
古い建物の耐震性能を調べ、補強を考える仕事をしています。オーナーや居住者にとって、

悪い耐震結果と耐震工事は病気の告知、治療と同じで、

元のままで安全にしてほしいと願われてます。

新しく蘇らせる「魅せる補強」とすべく、いつも工夫をしています。

構造設計
鈴木裕美

1981
武蔵工業大学（現：東京都市大学）卒業 
大成建設　入社
現在 設計本部構造計画部長
一級建築士、構造設計一級建築士、
JSCA建築構造士

2000
●東京都豊島区役所本庁舎免震改修
  ［受賞］2002年度 日本免震構造協会 
   技術賞
   レトロフィット免震に関する
 一連の研究
2008
●北海道大学農学部本館耐震改修
  ［受賞］2009年度 BELCA賞
   ロングライフ部門
●霞が関コモンゲート
  ［受賞］2011年度 BCS賞 特別賞
　 中央合同庁舎第7号館官庁等保存
 部分（旧文部省庁舎耐震改修）
  ［受賞］2012年度 耐震改修優秀建築賞
2010
●早稲田大学２号館耐震改修
  ［受賞］2011年度 BELCA賞
   ロングライフ部門
  ［受賞］2014年度 耐震改修優秀建築賞
2011
●鳥取県庁舎・東京都荒川区本庁舎
  免震改修
  ［掲載］建築技術2013年６月号
2012
●千葉農業会館本館棟耐震改修
  ［受賞］2014年度 耐震改修優秀建築
   理事長賞
  ［掲載］建築技術2013年７月号
2015
●大分県庁舎本館免震改修
●天童市役所本庁舎免震改修
●東京都新宿区役所本庁舎免震改修
  （2015年11月竣工予定）
●熊谷市役所本庁舎耐震改修
  （2016年3月竣工予定）

レトロフィット

千葉県農業会館耐震改修 （設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

既存建物と調和する「魅せる補強」

既存建物は水平・鉛直のデザインに特徴のある美
しいファサードを有していました。これと調和でき
るよう美しく、サッシュまわりの開放性・居住性を
損なわない「グリッドフレーム」で補強しました。一
般的なブレース補強
と比較してすっきりし
たフォルムです。居な
がらにして外部からの
補強を実現しました。

PROFILE

Yumi Suzuki

防災上拠点となる庁舎の「免震改修」
鳥取県庁舎 基礎下免震改修 東京都荒川区本庁舎 中間層免震改修

ロビーには、斜め格子状の
鋼板と強化ガラスを組合
せた 、開 放 性 の 高 い
「T.G-Wall」配置しました。

一般的なブレース補強

（設計：大成建設株式会社一級建築士事務所） （設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）
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既存建物

改修前 基礎下免震（改修後） 中間層免震（改修後）

既存建物 既存建物

改修

免震装置
免震装置

Projects

耐震補強を書棚にして配置　早稲田大学2号館耐震改修工事 （総合監理：早稲田大学キャンパス企画部、設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

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）

免震建物近隣の非免震建物

子
様
の
後
直
震
地

→ 食器に被害なし→ 書類が落下して散乱

※ Is：構造耐震指標

天童市役所本庁舎の免震改修の例（基礎下・中間層免震）
（設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

●免震装置は、既存基礎下や柱の中間に入れます。最適な免震装置位置は、以
下のことを考慮して設定します。
・既存建物の使われ方 ・既存基礎構造 ・周辺の状態や施工性 ・コスト ・工期
●天童市役所本庁舎は、合理性を追求し、市民サービスに影響しないよう執務室
は基礎下免震とし、ピロティー部分は中間層免震の複合免震改修としました。

大正14年に「早稲田大学図書館」として創建され、現在は図書館機能に大熊
記念室・會津八一記念館といった機能を持ち合わせた歴史的建物です。その
図書室内部に配置した「T.T-Wall」は、書棚を構造部材とし、既存の蔵書数を変
えずに補強できるシステムです。パーツに細分化し図書館内での組み立てを可
能にしました。

免震改修
●耐震性が低い建物の安全性を高める改修方法には、耐震・制震・免震の３つの構法があります。免震改修は他の工法と比べて高い性能を有します。左下図は、免震建
物と近隣の非免震建物の地震直後の様子を比較したものです。免震建物は什器の転倒や荷物の散乱を防ぐことができます。
●防災拠点として機能維持が必要な、庁舎や病院に最適です。また、震災直後から事業継続も可能になります。
●工事部位は免震層に集中するため、免震層以外の部分は工事中・工事後ともに影響がほとんどありません。また、外観保存が必要な歴史的建物も対応できます。

ダイヤモンドプレート
（軸ブレースで水平力負担）

パンチングメタル
（ダイヤモンドプレートの座屈補剛）

高力ボルト接合

既存部との接合
（あと施工アンカーとスタッド）

スチールパネル（せん断パネルで水平力負担）

縦材
（スチールパネルン座屈止めスチフナ）
（組み立て材）

中間層免震

地上階補強なし

基礎下免震ピロティ

T.T-Wall 補強



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b514330683059308b30bb30c330c80020003a67005c0f30d530a130a430eb30b530a430ba005d0020753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


