
長い間、生産施設系のプロジェクトを通じて

地震に強い建物を心がけて設計してきました。

生産施設のBCP（事業継続計画）にも早くから取り組み、

免震・制震技術を生かした装置の開発を手掛けています。

構造設計第二部
出雲洋治

1987
東京大学卒業
大成建設　入社
現在 設計本部構造設計第二部 設計室長
一級建築士、構造設計一級建築士、
JSCA建築構造士

2001
●ソニーセミコンダクタ九州熊本TEC
  （2層クリーンルーム半導体工場）
2004
●富士通三重工場B1番館
  （世界初免震半導体工場）
2006
●ソニーセミコンダクタ九州熊本
　TEC２号棟
2007
●富士通三重工場B2番館
  （2層クリーンルーム免震半導体工場）
2008
●機器免震TASSユニット開発
  （半導体機器向け免震ユニット工場）
  ［受賞］エンジニアリング協会 
　 エンジニアリング奨励特別賞
2011
●東京エレクトロン宮城本社工場
  （大規模床免震採用）
2012
●ラック制震ユニット開発
  （自動ラック倉庫向け制震ユニット）
2013
●小林化工他３件に
　ラック制震ユニット導入

ラック倉庫・改修

PROFILE

Yoji Izumo

ラック制震ユニット
2011年の東北地方太平洋沖地震で自動ラック倉庫の荷崩れにより操業不能となった工場が
数多くありました。本ユニットは既存の自動ラック倉庫の最上段に設置することにより地震の揺
れを低減し、荷崩れを抑制することができます。

ラック制震ユニット（仮称）の特徴
●新設、既設を問わず導入が可能
●綿密な導入検討フローで、設置台数を最適化
●簡便かつ短工期で、倉庫を使用しながらの設置が可能
●ラックの大きさや製品の保管状況によらず効果を発揮
●周期の異なる幅広い地震の揺れ方にも対応

広範囲な揺れ方に対応し、
立体自動倉庫の荷落下を抑えます。

自動倉庫上部から見た図

ラック制振ユニットあり：
製品落下なし

ラック制振ユニットなし：
製品落下



資料提供
富士通セミコンダクター（株）

Projects

機器の地震時損傷を防止
2008年岩手・宮城内陸地震を契機として
開発・導入し、2011年の東北地方太平洋
沖地震においてその有効性が実証されま
した。本ユニットは機器下に挿入すること
により、積載機器の地震時損傷を防止する
ことができます。

お問い合わせ先 営業推進本部 企画推進部 プロモーション室  TEL：03-5381-5127（ダイヤルイン）

TASSユニット

東京エレクトロン宮城本社工場

クリーンルーム大規模床免震

免震台有無による部材（石英）破損割合の比較

免震台
有無

2008年 2011年
6月14日
震度5強
295gal
－
100%

0%
83%

0%
55%

3月12日
震度5強
349gal

4月7日
震度5強
223gal

有り
無し

ブレース断面

生産棟クリーンルームに大規模床免震構造を採用しており、
大地震時における人命保護と、製品の転倒･損壊を抑制することによる製造の早期再開を可能にします。　
開発棟、生産棟に制震ブレースを採用することで建物の変形を抑え内装材や設備機器の被害を最小化します。

－ハイブリットTASS構法－大成建設独自技術
弾性すべり支承と積層ゴム支承の２つの免震装置とオイルダンパーを併用した複合免震構法を採用しています。

制震ブレース

ハイブリット TASS 構法の概念図 制震ブレース拡大図

安全･安心の製造環境

オイルダンパー積層ゴム支承 積層ゴム支承弾性すべり支承弾性すべり支承

積層ゴム支承 弾性すべり支承 オイルダンパー

生産棟クリーンルームには積層ゴム支承、弾性すべり支承、オイルダンパーを組み合
わせた約10,000㎡の大規模床免震を採用しています。

大地震時の建物変形を抑制し構造材･仕上材･
設備機器などに対する損傷の低減を図ります。

クリーンルーム大規模床免震 制震ブレース

－シェイプアップブレース－大成建設独自技術
一般の※ブレースは圧縮力が作用したとき座屈を生じるため、
地震のように繰り返し荷重が作用する場合には、安定した変
形能力が得られません。一方、制震ブレースは芯材を小径の角
形鋼管により座屈を拘束しているため、繰り返し荷重に耐えら
れ、建物の耐震性能が向上します。

※ブレース : 筋交い
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