
 

 

 

 

新 刊 

●改訂の概要 

「編集に当たってはルート３のような静的設計部分に関する内容

を簡略化し、時刻歴応答解析に関する内容を充実させた。具体的に

は旧版の目次を参考にし、それをリヴァイスする形で 2000 年以降

急増している制振構造を増強、免震構造を新たに章として追加し

た。さらに、2014 年 4 月 1 日に施行された特定天井に関する内容

を追加した。また、長周期地震動に関する技術資料を追加し耐風設

計においても今後予想される CFD（流体解析）に関する技術資料

を追加するなど、現時点での最新知見をもとに可能な限り設計例

や検討例を更新、追加した。なお、本タイトルは「超高層建築物」

としたが、その工学的な考え方は 60m 以下の中高層、中低層建築

物であっても変わりはないことから、一般建築物の設計において

も十分活用できるもとのと考えている。（本書から抜粋） 

 

全国の書店にて好評販売中 

日本建築センター（https://www.bcj.or.jp/）でも販売。 

性能評価を踏まえた 

超高層建築物の構造設計実務 
-超高層・免震建築物の構造設計者が実際に行ってきた検討と判断を集大成- 
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