
開発から四半世紀になる免震・制振構造は、

建物の安全のみならず人々に安心そして都市における

建築の新しい在り方をご提案できるようになりました。
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耐震・制振・免震・BCP

PROFILE

Yozo Shinozaki

創立50周年を機に同校にふさわしいシンボリックなデザイン性と地震時の安心・安全性が求め
られた。それらに応えるために免震構造を前提に計画をスタートしました。
建物のファサードデザインと一体となった、２対の連層耐震壁により上部構造を支えています。
連層壁が浮き上がらないように、建物中間部のメガトラスで上部重量を連層壁に集めています。
可変ダンパーを用いたセミアクティブ免震構造により安全性のみならず、今まで実現できなかっ
た上部架構とファサードが一体となったダイナミックな建築を実現しました。
2011年東日本大地震の際には免震効果が発揮され、授業中の生徒たちはあのような事態が
起きているとは気づかず授業を続けていたという事です。

代々木ゼミナール本部校 代ゼミタワー オベリスク
（設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

鉄筋コンクリート連層耐震壁を
ファサードと整合させた構造デザイン
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Projects

築後30余年を経過した研究施設のリニューアル
本プロジェクトは、よりクリエイティブな研究開発環境の
創出による知的生産性の向上を目指して、「コミュニケー
ション」「セーフティ＆セキュリティ」「サスティナビリティ」と
いうコンセプトのもと既存研究本館をリノベーションによ
り再生したものです。
切迫した大地震時本敷地での揺れをシミュレーションし、
BCP(大地震時の事業継続戦略)を策定しました。BCPに基
づいて耐震補強を施すとともに、被災直後の非常時におい
ての業務を抽出し、その維持のために必要な機能につい
て、構造本体から設備固定部のボルト1本の耐震性能まで
もを評価・実地点検を行いました。一方新たなコミュニケー
ションスペースの増床と、余剰な床の撤去により、吹き抜け
のある開放的なロビー・新たな事務空間を創出しました。

鉄道網の要所に隣接する鉄骨造高さ70ｍのホテル
秋葉原地区のIT産業拠点の形成に向けて誘導すべき機
能としての生活・産業支援機能拡充のために、宿泊機能
及び商業機能等から構成される事業施設として計画さ
れたホテルです。
高さ70ｍ、地下2階地上18階の柱充填鋼管柱の鉄骨構
造です。基準法では地震時の柱や梁の損傷を許容してい
ますが、過去の大地震時には倒壊には至らなくても、その
補修に1年以上を要した建物が少なくありませんでした。
本建物は、秋葉原地区で想定される大地震時の揺れを
シミュレーションし、その時の補修を最小限にして早期開
業を図り、万が一の損傷部材を容易に交換可能な制振
構造としています。

免震構造の長所を建築計画に最大限生かした建物
南館は慶應義塾大学三田キャンパスの南西隅に位置し、
クリエイティブキューブと名付けた高層部や新素材ダクタ
ルを用いたブリッジなど建築・構造・設備が一体となった
デザイン・技術上の新たな試みを行った作品です。
正方形平面をしたクリエイティブキューブでは、建物中心
部にH型耐震壁を配し、外周部個室内の柱型をなくして
います。更に天井をリブ付きプレキャスト直天とし、開放
的で自由度の高い内部空間を実現しました。
また慶應大学との共同研究成果として世界初の2値切換
え型セミアクティブダンパーを開発し、今後の免震構造へ
の新たな可能性を試みました。

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）

慶應義塾大学三田新校舎 （設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

大成建設技術センターリニューアル （設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

秋葉原EX阪急ホテル （設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

発注者：学校法人慶應義塾
延床面積：18,174.26㎡
規模：地上13階、地下3階、塔屋1階
構造種別：RC造、免震構造

発注者：大成建設株式会社
延床面積：6,409.60㎡
規模：地上4階、地下1階、塔屋1階
構造種別：RC造、一部S造

発注者：阪急電鉄株式会社
延床面積：14,706.09㎡
規模：地上18階、地下2階、塔屋1階
構造種別：S造、一部RC造

2F床を撤去し開放的なロビーへ

デザイン性・開放性に配慮した耐震補強壁（T-GRID)

制振部材の交換用床開口

制振部材の地震エネルギー吸収度を計測する
モニタリング装置

高層低層棟間はダクタルコンクリートによる
厚さ25㎝のブリッジが繋ぐ

H型耐震壁・リブ付スラブの採用

外壁周辺は
鉛直荷重のみを支持

H型耐震壁

リブ付スラブ
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