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日本大学卒業
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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、
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1997
●こまつドーム
  ［掲載］新建築1997年6月号
2001
●札幌ドーム
  ［受賞］2003年度 BCS賞
  ［掲載］新建築2001年7月号掲載
2003
●日本ハムファイターズ札幌屋内練習場
  ［受賞］平成17年度 日事連建築賞
  ［掲載］日経アーキテクチャ
　 2004年8月23日号
2004
●香港沙田競馬場（施工支援）
  ［掲載］新建築2005年3月号
2006
●アーバンドックららぽーと豊洲
  ［掲載］新建築2006年12月号
2007
●開成学園那古宿舎
　作品選集2010
　千葉県建築文化賞
2009
●セガサミーホールディングス八王子
　野球施設計画
  ［受賞］2010年度 グッドデザイン賞
　 2011年東京建築賞建築作品
 コンクール
2010
●仙台トラストタワー
  2010年街中グッドデザイン展
2013
●愛媛県立中央病院整備運営事業
2014
●エコパークかごしま
●Dプロジェクト横浜大黒
  ［掲載］近代建築2014年1月号
2015
●等々力陸上競技場メインスタンド

大空間施設

PROFILE

等々力陸上競技場メインスタンド
客席をフィールドに近づ
ける為、架構そのものが
前のめりになっているこ
と等により、構造架構に
大きな曲げ応力が生じま
す。これに対して、屋根端
部にテンションケーブル
を配置し、このケーブル
にプレストレスを導入す
ることで、常時荷重とは
逆向きの曲げモーメント
を発生させ、応力と変形
を制御し、軽快で臨場感
あふれるスタンド架構を
実現しています。

構造バックスティケーブル
＋圧着プレキャスト架構による
臨場感溢れるスタジアム

構造設計とは、地震や台風等の自然と対峙し、

安全・安心な建物をお届けする大変重要な仕事です。

様々な機能的・デザイン的な要求に応え、

魅力ある建築と構造的な安全・安心の両立を目指しています。

【架構断面図】

【プレストレスによる応力・変位制御】

（設計：日本設計＋大成建設設計共同企業体）

Kohei Shimamura



Projects

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）

発注者：小松市
延床面積：22,342㎡
規模：地上4階
構造種別：鉄筋コンクリート・鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造
屋根鉄骨最大スパン：160m

2本のキールトラス上を
3ヒンジ架構の開閉屋根が走行する骨組膜架構
開閉屋根は開く時は自重で自然降下、閉まる時はワイヤーロープをウィンチで巻上げるの
みの単純なワイヤートラクション方式を採用しています。また、開閉屋根は3ヒンジのフィー
レンディール梁とし、開閉時にキールトラス（トラス成4.0m）の変形に対する追従性を高めて
います。開閉屋根を支持するキールトラスを建物外周で支えるエッジリングにはプレストレ
スコンクリート構造を採用し、キール端部に生じる大きなスラスト力を処理しています。

こまつドーム（設計：山下設計・大成建設設計共同体）

発注者：THE HONG KONG JOCKEY CLUB
延床面積：12,642㎡
規模：地上2階
構造種別：鉄骨造
屋根鉄骨最大スパン：60m

競馬場パドックにかかる膜構造による
開閉屋根架構
6対のマストとメガトラスにより造りだされた幅120m、奥行き60mの無柱空間は、チェーント
ラクション方式の開閉屋根を有しています。既存スタンドに対する構造的制約から、メガトラ
スを支持する既存スタンド側の柱脚にはアイソレーターを挿入し、既存スタンド架構の耐力
に適した水平力を負担し、かつ本架構の水平方向変形に対する復元力を確保しています。

香港沙田競馬場（施工支援）（設計：株式会社松田平田設計）

発注者：日本ハム球団株式会社
延床面積：3,700㎡
規模：地上2階
構造種別：鉄骨造
屋根鉄骨最大スパン：56m

屋根中央部に設けたトラスを
鋼管トラスにより吊り上げた張弦梁架構
練習場の大屋根を支える構造形式は、屋根中央部にロの字配置したメイントラス
（19.2m×19.2m、トラス成3.5m）を組み、その下弦材コーナー部を外周フレームの柱頭から
2本の吊材で吊り上げる張弦架構を採用しています。張弦架構に生じるスラスト力は、屋根
面内で自己釣り合いを形成し、多雪地域における大空間構造を合理的に処理しています。

日本ハムファイターズ札幌室内練習場（設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

発注者：札幌市
延床面積：98,281㎡
規模：地上4階、地下2階、搭屋2階
構造種別：鉄筋コンクリート・鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造
屋根鉄骨最大スパン：245m

ホヴァリングステージ（移動式サッカー場）の
出し入れを可能にする大空間構造架構
ホヴァリングステージ（移動式サッカー場）の屋内外移動のための開口部で屋根が切断
されてしまうこと、開口部にスパン90ｍのブリッジを設けること、これらは構造的には不合
理な建築計画上の要求ですが、スパン90ｍのブリッジを屋根開口部の両側から斜めケー
ブルで吊り、その自重を利用してドーム開口端の巨大なスラストに対抗する閉じた張力場
を形成させ、さらにケーブルに張力を導入してブリッジの中間に立てたポストにより屋根を
突き上げることにより、開口近傍の屋根の変位と応力を適切に制御しています。

札幌ドーム（設計：原広司・アトリエファイ建築研究所・アトリエブンク特定共同企業体）
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