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1．はじめに

昨今，ネット通販市場の拡大などの理由から物流

施設の需要が高くなり，大型物流施設の開発が進ん

でいる。特にアクセスに優れている高速道路のイン

ターチェンジ付近に建設が集中している。倉庫の開

発棟数および床面積は，図1に示すように年々減少

しているものの，2009年度から上昇傾向にある。ま

た 1棟あたりの平均床面積は1999年度より増加して

おり，日本における不動産の証券化が本格的に行わ

れた頃から倉庫が大型化しているのが伺える。

近年の倉庫は荷物の保管のみならず，物流機能を

有した物流施設として開発されることが多い。また，

不動産の証券化に伴い，投資目的の物流施設開発も

増えてきており，他の物流施設との差別化が図られ

ている。差別化の一環として，これまで多く建設さ

れてきた鉄骨造による耐震建物でなく，プレキャス

トプレストレストコンクリート造（Precast Prestressed 

Concrete：以下，PC造と称す）による免震建物（PC

造と免震建物の組み合わせを以下，PC免震と称す）

を採用した先進的物流施設が多く開発されている。

本稿では，PC免震の大型物流施設としてGLP吹田を

取り上げ，筆者が担当している構造設計の視点から，

物流施設とPC免震の相性や構造設計のコンセプト

について紹介する。

2．物件紹介

写真1～3に示すGLP吹田は，先進的物流施設の

リーディングプロバイダーであるグローバル・ロジ

スティック・プロパティーズ㈱により大阪府吹田市

に開発され，2017年 8 月に竣工した施設である。オ

フィス用品・現場用品の通信販売大手のアスクル㈱

が入居し，「ASKUL Value Center 関西（略称「AVC

関西」）」として稼働させている。GLP吹田は写真4に

示すように免震構造を採用しており，大地震後にも

即時に物流機能を回復することができる事業継続性

を高めたテナント企業のBCP対策を支援する建物と

なっている。

GLP吹田の建物概要を表1に示す。建物規模は全
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長253m×168m，延べ面積16万超㎡，地上 4階建て

である。図2に示すように施設中央部に車路がある

中央車路方式の倉庫となっており，両サイドに上り

下りの螺旋状のランプウェイを有している。このラ

ンプウェイは倉庫の各階に大型トラックが直接アク

図1　倉庫の着工棟数と床面積の推移
［建築着工統計調査（年計）（国土交通省）をもとに筆者作成］

写真1　エントランス
［撮影：㈱竹中工務店］

写真2　南側外観
［撮影：㈱竹中工務店］

写真3　東側外観
［撮影：㈱竹中工務店］
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セスすることが可能であり，配送効率を高める効果

がある。なお，GLP吹田は，国土交通省の「平成27年

度（第 2回）サステナブル建築物等先導事業（省CO2
先導型）」に物流施設として初めて採択されている。

3．PC造と物流施設の相性

物流施設は荷物を収納するために背の高いラック

を多数配置する。荷物の取り出しや搬送のためにフ

ォークリフトが縦横無尽に走り回り，外部への搬出

入を行うため大型トラックが施設の各階に接車する。

したがって，物流施設はロングスパンで規則正しい

グリッド構成とするのが一般的であり，高い階高と

しているものが多い。そのうえ，倉庫エリアはフォ

ークリフトの走行を前提としているため，写真5の

ように仕上げがほとんどないといった特徴もある。

ちなみに，事務所エリアやカフェテリアは，写真

6や写真7に示すように最新のオフィスビルの内装

と遜色のないものとなっていることを補足しておく。

図2　平面プラン（2階）

写真4　免震ピットおよび免震部材
［撮影：㈱竹中工務店］

 

倉庫  

倉庫  

車路  

トラックバース  

トラックバース  

事務所  

コア  コア  

上り 
ランプ  
ウェイ  

下り 
ランプ  
ウェイ  

253m  

16
8m
 

事務所

表1　建物概要

名称 GLP吹田（ASKUL Value Center 関西）
所在地 大阪府吹田市岸部南３丁目34番１
敷地面積 約75,064㎡
延べ面積 約165,235㎡
階数 地上4階，地下無
構造種別 プレキャストプレストレストコンクリート造
耐震方式 免震構造
意匠設計 株式会社竹中工務店大阪一級建築士事務所
構造設計 デロイト トーマツ PRS株式会社一級建築士事務所
設備設計 株式会社竹中工務店大阪一級建築士事務所
施工 株式会社竹中工務店
PC施工 黒沢建設株式会社
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加えてGLP吹田は賃貸型物流施設であるため，長期

にわたって運用できることが建物所有者より望まれ

る。

このように，物流施設は「規則正しいグリッド」，

「ロングスパンと高い階高」，「仕上げ不要」，「長期

運用」といった 4つの特徴がある。これらの特徴は

図3に示すようにPC造の特性と非常に相性がよい。

３‒１．規則正しいグリッド構成

鋼製型枠の転用回数を増やすことができるため，

経済面・環境面で効果的である。主要な部材を工場

で製作することで，建設労務不足が予想される中，

現場の労働者を最小限に抑えるとともに工期を短縮

することが可能である。

３‒２．ロングスパンと高い階高

この特徴には，部材に掛かる応力が大きくなるこ

とや，変形が大きくなる構造的デメリットがある。

鉄筋コンクリート造でロングスパンや高い階高を実

現させる場合，大きな部材断面となってしまい設計

が困難となる。また，鉄骨造とした場合，自重も軽

く，応力に対しても有効であるが，鉄筋コンクリー

ト系の断面と比べて，断面二次モーメントが小さく

剛性が低いため変形しやすいといった欠点がある。

物流施設はフォークリフトが走行するため，部材の

剛性が低いと振動障害が起こり，床のコンクリート

に多くのひび割れが発生してしまう。一方，PC造は

その名のとおりPC鋼材にストレスを導入する部材

であるため，図4に示すように小断面でも高い部材

性能を発揮し，応力に対して有効である。加えて，

変形を制御することができるため，振動障害や床の

ひび割れの危険性は低い。特にPC鋼材にストレス

図3　物流施設とPC造の相性

写真5　倉庫エリア（左側：トラックバース，右側：倉庫）
［撮影：㈱竹中工務店］

写真6　事務所エリア
［撮影：㈱竹中工務店］

写真7　カフェテリア
［撮影：㈱竹中工務店］
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を導入することで床にも圧縮力が掛かるため，250m

超の長大な建物であるのにも関わらず，乾燥収縮に

よる床のひび割れは限定的である。

３‒３．仕上げ不要

コンクリート素材は化粧打ち放しのように，デザ

インの一部として用いられることも多く，石や木材

のような自然素材に近い表情を持っている。故に，

きれいな部材を製作することによって構造材の素材

の力で意匠的にも優れた施設となる。

３‒４．長期運用

長期運用の面でもPC造は優れている。製造上の

理由から高強度コンクリートを使うことが多く，水

セメント比が小さい。中性化速度は水セメント比が

小さいほど遅くなるといった特徴があり，水セメン

ト比が小さいPC部材は高耐久性を有している。

以上のように，物流施設の特徴とPC造の特性は

非常に相性が良く，PC造を採用することで機能面の

みならず，意匠面や運用面といった点でも，他の構

造と比べてワンランク上の施設を安価に創出するこ

とが可能となる。

4．PC免震の地震に対する優位性と
リスク定量評価

図5に示すように免震建物は耐震建物と比べ，地

震による揺れはゆっくり緩やかであるため，建物に

大きな力が働かず建物の損傷がほとんどない。その

うえ，図6のように免震部材が支える建物の剛性が

高いほど，建物の揺れが小さくなる傾向にある。地

震動は図7に示す加速度応答スペクトルの模式図の

ように，一般的に 1秒以下の短周期に強い加速度成

分があり，長周期の加速度成分が小さい傾向にある。

GLP吹田と同規模の耐震物流施設の場合，建物の固

有周期は 1秒以下であるため，地震動と共振してし

まい，地震による被害が拡大する。一方，免震化と

することで共振を避けられる長周期側に建物の固有

周期をシフトさせることができ，加速度の影響を受

けにくくすることができる。よって，免震建物は建

物の損傷や荷崩れなどの被害を抑えることが可能で

ある。

建築基準法は最低限度の性能を示した基準とされ

ており，震度 6強程度の地震に対して求められてい

る耐震性能は，「倒壊・崩壊させない」とされている。

図4　PC部材の梁の変形および床スラブのひび割れ抑制効果
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耐震構造の物流施設の場合，大地震に遭遇した場合

には多くの部材の損傷を許容しており，補修無しで

建物を再使用することを想定していない。それに対

して，GLP吹田のようなPC免震の物流施設の場合，

大地震に遭遇しても部材の損傷は限定的であり，地

震後も即時使用を可能としている。このことを大地

震後の事業継続性の点で比較すると図8のようにな

る。例えば，鉄骨耐震物流施設が大地震に遭遇した

場合，建物が損傷し多数の荷崩れが発生することで

操業度が著しく低下する。加えて，事業を復旧させ

るためには，散乱した荷物の整理や，建物の補修工

事が必要となり，多大な時間を要する。結果として，

今までの商取引が困難になり，事業が衰退してしま

う。反対に，PC免震物流施設の場合，建物が損傷し

ておらず，荷崩れがほとんど発生しない。被災直後

では多少の混乱で操業レベルが若干低下するものの，

通常レベルまで回復するのにさほどの時間が掛から

ない。

前述のとおり免震建物は事業継続性も含め耐震性

能が非常に優れているが，一般的にコストが高いと

いったイメージがあり，採用を見送られるケースが

多々ある。地震大国日本では，東日本大震災や熊本

地震などのような大地震に遭遇する可能性があるが，

逆に建物の使用期間内に大地震に遭遇しないという

可能性もある。しかし，地震に起因するリスクは必

ず内在しているのは事実であり，この部分を定量的

に評価することによって，免震建物と耐震建物の差

を理解することができる。PC免震と鉄骨耐震構造の

図7　地震加速度応答スペクトルの模式図
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html/zu/zu_1b_3_5_01.htm）をもとに筆者作成

時間軸

操
業
度 PC免震物流施設

鉄骨耐震物流施設 
被災後の
高い
操業度

早い復旧

大地震発生

大地震後の復旧と操業度の関係

▽許容限界 

400  800 12000  
基礎  

1階  

2階  

3階  

4階  

屋根  

床の加速度応答（gal） 

PC免震 耐震  

揺れの大きさ  

小さい 大きい  

S造免震  

図6　免震建物における上部建物の剛性の影響

地震の揺れ

ゆっくり揺れる  

地震の揺れ  

＜PC免震物流施設＞ ＜耐震物流倉庫＞  

激しく揺れる

免震装置

図5　免震建物と耐震建物



セメント・コンクリート　No. 850, Dec. 201726

物流施設を比較した例を図9に示す。この図は地震

災害の年超過確率を縦軸に，地震による予想損失額

を横軸に表したイベントロスカーブである。予想損

失額は直接損失に間接損失を加えたものとしている。

ちなみに，間接損失は本稿では賃料のみとしている。

グラフ縦軸の年超過確率は数値が大きいほど頻度よ

く発生する地震，つまり小中地震を表し，数値が小

さいほど滅多に発生しない地震，すなわち大地震を

表している。構造設計で建物の使用期間中に一度は

遭遇するとされている再現期間500年の大地震につ

いて比較すると，両者の差は13.7億円となりPC免震

が優れていることが分かる。

次に地震リスクを考慮した地震ライフサイクルコ

ストで比較を行う。建設費に 1年間における平均損

失額の期待値を合算した例を図10に示す。耐震物

流施設はPC免震物流施設と比較すると建設費が安

いため，建設年当初では有利であるが，この例での

ためには，地震リスクの定量評価を用いたROI

（Return On Investment 投資対効果，ROI＝利益／投

資）を意識して耐震性能を設定する必要があると考

えている。ROIによる耐震性能の選定のイメージを

図12に示す。例えば，耐震性能は高ければ高いほ

ど安全上好ましいが，投入した資金の割に地震リス

クの低減が少なくなり効果的でない場合もある。反

面，耐震性能が低いと建設費は安くなるが，地震に

よる損害が大きいため結果的に割高となる。GLP吹

田は先進的物流施設であり，投資目的の不動産であ

ること，また，大阪府吹田市に建設することを踏ま

え，建設費＋地震による損失額（地震リスク定量化）

が低くなる，すなわちROIが高くなるように意識し

耐震性能を設定している。

GLP吹田は免震構造を採用しているため，法手続

きとして国土交通大臣認定を受けている。大地震時

でも部材に大きな損傷をさせないことを目標として，

分析結果では地震リスクを加味する

ことで完成から30年後には，PC免震

物流施設と同等になり，さらに完成

から60年後には2.7億円の差がつき

PC免震物流施設の方が有利となる。

以上のようにPC免震の建設費は耐

震構造と比べ若干割高な場合もある

が，日本のように地震リスクを考慮

しなければならない環境では，最終

的にはPC免震の方が安い結果となる。

5．構造設計および
　施工の特徴

日本は世界的に見ても地震が多発

する地域であるが，図11に示すよ

うに国内の地震危険度は一定でない。

したがって，建物の耐震性能の設定

には建築基準法のみならず，建物の

用途や投資・建設目的および地震リ

スクを踏まえて設定する必要がある。

そのため，効果的な資産を創出する

図9　地震イベントロスカーブ
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建築基準法で規定されている極めて稀に発生する地

震動（震度 6強程度と言われている）においても構造

軀体の各部材が弾性限耐力以下とする計画としてい

る。構造軀体は図13に示すようにPC造を主体とし

ており，荷重の軽い屋根部分のみ鉄骨造としている。

免震部材には，高減衰ゴム系積層ゴム支承と天然ゴ

ム系積層ゴム支承を，総数395基を配置している。

今までのPC造の物流施設は倉庫エリアのみをPC造

とし，ランプウェイは鉄骨造を採用しているものが

（モデル計算条件により確率ゼロのメッシュは白色表示）
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図11　確率論的地震予測地図　今後30年間に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率（平均ケース・全地震）
出典：「全国地震動予測地図2017年版」（地震調査研究推進本部）

（http://www.jishin.go.jp/main/chousa/17_yosokuchizu/yosokuchizu2017_chizu_2.pdf）
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多かったが，GLP吹田ではランプウェイ部分につい

てもPC造を採用している。ランプウェイ部分をPC

造とすると，ランプウェイの形状から倉庫部分と比

較して相対的に単位質量あたりの剛性（＝建物剛性／

建物質量）が高いことから，ランプウェイの構造軀

体に地震力が集まってしまう特徴がある。そこで，

倉庫部分とランプウェイ部分の接続部に写真8に示

すようなPC製の制振デバイス（PC圧着式すべり接

合装置）を用いている。このデバイスにて接続する

ことで，図14のとおり相互の力の伝達を緩やかに

し，エネルギーを吸収させる効果がある。つまり，

GLP吹田は免震と制振を組み合わせたハイブリッド

構造とも言える。

GLP吹田は延べ面積16万㎡と巨大な施設であり，

主要部材であるPC部材の数は7,098ピースと非常に

多い。表2に示すように，使用したコンクリートの

数量は総量約95,000㎥であり，100戸程度のマンショ

ンのコンクリート数量が6,000㎥程度であることを

PC圧着式すべり接合装置

図13　構造架構

写真8　PC製の制振デバイス（PC圧着式すべり接合装置）を
用いた本体倉庫部とランプウェイ部の接続

図14　PC製の制振デバイス（PC圧着式すべり接合装置）を
用いた本体倉庫部とランプウェイ部の接続
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踏まえると一棟で非常に多くの材料を使用している。

また，これだけの規模であるにも係わらず，全体工

期16か月と短工期で建物を完成させている。これは

建物の主体構造をPC部材とすることで，写真9のよ

うに積み木のように組み立てることができるといっ

た他に，施工者である㈱竹中工務店が積極的に免震

擁壁や免震スカートなどの構造物をプレキャスト化

し，基礎配筋や 1階大梁配筋をユニット化するなど

の工業化に努めた結果である。

6．今後の展望

PC免震はこれまで記述したように耐震性能や耐

久性にも優れており，大型物流施設に適した構造物

である。また，PC部材のメリットとしては工場製作

によるため，昨今問題となっている建設労務不足に

対する生産合理性の向上や，在来型枠工法に比べた

CO2の削減など，環境に配慮した施工方法と言える。

しかしながら，制度面では，PC造のメリットを活か

されることがない。例えば，地震保険では，免震建

築物割引はあるもののPC造として評価されること

はない。また，不動産価格評価の耐用年数評価にお

いてもPC造の分類はない。今後は，性能を的確に評

価できる社会制度を実現し，PC造がもっと普及し発展

していくことを望んでいる。

表2　使用材料数量

項目 部位 部材数
（ピース）

コンクリ
ート数量
（㎥）

鉄筋および
PC鋼線数量
（t）

主要
PC部材

1～4階柱，2～4階大梁
1～4階小梁 6,821

約95,000 約12,000
1階中央大梁 277

その他
PC部材

免震EXP.J受け
免震擁壁，免震スカート等 －

在来
部材

基礎，床スラブ，
パネルゾーン他 －

写真9　PC建て方風景
［撮影：黒沢建設㈱］


