壁を補強し土壁を抜き、風雨
にさらされ風化がすすむことで、雨が
降って草花がよみがえるように、建築
が活気を取り戻している。終わりの時
までいきいきと生かす提案である。詳
細なサーベイに基づくため独善に陥る
ことがなく、好感がもてる。
 （日色真帆）

佳作／タジマ奨励賞

山本 葵［大阪大学］
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　“三丁目の夕日”や“テッコンキンクリート”の世界観を彷彿とさせる。居心地の良さと懐かしさを
覚える。現代都市や近代建築への継続と反逆が今しばらく続くのだろうか。PCやiPadを駆使しな
がら、国際的活動で飛行機移動し地域移動も自動車依存する生活業務の癒しを求める場所は何処な
のか。つくば学園都市では最も不足する風景としてこの計画のリアリティーがあるのかもしれない。
 （大野二郎）

タジマ奨励賞

金 司寛［東京理科大学］

田中達朗［同］

　ここに示されたのは、近代社会の価
値観によって見失われたものを掘り起
こし、それを楽しむ手法である。また、
街を流れ、四季折々に人々に美を提示
し、日常の暮らしを彩るものは、水と
いう生命の根源であり、その背景に時
間を重ねる建築があるという、非常に
豊かな情景が思い浮かんでくる。そし
てなによりも、画面いっぱいになにや
らたくさんのうさぎ達が、せっせと働
き動きまわるイラストに魅了された。
 （加茂紀和子）

タジマ奨励賞
山根大知［島根大学］

井上 亮［同］／有馬健一郎［同］

西岡真穂［同］／朝井彩加［同］

小草未希子［同］／柳原絵里子［同］

片岡恵理子［同］／三谷佳奈子［同］

　身の回りの物は、なんと言うことなくあり、意識しているのはごく一部である。この案は、身の
回りの物をみな取り出して、並べて見せることで特別なモノにしている。人々はこれらのモノたち
に囲まれ、ともに移っていくという。透過性のある棚が、モノがそれぞれ離れてあることを誘導し
ている。組み込まれていないモノのあり方は浮遊感があり、モノも人も記憶も漂っていくようで危
うい。しかし、それが美しく見えるのが今の素直な感覚だろう。 （日色真帆）

タジマ奨励賞

松村紫舞［広島大学］

鶴崎翔太［同］

西村唯子［同］
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タジマ奨励賞

山本真司［近畿大学］

佐藤真美［同］

石川佳奈［同］

　観光地として人気の高い尾道の坂の風
景。しかし現実的にはたくさんの空き家
を抱えたエリアであり、その問題を、アー
バンファブリックの使い方の工夫で再生
していこうというアイデアだ。既存の路
地をさらに充実させるべく空き家の中へ
も路地を延長し、路地の経験をより豊か
に増幅させるような提案をされているが、
空き家をつっきっていくというちょっと
暴力的ともいえるような手法に既存の都
市を軽やかに＜転用＞しようという態度
が感じられて、非常に痛快な気持ちになっ
た。 （乾久美子）

　「時を編む建築」──「時が経っても続いていき、時を経ることで新たな何かが編み込まれていく」。
そう考えると「平和よせがき館」というアイディアは見事だ。壁に多種多様な平和へのメッセージ
を「Post it 」のように貼り続け、過去から未来まで、同じ方向を目指した言葉たちが「編み込ま
れて」いく。建築的なアイディアには乏しいかもしれないが、今回のテーマになった「時を編む建
築」にはストライクの解答ではないか。100点！ （梅本洋一）

タジマ奨励賞

塩川正人［近畿大学］

植木優行［同］／水下竜也［同］

中尾恭子［同］

　この作品は、建築というよりは都市の中に作られた時の流れを感じさせる装置である。断続的に
配置された門型のゲートをつくり、外側には都市のさまざまな風景を映し出し、内部は高さが異な
る棚により変化を与えた歩行空間としている。物理的には単純な仕組みであるが、都市の風景と人
の流れの組合せによって時間を感じさせることにより、課題である「時の流れ」を映像の断続性と
解釈して具現化したことが評価できる。 （金箱温春）

タジマ奨励賞

木村龍之介［熊本大学］

隣真理子［同］

吉田枝里［同］
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　建築を動き続ける一つの生命体とし
て捉えて、「建築の墓」を提案している。
建築の死を忘却するのではなく、建築の
記憶を「建築の墓」によって受け継ぐこ
とである、という本提案の意図は、時を
編む建築という課題に対する詩的な回
答の一つである。住宅街にこつ然と現れ
る巨大な土の塊、その土塊が次々に増
殖していく街、土塊から再生される密や
かな自然など各段階でのシュールリアリ
スティックな風景は実に魅力的である。
他方、リアリティという面で幾つかの問
題が残った。 （吉田 晋）

タジマ奨励賞

菊野 慧［鹿児島大学］

岩田奈々［同］

タジマ奨励賞

熊井順一［九州大学］

　紙やガラスなどといった分類をあたえたゴミの集積所を数十メートルごとに配置し、ゴミ集積所を
ローカルなリサイクルスポットへと変換しようとするアイデア。これにより都市のゴミの風景を変え、
さらに物の共有の可能性を引き出すという、素直な着眼点に共感を覚えた。ローカルなサイクルの醸
成というと糞尿を集積することで資源化していた肥だめを思い出すが、肥だめのような位置付け（臭く
て迷惑だ）にならないように、建築的な魅力を利用しようというところも興味深く感じた。 （乾久美子）
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主旨

　建築基準法で想定している外乱の種類・レベルは最低基準であり、
それ以上あるいは想定外の外乱が建物を襲い、被害を生じる可能性は
否定できない。建物の重要性、用途によっては、これらの外乱に対し
ても崩壊を免れ、建物機能を果たすことが必要となる場合もある。
　本設計競技では、想定外の外乱に対しても脆性的に破壊することな
く、必要機能を保持するような建築構造の提案を求める。同時に、基
準法レベルの外乱に対しても過度の設計とならず、それに対する対応
もある程度考慮されていることが望ましい。現行の設計においても、
基準法の地震力を係数倍し、それに対して許容応力度設計等を行う場
合もあるが、本競技はこれとは異なり、想定する外乱に対するクライ
テリアの設定も競技に含まれる。
　ロバスト性・冗長性の考え方は設計者により異なることも予想され
るため、提案する建物では、ロバスト性・冗長性が適切に定義され、
それらの確保を最優先として構造計画、構造設計が実施されるものと
し、構造設計において考慮する持続性、機能性、経済性、施工性など
の付加価値をつけたデザインも期待する。

条件

1――�想定外の外乱に対しても、構造システムとして脆性的に破壊す
ることなく必要機能を保持するような建築構造の提案を求める。

2――�想定する外力、ロバスト性・冗長性の定義とそれらを確保する
ための考え方、想定する損傷レベルや保持すべき機能等が明記
されていること。

3――基準法レベルの外乱に対する検討も行うことが望ましい。
4――建物種別や想定条件は、応募者が自由に設定してもよい。
5――既存建物・想定建物は問わない。

審査員（敬称略、五十音順）
委員長　　竹脇�出［京都大学］
委員　　　大森博司［名古屋大学］
　　　　　金箱温春［金箱構造設計事務所］
　　　　　新宮清志［日本大学］
　　　　　高田毅士［東京大学／応用力学運営委員会主査］
　　　　　高田豊文［滋賀県立大学］
　　　　　竹内�徹［東京工業大学］
　　　　　中島正愛［京都大学／構造委員会委員長］
　　　　　中村尚弘［竹中工務店］
　　　　　西谷�章［早稲田大学］
　　　　　濱本卓司［東京都市大学］
　　　　　山中昌之［大林組］

選考経過報告

第1次審査会
　応募は20作品であった。
　第1次審査会を6月15日に行った。審査員が以下の基礎評価項目に

2011年度日本建築学会技術部門設計競技入選作品

「ロバスト性・冗長性を向上させた建物の構造デザイン」
主催　構造委員会

ついて全作品の評価を行ったうえで、入選候補を選定するために、各
自5作品を選び1～5点の総合評価を行った。
［基礎評価項目］
①「想定する外力」が明確かつ適切であるか
②�「ロバスト性・冗長性の定義と、それを確保する考え方」が明確かつ
適切であるか
③「想定する損傷レベルや保持すべき機能」が明確かつ適切であるか
④構造設計における思想や概念が明確かつ適切であるか
⑤構造検討結果や構造図が適切で、過度の設計となっていないか
⑥�構造安全性以外の付加価値（持続性、機能性、経済性、施工性等）
があるか
　その結果、総合評価33・24・20・18・13・12・11・�9点の8作品を入
選候補として選定した。
第2次審査会
　第2次審査会を7月12日に行った。入選候補作品ごとに応募者によ
る10分間のプレゼンテーションを行い、その後8分間の質疑応答を実
施した。最終的に、審査員ごとに3作品を選定し、それぞれに1～3点
の評点をつけた。その結果、上位2作品は飛び抜けた評価となった。
この2作品について討議を行い、3点の評点をつけた審査員が6名で
あった作品を最優秀賞として選定し、3点の評点をつけた審査員が3
名であった作品を優秀賞として選定した。なお、総合点においても最
優秀賞作品は優秀賞作品を上回っていた。
　上記2作品以外は甲乙つけがたく、かつそれぞれ優秀な作品である
と認められたため、残り6作品を佳作として選定した。

総評

　本課題は、建築構造設計時に問題となる入力外乱の不確定性や構造
物に不可避的に存在する特性のばらつきを科学的にいかに扱うかを問
うものである。その際に現れるキーワードとして「ロバスト性」や「冗
長性」があり、今回の東北地方太平洋沖地震による津波、地震動によ
る被害、原発事故のそれぞれにおいてもこれらの概念の重要性が注目
されている。
　入選作品を「ロバスト性や冗長性の定義」により分類すると、図1、
2のようにロバスト性と冗長性を異なる概念として捉えているものが
大半である。しかしながら、一部には、図3のように冗長性に優れた
構造物はロバスト性にも優れているという論理展開をしている作品も
見られる。最近では、関連する概念としてレジリエンス（回復力、機
能維持能力）という用語も用いられることが多い。
　冗長性には、（1）構造システムにおける構造要素のつながりに着
目したもの（並列と直列）、（2）余裕度に着目したものの二つが存在
すると思われる。前者に関連するものとしてフェールセーフの概念が
あり、後者に関連するものとして安全率が挙げられる。今回の作品に
おいても、フェールセーフに言及したものと余裕度に言及したものが
多数見られた。
　一方、ロバスト性とは、外乱や構造特性がばらついたとしても、な
お、構造物が機能性や安全性を保持し続けることのできる能力と定義
できる。このように定義は比較的容易であるが、ロバスト性を定量的
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に測る尺度はそれほど多くはない。今回の作品においても定量化して
いるものはほとんどなかったと言ってもよい。今後の展開が期待され
る。
　応募作品の多くでは、外乱として地震外乱が扱われている。そのほ
かに津波を扱っているものも見られた。津波に関しては未解明な部分
も多く、ロバスト性や冗長性の概念を用いたさらなる展開が期待され
る。地震入力の不確定性としては、高層建物や免制振建物の設計で用
いられるレベル1、2の地震動に加えて、それよりも大きなレベル3を
考慮したものや（レベルの不確定性）、地域特性を考慮したサイト波、
あるいは最近問題となっている長周期地震動を考慮したもの（特性の
不確定性）などがいくつかの作品で見られた。
　最優秀賞作品は、ロバスト性を「クリティカルな環境変動に対する
安定性」、冗長性を「機能維持のための多重安全性」と明確に定義し、
地震動のレベルや入力方向のばらつき、さらには火災や重量物の衝突
などによる部材消失に対する安全性も検討している。また、鉛直荷重
に対する抵抗要素と水平荷重に対する抵抗要素を分離した「ダンパー
チューブ構造」を、主構造（構造コア）に偏って取り付けることによ
り、建物のねじれ応答を積極的に利用してダンパー効率を向上させて
いる。
　優秀賞作品は、支点間距離が変化して傾く連層耐震壁を利用したも
のである。レベル2地震動において、加速度レベルが増大しても、ま
た地震動の周期が変動しても安定性が維持されること、またレベル2
×3倍程度の地震動に対しても倒壊せずに安定性が確保されることが
示されている。作品では、前者を「ロバスト性」、後者を「冗長性」
と定義している。いずれも入力地震動のばらつきに着目したものであ
るが、構造システムの実現性・信頼性について若干の質疑が存在した。
　3月11日の地震以降、「想定外」という用語が頻繁に使われている。
この言葉はおそらく日本でしか使われない概念なのではないかと思わ
れる。英語にしようとしても、out�of�prediction、unpredictable�
issue、out�of�scenarioなどが考えられるが、どうもしっくりこない。
アメリカの有名なサイエンスライターは、「起こりそうもないこと」
として「Black�Swan」という言葉を用い、想定外への対応として
「Planning�for�the�Black�Swan」と題した論説を原発事故について著
している。構造設計においては、本来想定外ということはあってはな
らないことであるが、現実の世界ではそうもいかない。要は、想定外
の範囲をいかに狭め、想定範囲を拡げることができるかに構造設計者

の技量が問われているのではないだろうか。構造設計に要請されてい
るのは、単に構造解析をして使用性や安全性の検討をするだけでなく、
想定外の範囲を狭めて少しでも冗長性やロバスト性に優れた構造物を
設計することではないだろうか。
　本年度の建築学会大会（関東）では、本課題入選者表彰式の後の
PDで、最優秀賞、優秀賞、佳作の方々のプレゼンテーションと審査
員による選評紹介を行った。その後の討論で、ロバスト性や冗長性に
ついての議論を深めたうえで、よりロバストで冗長性に優れた構造物
の設計の今後のあり方について議論を行った。
　最後に、3月11日の地震への対応で多忙な中、今回の技術部門設計
競技に多くの方々から積極的な提案をいただいたことに心より敬意を
表する。� （竹脇�出）

提案名 提案者

最優秀賞 都市百貨網
―ダンパーチューブ構造がつなぐストック―

樋口 聡・栗野治彦・石井英樹・佐藤光一・田中裕樹・福田隆介・狩野直樹・
淺野剛弘・木村奈央［鹿島建設］

優秀賞 STEP bi-STEPPING
― 外力の性状に応じ、 

浮き上がり部の支点間距離が2段階に変化する制震構造―

増田寛之・熊野豪人・九嶋壮一郎・田部井正樹・熊谷考文・山田達也・國本暁彦・
川口裕人・市川 徹・山口浩志・中川浩明［竹中工務店］

佳作 位置エネルギーを利用して
塔状建築物のロバスト性を高めた構造デザイン

大嶋 隆・田村彰男・村田耕司・齋藤悠磨［竹中工務店］

都市のロバスト性と冗長性
―相互扶助制振システムの提案―

近藤吉治・大西雄一郎・石塚広一・富澤徹弥・齋藤光広・中野修太・
マテオ アルベル・篠原昌寿［構造計画研究所］

M-O-N-O（Multi-Optimizing Network Operation）
―連結制震機構×集団抵抗機構―

酒井恒幸・小前健太郎・今井克彦・黒木光博・鬼塚由佳・石飛英輝［清水建設］

現状の性能・機能を維持する高性能な制振レトロフィット 土本耕司・鈴木裕美・藤村太史郎［大成建設］

連結制振によりロバスト性と冗長性の向上を図った 
免震構造

西村勝尚・福本義之・笹元克紀・田中嘉一［大林組］

粘性減衰と履歴減衰からなる大変形可能な 
制震構造システム

二木秀也・山本雅史・嶺脇重雄・濱口弘樹・曽根孝行・米田春美・
鴨下直登［竹中工務店技術研究所］

図1　冗長性（リダンダンシー）と頑強性（ロバスト性）の関係の一例

ロバスト性 フェールセーフ

要素のつながり
でのリダンダンシー
はあるが、ばらつき
に対して設計条件
を満たさないもの
（真のフェールセーフ
とは言えない）

並列性などの
要素のつながり
に注目したもの
でロバストなもの

要素のつながり
においてリダン
ダンシーはないが、
ロバストなもの
（ばらつきに対しても
設計条件を満たすもの）

余裕度

図2　余裕度と要素のつながりから見たリダンダンシーとロバスト性

要素のつながり余裕度

・リダンダンシー＝フェールセーフ
・ロバスト性＝insensitivity to
　　　　　　　local failure) 

・リダンダンシー＝ロバスト性

図１の中央図１の左端の部分

図3　冗長性とロバスト性およびレジリエンスの概略的関係の一例

冗長（リダンダント） 頑強（ロバスト） レジリエント
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　本案は、都心環状線上ターミナル駅の大型百貨店を防災拠点として
活用するため、ダンパーチューブ構造を用いてロバスト性・冗長性を
向上させようとする提案である。ロバスト性を「クリティカルな環境
変動に対する安定性」、冗長性を「機能維持のための多重安全性」と
明確に定義し、建築基準法で規定されているレベルを超える地震動に
対して応答値を抑制しているだけでなく、地震動の入力方向の変動や
常時荷重の偏在に対して応答の変動を確認している点、さらに火災や
重量物の衝突などによる部材消失に対する安全性も検討している点が
高く評価された。また、鉛直荷重に対する抵抗要素と水平荷重に対す
る抵抗要素を分離させた「ダンパーチューブ構造」を、主構造（構造
コア）に偏って取り付けることにより、建物のねじれ応答を積極的に
利用してダンパー効率を向上させている点にも技術的な工夫が見られ
る。第1次審査から多くの審査員に高い評価を受け、第2次審査でも
10名の審査員のうち6名が最高点を付けた秀作であり、本会の技術部
門設計競技の最優秀賞に相応しい作品である。
� （高田豊文）

日常生活

大雪

台風
火災

液状化

復興

余震

津波

地震
Level2+ 1

2 n

0 2 4 6 8 10 12

一般
設計

天井空間

火災室区画 一時避難エリア
（構造コア）

スパイラルヘッド（散水ヘッド）センサ－

炎遮断

配管
ポンプ

水槽

制御盤

火災

提案

[分]

避難開始時間
歩行時間
出口通過時間

東京 23区の昼間人口は約 1200万人であり夜間人口は 800万人。1990年からこの昼夜人口差は縮まることがない。首都圏在勤者の多くは郊外居住者であり、環状線から放射状に伸びる鉄

道網のターミナル駅を経由し勤務地へ向かう。東京の都市機能は、これら郊外から通勤する就業者とその主要な移動手段となる鉄道交通網によって支えられている。

首都圏巨大地震を想定した場合、その交通網が一時的に麻痺し、膨大な昼間就業人口が被災者化・帰宅難民化することが考えられる。一方、鉄道交通及びそれに併置された主要幹線道路は、

平時・緊急時とも都市機能の大動脈であり、その近傍に配置された大型施設は、公共・民間による運営の別に関連せず、都市防災拠点網の中心施設となりうるポテンシャルを有する。

外乱の要素は地震だけではない。大雪・豪雨・強風・津波などの

外乱に襲われた際にも都市としての機能を維持し、ゆるやかに元

の状態に復興するシステムをめざすことが必要とされる。

また、外乱を受ける前の日常生活においても、我々は地球環境保

全という長期的ヴィジョンでのロバスト性・冗長性に配慮すること

が求められている。突発的外乱への対応策は、同時に循環型社会

を形成する要素技術との親和性が必要とされる。

環状線から放射状に伸びる鉄道網が整備された東京では、環状線上の拠点
ターミナル駅に大型百貨店を建設し、その商業圏を拡大するように郊外へ発
展していった。しかし、郊外に大規模商業施設が割拠する現在、その役割や
商業施設としての機能形態の転換を迫られている。
一方、直下型地震発生時に帰宅難民が 390万人を超えると言われる首都圏で
は、一時避難場所や緊急物資の備蓄施設整備が課題の一つと考えられる。
そこで本提案では拠点ターミナル駅に必ず建設されてきた大型百貨店に、拠
点防災施設機能を持たせるためのロバスト性と冗長性を与える試みを行なう。

　－ロバスト性・冗長性・想定外の外乱の定義－
 ロバスト性 クリティカルな環境変動に対する安定性
 冗長性 機能を維持するための多重的安全性
 想定外の外乱 規定されたレベルを超える地震動
  上記地震動と大型余震の繰り返しや
  自然災害・事故等の外乱との組み合わせ
特に考慮すべき「想定外の外乱」については、「建築基準法レベル２の規定
超の地震動」「同巨大地震発生後の大規模余震の頻発」、さらに「大型台風、
都市型洪水、重量物衝突などの併発」など、大型のインパクトと外乱の連続
発生と定義した。これらに対するロバスト性・冗長性を確保することで、一
時避難所機能・復興初期物流拠点機能・緊急医療拠点機能・情報拠点機能
などを保持することができる。
またこのような機能を持った百貨店型複合商業施設を多くのターミナル駅に配
置することで、東京を防災拠点のネットワークで覆うことが可能となる。

百貨店の都市防災拠点化と必要とされる性能－ロバスト性・冗長性－

区画形成時にも平時利用時と同じ幅員での避難を可能とするウォータースクリーンを、想定さ

れる外乱に対し弾性を保つ構造コア外周に設置することで、通常時の大空間利用を妨げずに

災害時一次避難エリアを形成し、人命を確実に守る。

コアシャフトへの重要設備の集約配置により、非常用発電設備、高置タンクからの一時的な

電力、上水供給ルートを守る。万が一非常用設備機能が稼動しない場合を想定し、構造コア

を一時避難エリアとして設定することで、人命を確実に守る。

停止直後 -非常用設備の保護

構造コアと合致した避難区画の形成

耐震設計のクライテリア

様々な地震動に対して、その大きさに関わらず層間変形角（外周構面の最大値）、最大塑

性率の差異は小さい。レベル3という大入力に対してもクライテリアを十分満足しており、

地震動に対する高いロバスト性と冗長性が確保されている。

地震動のバリエーションに対するロバスト性と冗長性

レベル 2 地震動に対して、特定の方位からの入力での変形角が

大きくなることはない。

地震動の入力方向に対するロバスト性

積載荷重の極端な偏在を考慮したレベル 2 地震動入力に対して

も応答変動は僅かである。

常時荷重の偏在に対するロバスト性

火災時のオイルダンパー消失に対して、影響が大きいと予想される構面のダンパーを最大 6％

まで削除した仮定でレベル 2地震動入力を実施したが、応答変動は僅かである。

オイルダンパーの火災による消失に対する冗長性

長期的に電力復旧が行われない場合に備え、最大限に自然エネルギーを活用するシステムを

構築する。ダンパー及び杭を用いた雨水利用により、衛生設備の最低限の機能維持を図ると

ともに、トップライト・吹抜を利用した温度換気と地熱利用によるクール / ヒートチューブの

組み合わせにより、室内の温度を極端に変化させないシステムとする。

継続停止状態 -エネルギーを必要としないシステム

ダンパーの雨水貯留、循環に加え、ダンパー面に設置される緑のスクリーンにより、ペリメー

ターゾーンの熱負荷低減と都市全体のヒートアイランド現象を抑制する。屋上面からダンパー

を経由した雨水は、地中杭内のクールパイプにより冷却され、外装への再循環及び空調冷却

水との熱交換により、空調効率向上を図る。

平時の環境性能向上

建築概要
建設地 東京都新宿区
用途 商業施設
延床面積 約 49,500㎡
規模 地上 9階／地下 2階

一般的な設計では、階段室手前で滞

留が起こり、避難時間が大幅に長く

なる恐れがある。

一時避難エリアの設定により、大人

数が安全に避難できる区画が形成さ

れる。

東京の鉄道路線と
商業施設のプロット

首都直下地震発生時の
ターミナル駅滞留者数

10,000㎡以上の店舗
1000㎡以上の店舗

大規模百貨店

渋谷

新宿

池袋
吉祥寺国分寺

浦和

所沢

品川

大井町

川崎

東京

上野

北千住

松戸

船橋

渋谷 182,858

上野   89,894

新宿 167,197

池袋 165,733

東京 198,309

品川 127,864

首都直下地震により発生する帰宅困難者数

約 390万人

首都直下地震による東京の被害想定報告書
東京都 ,平成 18年

構造コアと合致した
一時避難エリア・防火区画
（ウォータースクリーン）

コアシャフト（避難階段）

一時避難エリアの有無による避難時間比較

ウォータースクリーンシステム図 作動イメージ

縦動線、重要設備など
最重要機能の保持

雨水貯留ダンパー

自然換気型トップライト

雨水パイプ打込み杭

外気
導入

煙突効果による
温度換気

クール /ヒートチューブ（地熱利用）

雨水パイプ打込み杭

雨水貯留ダンパー

壁面緑化

空調機

熱交換

雨水

雨水貯留／利用槽

雨水貯留管

雨水
バルブ内蔵ピストン

アキュムレータ（油溜まり）

伸縮ロッド

オイルダンパー詳細

構造コアの拡大による
バッファーゾーンとしての
災害時一時避難エリアの設定

雨水貯留
／利用槽

130～250φ
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構造平面計画

K
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「ダンパーチューブ構造」と避難所等を想定した必要保有水平耐力の余裕度が 1.25 を満足

する「耐震設計モデル」とを地震動入力による応答加速度の比較を行うと、ダンパーチュー

ブ構造の極めて高い応答低減効果が確認できる。応答せん断力、応答変位も同様の傾向と

なる。また、上部架構のコスト試算を行うと、耐震設計モデルを100とするとダンパーチュー

ブ構造は104程度となり、経済性にも大きな差が無い。

都市の防災ネットワークの拠点として、震災時に帰宅困難者の保護や、地域の物流やエネル

ギーグリッドの中心となるためには、様々な外乱に対して高いロバスト性と冗長性の確保が必

須となる。但し、定常利用時の利便性を損なうこともできない。

そこで、プランニングの自由度と更新性に配慮し、8m グリッドの鉄骨造のラーメン架構で構

成した構造コアと、外周 3辺にポスト柱、ピン接合された梁や減衰機構となるオイルダンパー

で構成した「ダンパーチューブ構造」を採用する。

鉛直荷重に対する抵抗要素と水平荷重に対する抵抗要素を明確に分離し、想定外外乱により

一部の抵抗要素が損傷しても互いの抵抗要素が役割を補いあうことにより建築物全体として

の安全性を維持し続ける構造デザインを提案する。

構造計画を立案するうえで、ロバスト性の確保として、「地震などの外乱や部材特性などの変

動に対する応答変動が小さく、想定したクライテリアを満足する事」、冗長性の確保として、「外

乱に対する抵抗要素を多重化することにより、一部が損傷し機能しなくなっても建築物全体

として外乱に対する抵抗能力を喪失しない事」に留意している。

検討重心位置

全層通常の重心から

±5％重心を移動

O:設計時重心

K:設計時剛心 

「自由なプランで柔らかくて揺れない構造」
並進に比べ回転方向のエネルギー吸収効率は遙かに高いことを利用し、地震エネルギーを

回転方向に変換して効率良く吸収する。

　○構造コア＋柔な外周架構の組合せ　（高自由度なプランニング性・コア部のみ耐震要素）

　○外周架構に細型オイルダンパーを対角に配置　（3次元的な振動制御）

　○偏心の許容　（捩れ応答の積極利用・偏心による 2自由度系の減衰は更に数倍に増大）

水平抵抗要素と鉛直抵抗要素に明確に分離したこの構造物では、重量物の衝突などにより、

鉛直部材が荷重支持能力を喪失し、最終崩壊に至る懸念がつきまとう。

地球規模の自然環境と培った知恵と技術を共生させ、豊かな人間生活の基盤となる建築の社

会的役割と責任を自覚し、人々に貢献することを使命とする建築家、建築エンジニアとして、

起こりうる自然災害、事故等の外乱とその組み合わせや繰り返しを深く想像し、” 想定外”を極

力排除することを目指し、あらゆる外乱に対して安全・安心を提供する架構システム
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60° 90°
(Y)

120°

150°

180°(X)

層間変形角 (rad)

層間変形角 (rad) 層間変形角 (rad)

層間変形角 (rad)

層間変形角 (rad) 層間変形角 (rad)

入力方向

重心位置重心位置

X方向 Y方向

耐震性能の向上と経済性の両立

構造計画概要
ダンパーチューブ構造とは

重量物の衝突による部材喪失に対する冗長性

1階は適度に柱を配置し、最終崩壊に至らないように鉛直耐力を確保する。また、耐震壁

を配置していないため流体を受け流すことが可能となる。

津波・洪水など流体の受け流し

検討入力方向

一次モード ニ次モード

敷地周辺の状況を考慮し、地上を走行する重量物が建物に衝突することによって複数本の外周柱

が鉛直荷重支持能力を喪失する事象を想定し、耐震設計モデルとダンパーチューブ構造でどのよう

な応力再配分が行われているのかをシミュレーション解析によって評価した。

耐震設計モデル

損傷した柱が負担していた軸力は梁を介

して周囲に伝達されるが、梁の荷重伝

達能力を超えているため損傷部材の直

上階は崩落する可能性がある。

ダンパーチューブ構造

損傷した柱が負担していた軸力は梁およ

び水平抵抗要素としてのダンパーがスト

ロークの限界まで達したところでメタル

タッチとなり、ブレース材として機能す

ることで応力の伝達経路を確保する構

造となっている。

レベル 2（極めて稀に起こる地震）

レベル 1（レベル 2の 0.5倍の地震）

レベル 3（レベル 2の 1.5倍の地震）

地震動の大きさ 層間変形角

1/200以下

1/100以下

1/75以下

部材レベル

許容応力度以下

弾性範囲内

塑性率 3.0以下

建物を使い続けるためのロバスト性

レベル 3時の層間変形角を 1/75以

下に抑えることで仕上げ材の脱落を

防止し、地震被災後も避難所として

最低限の環境を確保する。

繰り返しに対するロバスト性

レベル 2時の塑性率が 1.0以下であ

るため、本震以降の構造的基本性能

が低下することはない。

間柱

オイルダンパー

（減衰力 F=600～ 1000kN）

小梁

小梁

衝突時平面図

1階平面図

衝突時イメージ図

進行方向
重量物（80t）

重量物（80t）
進行方向

1階柱崩壊想定部位

X方向 Y方向

X方向想定消失箇所 Y方向想定消失箇所

消失箇所数：

コアシャフト

縦動線計画に合わせ分散配置し、

高耐力の部材配置を行う

災害時には崩壊に至らず、

最後まで避難動線を確保する

構造コア

鉄骨造柱梁で構成された靭性に富んだラーメン構造

想定される外乱（レベル 2地震）に対して弾性設計

構造コア以外の部材は柱、梁ともにピン接合

変形に対する完全な弾性追従性を確保して、

鉛直抵抗要素として最終崩壊を防ぐ

1階外周の二重列柱化

柱を適度に配置し最終崩壊を防ぐと同時に、

インテンショナルな衝突、爆発にも対処する

ダンパーチューブ

外周 3面に配置された間柱とオイルダン

パーで構成される

ダンパーは建物の終局時には引張材として

床を吊り上げ最終崩壊を防ぐ役割も担う

1階柱崩壊想定部位

ダンパーチューブ構造の変形モード

非耐震壁（乾式）

CFT柱

流体の方向

L2 L3L1 L2 L3L1

L2 L3L1 L2 L3L1

ダンパーチューブ構造

耐震設計モデル

応答加速度の比較

X方向最大層間変形角

X方向最大塑性率 Y 方向最大塑性率

Y 方向最大層間変形角

CFT柱 
700×700
火災時の高い保有熱量も確保 鉄骨大梁 

H-900×300

構造コア コアシャフト

ダンパーチューブ
エスカレーター及び吹抜けの
自由配置が可能

等厚 RCスラブ
ダンパーチューブと構
造コアのせん断力移行
に配慮

ダンパーチューブ構造

火災 衝突、津波など インフラ供給の停止地震動（レベル２＋α）

都 市 百 貨 網
-ダンパーチューブ構造がつなぐストック -

最優秀賞

都市百貨網
―�ダンパーチューブ構造が�
つなぐストック―

樋口�聡［鹿島建設］
栗野治彦［同］／石井英樹［同］
佐藤光一［同］／田中裕樹［同］
福田隆介［同］／狩野直樹［同］
淺野剛弘［同］／木村奈央［同］
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　本案は、支点間距離が変化して傾く連層耐震壁を利用したロバスト
性の実現である。
　連層壁は、正方形平面の四隅に計8箇所設置され、軸組図上は1構
面で両脇に左右対称の配置となる。ひとつの連層壁は2点で支持され、
地震時に一方の支点が浮き上がって傾く。連層壁の最下層部分には、
スリットを挟んで浮き上がり可能な1層分の壁がL字型につながる。
スリットにより、連層壁が大きく傾いたときに初めて一体となって挙
動する。この結果、連層壁の支点間距離が変化した2段階の傾き方が
可能となる。これがSTEP�bi-STEPPINGである。
　この壁の効果によって、レベル2地震動において、加速度レベルが
増大しても、また地震動の周期が変動しても安定性が維持されること、
またレベル2×3倍程度の地震動に対しても倒壊せずに安定性が確保
されることが示されている。提案者は、前者を「ロバスト性」、後者
を「冗長性」と定義している。
　震災時に避難所として使用可能な小学校に本システムを採用した設
計例は、多くの審査員の支持を得た。優秀賞にふさわしい提案である。
� （西谷�章）

24

交番 郵便局 小学校 コンビニ

現在、国内の小学校は毎日700万人もの児童生徒達
が一日の大半を過ごす活動の場となっており、最も
多くの人々が集う公共施設となっている。
小学校の数は全国で約2.5万か所に達し、人々の生活
エリアの隅々にまで配置されている。地震等の災害
発生後には地域住民の応急避難場所としての役割を
果たすことが期待されており、東日本大震災におい
ても多くの小学校が避難所として利用されている。

　提案する構造システムは、伝統建築の柱脚浮き上がりや、五重塔心柱との
接触による倒壊防止にヒントを得て考案した。基準法レベルの大地震時には
通常の浮き上がりを考慮した制震システムと同様の挙動を示すが、2段階でス
テッピングすることでロバスト性・冗長性を向上させ、さらに巨大地震時あ
るいは極巨大地震時にも対応できる構造システムとなっている。
　入力地震動の規模あるいは周期のばらつきに応じて抵抗機構が切り変わり
、建物の固有周期を変化させながら地震の瞬間入力エネルギーを位置エネル
ギーに変換しロバスト性を向上させている。また、最終状態と考えられる極
巨大地震時でも倒壊を防ぐことができ、冗長性を向上させている。

中小地震 大地震 巨大地震 極巨大地震

5 6

中破～大破 大破～崩壊

人命保護
小学校

7～

中破被害

被害 中破 崩壊

崩壊機能維持・
修復可能

人命保護
一般

大破

拠点としての機能維持

設計クライテリア（確保すべき機能）

最悪の状況下
での人命保護

耐震性能

耐震性能

地震の大きさ

機能維持・修復可能

全国の施設数の比較

0m 1km500m

　■ 700万人が集う全国2.5万か所の小学校

■地震活動期に入った大阪の小学校が直面する地震災害

連層耐震壁
各接点に
質量を配置

 　

連層耐震壁

構造スリット付耐震壁

 　

小学校のロバスト性・冗長性を向上する構造計画

■ 施工性　■ 構造ディテール

学校の耐震改修に適応させる際は、耐震性能が不足する傾向が強い長辺方向に本
架構を設置する。耐震性能を向上させながらロバスト性・冗長性を付加させ、災
害拠点として必要な耐震性能を持った改修が可能となる。

■ 展開性

■入力地震動の設定

基準階床伏図 軸組図解析モデル  アクソメ

■構造システムの効果を比較するモデル

■地震動大きさのばらつきに対する解析結果 ■応答解析結果(レベル2×1.0～レベル2×3.0)

■荷重変形関係図■運動エネルギーと位置エネルギー■地震動の周期のばらつきに対する解析結果

■想定建物の構造計画概要と地震応答解析モデル

災害後の重要な拠点であり安全性の確保が必要な施設 ー 小学校

その他計画内容

ステッピング機構は杭頭
の凹部と上部の凸部をは
め込むという簡便な施工
方法であるため、免震装
置の様な高い施工精度が
不要で、従来の鉄骨柱脚
部と同様に施工可能であ
り、施工性に優れた工法
である。
※15万円/ヶ所
引き抜き抵抗処理におい
ては従来型よりも低コス
ト

解析

×長辺方向の壁量不足

◎ 長辺方向の壁量増加
＋ロバスト性・冗長性獲得

加速度（mm/s2）

（レベル２、TAFT 1952 EW）
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4850mm/s2

時刻（秒）
地震動波形

（レベル２、TAFT 1952 EW）

基礎固定（合計E） 2段階ステッピング（合計E）

基礎固定（位置E）　

基礎固定（運動E） 2段階ステッピング（運動E）
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2段階ステッピング（位置E）

②通常ステッピングモデル①基礎固定モデル ③2段階ステッピングモデル

教室

教室

教室

教室

スリット付耐震壁

避難所

避難所

避難所

避難所

学校としての機能 防災拠点としての機能緩衝帯としての機能

災害が起こった後でも学校としての
機能を維持できる。

大阪府における想定外(M9.0地震時)の津波高さ5.5mに対して
津波避難ビルとして機能する。屋上が避難場所となる。

特別教室を避難所に転用することで避難施設としての機能も同時に満たす。

避難者にとっては家族や面会者と
気兼ねなく話ができるスペース

体育館等を転用した
避難施設と比べると
居住性は高い。

災害後も学校としての機能性は維持しながら避難施設としての機能も同時に満たす。
防災拠点としての学校ではなく、学校でありながら防災拠点でもあるような施設を目指した。

中庭

■ 小学校 ⇔ 小学校＋避難所

700万人もの人命を救うためには極めて大きな地震が発生した場合の建
物の倒壊を防ぐ、もしくは万が一建物が大きな損傷を受けた場合におい
ても人命を最低限確保することが必要となる。また、地震後の地域社会
の拠点や避難所として小学校を利用するためには余震に耐えるための耐
震性を保持していることが必要であり、一般の建物よりも優れた耐震性
能が必要とされる。

■ 人命を救い、地域を守るために必要なこと

X・Y両方向とも同様の構造計画と
なっているため、X方向について地
震応答方解析モデルを示す。X方向
の固有周期は、１次 0.22 秒、２次
0.07 秒となっている。
構造スリットはギャップばねでモデ
ル化している。

規　　模：RC造　F４
階　　高：４ｍ
ス  パ ン ：８ｍ
平面形状：ロの字型
備　　考：間仕切りはすべて乾式
              (計画の自由性)

ロバスト性・冗長性の
向上効果を確認するた
めに、基礎固定モデル
・通常ステッピングモ
デル・2段階ステッピン
グモデルの3種類につい
て地震応答解析結果を
比較する。

TAFT 1952 EW
(レベル2相当、最大加速度4,850mm/s　)

大きさ(最大加速度)のばらつき
周期(卓越周期)のばらつき

入力地震動：

検 討 内 容：

短周期から長周期までの
３種類の地震動を入力し
た場合の応答値の推移を
示す。２段階ステッピン
グは基礎固定や通常ス
テッピングと比較して応
答値が小さくなってお
り、地震動の周期のばら
つきに対する安定性が確
保されている。（ロバス
ト性）。

２

N

通常時 災害後

教室

対角上に
機能が二分する

避難所

特別教室
（避難所）

特別教室
（避難所）

特別教室
（避難所）

SCALE  1:600
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コストの比較耐震性の比較

本提案架構は、免震装置に比
べて低コストでありながら免
震架構と同等以上の耐震性能
を有する。

down

従
来
型

提
案
架
構

免
震
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従
来
型

提
案
架
構

免
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■ 経済性

\

大阪における小学校の分布

レベル2地震動を基準と
し、加速度スケールを変
動させた場合の応答値の
推移を示す。２段階ス
テッピングは基礎固定と
比較して、さらには通常
ステッピングと比較し
て、地震動の大きさのば
らつきに対する安定性が
確保されている(ロバス
ト性)。
また、レベル2×3.0倍ま
で倒壊せず、安全性が確
保されている(冗長性)。

ー小学校

ばね支持

※HS6-FKS-NSは、長周期地震動と建築物の耐震性(日本建築学会)による

STEP  bi-STEPPING
■ 2011 年度日本建築学会技術部門設計競技　「ロバスト性・冗長性を向上させた建物の構造デザイン」

～ 外力の性状に応じ、浮き上がり部の支点間距離が２段階 に変化する制震構造 ～

「STEP  bi-STEPPING」

浮き上がり現象を許容して地震から建物を守る「ステッピング制震構造」に、

「段階的な」という意味の「STEP BY STEP」と 2を表す接頭辞「bi」を組み合わせ、

2段階ステッピング制震構造を表す。小さな地震から大きな地震まで効率的に対応できる。

五重塔に地震動が入力したとき、
建物全体が大きく変形しながら心
柱と塔身が接触を繰り返す。これ
は、応答により生じる「現象」で
はなく建物の倒壊を防ぐために予
めつくられた「仕組み」である。
五重塔が幾度となく大震災を経験
しながらも倒壊に至らないことが
その冗長性を証明している。

伝統木造の柱脚に用いられている
礎石は、大地震時に浮き上がる構
造となっている。運動エネルギー
から位置エネルギーへの変換は、
地震動に合わせて必要な分だけ行
われるため、耐えるべき地震動を
限定しないという特性がある。礎
石はそのロバスト性故に、多くの
伝統建築物に用いられている。

接触

ロバスト性の定義 ： 周期・大きさなど様々なばらつき（不確定要素）を有した入力地震動に対した頑強さ。
　　　　　　　　　  入力の変化に対する安定性。
　　冗長性の定義 ： 想定を超える巨大地震に対しても倒壊に至らない。
　　想定する外力 ： 大阪のレベル２を超える海溝型及び直下型地震
　　クライテリア ： レベル２(基準法レベル)×1.5までは中破以下(層間変形角1/100)
　　　　　　　　 ： レベル２×3.0では倒壊しない(層間変形角1/50)

■ 伝統木造 × ロバスト性 ■ 五重塔 × 冗長性 

浮き上がり

過去の地震災害の記録や地震発生メ
カニズムに関する研究などから海溝
型の地震発生には周期性があること
が明らかとなっており、今後30年間
の南海・東南海・東海地震の発生確
率の最大値は87%に達している。同
様に、内陸部大阪市内に存在する上
町断層による今後30年間の発生確率
は2～3%に達しており、国内の活断
層の中では発生確率がやや高いグル
ープに位置づけられている。
従って様々な種類の地震に対応しな
ければならない。

0

300

200

100

0 10.008.006.004.002.00
周期(s)

擬似速度応答スペクトル(cm/s)

周期のばらつき

大きさのばらつき

※想定南海地震波／日本建築学会：巨大地震による長周期地震動 
の予測と既存建築物の耐震性と今後の課題(2006.9)図4.7(e)
※想定上町断層地震波／川辺秀憲，釜江克宏：上町断層帯の地震
を想定した強震動予測、日本建築学会近畿支部耐震構造研究会シ
ンポジウム資料，pp.17-24，(2009.1)図7(c)

想定南海地震波
想定上町断層地震波

大阪への影響
・地震動のうち5秒を超える長周期成分が多い。

・超高層建物や免震建物など固有周期が長い建物は

過大変形の抑制等の対応が必要

①内陸から

②海から

震度7
震度 6強
震度 6弱
震度 5強
震度 5弱
震度 4
震度 3以下

上町断層

震度 6強以上
震度 6弱
震度 5強
震度 5弱
震度 4以下

※

※

※ 中央防災会議「東南海、南海地震等に関する専門調査会」　平成20年12月資料より

海溝型地震
南海・東南海・東海地震

大阪への影響
・地震動のうち0.4秒前後、1～2秒前後

の成分が多い。

・中低層建物のように固有周期が上記周

期と近傍となる場合、建物耐力の確保や

変形の抑制が必要。

直下型地震
上町断層

海
溝
型

直下型

大阪府

・災害後も学校としての機能性は維持しながら、特別教室を避難所に転用することで避難施設としての機能も同時に満たす。
・中庭が学校と避難所の緩衝帯となり避難者のプライバシーは保たれる。
・耐震要素を集約させた４隅に設備配管を配置することで、災害時にも建物インフラの機能が維持される。

中庭が学校と避難所の緩衝帯となり避難者のプライバシーが保たれる。

ス
の
め
方
置
不
部

で
※※
引
て

ステッピング上部架構

杭

ステッピング

受け架構

グリース充填

構造スリットに
は、一般的なポリ
スチレンフォーム
に代わり、耐火性
のゴム製緩衝材を
挿入する。建物の
変形に追従しなが
ら、段階的に変形
硬化を起こし、周
辺の架構と一体化
す耐震壁機構とし
た。

杭頭に柱受けを設け、挿入した柱部材との間
に支圧材を設置し、グリースを充填させるこ
とでステッピング制震を実現させる。

a - a’ 

セラミックファイバー
（耐火材）

ゴム性衝撃材（耐火性）

プチルゴム

a a’a a’

ックファイバー
火材）

衝撃材（耐火性）

プチルゴム

提案する構造システムは、連層耐震壁をブレース、
構造スリット付耐震壁をある程度ゆるみのある引
張材とすることで、鉄骨造でも対応可能である。

 小学校

大阪城

■設計思想
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1階最大変位（mm）

1階層せん断力（kN）

1段階ステッピング

2段階ステッピング

1階の最大変位応答と最大層せん
断力応答のプロット図を示す。
2段階ステッピングにより、段階
的にシステムが切り変わっている
ことがわかる。

基礎固定モデルと2段階ステッピングモデルについて、地震動レベル2×1.5のときの運動エ
ネルギーと位置エネルギーの時刻歴波形を示す。ステッピングにより運動エネルギーが位
置エネルギーに変換されていることがわかる。

STEP4STEP3STEP2STEP1 地震動レベル１
地震動レベル2×3.0

・極巨大地震時には、一体化した構造スリット付耐震壁も浮き上がり、さらな
る長周期化および位置エネルギーへの変換により、倒壊を防ぐ（第2段階ステッ
ピング）。通常の浮き上がり制震とは異なり、最終状態と考えられる入力にお
いても倒壊を防ぐことができるため、冗長性が向上している。

地震動レベル2×1.5

・巨大地震時には、構造スリット付耐震壁のスリット間隔がなくなり、連層耐震
壁と一体化する。一体化することでスタンスが広がり、短周期化するが、地震力
に対する抵抗力が向上する（第１段階～第２段階ステッピング）。通常の浮き上
がり制震とは異なり、入力に応じて抵抗機構が切り変わり、周期の変化、抵抗力
の上昇が実現できるため、ロバスト性が向上している。

地震動レベル2

・大地震時には、連層耐震壁だけが浮き上がり、長周期化および地震の瞬間入
力エネルギーを位置エネルギーに変換し、建物に入力される地震力を低減する
（第１段階ステッピング）。  
・通常の浮き上がりを考慮した制震システムと同様の挙動を示す。

・建築基準法で規定する耐震性能を満足している。
・中小地震時には浮き上がらず、基礎固定と同様の挙動を示す。

■構造システム概要

浮き上がる さらに浮き上がる さらに浮き上がる

ある程度の変形となると
徐々にスリット間隔がなくなり、
連層耐震壁と一体化していく

構造スリット付耐震壁
（第２段階ステッピング部分）

Lv1 Lv2 Lv2×1.5 Lv2×3.0

連層耐震壁
（第1段階ステッピング部分）

ステッピングスタンス ステッピングスタンススタンスが広がる

スリットがあるため、
連層耐震壁と一体化しない

構造スリット

基礎固定
通常ステッピング

2段階ステッピング

0 
TAFT HACHINOHE FKS

大

小

応答値

ブレース
（第1段階ステッピング部分）

ゆるみのある引張材
（第2段階ステッピング部分）
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レベル2×1.5の地震応答解析結果
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　本案は、搭状比の高い構造物に浮き上がりを許容する機構と浮
き上がりストッパー機構を設けて、より大きな入力に対して構造物
が確実に抵抗できるように配慮した構造の提案である。ロバスト性
の定義として、地震外乱の不確定な変動に対し構造物が安定であ
ることとし、既往の設計用地震動8波に加えて、余裕検討のために
1.5倍の入力に対してもシステムが安定的であることを確認してい
る。一方、冗長性の定義は、ロバスト性を確保するための構造物
の余分、重複と考え、構造物の浮き上がりを抑えるストッパーを設
置して、浮き上がり効果以外に骨組におけるエネルギー吸収に期
待する構造としている。他の作品についても同様であるが、ロバス
ト性と冗長性という本来語源のまったく異なる特性に対し、もっと
捉え方に差をつけた定義をして、新しい構造をインスパイアーさ
せるような強烈なアピールがほしかった。なお、ストッパーを有す
る柱端部の浮き上がり機構の工夫、浮き上がり後の着地時の衝撃
解析などはよく検討されている。� （高田毅士）

　本案は、都心の古い雑居ビルが林立する歓楽街を対象として、
ビル群の頂部を連結し、大地震に対して互いに助け合う「相互扶
助制振システム」を提案している。ロバスト性に関しては「地震
力特性のばらつきに対する評価」、冗長性に関しては、「地震力の
再分配と被害の均質化・均等化の実現」と位置付けている。連結
には、脚部に免震装置とオイルダンパーを付した大型の門型フ
レームを用いている。門型フレームの上部には、都市のインフラ
ストラクチャーの機能を持たせ、例えば屋上公園として利用を図
るものとしている。
　1次審査の段階では、本案のコンセプトに対して、若者らしい
おおらかな夢が感じられる点で審査委員の印象が良かった。その
一方で、応募者が自ら認めるように、本システムの実現性には多
くの課題がある。例えば、建物上空にフレームを設置する十分な
法的余地があるのか、各建物の権利関係の調整が難しいのではな
いか等。2次審査ではこれらの未検討部分の多さが指摘され、高
い評価を得るには至らなかった。今後のさらなる検討に期待した
い。� （中村尚弘）

本建物は、狭小敷地での塔状比の高い建物であり、建築主の要望により高い耐震性能を要求されている。それ

に対して、建物の特性を生かした以下のような構造を採用して冗長性を確保することにより、様々な状況に対

して安定して高い耐震性能を発揮するロバスト性の高い構造を実現する。耐震性能としては、震度７クラスの

大地震においても建物の継続利用が可能な構造性能を目標としている。また、耐震性能を高めることは、幹線

道路に面する建物として、都市防災上の意義もある。

■位置エネルギーの利用

本建物の設計コンセプトは最も身近に存在する重力による位置エネルギーを利用することである。位置エネル
ギーの活用により構造体の損傷を制御し、外乱の不確定変動に対する建物の挙動を安定化する。

■浮き上がり許容構造

今回、設計対象とする塔状建築物において、一般的に浮き上がり防止が設計課題のひとつである。通常、その

対策として重量物を基礎に付加したり、引き抜き抵抗用の地盤アンカーを設置する方法が取られる。これに対し、

本建物では塔状である特性を生かし浮き上がりを許容することにより建築物自体の重量により生じる位置エネ
ルギーを利用し、構造物のひずみエネルギーを一定量以上増加させず頭打ちにすることで損傷を制御する。

■ロバスト性を確保するシステム

　外乱や構造物の不確定な変動に対しては、上記のシステムに加えて、次のように余分、重複となるエネルギー
保持・吸収のシステムを用意することで冗長性を確保する。

　①外乱の変動により一定量以上の浮き上がりが生じた場合には浮き上がりを止めるストッパーがフェール　

　　セーフとして働き、その後は再度構造物のひずみエネルギーが増加する。 （余分）
　②万が一浮き上がりシステムが設計どおりに作動しなかった場合には、通常の建物と同様に、骨組の履歴エ

　　ネルギーでエネルギー吸収を行う。 （重複）

上記冗長性を確保するため、上部構造は浮き上がりを拘束したモデルで十分に靭性、耐力を確保した設計を行う。
以上により、建物のロバスト性を高める。

■部位ごとのクライテリア設定

鍵になる何かが強力だと外乱に強い。そのため、一律のクライテリアとせず、部位ごとに設定する。エネルギー

入力先の切替を確実に行うため重要となる部位である浮き上がり機構や地下・基礎躯体を高いクライテリアで
設計する。特に重要となる浮き上がり機構については、材料強度・物性（摩擦係数）および施工精度を考慮し

たばらつき解析を行い、それらの変動に対するロバスト性について確認する。

必要保有水平耐力・保有水平耐力計算

においては浮き上がりを拘束しておこ

なった。また、別途浮き上がりを考慮

した保有水平耐力の算定を行った。上

部構造物の耐力と、早期の浮き上がり

が抑制されていることをそれぞれ確認

した。

不確定性の高い入力、構造物側の不確定要素（ばらつき）に対する出力を評価するために種々のケースに対

する地震応答解析を行った。

構造物側の不確定要素については上記項目を考慮して検討を行った。また、浮き上がり機構を拘束固定とし

た場合についても検討を行い、浮き上がりによる制震効果の確認も行った。

　浮き上がり機構を有する本建物におけるエネルギーの釣合は、通常のエネルギー項に浮き上がり変位と長

期負担重量より求まる位置エネルギーWgを加え次式のように表現できる。

We+Wp+Wh+Wg=E

　地動終了時にはWg=0 であるが、浮き上がり応答過程においては位置エネルギーに地震エネルギーが入力

するため、上部構造物のひずみエネルギー（We+Wp）は一定値以上増加せず頭打ちとなる。そのため、地

動終了時において上部構造物のひずみエネルギー及び位置エネルギーは、浮き上がり抑制機構として配置さ

れている座屈補剛性ブレースの塑性ひずみエネルギー（We+Wp）および減衰により消費されるエネルギー

Whに移行する。 We　弾性振動エネルギー
Wp　累積塑性ひずみエネルギー
Wh　減衰により消費されるエネルギー
E　地動により構造物に投入されるエネルギー

　浮き上がり着地時の衝撃応力について検討する

ため、衝撃応答解析を行った。鍵となる浮き上が

り部周辺の部材について、衝撃応力を考慮した上

でクライテリアを満足していることを確認した。

■浮き上がり機構
　　地下階の柱中間部に設置

　　軸力、せん断力伝達機能を有する。

　　過度な浮き上がりを防止するストッパーを有する。

■浮き上がり抑制機構
　　極低降伏点鋼からなる座屈補剛ブレース

　　引張降伏後に建物が浮き上がるように配置すること

　　で浮き上がるタイミングを調整する。

■外周立上り壁および１階床梁
　　浮き上がり機構の軸力・せん断力伝達能力

　　が失われたときのフェールセーフ機能を有する。

　　（水平、垂直クリアランス 30 ～ 40mm)

　基準法の静的な地震力に加え、設計用入力地震動を設定し動的解析を行い、挙動を確認する。設計用入力

地震動は、建設地域のサイスミシティ、敷地地盤特性および従来の耐震設計外力レベルとの整合性を考慮し

て設定した。

　不確定性の高い入力については、想定外力に加え、余裕度レベルの検討として、加速度振幅を 1.5 倍した

地震に対する検討を行い、ストッパー（浮き上がり変位 60mm）に接触することを確認する。

　一律のクライテリアとせず、安定した

耐震性を発揮するため部位ごとに詳細に

設定した。上部構造物についてはヒンジ

発生箇所の比率 (25％以下 )、最大塑性率

( 部材塑性率 3以下 ) に目標値を設け、損

傷制御を行った。（浮き上がり許容モデル

極めて稀に発生する地震動時）

1. 持続性　浮き上がり機構については防錆のため潤滑油を用いている。
　　　　　浮き上がり機構の目視・メンテナンスが可能なディテールとしているの

　　　　　で、装置の性能の持続性は高い。

2. 機能性　地下階と通ずる階段、EVについて可動性を確保するディテールとした。
　　　　　EXP.J 部については止水性を確保した。（一次、二次止水）

3. 経済性　特に特殊な材料は必要なく、通常の耐震建物と比較して建築コストはわ
　　　　　ずか 2～ 4%アップで実現可能。

4. 施工性　浮き上がり部は施工手順について検討しながら形状を決定し、施工しや
　　　　　すいディテールとした。

ロバスト性・冗長性という言葉は様々な分野においてそれぞれの意味で用いられている。ここでは情報･シス
テム工学で用いられる定義を参考にして、それを建築構造分野に落とし込み、以下のように定義する。

【ロバスト性】
　外乱や構造物の不確定な変動に対して、応答が不安定な状態に陥りにくいこと

【冗長性】
　ロバスト性を確保するために積極的に付加した余分、重複を意味する
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位置エネルギーを利用して塔状建築物のロバスト性を高めた構造デザイン
2011年度日本建築学会技術部門設計競技　『ロバスト性・冗長性を向上させた建物の構造デザイン』
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Other Consideration point

A

都市のロバスト性と冗長性
- 相互扶助制振システムの提案 -

 例えば都心の古い雑居ビルが林立する歓楽街を。

   敷地境界線とスカイラインは確かに律儀に守られている。

                それなのに、秩序や協調性などという言葉は存在しない、そんな街並みだ。

 路地も店内も人と物と音で溢れかえっている。

          私は、ある日、K 町にある歓楽街に足を運ぶ。

     路上は人で溢れかえり、人いきれでむせ返る。

                 店内は薄暗くて細い廊下が迷路のように入り組んでいる。

      想像してみよう。

                      今このとき、この場所で大地震に遭遇したら・・。

               そのとき私は自分の運の悪さを呪うのだろうか。

                       それとも、自分の責任を痛感するのだろうか。

　                 こうなることを、私は知っていたはずなのだから・・。

想定外の出来事に対する振舞について

　それでは、如何にして都市全体が巨大な地震に対して一塊となって対処できるのかが問題となるであろう。想定外の非常事態なのだから、無傷で

いられる建築はないであろう。さりとて、個々の建築は都市の構成要素であるかぎり、崩壊してもよい建築はないはずだ。

　そこで、私たちは、相互扶助的な考え方を拠り所にして都市全体の免震化よりもリアルで個々の耐震補強よりもポテンシャルのある都市全体の制

振構造を提案することにしたい。この制振システムを相互扶助制振システムと名付ける。

　相互扶助制振システムは様々なバリエーションが考えられるが、

ここでは、ある一案を示す。

                

想像してみよう

ロバスト性と冗長性 ( リダンダンシー ) の定義

相互扶助制振システム

この度、発生しました東北地方太平洋沖地震で亡くなられた方々のご冥福をお祈りすると共に

被災された皆様、並びにそのご家族の皆様へ心からお見舞い申し上げます。

皆様の安全と一刻も早い復旧を切に願っております。

ケーススタディー

未来予想図

 相互扶助制振システムはインフラストラクチャーの機能を持たせることが可能である。例えば、屋上公園で都市を連結して行けば、地球温暖化対

策としても有効である。

□都市基礎免震

□相互扶助制振システム

□建物単独の耐震補強

　カール・ポパーは「科学とは反証可能性を備えるもので

ある」と定義した。科学とは仮説である。その仮説の正し

さが保証されるのは、その仮説が反証（否定）されるまで

のことだとされる。仮説＝想定である以上、想定外のこと

は起こりえる。想定外のことは、想定できない。トートロ

ジー。これは真理である。想定できない非常事態にどう対

処すればよいのか？それが問題となっている。非常時態に

は、自己責任で対処することは得策ではないことは経験上

誰もが知っている。単独では無力でも、お互いが助けあえ

ば乗り越えられない障壁はない。これは、非常時に人々が

対処する方法としては素朴な常識だ。

　思い出してみよう。手を繋げば、お互いに安定すること

を私たちは知っている。私があなたを支えており、ところ

がその次の瞬間あなたが私を支えている。そこには、一方

が他方を支えるのではなく、お互いに助けあうシステムが

生まれている。非常事態には、手をつなぐこと＝相互扶助

的な考え方が不可欠なのだ。

免震装置

想定外の出来事に対する振舞について

※単独では大きな揺れに耐えることが出来ない。

※大きく揺れても手を繋げば安定する。

※被害の程度は建物個々の耐震性能に依存する。

中破 中破

小破
中破

大破

※被害の程度は都市全体で平均化される。

可能性
ロバスト性

リダンダンシー

オイルダンパー or 免震装置 or 剛接合

免震装置＋オイルダンパー

相互扶助制振システムのロバスト性と冗長性の定義を以下に示す。

・ロバスト性

　振動解析による性能評価がされていない既存建物に対する、地震力特性のばらつきに対する評価

・冗長性（リダンダンシー）

　地震力の都市全体への再分配システムと都市全体の被害の均質化・均等化の実現

小破 小破 小破 小破 小破

ー現状の都市の耐震構造ー ー都市全体で想定外の地震に抵抗する相互扶助的な都市の耐震構造ー

可能性
ロバスト性

リダンダンシー

可能性
ロバスト性

リダンダンシー

門型フレーム

耐震補強

1 0 棟の既存ビル群を相互扶助制振システム化することを想定する。
既存ビルの解析諸元は以下のように想定した。

①  基準階面積は一律 3 5 0m 2 とし、階数を乗じて延床面積を想定。
②  建物重量は面積当たりの重量を以下のように想定して延べ床面　         
　  積を乗じて算定する。 [ R C 造：1 5 k N /m 2   S 造：1 1 k N /m 2 ]
③  各々の建物の一次固有周期は略算式で算定する。
④  各々の建物の振動モデルは１質点系とし、バネの復元力特性は S
　  造はノーマルバイリニア型、RC 造は武田モデルとする。
⑤  ②と③から 1 次剛性を算定する。2 次剛性は 1 次の 1 / 1 0 0 勾配
　  とする。
⑥  復元力特性の第一折れ点及び第二折れ点は、応答せん断力が以下
　  の値となるときとする。
    Q = 0 . 4 5ｍ n　（S 造、RC 造第二折れ点）　Q= 0 . 2ｍ n　（RC 造）
    Q：せん断力   ｍ n：建物重量
    
解析パラメータは以下ように想定した。

①門型フレームの総重量Ｍ (M= 既存建物総重量の 5% ,  3 0% )  
②門型フレームの 1 次固有周期 Tg  ( T g = 1ｓ , 1 0 s )
③接続部ダンパーの有無

頂部接合方式：オイルダンパー 頂部接合方式：剛接合

7 5 k i n e の入力地震動 ( E l c e n t r oＮＳ ) を想定した解析結果例から、設定した既存ビル群の最大塑性率はおよそ 3 . 7 となり、既存ビル群全体の塑性率

の平均値はおよそ 2 . 9 となった。相互扶助制振システムを採用することにより、最大塑性率はおよそ 3 . 3 となるビルが確認できるものの、塑性率の

平均値は概ね 2 . 0 前後となり、全体的に損傷を抑制することができると考えられる。相互扶助制振システムの門型フレームについて、門型フレーム

単体の設定周期及び既存ビル群との接続条件（ダンパー、剛フレームによる接合）の影響は小さいことが確認できる。相互扶助制振システムの門型

フレームについて、門型フレームの質量は、既存ビル群全体の質量の 3 0% の場合より、5% の場合の方が制振効果は大きくなる結果となったが、い

ずれも制振効果が得られると考える。

平
均
塑
性
率

佳作

位置エネルギーを利用して
塔状建築物のロバスト性を高めた
構造デザイン

佳作

都市のロバスト性と冗長性
―相互扶助制振システムの提案―

大嶋�隆［竹中工務店］
田村彰男［同］
村田耕司［同］
齋藤悠磨［同］

近藤吉治［構造計画研究所］
大西雄一郎［同］／石塚広一［同］
富澤徹弥［同］／齋藤光広［同］
中野修太［同］／マテオ アルベル［同］
篠原昌寿［同］

1111_073-079_技術部門.indd   77 2011/10/24   13:23:07



78 JABS・建築雑誌│2011年11月号│vol. 126 No.1624│

　本案では、ロバスト性を「応力や環境の変化といった外乱の影
響によって変化することを阻止するシステム」、冗長性を「シス
テムの一部に障害が生じても、システム全体の機能を維持できる
バックアップ」と定義している。具体的には、ロバスト性は剛強
な壁柱を付加することによって、特定層に応力・変形の集中を防
ぐこと、極低降伏点鋼ダンパーを使用し想定外の外乱に対しても
脆性的な破壊を防ぐことで実現している。一方、冗長性は境界梁
頂部を弾性設計すること、既存建物とは間柱を介して接合するこ
とにより、制振システム全体の機能維持を図るとしている。特に
ロバスト性に関しては、地震応答解析により、想定地震力に対し
ての制振効果を確認している。
　構造安全性以外にも持続性、機能性、経済性、施工性の点でも
詳細に検討された完成度の高い提案と評価された。1次審査にお
いての高い評価が2次審査において伸びなかった理由として、冗
長性に関する考察がやや少ないことと、既に類似技術の実施例が
あり、コンペ提案としてのオリジナリティーの点で若干の物足り
なさがあったためと思われる。� （山中昌之）

佳作

現状の性能・機能を維持する
高性能な制振レトロフィット
土本耕司［大成建設］
鈴木裕美［同］
藤村太史郎［同］

　ロバスト性を「建物条件（剛性・重量等）のばらつきに対して、
建物の応答・損傷レベルを最小化する」こと、冗長性を「システ
ムの一部に生じた不具合を、システム全体の崩壊につながらない
ようにバックアップする」ことと定義したうえで、地震動に対し
て建物単体ではなく、建物相互を結合して建物群として抵抗する
連結制震システムを提案している。一部の建物の応答が大きく
なっても、最適化により外力を再配分して全体として安全限界に
収まることを目指している。商店街のアーケードを共有構造とし
て用い、これに個々の建物をパッシブ型の回転慣性質量ダンパー
で連結する具体例を示し、簡単なモデルで応答低減効果を確認し
ている。設計コンセプトの大枠から徐々に具体的な構造物への適
用へと至るプレゼンテーションは見事であった。共有構造として
のアーケードの構造システムを具体的に示し、多数の制震デバイ
スのチューニングが地震時に想定通りに機能するかどうかの検討
を加えると、より高い評価が得られた作品であった。
　� （濱本卓司）

建物固有周期

損傷低減

損傷領域

建物単体の応答

安全限界

損傷レベル

連結制震機構の応答

共有構造物の応答

「想定外」レベルの損傷

「想定内」レベルの損傷

回転慣性質量ダンパーの原理

水平動

回転動

■回転慣性質量を有する連結制震機構

（ロバスト性の付与）

　本提案において、アーケードと個々の建物を連結するのは回

転慣性質量を含む制震ユニットである。

　回転慣性質量は、ボールねじ、ボールナット、フライホール

（回転錘）で構成され、直動運動をフライホールの回転運動に

変換し、小さな錘で大きな慣性力（質量効果）を発揮する。

　この回転慣性質量と軸ばねを一つ制震ユニットとして使用し、

要素を調整することで各建物の振動モードに応じた応答値の最

小化をおこなう。

　従来の固有振動モードの差を利用した連結制震では、建物の

固有周期の差にその効果を依存している。
　本提案の回転慣性質量を有する連結制震は、小さな装置で非

常に大きな効果を得られ、各建物の多様な振動モードに対応し

て応答値を最小化する調整が可能なシステムである。

m：質量

m
Ψ

Kc：剛性

Kc

Cc：減衰 Ψ：回転慣性質量

Cc

（冗長性の確保）

■集団抵抗機構

　本提案は共有構造物と個々の建物を制震ユニットで連結する

ことにより個々の建物の応答値の最小化を行う。一方で想定外

の外力に対しては個々の建物の応答値が、安全限界を超過した

場合に集団抵抗機構が発揮される。

　一部の建物の応答値が安全限界を超過した場合においても、

外力の再配分により他の建物群がその超過分を負担する。それ

ぞれの建物の応答値は上昇するが、集団として負担することで

応答値の上昇分は微小にとどまり、集団として応答値が安全限

界を超過することを防止する。このシステムにより、建物単体

の脆性的な破壊を防止するシステムである。

回転慣性質量を有する連結制震の効果を検証した例を示す。

連結制震機構
×

集団抵抗機構

■アーケード商店街の過去・現在

昭和 20年～ 30 年にかけて多く設立され，戦後の復興ととも

に発展した商店街が，近年，低迷の危機を迎えている。大型店

舗の出現や消費スタイルの変化，建物の老朽化が大きな要因で

あり，東京都内だけでもここ 10 年で 200 もの商店街が姿を消

している。

『近代化の象徴』とされたアーケードについても，商店街と

同様に老朽化が進み、更には、維持管理に要するコストの問題

を抱え、全国的に撤去の選択を迫られているのが現状である。

アーケードの撤去により，地区のコミュニティ空間が無くな

るため，結果として商店街の『衰退』にさらなる拍車をかけて

いる。

■アーケード商店街に付加される価値・未来

① 各建物（商店）ごとの微妙な固有振動モードに対応した制震

効果を制御可能。

可能。
 ② 建て替えに対しても制震ユニットのチューニングにより対応可能 

 ③ 建物の新築・商店街の伸長に対しても，アーケードの伸長と
制震ユニットの増設により対応可能。

 ④ アーケードと建屋外の改修工事ですむため，営業を続けなが
らの施工が可能。 

 ⑤ アーケードを介した街全体の耐震性が向上し，建築に係る費

巻き込んだ形でのシステム構築が可能。

用は 個々で分担・平均化が可能。共有物に対しては東京都を
はじめとして補助金を用意している自治体もあり，公的機関を

 ⑥ アーケードの新築・改修を通して商店街の活性化・防災拠点
 としての再生を実現。

ロバスト
システム 建物条件（剛性・重量等）のばらつきに対して

建物の応答・損傷レベルを最小化するシステム

建物単体としては地震応答が卓越し，想定外レベル
の損傷を受けてしまう場合でも，制震ユニットを

用いて共有構造物と連結することで損傷を低減する。
回転慣性質量ダンパーを用いることで，個々の建物
特性を考慮して最適なチューニングを行うことが
できる。

ω/ωo

ω/ωo

加
速
度
応
答
倍
率

変
位
応
答
倍
率

加
速
度
応
答

■連結制震の検証

検証は，2つの建物を，剛性・減衰・慣性質量をもった機構で

つないだ質点系モデルによるものである。入力は、正弦波加振

と時刻歴波形（建築センター波 , 最大加速度 356gal, 継続時間

120 秒）としている。

　解析結果では，正弦波加振では加速度・変位ともに共振領域

での応答が低減されている。また , 時刻歴応答解析においても

応答加速度の低減が確認でき , 連結制震の有効性が示されている。

振動数比率

振動数比率

時刻

連結なし 連結あり

6.0%

28.8%

17.5%
14.2%

9.5%

5.4%

2.9%

15.7% 昭和20年以前

昭和21年～30年以前

昭和31年～40年以前

昭和41年～50年以前

昭和51年～60年以前

昭和61年～70年以前

平成8年以降

無回答

東京都における商店街の成立時期

アーケード建物 建物 アーケード建物 建物

回転慣性質量ダンパー

Multi-Optimizing Network OperationM lti OOO timi i N t k Operation

「ロバスト性・冗長性を向上させた建物の構造デザイン」
2011 年度日本建築学会技術部門設計競技 

想定外の現象に立ち向かう
ネットワーク型の建築構造システム
想定外の現象に対しても建物が安全となるように
するためには，個としてではなく群として抵抗する
機構が有効なのではないか。
ここでは多様な建物を単純なシステムにより
最適化する構造デザインを提案する。

損傷領域

建物固有周期

損傷レベル

安全限界

「想定外」レベルの損傷
建物単体の応答

集合体の損傷カーブ
「想定内」レベルの損傷

集合体の許容損傷幅

応答上昇

損傷低減

システムの一部に生じた不具合を
システム全体の崩壊につながらないように
バックアップするシステム

ある地震動に対して一部の建物の応答が増幅し，
損傷領域に達してしまう場合でも，建物群（集団）
としての余力により抵抗する。
応力再配分が発生するために建物集合体の応答値
（損傷カーブ）は全体として上昇するが，安全限
界には達しない。建物集合体の損傷カーブと安全
限界の差分（集合体の許容損傷幅）が，建物群と
しての冗長性を示す。

冗長
システム

ロバストシステムの概念

連結制震による応答低減効果の検証結果

冗長システムの概念

アーケードへの適用事例

回回転回回転回回回回回回回回 慣性質質質量質量質質質質量質質質量質質量質量質 ダンパー

アーケードへの適用事例

回転慣性質量ダンパー

佳作

M-O-N-O
（Multi-Optimizing�Network�Operation）
―連結制震機構×集団抵抗機構―

酒井恒幸［清水建設］
小前健太郎［同］
今井克彦［同］
黒木光博［同］
鬼塚由佳［同］
石飛英輝［同］
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　本案は、センターコアを持つ超高層住宅RC架構において、コア
部を独立した剛強な箱状のRC壁「フリーウォール」で構成し、外
周の比較的水平剛性の低いラーメン部のみ基礎免震構造とし、フ
リーウォールとの間に制振装置を設けることで、建物上層部の応答
増幅と特定層崩壊を防止した免震構造を実現しようとするもので
ある。免震層の応答超過・衝突などの不測の事態に対してもフリー
ウォールを弾性に留めることで、上部架構の特定層の損傷集中を
回避し、各層の損傷配分を行う「心棒」としての機能が期待でき
るとしている。本システムは振動固有値の大きく異なる2つの架構
間の連結制振構造であるが、地盤部が建物の内部上層に入り込ん
だ免震構造と見ることもできる。連層耐震壁を内部に持つ基礎免
震構造でも同様の効果が期待できるが、連層壁の転倒に伴う免震
支承部の浮き上がりへの対処が必要となり、本構法ではこの問題
がない。現実性の高い提案であるが、フリーウォールを建物中層
部で止めることによる上部外周架構の応答増幅は気になる点であ
る。� （竹内�徹）

　本案は、ロバスト性は「ばらつき抑制」、冗長性は「想定以上
の外力への備え」というように定義付け、中層建築を対象として
それを実現するための構造システムとディテールの提案を行った
もので、定義付けと構造システムの関係が明快なものである。ロ
バスト性については、粘性減衰と履歴減衰を組み合わせて地震外
力の応答を均質化する提案であり、これは一般的な手法ではある
が、初期ガタを有するピンを採用することにより、1つのブレー
スを微小変位領域では粘弾性ブレースとして、大変位領域では座
屈拘束ブレースとして機能させたことがユニークな点である。ま
た、構造体のばらつきに関しては水平力抵抗要素をブレースに特
化することで制御できるとし、外力、構造体の両面の不確実性に
配慮している。想定外の地震外力に対しては、脆性破壊を生じる
ことなく大変形が可能な構造を目指すことが冗長性であると位置
付けており、座屈拘束ブレースの安定性を生かし、主体フレーム
は大梁端部をピン接合とすることで変形追従性を高めるという割
りきりのよい手法である。� （金箱温春）

佳作

連結制振により
ロバスト性と冗長性の向上を図った
免震構造

佳作

粘性減衰と履歴減衰からなる
大変形可能な制震構造システム
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