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1　はじめに
本建物は、複数のプロジェクトが進行中の横浜み
なとみらい21に建ち、東側はみなとみらい大通り、
北側は横浜市が定める歩行者ネットワーク（キング
軸）に接する好立地でユーザーの近くで研究員が市
場の空気を肌で感じながら研究開発を推進する都市
型研究所であり、建物の内外にわたり交流と創造を
生み出す境界のない「透明性」をコンセプトとして
いる。外装計画を始めとする、内外に設計自由度の
拡大を要求される計画となっており、その対応事例
として紹介する。

2　建築計画概要
建 築 主：株式会社　資生堂
主 用 途：事務所・研究所・物販店舗・店舗
所 在 地：神奈川県横浜市西区高島1丁目
敷地面積：6,543.81m2

延床面積：56,110.99m2

階　　数：地上16階・地下1階
最高高さ：76.91m

設　　計：鹿島建設株式会社一級建築士事務所
施　　工：鹿島建設株式会社

本建物の平面形状は、1階から14階が約60×64m、
15、及び16階のみ約51m×46mと外壁位置をセット
バックさせた形状としている。
研究フロアでは、建物中央に配置されたラボに連
続した2層吹抜けの空間を階ごとに東面、北面と位
置を交互に替え、オープンな階段によって垂直方向
の動線を確保する空間としている。低層部1・2階に
は誰でも訪れることができる、にぎわいを誘発する
施設を設け、また、低層部と上層部の研究フロアを
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つなぐ3・4階には約500人収容の多目的セミナーホー
ル、モニターテスト室、社外との共同研究を行うコ
ラボレーションラボを配し、社内・社外との接点の
利便性を高める構成となっている。
設備計画については、研究所でありながら多様な
要素を併せ持つ本施設に対し、研究機能の確実なサ
ポートの他、省エネルギー・環境配慮、BCP対応を
実現すべく様々な対応を行っている。

3　構造計画
・基礎計画
事前の地盤調査結果により、設計GL-27m以深の
洪積層である土丹層、及び細砂層（N値≧50）を支
持層とする杭基礎とする方針としたが、同時に支持
層のレベルが南東から北西にかけて深くなっている
ことも判明し、その高低差は約8mにもなる傾斜と
なっていた。このため、杭先端を確実に支持層へ到
達させるため、通常のボーリング調査と比較し短期
間で、詳細な支持層レベルの確認が可能な弊社独自
技術である地盤調査車による追加地盤調査を行い、
支持層出現レベルのコンター図を作成し、杭先端レ
ベルを大きく3パターンに設定することで支持層へ
確実に到達させる計画とした。

・外装計画と統合した地上部構造フレーム計画
地上部の構造形式は、CFT柱と鉄骨梁で構成され
た鉄骨造ラーメン構造としており、加えて制震装置
としてオイルダンパ（HiDAX-e）をバランス良く配
置した。オイルダンパは1～12階に配置して、地震
応答の低減を図っている。
建物コンセプトである「境界のない『透明性』」
を表現するダブルスキンのガラス外装越しに見え
る、南北面及び東面外周部に配置する外周柱を、軸
力のみを処理する間柱とすることで、幅400mmの
RC柱（Fc70、プレキャスト）として設計を行った。
地震時及び暴風時の水平力は、鉄骨架構とオイル
ダンパにより処理する方針としたが、実際にはRC

No.5 No.4 No.2 

地盤状況（支持層コンター図、柱状図） 

【基準階平面図（偶数階）】

 
無印： 

【RC柱-S小梁接合部 FEM解析による剛性、耐力確認】

【外周部RC柱の接合ディテール、内観】 
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柱も鉄骨小梁と接合されるため、接合部の固定度に
応じた水平力を負担することになる。このため鉄骨
小梁との接合部はRC柱に極力曲げ応力が生じない
よう、接合部を忠実に再現したFEM解析により、そ
の剛性、耐力を評価し、地震時、暴風時に生じる応
力を求めて設計を行った。RC柱は極めて稀に発生
する地震動においても弾性範囲内に留め、鉄骨小梁
との接合部ガセットプレートは終局状態が局部座屈
となるようなディテールとした。

・設計自由度の向上	-意匠性の高い階段への対応-
1階のエントランスには吹き抜けがあり、2階の受

付とはS字状の大きな階段により繋がれている。こ
のS字階段を極力軽快に見せる意匠性を要求された
ため、300mmせいの2本の閉断面キール材により階
段を支持させる計画とした。応力の処理とは別に、
歩行による鉛直、ねじれ振動が懸念されたため、構
造部材での剛性として固有周期4Hzを確保したうえ
で薄型制振装置（TMD）を設置することにより、「歩
道橋設計指針」で定められている「少し感じる」以
下に抑えることを目標とした。効果確認のため実測
も行い、目標値を満足していることを確認した。
また、北側吹き抜け部分に設置された鉄骨階段は、
中間踊り場部に支持材を設けない計画としている。

このため、手摺をささら桁と兼用した意匠計画に
合わせて、手摺鋼板をラチス材としたトラス階段と
して設計を行った。手摺鋼鈑は厚さ12mm、せいを
1,200mmとし、踊り場部分は閉鎖断面とすることで
ねじれ剛性を確保し、蹴込み部分の鋼板も剛性に評
価して変形、応力を確認した。鉛直方向、水平方向
の振動が生じる架構となっているが、いずれの方向
も問題のない範囲であることを確認している。

・設備計画と統合した構造計画
基準階北側と東側に設けられた吹き抜け空間の天
井、及び最上階天井は7mを超える天井高さで、面
積も200m2を超えているため、吊り天井形式とした
場合は特定天井に該当する。研究施設として実験機

【振動評価結果】 【TMD設置状況】

【1階エントランス部S字階段】 

【振動評価結果】

【北側吹き抜け部 鉄骨階段】

【最上階天井】 【基準階吹き抜け部天井】 
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器の種別や稼働状態に対するフレキシブルな設備計
画に対し、専門業者と共同開発した特殊金物を採用
した耐震天井工法を採用することで、ブレース数を
従来の工法よりも減らした配置とすることが可能と
なり、天井内の有効スペースを確保し、設備計画へ
の影響を最小限とした。
また、設備室からラボ部分への空調ダクトのルー
トに端部鉛直ハンチ梁を採用し、大きなダクトは梁
中央部下端を通し、梁ウェブに予備も含めたスリー
ブ数を確保して、将来の設備増設にもフレキシブル
な対応を可能にしている。

・重要機器の安全性確保
研究施設であるため、実験等に必要な様々な重要
機器、薬品が設置される。地震時における研究者の
安全確保、及び重要機器の転倒防止のため、構造計
画では極めて稀に発生する地震動に対して、1~15階
の応答加速度を400（cm/s2）以下となるよう対応し
ている。
設計目標とした応答加速度での機器の挙動確認を

行い、機器の転倒の有無、及び対策を講じるために、
実際に使用する機器（ドラフトチャンバー、インキュ
ベータ、実験台、試薬棚付き実験台等）を用いた振
動台実験を行った。
実験では、計画地の地盤性状をダイレクトに反映
できることや、東西、南北、上下の三方向の記録か
ら、より実態に近いシミュレーションが可能である
ことから、建設地近傍で記録された東北太平洋沖地
震時の入力を1.5倍とした、極めて稀に発生する地
震動に相当する入力波に対し、研究者が居住する最
も高い14階床での応答波を用いて加振した。
加振後の機器の状況は、転倒は生じず、水平移動
も軽微な範囲で、概ね想定通りの結果となった。

4　おわりに
建築、設備計画との統合が必須な建物であったが、
最新の知見、技術により設計自由度の拡大を図るこ
とができた。また、高度な施工技術も同時に必要で
あり、施主をはじめ様々な関係者の協力により実現
した計画である。ここに御礼申し上げます。

【端部鉛直ハンチ付き大梁】 

【入力に用いたレベル2相当応答波形（14階床）】 

【天井補強新工法の従来工法との比較】 

【レベル2地震時最大応答加速度分布】 【加振後の状況】

Ｘ方向 Y方向

目標値▽ 目標値▽
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免・制 振 建 築 訪 問 記 110

1　はじめに
2018年6月に完成した日本大学理工学部駿河台校
舎タワー・スコラ（南棟）を紹介します。
取材当日は、日本大学理工学部の古橋教授、庶務
課の鈴木様、設計を担当された梓設計の栗栖様、施
工を担当された清水建設株式会社の内田様、鈴木様
にご案内いただきました。

2　建物概要
建物名称： 日本大学理工学部駿河台校舎  

タワー・スコラ（南棟）
建 築 地：東京都千代田区神田駿河台1-8-14

建 築 主：学校法人日本大学
主要用途：教育、研究、実験室、会議室、事務室
設 計 者：株式会社梓設計
工事監理者：日本大学本部管財部、梓設計

施工者
建　　築：清水建設株式会社
電　　気：株式会社関電工
設　　備：東洋熱工業株式会社
規　　模：地下3階　地上18階　塔屋1階
敷地面積： 3,432.93m2

建築面積： 1,410.10m2

延床面積：27,252.39m2

軒 高 さ：79.35m

建築高さ：82.9 m

基準階階高： 4.000m

構造種別：SRC、S造

日本大学理工学部創設100周年記念事業の一環と
してのプロジェクトにより計画されました。

日本大学理工学部駿河台校舎タワー・スコラ

理工学部駿河台校舎群は、2003年に制震構造とし
て建て直されている1号館を除き、分散した2～9号
館を、南棟、北棟、西棟の3つのフェイズに分けて
整備する計画となっています。第1フェイズとして5、
6、9号館跡に、タワー・スコラ（南棟）として生ま
れ変わりました。将来、道路上のブリッジで北棟と
繋がる計画です。
駿河台キャンパスのランドマークとして、研究技
術や学生のアクティビティを外部に発信する装置と
して、建物自体が教材となる建築を目指したものと
なっています。また、地域のイベント利用や災害時

加藤　巨邦斎藤　忠幸 酒井　和成
都城工業高等専門学校鹿島建設 建築構造研究所

写真1　建物外観（東面）

免・制 振 建 築 訪 問 記 110
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免・制 振 建 築 訪 問 記 110

の帰宅困難者を収容可能な大教室や防災備蓄倉庫等
を設けることで、地域に開いた施設となっています。

1階は、エントランスホールやカフェ・購買など
の賑わい施設の他、外部に開放しての利用や大人数
での利用が想定される大教室が配置されています。
利用頻度の高い教室は、2階から5階までの低層階

にまとめて配置され、高層階は研究室フロアとなっ
ています。地階に実験室、地下3階には駐車場が設
けられています。
施設の顔となる東面と北面（ニコライ堂側）は、
ガラスCWの採用で、近接するニコライ堂を映し出
し、都市の風景に溶け込むデザインとなっています。

3　構造設計概要
建物中間の1階床下に免震層を設け、地上1～3階

に制震装置が併用されたハイブリッド構造です。
地震応答性状に加え、耐風ランクBとなる設計目
標を満足するよう、錫プラグ入り積層ゴム支承、天
然ゴム系積層ゴム支承、直動転がり支承を組み合わ
せた免震システムとなっています。制震装置は、回
転慣性質量ダンパーの慣性こまiRDTを1～3階に配
置し、増幅機構であるトグル制震システムに組み込
むことで、効果向上が図られています。
固有周期が長い高層建築物の免震構造化では、高
次モードが、特に絶対加速度応答に悪影響をもたら

図2　東西方向断面図 図4　地上部の立体骨組図 

図3　免震装置配置図 

図1　周辺地図と建物配置図

種類 符号 径 基数（個別）
個別 部材 全体

錫プラグ入り積層ゴム
Sn90 900φ 6

17

30

Sn95 950φ 11

天然ゴム系積層ゴム
RB90 900φ 3

7RB100 1000φ 1
RB1100 1100φ 3

直動転がり支承
CLB156A

ー
4

6
CLB156B 2
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免・制 振 建 築 訪 問 記 110

し、好ましくない応答性状が生じる恐れがあるため、
「部分モード制御制震システム」が採用されています。
モード制御は、質点間に配置したダンパーの慣性
質量効果を用いて質量項を調整し、建物の「刺激係
数を操作」する手法です。
質量項の調整により、1次モードを除く任意のモー
ドの刺激係数をゼロとすることが本手法のアプロー
チで、この操作を複数あるいは全てのモードに対し
て行い、建物全体の応答低減が実現可能です。
「部分モード制御」は、ダンパーの設置層数と同
じ数のモードを制御することが可能となります。
本建物では、平面計画及びコスト上の観点でダン
パー設置層数に制約があるため、ダンパーの設置層
を1～3階の3層分とし、建物への影響が大きい2次～
4次モードの制御が行われています。
高次モードの応答が卓越する建物中腹部で応答加
速度が10～25％程低減されており、モード制御が有
効に働いています。

4　見学状況
上層階の建築学科の研究室入居階では、学科ごと

に設けられた中間層吹抜けに面してテーブルや椅子
が配置された学生スペースで、学生が談話や自習に
活用していました。授業や研究時とは異なる居場所
空間が確保されていること、ニコライ堂を望める北
面外部にある空中庭園が憩いの場になっているよう
でした。空中庭園の計画は、学科ごとの希望が取り
入れられているそうで、複数階にわたる学科同士の
一体感をいっそう図る目的で、綺麗にデザインされ
た螺旋階段が設けられたりしていました。
教室や階段室の外壁面にダンパーが設けられてい

る低層階へ下りると、建物自体が教材となる建築が
実現されていることがうかがえました。1階のカフェ
にもダンパーが設けられていて、制震デバイスが特

図６ 振動方程式の基本式と応答制御手法

図7　部分モード制御の概念図

写真2　中間層の吹抜けと空中庭園の螺旋階段図8　地震応答解析結果（絶対加速度短辺方向）

図5　応答制御の分類
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免・制 振 建 築 訪 問 記 110

別なものではなく身
近な存在になってい
ることが感じ取れま
した。
地下1階に下りる

階段の中間踊り場の
壁面に設けられた免
震層へのハッチにて
1階床下の免震層へ
入りました。
免震層には、見学

エリアが設けられて
いることから、免震
装置の耐火被覆は無条件に不要とはならないため、
耐火性能ルートCでの設計、大臣認定を取得すること
で、無耐火被覆を実現したそうです。各学科の希望を
反映した空中庭園の設計変更等が工事中に生じると、
建物全体でのルートCによる大臣認定取得が必要にな
ることから、工事遅延につながらないように工程管理
されたそうです。

5号館ピロティに設けられていた壁画レリーフは、
3Dスキャナーで読み取り、1階のカフェ軽食堂壁面に
縮小版で再現、受け継がれています。

5　質疑応答
Q： このような構造が採用された経緯について教
えてください。

A： 耐震、制震、免震等の構造を大学本部で指定
することはなく、各学部の要望を取り入れる
という基本方針であり、理工学部として相応
しい構造を要望して採用されました。

Q： 免震構造であることについて、利用する学生
の反応はどうでしたか。

A： 免震構造が採用されている他の校舎の建物も

あり、2008年に免震レトロフィットにより再
生されていた5号館と類似な計画であり、普段
から免震建物を利用する環境にあることから、
特別な反応があるようには感じていません。

Q：工事で苦労した点はありますか。
A： 5号館の解体が建物部分の工事後となる工程で
した。常に学生から工事を見られている、つ
まり、工事自体も教材となることから、「学生
にも誇れる仕事を」というスローガンのもと、
QRコードを活用した資機材管理システム、
ipad等、時代が求めるICTの活用、自動搬送ロ
ボットの導入等を推進しました。

6　おわりに
免震＋トグル制震のハイブリッド構造により、板
状超高層の地震応答を効果的に制御する高度な建築
構造技術を取り入れることで、近代的な建物に生ま
れ変わっていることに感銘を受けました。
とても素晴らしい環境で学生生活を送ることがで
きているような姿に、うらやましく思いました。
最後に、取材に快く応じて頂いた学校法人日本大
学理工学部の皆様、株式会社梓設計の皆様、清水建
設株式会社の皆様に厚くお礼申し上げます。

写真4　無耐火被覆の免震装置（積層ゴム支承） 

写真5　カフェのレリーフ

写真6　集合写真（CSTプラザにて）

写真3　制震装置設置状況（教室外壁面）


