
3免震建築紹介

1　はじめに
本建物は神奈川県足柄上郡開成町の新庁舎として

計画された。旧庁舎は、昭和45年の竣工以来、町民
生活における中心的な役割を果たしてきたが、老朽
化や耐震性不足による防災拠点機能の低下、ユニ
バーサルデザインへの対応の限界、高度化する情報
技術への対応の限界、町民協働の拠点となる施設の
不足等の課題が多くあり、今後益々多様化する行政
需要に対応するために建替えが必要と判断された。

開成町は、神奈川県西部にある田園風景や水、緑
といった豊かな自然環境に恵まれたまちであり、ま
ちの花である「あじさい」が有名である。

本稿は、町民の安全と安心を支援するとともに、
人と自然が調和し、未来に残す自然との共生を目指
す「田舎モダン」を象徴する優しく強い庁舎の実現
をコンセプトとし、2018年4月に庁舎として国内初
のBELS認証によるZEB認証（Nearly ZEB）を取得し
た設計事例について報告を行う。

2　建物概要	
所 在 地：神奈川県足柄上郡開成町延沢773番地
用　　途：庁舎
建 築 主：開成町
設計・監理：松田平田設計
施　　工：大成建設
建築面積：2,150.16m2

延床面積：3,893.19m2

階　　数：地上3階　地下無し
建物高さ：16.90m

構造形式：免震構造
構造種別：混構造（鉄骨造＋鉄筋コンクリート造）
基礎構造：直接基礎（べた基礎）
工　　期：2018年7月～2020年3月

3　建築計画・環境計画概要
新庁舎は、1階に町民プラザ、執務スペース等、2

階に執務スペース、町長室、災害対策室等、3階に
は議場等を設けている。内部の特徴として、利用者
である町民に施設の構成を分かり易くするため、1,2

階執務スペースを町民プラザの吹抜けでつないだ空
間の「執務室ゾーン」と庁舎の裏方機能である倉庫
や休憩室、会議室等を配置した「コアゾーン」とが
明快に分かれた構成となっている。小部屋が多く、
大きな開口（窓）を必要としないコアゾーンを南側
に配置し日射負荷を削減し、熱負荷の大きい南面、
西面にトイレや機械室等非空調室を配置している。

吹抜け部の天井は鉄骨大梁下面を表出させてお
り、大梁の内側は木造の格子天井で構成している。
格子天井のうち、12か所がハイサイドライトになっ
ており、高反射率の放物曲面ミラーにより天空光を
効 率 的 に 室 内 へ 集 光 す る 装 置（ADS：Anydolic 
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Daylighting System）を採用し、光環境の向上を図っ
た。ハイサイドライトは自然換気窓としても機能し、
1階町民プラザの窓面給気口を開閉することで重力
換気による自然換気を行う計画とした。町民プラザ
吹抜け上部の外周部には、まちの花をモチーフにし
た「あじさいパネル」（以下：木造格子パネル）を
設置したダブルスキンを設けることで断熱・遮熱効
果を高めた。建物外周には、奥行き約2.0mの庇を設
けることで日射遮蔽性能向上を図った。

本施設は、その機能上、災害時であっても事業継
続性を求められることから、基礎免震構造を採用し、
耐震安全性の高い構造・設備計画としている。免震
クリアランスは550mmとして設定している。免震層
は、クール・ヒートトレンチとして使用している。

その他の環境配慮技術を図2に示す。また、図3に
新庁舎のZEBチャートを示す。様々な環境配慮技術
を適切に取り入れた結果、一次エネルギー消費量設
計値は建物全体でBEI＝0.43であり、ZEB Readyを達
成し、太陽光発電設備を加えることで、BEI=0.19

（81％の省エネを達成）となりZEB認証でNearly ZEB

を取得した。

4　構造計画概要
免震層より上部の構造種別は、平面的に、鉄骨造

（S造）と鉄筋コンクリート造（RC造）を建築計画
に合わせて明快に分けた混構造である。執務室ゾー
ンは来庁者が、目的の場所を確認できるよう見渡せ
る空間を確保するために、ロングスパンが経済的に
実現可能なS造を採用している。コアゾーンは、小
部屋で構成されており、ロングスパンを確保する必
要性がないため、免震構造に必要な剛性を確保する
ために、RC造を採用した。免震層より下部は、低
層免震建物を支持するには十分な支持層である砂礫
層が比較的浅い深度から現れるため、掘削量を抑え
て、基礎免震構造のコストアップを抑える目的で
マットスラブとした。（図4）

本計画では、木材の構造利用を積極的に行ってい
る。集成材（からまつ）から構成される木造格子パ
ネルは、S造部分の外周各スパンに3枚ずつ配置して
いる。平面的混構造の剛性の違いを解消するために、
鉄骨梁から出したG.PLにHTBで締め付ける納まりと
し、木造格子パネルの剛性を評価した。図6に2階の
重心位置、剛心位置を示す。また、表1に木造格子
パネルの考慮、非考慮時の偏心率の比較（X方向）

図1　各階平面図

図3　ZEBチャート図2　環境配慮技術

潜顕分離型空調機 免震層を活用した
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を示す。格子パネルを配置した2階において、非考
慮の場合に比べて考慮した場合の方が大幅に良い結
果となっている。木造格子パネルが上部構造の健全
性を高め、免震効果についても上昇させていること
が分かる。木造格子パネルは、あじさいをモチーフ
にした意匠的なシンボルであり、断熱・遮熱効果を
高める環境装置であり、水平剛性を高める構造要素
の役割を果たしている。

その他、吹抜け部の木造の格子天井も大梁の下端
を拘束する横補剛材として構造利用をしており、意
匠と構造の合理化を図っている。

5　免震システム概要
免震層は鉛直支持機能と減衰機能をもつ、高減衰

ゴム系積層ゴム支承（X0.4）を17基、天然ゴム系積
層ゴム支承（G4）を5基、建物の長周期化を図るた
め弾性すべり支承を17基、全体でアイソレーターを
39基設置した。また、減衰性能を高め、免震層変形

を抑えるために、オイルダンパーをX,Y各方向に3

基、計6基設置した。（図7）
本建物は、同一階にRC柱とS柱をそれぞれ採用し

ていることと、2階に大きな吹き抜けを設けている
ため、比較的大きな重量偏心が生じている。吹抜け
上部に、木造格子パネルを配置したことと、免震層

図4　構造架構モデル図

図6　木造格子パネルの効果（偏心率2階）

表1　木造格子パネルの考慮、非考慮時の偏心率の比較 

図5　木造格子パネル詳細図 

写真2　町民プラザ 

RC造柱

RC造大梁

RC造

単位 mm

X方向

X Y X Y

3 21588 8147 21698 6152 1995 0.124 1.00

2 21470 16025 21708 16947 922 0.040 1.00

1 21409 15785 21786 8203 7582 0.596 1.50

単位 mm

X方向

X Y X Y

3 21588 8146 21718 6058 2088 0.133 1.00

2 21470 15966 21727 9261 6705 0.391 1.50

1 21408 15678 21789 8082 7596 0.612 1.50

木造格子パネル考慮

階

剛心重心
偏心距離 偏心率 Fe

重心 剛心
偏心距離 偏心率 Fe

木造格子パネル非考慮

階
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の重心と装置の剛心を合わせるように注意を払って
設計をすることで、ねじれ変形を抑制した。

これらの計画により、低層で支承への軸力を集め
にくい建物ではあるが、X0.4の高減衰ゴムを用いる
ことで、表2に示す十分な長周期化を図りながら、
免震層の偏心率は3%以下を満足した。

6　時刻歴応答解析概要
時刻歴応答解析は、1層1質点の等価せん断型モデ

ルに加え、免震層を平面的にモデル化し、免震層よ
り上部の各層が3自由度（水平2方向、捩れ回転）を
持つ、1層1質点モデルを用いて実施した。

表3に地震応答解析のクライテリアを示す。極め
て稀に発生する地震動に対して上部構造は短期許容
応力度以内を目標とし、免震層の許容変位は、性能
保証変形以内の396mmとした。

表4に極めて稀に発生する地震動に対する最大応
答値を示す。免震層の変位は30cm程度であり、許容
値以内であることを確認した。層間変形角は設計ク
ライテリア1/200を下回り、1/593以下であった。

7　まとめ
S造とRC造の混構造の低層建物に「免震＋木造格

子ブレース」を採用することで、高い耐震性能・環
境性能を備えた庁舎を実現できた。新庁舎の設計・
施工において、開成町関係者の皆様に多数のご指導、
ご鞭撻を頂きました。ここに感謝の意を表します。
特に、財務課のご担当者様には、建築主としての意
図を的確に伝達して頂きました。その結果、細部に
至るまで新庁舎に対する思いを共有できたと感じて
います。また、国内初のZEB庁舎を高品質・高精度
な施工で実現した大成建設をはじめとする施工関係
者の皆様に深く感謝申し上げます。

項目 設計クライテリア 

上部構造 
部材応力 短期許容応力度以内 
層間変形角 1/200 以下 

免震層 
ｸﾘｱﾗﾝｽ 
55cm 

せん断歪 
免震層変位 

性能保証変形以内(γ=250% 以内) 
396mm 以下 

最大面圧 基準面圧の 2 倍以下 
最小面圧 -1.0N/mm2以上 
OD 最大速度 1.5m/s 以内 

基礎 部材応力 短期許容応力度以内 
地盤 応力・支持力 短期許容応力度以内 

 

項目 X 方向 Y 方向 

上部構造 
層間変形角 

H）1/593 
〔KOK-JK〕 

H）1/599 
〔KOK-JK〕 

最下階層せん断力係数 
H）0.119 

〔KOK-JK〕 
H）0.111 

〔KOK-JK〕 

免震層 

免震層変位(cm) S）30.8 
〔KOK-JK〕 

S）30.8 
〔KOK-JK〕 

せん断ひずみ(%) 
S）193 % 

〔KOK-JK〕 
S）193 % 

〔KOK-JK〕 

最大面圧(N/mm2) H）+11.9  
〔KOK-JK〕 

H）+13.5 
〔KOK-JK〕 

最小面圧(N/mm2) 
H）0.90 

〔KOK-JK〕 
H）0.80 

〔KOK-JK〕 

※KOK-JK：告示波 JMA KOBE 1995 NS 位相 

 H）：ばらつき硬化ケース，S）：ばらつき軟化ケース 

図7　免震装置配置図 

写真3　東側外観（夜景） 

表 2 建物の固有周期（秒） 

免震層の状態 X 方向 Y 方向 

免震層固定時 0.527 0.525 
微小変形時 1.970 1.970 
レベル 1 地震動時 3.568 3.568 
レベル 2 地震動時 4.577 4.577 

表2　建物の固有周期（秒） 

表3　設計クライテリア（極めて稀に発生する地震動) 

表4　最大応答値（極めて稀に発生する地震動) 


