
������������ ��������
空間の領域と人々の空間



02.Concept　壁のない建築　　　

01.Background 　ハコによる不自由さ
◇都市の更新　
都市空間は現在必用な物以外が、今後必要となる時代に入っ
てきた。過去に比べ，建物の高層化により生活空間は良く
なった．しかし，時間の経過と共に古いビル・独立したペ
ンシルビルなどは、未来に向け更新の時期を迎える。ビル
の更新と共に都市で働く環境も変化している。なのでこれ
からの都市での働き方も変化していくと考えられる．都市
全体としての更新の時期を迎える．

◇人々の自由
過去の生活に比べ、便利な物が増え、人々は不便なく生活
をしている。しかし、本当にそれは便利なのだろうか。過
去に比べ，建物の高層化により人々の領域が建物に囲まれ
生活する・仕事をする空間は建築によって決められてしま
い，人々の自由が失われていると感じられる．そのような
都市空間を自由な空間へと変化させることが今後必要と
なっていくのではないだろうか．

未
来

現
代

現
代

過
去

高層化+分断＝高密度化が起きた
事で都市全体が密度が高まっている。

分断されたところを繋ぎ未来
の建築としてつなげていく。

開放的で自由な空間が
広がっていた．

建築の高層化により，領域が確
立され，不自由になっていた．

◇働き方に対する空間の表現　

現在のオフィス空間での働き方は決められた場所・
方法で仕事をする。しかし、この働き方はこれから
の時代にあった働き方なのだろうか。これからの時
代に合わせた自由な働き方の選択肢を求める。建築
における自由と自由に仕事ができる空間を実現し
た、シェアオフィス空間を提案する。

pencilbuilding
pencilbuilding

更新の時期を迎えたビル
　　　　　　　　→破壊する
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コアを共有する。

◇更新の時期を迎えたビルの使い方　

柱で疎密を出す
疎密感を出すことで空間に開いた・閉じた空間が生まれ
人々に空間の利用の仕方を促していく。

使う領域を自分で選択する
人が必要とする面積は人によって 変わってくる。な
ので、使う人が自由に領域を自分で獲得していく。

◇空間の内部構成

更新の時期を迎えたビルと周辺の
ペンシルビルに対し更新の時期を
迎えた物には破壊する．

その後，周辺のペンシルビル群を一つの
建物で連結させそこで働く人の環境を改
善をしていく。狭い所に対し広くするこ
とで自由で開放的な空間にしていく。

壁をなくす 柱で曖昧な空間を作る

　

壁があった空間

空間に柱を配置をする 利用者が自由に利用する
 開いた空間で仕事がしたければ広い場所へ。
  閉じた空間で仕事がしたければ狭い場所へ。

◇空間操作



03.Structure  鉄骨無垢柱・H型鋼梁・階段梁兼用ブレースからなる構造体

従来のビルディングタイプの構造では，コアや外周に耐震要素を集中的に配置し，
大きな無柱空間とする設計が好まれてきた．しかし，本設計では，以下のような計
画的な特徴がある．

(1) 隣接するペンシルビルとコア機能を共有するためコアを設けない．
(2) 竹林をモチーフとして空間の緩やかな連続性を細い柱配置の粗密により表現し，   
　  壁で空間を区切らない．
(3) 各階の空間構成が単調にならないよう不連続な大階段を設ける．

以上を踏まえ，鉄骨無垢柱とH型鋼格子梁からなるラーメン構造に階段梁兼用ブ
レースが付帯した構造体とする

構造軸組図
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基本設計モデル

Concept

最終の検討では，実際の設計のレイアウトに沿っ
たモデルについて解析を行う．最終設計モデルと
基本設計モデルの主な違いは，吹抜の配置，階高，
階段梁兼用ブレースの配置である．
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HTB 4-M20 (F10T)

HTB -M20 (F10T)

Φ 150 (SS400)

H-200×100×5.5×8 (SS400)

H-200×100×5.5×8 (SS400)

H-200×100×5.5×8 (SS400)

1,500
750 750
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構造概要 Overview

構造形式：Ｘ方向ブレース付きラーメン構造
　　　　   Ｙ方向ブレース付きラーメン構造
主体構造 : 無垢鉄骨丸柱 -Ｈ形鋼格子梁
　　　　   階段梁兼用ブレース
主要断面 : 柱  Φ150
                    梁  Ｈ-200×100×5.5×8,
                    ブレース H-200×100×5.5×8
   基    礎  : 複合基礎

基本モデル 応力図 軸力図

基本モデル 応力図 軸力図

ケース 1 ケース 2 ケース 3

ケース 4 ケース 5

ケース 6 ケース 7 ケース 8

→階段梁兼用ブレース

階段梁兼用ブレース 2本 階段梁兼用ブレース 3本

ケース 10 ケース 12

1. 柱位置についての検討

2. 柱径・柱本数の検討

3. 階段梁兼用ブレースの検討

+1000

+1000

+1000

Ｆ2

Ｆ3

Ｆ4

Ｆ5

Ｆ6

屋根

→階段梁兼用ブレース

イメージです。

柱格子梁

階段梁兼用ブレース

柱配置に関する検討：
吹抜が少なく床が多く積層される場所には，床荷重による柱軸力が大
きくなるため，柱を多く集める必要がある．また，中央に集めるより
外側へ集めるように柱を配置することで，柱応力が平準化される．

階段梁兼用ブレースに関する検討：
水平力を負担できる階段梁兼用ブレースでは，各階 2本使用した場合
は 50％，1本使用した場合は 25％負担し，有効性が確認された．

概算に基づき，南棟に必要な柱は，直径=150mmで
本数 n=150 本という条件を基本とする．
種々の条件を変更し，許容応力度ならびに層間変形角
に及ぼす影響について検討する．
なお，構造解析においては南棟の 1/4 を対象とする．

階段梁兼用ブレースを使用した骨組と未使用の骨組を比較すると，
使用時には水平力を階段梁が負担するため、柱の検定比が小さくな
る．特に上層階の検定比は余裕があるため、上層階の階段梁兼用ブ
レースを抜く検討を行った結果、上層階は均等に柱応力が負担した．

最終案では，各層のフロアレベルを一部で変化させ，3,7ｍと 4,7ｍ
が同一平面内に混在する．柱・梁の余力が大きい上層階では階段梁
兼用ブレースを省くことで，柱が均等に応力を負担した．結果とし
て，柱・梁・階段梁兼用ブレースの全てにおいて検定比を満足して
いることが確認できた．また，層間変形角制限値も各層において満
足している．以上の結果より，この結果を最終設計案に採用する．

最終設計モデル



階段による上下階の繋がり

人々が作り出す空間

自由な場所で仕事 柱を利用した、働くスペース 自分たちで作る集う場所

この建物は、そこに来る人たちが集まる事で空間として様々なアクティビティーが生まれる。

◇来る人たちで構成される空間　

◇ペンシルビルの環境改善　

狭い空間

人員不足

狭い空間

作業のしにくさ

人員不足

人員を確保する事が可能
事業拡大

空間を広くできる．

作業のしにくさ

従来のペンシルビル 提案後のペンシルビル

階段によって空間を繋いでいく

階段は上下階を繋ぐだけではなく、
　　　　　　　　人々を繋ぐ役割として働く。

上下を繋ぐ
人々を繋ぐ

フロアを繋ぐ

計画的意味

上下を繋ぐ

耐震的要素

層間変位抑える

構造的意味

階段は構造体でありながらも、計画的に意味を成す。
人々の集まる空間にもなる事や、上下階を繋
ぐこともできる。天窓からの光を集めながら、
オフィスでの仕事を繰り広げる事が可能とな
るのではないだろうか。

固められてコアとして存在。

DS

トイレ

階段

EPS

PS MDS

エレベーター

隣接ビルから共有

エレベーター

トイレ

EPS

PS・DS・MDF....

階段

従来のコアは、一つの塊として存在している。しか
し、それは便利ではあるが、固いイメージになりが
ちである。この建築では、コアの一部としてエレベー
ターを借りる。そのほかのコアは分解し点在させる。

コアの中身が分解され、空間の中に散らばる。
配管が柱のようになったり空間に溶け込む

コアの無い空間

従来のペンシルビルは、狭く作業のしにくさや人員を増や
すのも困難でした、今回の提案で、空間を拡張する事ができ、
人員を増やしたり作業効率が向上するため、事業拡大など
が行える。また、今まで独立したビル同士が一つになる事で、
他社との交流もでき新たな事業展開にも期待できる。



都会ではできない家庭菜園を行う屋上

連結したビルのレストラン街の拡張した社員レストラン
1階は食事の空間が広がり、社員レストランや共有キッチンなどで食事できる空間が広がる
2階以上は、オフィス空間が自由に使える構成になっている。
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南立面図　1:300    
A-A 断面図　1:300

屋上菜園空間
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