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＊１　技術センター

1. はじめに
　建築分野の大型プロジェクトといえば，超高層オフィスビル，

超高層マンション，大型店舗，ホテル，これらが複合した大規

模再開発などが代表的な事例である。ほかには音楽ホールやス

タジアム，大型工場などもある。これらはいずれも「ビルディ

ング」という点では構成技術に共通する部分も多く，ダム，ト

ンネル，橋梁といった土木構造物ほどのバリエーションはない。

一方，「ビルディング」を構成する技術は多岐にわたり，広範囲

の専門技術者の知見を要し，様々な要素技術を技術開発して適

用する必要があるというのが，建築の大型プロジェクトの特徴

といえる。

　建築プロジェクトごとに使われ方や要求される性能が異なる

ことも特徴である。供用期間を通じて安全性や耐久性を担保す

るとともに，建物としての機能性や快適性を確保しなければな

らない。同時に省エネルギー性能などの環境調和も重要な課題

である。

　設計・施工というプロセスで建物を完成させるだけにとどま

らず，運用，維持・リニューアル，災害時の対応，更新時とい

うライフサイクル全体をイメージし，最適なライフサイクルを

構築するために技術・知識を投入することも必要である。

　このような特徴をもつ建築分野の大型プロジェクトを支える

ために，技術センターでは建築技術研究所に，建築のライフサ

イクルで必要となる技術分野ごとに専門技術者を擁して，常に

技術の蓄積をはかり，実施プロジェクトに対して専門技術の面

でかかわっている。また建築技術開発部では，さまざまな分野

の最先端技術を利用して建築プロジェクトに活用できる技術を

　

開発し，実施プロジェクトへの適用をはかっている。　

2. 大型プロジェクトを実現するための技術
　地震，風など自然災害に対して安全，安心な建物にするため

の技術は，どのプロジェクトでも必要であるが，特に大型プロ

ジェクトでは一般に普及した技術以上の高度な技術が要求され

る場合が多い。地震については基準等で規定された地震動に加

えて，建設地に影響を及ぼす特定の地震や建設地点の地盤条件

を考慮して，設計用の地震動を解析によって作成するのが普通

である。

　固有周期の長い超高層建物や免震建物の設計においては

長周期地震動が検討課題となるが，話題となっている南海

トラフの巨大地震などを対象として広域的な解析モデルを

作成して，数値解析によって長周期地震動を含む設計用地

震動を検討している（図 -2）。

　超高層建物やアトリウムを含む大型プロジェクトでは，

強風による建物の揺れの検討，アトリウム内や周辺への

ビル風の検討を行っている。風洞実験や数値解析によっ

てこれらの課題を検討するとともに，対策が必要だと判

断される場合には制振装置の設置や防風対策を提案して

いる。近年の計算機速度の向上と解析技術の発展に伴い，

構造物まわりの風の流れを数値解析的に求めることが可

能となっている。数値解析技術のひとつである Large 

Eddy Simulation（LES）は変動する風の流れを精度よく

解析できることから，今後の耐風設計における活用を期待

している（図 -3）。

図 -1　大規模再開発「御茶ノ水ソラシティ」
Fig.1  New development ‘Ochanomizu Sora City’

図 -2 南海トラフ沿いの巨大地震のシミュレーション
Fig.2  Computer simulation of earthquakes by FEM

計算領域および震源モデル
地震発生後 90秒における
地震波動の伝播
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　超高層建物を実現する技術として特に力を入れているのが，

「T-RC＋」と呼んでいる超高強度コンクリートを活用した構

工法システムである。超高強度コンクリートの活用によって，

柱のない大空間の実現や，細柱による居住空間の拡大をはかっ

ている。この構工法の成立のためには，コンクリート材料技術，

構造技術，耐火技術などさまざまな要素技術が基盤になって

いる。技術内容については最近の事例である御茶ノ水ソラシ

ティや大手町タワー，数多く手がけてきた超高層集合住宅に

ついて特集論文３～５で紹介する。

さらに大成スーパーコンクリートと呼んでいる 300N/ ㎟級

の超高強度コンクリート技術を生かして，細柱と梁のないフ

ラットプレートで構成した開放的なビルの実用化をはかって

いる。（図 -4）

　免震構造は 1995 年阪神淡路大震災を契機として急速に普

及してきた。大成建設では免震装置として積層ゴムと滑り支

承を併用した「ハイブリッド TASS 構法」を開発し，病院，

オフィス，超高層集合住宅などに多数適用してきた。2004

年 新潟県中越地震では震度６強の地域に立地していた免震の

老人保健施設はまったく無被害で機能が維持され，2011 年

東日本大震災においては各地の免震建物の地震観測によって

免震の効果が実証されている。

　さらにコンピューター制御によって免震性能を高めた「セ

ミアクティブ免震システム」が開発された。このシステムを

適用した代々木ゼミナール本部校では，安全性確保とともに

教育施設としてふさわしい空間を実現している（図 -5）。最

近では隣設建物との間が狭い都心部でも免震建物を建てる要

　　

求があり，新開発の可変型減衰装置を利用した「都市型免震シ

ステム」が開発された。最大級の地震においても建物の変形を

20ｃｍ程度に抑えることができるので，都心部での免震建物の

新築や既存建物の免震化に活用できる。

　超高層オフィスビルや多数の観客を収容するスタジアムでは

火災時の安全な避難計画が重要な課題である。火災，煙，避難

のシミュレーションを行って避難にかかわる階段，通路，防火

設備などの配置を決めている。避難については，観衆の避難行

動を時々刻々再現できるマルチエージェント型避難シミュレー

ションで，災害弱者も含めた避難上の課題を洗い出して建築計

画に反映させている（図 -6）。

　スタジアム稼働時の近隣への騒音予測と対策も計画時に考慮す

べき課題である。総合騒音予測システム「TSounds-Ambience」

を使って騒音予測を行い，近隣に配慮した建築計画を行っている

（図 -7）。音の予測解析についてはこのほか，集合住宅で人が跳

びはねた時に発生する重量床衝撃音の予測システム

「TSounds-Floor」，会 話 内 容 の 漏 え い 対 策 の た め の

「TSounds-Privacy」，音楽ホール・会議室などの音響計画のため

の「TSounds-Concert」を加えた TSounds シリーズを整備し

て各種の大型プロジェクトに適用している。

図 -3　数値解析 LESによる高層建築物の風荷重評価
Fig.3  Computer simulation of wind forces by LES

図 -4　300N/ ㎟ 級スーパーコンクリートと細柱ビル
Fig.4  Super high-strength concrete of 300N/ ㎟ and application

300N/ ㎟ 級
RC長柱実験

細柱とフラットプレートのビル

図 -5　セミアクティブ免震システム
Fig.5  Semi-active seismic isolation sysytem

図 -6　マルチエージェント型避難シミュレーション
Fig.6  Simulation of evacuation behavior by multi-agent method
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　複雑な大型施設の建築計画や施工計画に３次元画像システ

ム「ハイブリッドビジョン」を活用している（図 -8）。建物

や都市を実物大で再現し，その中に気流や温熱，音や光のシ

ミュレーション結果を表示させて体感できるヴァーチャルリ

アリティー（ＶＲ）の高度化システムである。３次元の立体

画像の中を自在に回遊しながら，設計者と発注者や利用者な

どの関係者の共通理解のもとに外観や色彩，空間のヴォリュー

ム，照明計画などを仕上げて行くのに有効である。施工段階

についても組立手順を確認し，工事関係者に周知することで，

安全な工事の実現のために活用している。

　情報・通信技術（ICT）を活用した建設工事の合理化が進

んでいる。スマートフォンやタブレット端末を使って，クラ

ウド上にある図面に建設現場で点検記録や写真等を描き込ん

で施工記録を作成するシステムを開発した。配筋検査などの

現場の品質管理を確実かつ合理化するために活用している。

2013 年 2 月には技術センター内に ICT を活用した施工技術

を開発するための建設 ICT 実験棟を新設した（図 -9）。床面

積 300 ㎡，高さ 13m の電磁シールドで保護された多目的実

験施設である。ここでは人の立ち入りが不可能な環境での建

設ロボットによる遠隔無人化施工，センサーや情報通信技術

を駆使した情報化施工技術の開発を開始している。

　

　大型プロジェクトでは地下工事や杭基礎工事を伴う場合が

多い。地盤条件や工事の内容はさまざまなので，プロジェク

トごとに地盤基礎の専門技術者が関わって課題の解決にあ

たっている。通常から建物の沈下観測などを行ってデータや

知見を蓄積するとともに，必要に応じて解析，実験を実施し

て工学的な判断を行っている。このような技術の蓄積によっ

て地下鉄との近接工事や，既存基礎の再利用などの高度な技

術的な対応が可能になっている。東日本大震災で大きな問題

となった地盤の液状化については，1995 年阪神淡路大震災

を契機として研究開発に注力してきており，数値解析手法の

開発や対策工法の開発と実験による性能検証を進めてきた（図

-10）。それらの研究成果を使って軟弱地盤や埋立地でも，液

状化による被害を受けない大型施設を設計し建設できるよう

になって来ている。

3. 機能性と快適性を維持するための技術
　建物の供用期間中にわたって利用者の快適性や安全性を確

保することが必要である。また産業施設の場合には地震など

の災害時にも機能性を維持するための事業継続計画 BCP が

注目されている。これら供用期間中の機能維持ために各種の

技術が適用されている。

　快適性と省エネ性を両立するための照明技術として太陽の

光を利用した自然光採光システム「T-SOREIL」が開発され

　　

図 -7　総合騒音予測システム「TSounds-Ambience」
Fig.7  Simulation of noise by the ‘TSounds-Ambience’

図 -8　ＶＲ高度化システム「ハイブリッドビジョン」
Fig.8  Hi-spec VR system ‘Hybridvision’

図 -9 建設 ICT 実験棟
Fig.9  Laboratory for ICT integrated construction process

図 -10　振動台実験による液状化対策効果の検証
Fig.10  Shaking table test on counter-measure for soil liquefaction
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て実施適用されている（図 -11）。「T-SOREIL」はビル内にエ

コボイドという細長い吹抜け空間を設け，太陽を追尾する１

次ミラー，エコボイド内を照射する２次ミラー，拡散光を作

る３次ミラーを使って，100m 級の超高層ビル内部にも太陽

光を届けることができる。ビルの内部空間全体に人工光に頼

らない自然で快適な光環境を実現している。

　東日本大震災などの過去の地震によって，オフィスや産業

施設の災害時の事業継続 BCP の重要性が顕在化している。

地震発生を早期に検知して揺れが来る前に警報を発信する

「T-RESQF」，地震後の建物の健全性を判断するためのモニタ

リングシステムなどが開発され，実施適用されている。

　1981 年の建築基準法改正によって耐震規定が見直され，

それ以前に建設された建物には耐震補強が望ましいものがあ

ることが明らかになった。耐震補強としてはコンクリート壁

の増設や鋼製ブレース設置が一般的に行われてきたが，デザ

イン性や利便性にも配慮した耐震補強技術「T-GRID」が開発

され，研究施設や銀行などに適用されている（図 -12）。また，

近年の地震の経験から長周期地震動によって超高層ビルが大

きく揺れる可能性があることが明らかになった。そこで超高

層ビルの揺れを抑える制震装置「T-RESPO」が開発され，既

存の超高層ビルの耐震性向上に適用されている（図 -12）。東

日本大震災では「T-RESPO」の設置された新宿センタービル

で揺れの低減効果が実証された。

　生産施設の地震対策としては建物本体の安全性確保だけでな

く，建物内の生産装置や製品を守ることも重要である。半導体

生産装置向けに免震装置「TASS ユニット」を開発して適用を

開始している（図 -13）。東日本大震災で震度５強を記録した岩

手県と福島県の工場に「TASS ユニット」が設置されており，

いずれも無事に半導体生産装置とその内部の製品を地震から守

ることができた。

　東日本大震災では，自動倉庫内のラックから荷物が落下して

商品の保管・発送が長期間にわたり停止した事例が多くみられ

た。そこで，自動倉庫ラック上部に制震装置を設置し，ラック

での荷崩れを防止する技術を開発した（図 -14）。この制震装置

を設置することで，震度 6 弱の地震でも荷崩れを防止し，震災

後にも稼働が継続できることが期待される。振動台実験によっ

て性能を確認し，実施適用を始めている。免震装置「TASSユニッ

ト」も自動倉庫ラック制震装置も，既存施設に後付することが

できるので，既存施設内の機器の耐震性を向上させるのにも適

している。

　東日本大震災で甚大な被害をもたらした津波は，沿岸に立地

する工場や病院などの施設の安全性および事業継続性にとって

大きな検討課題である。津波の遡上のシミュレーションや，避

難シミュレーションを実施して対策の必要性を検討し，対策方

法を提案してきている。2013 年 1 月には技術センター内に津

　

図 -11　自然光採光システム「T-SOREIL」
Fig.11  Sunlight intake system ‘T-SOREIL’

耐震補強 T-GRID    　　　　　超高層建築の制震補強 T-RESPO

図 -12　耐震性向上技術
Fig.12  Seismic retrofit

図 -13　機器免震システム 「TASSユニット」
Fig.13  Seismic isolation system for machines ‘TASS UNIT’

図 -14　自動倉庫ラック制震装置
Fig.14  Shake suppression device for storage rack
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波実験施設を完成し，津波を受け流せるビルや津波時に避難す

るためのビルの開発に利用している（図 -15）。津波関連技術と

実験施設については論文３７～３９で紹介する。

　電子部品などの生産施設については超清浄空間クリーンルー

ムを要求されるものがある。清浄度を乱す化学物質を発生しな

い建材の開発，塵埃などの微粒子の拡散を防ぐための空調シス

テムの開発，微粒子が製品に付着するのを防ぐための静電気予

測と対策技術などを開発してきた。次世代の電子デバイス，医

薬品製造施設での省エネ，品質確保技術の研究開発拠点として，

2013 年 4 月に技術センター内にクリーンテクノロジー実験施

設を新設した（図 -6）。床面積 100 ㎡天井レベル高さ 7m の次

世代クリーンルーム実験施設で，気流，空気清浄度，温湿度を

自由に設定できる。ここでローコスト，省エネ，フレキシブル

といったニーズに対応できるクリーンテクノロジーの技術開発

が始まっている。

4. 最適なライフサイクル構築のための技術
　新築，運用，維持・リニューアル，災害時の対応，更新という，

建物のライフサイクル全般を視野にいれて最適化することがコ

スト面からも地球環境面からも大切である。

　省エネルギー化については電力使用量抑制のために，電力需

要調整の仕組みデマンドレスポンスの導入が検討されている。

技術センターでは，横浜市を中心とした企業連合で取り組んで

　　　

いる横浜スマートシティプロジェクト YSCP 実証事業の一環と

して，技術センター内の５つの建物を使って，省エネ機器，創

エネ機器，蓄電・蓄熱装置，制御装置「スマートＢＥＭＳ」を

設置して，2012 年 11 月よりデマンドレスポンスの実証実験を

進めている（図 -17）。

　さらに省エネルギーの先にあるゼロエネルギービル ZEB の実

現を目指して，2013 年度に技術センター内に ZEB 実証棟を建

設中である（図 -18）。

　都市型オフィスの ZEB 化のための省エネルギー，再生可能

エネルギー，蓄電・蓄熱およびエネルギー制御に関する最先

端技術を導入する。ZEB 実証棟では今後開発していく技術も

含めてエネルギー関連の先端技術を検証するとともに，働き

やすいオフィス環境を創造し，知的生産の場にふさわしいス

マートオフィス，スマートコミュニティを実現することを目

指している。

　施設の維持管理の合理化とコスト削減のために，設計・施工

段階で使用するビル情報モデル BIM と，施設マネージメント用

システム CAFM (Computer Aided Facility Management) を

結合した BIM-FM連携システムを開発中である（図 -19）。パソ

コンやタブレット端末の画面上に，建物の部位，設備，備品ご

とに仕様，更新履歴，簿価などが表示できる。標準的な修繕時

期やコストの表示が可能である。このシステムを用いて，施設

管理者が画像を見ながら必要な情報を取得し，維持管理を合理

的に計画・推進できると期待している。

図 -15　津波対策ビル「T-Buffer」
Fig.15 Tsunami shelter building

図 -16　クリーンテクノロジー実験施設
Fig.16  Clean technology laboratory

図 -17　スマートシティプロジェクトYSCP実証事業
Fig.17  Smart city project ‘YSCP’

図 -8　ZEB実証棟（建設中）
Fig.18  Zero energy building (under construction)
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　建物が供用期間を終えて解体される場合，高層ビルでは安全

性と周辺環境への配慮が特に要求される。そのために安全，環

境配慮，ローコスト・短工期をコンセプトとした超高層ビル解

体の新工法「テコレップシステム」が開発された（図 -20）。既

存建物の屋根を利用して閉鎖した作業空間を構築し , その内部

で解体工事を行い，閉鎖空間自体を自動降下させていくシステ

ムである。これまで２件の建物に適用して解体を完了し，工事

の安全性確保と，騒音や粉塵などの環境汚染を防止することに

成果を上げている。技術内容は特集論文６で紹介する。

　過去に建てられた建物では耐火被覆などにアスベストが使われてい

るものがある。解体時にアスベストの飛散による作業環境の悪化を防

ぐために，アスベスト除去ロボットを開発した（図-21）。ロボットアー

ムの先にアスベスト剥離装置を取り付けた機械で，遮蔽した作業区域

の外部から遠隔操作によってアスベストの除去ができる。また，ロボッ

トとともに開発した回収システムによって，除去したアスベストの塊

を破砕し，減容化して袋詰めまで自動的に行うことができる。

　建物内をデジカメで自動撮影し，PC に取り込んでパノラマ

画像をその場で自動作成できるシステム「T-Siteview」を開発

した（図 -22）。１箇所あたり撮影時間 15 分，画像処理に 15

分で球体パノラマ画像ができる。PC のマウス操作でパノラマ

画像を閲覧するほか，位置の計測も可能である。施工のさまざ

まな段階にパノラマ画像を作成して，仕上げ材に隠れた構造体

や設備の状況を記録しておくこともできる。東日本大震災で顕

在化した天井の耐震問題について，「T-Siteview」で天井内部の

画像を作成し，現況の確認と耐震改修の提案に活用している。

　すぐれた建築は歴史的資産として保存されて市民の記憶にと

どめられるものもある。東京中央郵便局の再開発ではモダニズ

ム建築の傑作といわれた吉田鉄郎氏設計の旧建物の一部が保存

された（図 -23）。タイル外壁の保存・再生，免震化，鉄道との

近接施工や騒音振動対策などに様々な技術が適用された。街の

歴史的資産としてモダニズム建築の保存が実現するとともに，

保存建物も利用して新たに誕生した商業施設「KITTE」は東京

駅前に新たな賑わいをもたらしている。

5. おわりに
　大型プロジェクトは技術と知識を結集して華々しく竣工する

が，建物が完成しただけでプロジェクトが終了するわけではない。

運用，維持，リニューアル，災害時，更新というライフサイクル

全体を通じて，利用者，所有者，社会に満足してもらえるために

各種の技術が使われている。また，大型プロジェクトは紹介した

ような各種の最先端技術に支えられているが，これらの先端技術

は最終的には建物，設備，機器などの形になって現場で使われる

ものである。最先端技術が大型プロジェクトの支えとなるために

は，研究・開発部門，設計部門，施工部門の技術者が知恵を出し合っ

て開発し，具現化をはかることが最も大切である。

図 -19　施設管理用BIM-FM連携システム
Fig.19  Visualized facility management system

図 -20 「テコレップシステム」によって解体中の建物
Fig.20  Shield demolition process

図 -21　アスベスト除去ロボット
Fig.21  Robotics for asbestos removal

図 -22　パノラマ記録システム「T-Siteview」
Fig.22  Panoramic photos for building records

図 -23 保存された旧東京中央郵便局と JPタワー
Fig.23  Preservation of historical building




