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6.1 構造計画

（１）構造計画基本方針

１）環境への配慮

構造体の耐久性を高め，建築の長寿命化を図り，環境負

荷を低減する。

２）機能性の確保と構造形式の選定

書架スペースや学習スペース等で要求される空間を合理

的に確保し，講義室や研究室等の用途に応じた適切な構造

形式を選定する。

将来対応等を考慮し，フレキシブルな空間とするため，

純ラーメン構造を基本とする。

３）建物の安全性の確保

地震等の災害に対する構造体の安全性を確保する。耐震

性能として，文部科学省大臣官房文教施設企画部による

「建築構造設計指針（平成２１年版）」に準拠する。

耐震安全性の目標は、大地震動後、構造体の大きな補修
をすることなく建築物を使用できることとし、人命の安全
確保に加えて機能確保が図られていることとする。

耐震安全性の分類は、「官庁施設の総合耐震計画基準」
の規定によるⅡ類とし，重要度係数は1.25とする。

表6.1-1 構造体の耐震安全性の分類

※教育研究棟に関しては，平面形状及び長辺方向の建物の
長さから適切にエキスパンション・ジョイントを設置す
る。

４）経済性を考慮した最適設計

建物の要求性能を満たし，経済性を考慮して最適な設計を行う。また、

施工性及び耐久性に優れた使用材料の選定を行う。さらに、現状の敷地状

況を把握し，基礎構造の建設コスト低減を図る。

５）使用材料の選定

採用する使用材料は，経済性，施工性及び耐久性等に優れた材料を選定

する。

再生材料（高炉セメントや電炉鋼材等）を積極的に使用して，環境負荷

の低減とコスト削減を図る。

６）設計上準拠する主な指針・規準等

・建築規準法・同施行令

・2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築センター）

・建築構造設計指針平成２１年版（文部科学省大臣官房文教施設企画部）

・官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（公共建築協会）

上記に加え，建築学会等の各種基準に基づき設計を行う。

７）構造種別

教育研究棟

教育研究棟は，吹き抜けにより塔上比が大きい架構となる点や，スパン

等を考慮して，構造種別を以下の通り設定する。

地上：鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄骨造

地下：鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造

基礎：鉄筋コンクリート造

中央図書館

中央図書館は，片側土圧を受ける点や，書架及び学習スペース等の空間

を考慮して，構造種別を以下の通り設定する。

地下：鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造

一部鉄骨造

基礎：鉄筋コンクリート造

８）架構形式

教育研究棟

教育研究棟は，吹き抜けも多くまた将来対応等を考慮し

た架構形式とする。

地上は純ラーメン構造とする。

中央図書館

中央図書館は，片側土圧の配置計画となる為，土圧壁を

考慮した架構計画とする。ただし，建物の片側に耐震壁

（土圧壁）が配置される為，偏心率を考慮した設計とする。

地上は耐震壁付ラーメン構造とする。

９）構造計算方法

構造計算は，ルート3（保有水平耐力計算）を基本とする。

必要保有水平耐力には，重要度係数1.25を考慮する。

Qu ≧ I ・ Qun

Qu ：保有水平耐力（kN）

Qun ：必要保有水平耐力（kN）

I ：重要度係数（1.25）

非構造部材の耐震性

非構造部材の耐震安全性の分類は，「官庁施設の総合耐

震計画基準」の規定によるA類とする。

表6.1-2 非構造部材の耐震安全性の分類

※面積の大きい天井等については，耐震性を考慮した耐震

天井の採用等を検討する。

部位 耐震安全性の分類 耐震安全性の目標

建
築
非
構
部
材

A類

大地震動後，災害応急対策活動や被
災者の受け入れの円滑な実施，また
は危険物の管理のうえで，支障とな
る建築非構造部材の損傷，移動等が
発生しないことを目標とし，人命の
安全確保に加えて十分な機能確保が
図られている。

B類

大地震動により建築非構造部材の損
傷，移動等が発生する場合でも，人
命の安全確保と二次災害の防止が図
られている。

部位 耐震安全性の分類 耐震安全性の目標

構
造
体

Ⅰ類

大地震動後，構造体の補修をするこ
となく建築物を使用できることを目
標とし，人命の安全確保に加えて十
分な機能確保が図られている。

Ⅱ類

大地震動後，構造体の大きな補修を
することなく建築物を使用できるこ
とを目標とし，人命の安全確保に加
えて機能確保が図られている。

Ⅲ類

大地震動により構造体の部分的な損
傷は生じるが，建築物全体の耐力の
低下は著しくないことを目標とし，
人命の安全確保が図られている。
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6.1 構造計画

（２）設定荷重

１）積載荷重

積載荷重は，建築基準法，建築構造設計指針平成21年版

（文部科学省大臣官房文教施設企画部）及び本建物の用途

に合わせて設定する。

※1 機械室及び電気室機器重量等は実状に合わせ考慮

※2 書架に関しては，固定書架/集密書架/自動書庫等の

各仕様に合わせた積載荷重を設定する

※3 屋上緑化及び外構（中央図書館屋根）等についても，

各仕様に合わせた積載荷重を設定する

２）地震力

一次設計は建築基準法施行令第８８条に準拠する。二次

設計（保有水平耐力）は建築基準法施行令第８２条の３に

準拠する。

一次設計 Qi=Z･Rt･Ai･Co･Wi

Co=0.2（標準層せん断力係数）

Z=0.8（地域係数）

Rt：振動特性係数
Ai：分布係数
Wi：建物重量
Qi：層せん断力

二次設計 Qun=Ds･Fes･Z･Rt･Ai･Co･Wi･Ｉ
Co=1.0
Z=0.8 
Rt：振動特性係数
Ai：分布係数
Ds：構造特性係数
Fes：形状係数
Wi：建物重量
Qun：必要保有水平耐力
I:重要度係数（1.25）

３）風圧力
風圧力は下記による。

（建築基準法に基づき定められた区分等）
P ＝ q・Cf・A

P：設計用風圧力（N）
q：速度圧（N/㎡）
Cf：風力係数
A:見付面積（㎡）

速度圧算定時の各数値は下記による。
基準風速： 34m/sec
地表面粗度区分： Ⅲ

４）積雪荷重
積雪荷重は下記及び特定行政庁が定める規則の規定によ

る。（平12建告第1455号）
垂直積雪量 d ＝α・ls＋β・ rs＋γ
α、β、γ ：区域に応じて平12建告第1455号

別表による数値
ls ：建築物の敷地の標高 (m)
Rs ：区域の標準的な海率

（３）地盤条件及び基礎形式

１）地盤情報

周辺建物及び過去の地盤調査報告書から，本建物の想定

される地盤概要を下記に記載する。

（実際の地盤情報等の確認の為，地盤調査を行う必要があ

る）

本建物の地盤は，概ね花崗閃緑岩で構成されている。上

層には，N 値30 以上の強～中風化程度の花崗閃緑岩，下

層はN値60以上の中～弱風化程度の花崗閃緑岩，それ以深

はN値60以上の基盤岩である花崗閃緑岩が続いている。

２）基礎形式

下記基礎形式の設定については，既存の地盤調査結果か

ら想定される基礎形式を設定している為，本建物の地盤調

査結果及び実施設計において，変更になる可能性がある。

教育研究棟

教育研究棟については，概ね標高40m程度に造成された

敷地の上にほぼ地下の無い5～9階建ての建物となる。既存

の地盤調査報告書（平成8年5月 次ページ参照）から，標

高40m（調査報告書でGL-20～30m）付近は，N値60を超える

中風化花崗閃緑岩となっている為，直接基礎を想定する。

中央図書館

中央図書館については，概ね標高20m程度が1FLレベルに

相当する。表層に盛土等が分布すると想定されるが，隣接

する推木講堂の地盤調査報告書（平成24年3月 次ページ

参照）から，支持層は，建物直下のN値60を超える花崗閃

緑岩とし，直接基礎を想定する。

本計画に際し，地盤調査を行いその結果によって，支持

層レベルの確認が必要となるが，両建物共に，概ね直接基

礎の採用が想定される。また、地盤調査結果によっては，

基礎底から支持層までラップルコンクリート等も想定され

る。

また，引抜き力が発生する支点に関しては，耐圧盤を厚

くする等のカウンターウェイトを考慮する。

N/m2

実験室，準備室 3,900

1,300

屋上（非歩行用） 980 600 400

屋上（歩行用） 2,900 2,400

1,300

廊下，階段 3,500 3,200 2,100

機械室，電気室 4,900 2,400

4,900

図書閲覧室
学習室

5,900 5,400 4,900

一般書庫，資料室
倉庫

7,800 6,900

7,400

大講義室
大集会室
講　　堂

固定席

その他

2,900 2,600 1,600

3,500 3,200 2,100

可動書架を設ける書庫
二段床式書庫

11,800 10,300

2,600 1,600

地震用

2,900 2,100 1,100

架構用
床

小梁用

研究室，事務室，
会議室

3,900 2,100 1,100

用途

講義室，演習室

表6.1-3 用途別設計荷重
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九州大学(伊都)大学行動(仮称)用地地盤調査

【平成24年3月 九州大学（伊都）大学講堂（仮称）用地地盤調査 調査報告書 No.5より】 【平成8年5月 九州大学統合移転事業地質調査業務委託 調査報告書 No.2より】

図6.1 用地地盤データ
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