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外周側に空間が無いため内周側にクレーンを設置している

蓄積リング棟内部の様子

　放射光施設は、紫外線やＸ線など

の強力な光により物質の構造や性質

を原子レベルで確認でき、国内では

現在10施設が稼働している。身近な

ところでは、タイヤメーカーがエコ

タイヤの開発時に、ゴム内部構造の

解析を兵庫県佐用町の「ＳＰｒｉｎ

ｇ－８」で行っている。

　海外では現在、３ＧｅＶ（素粒子、

原子核、原子、分子などの運動エネ

ルギーを表す単位）程度のこれまで

に比べコンパクトな規格でより発展

した分析が可能となる施設が主流と

なっている。特に、産業界において

も利用ニーズが高まっている軟Ｘ線

領域では、国内施設の多くは海外に

大きな性能差をつけられていると言

われているのが現状だ。

　この性能差を一気に逆転し、高性

能化かつ小型化を実現する施設とし

て計画されたのが、仙台市青葉区荒

巻の東北大学青葉山新キャンパス内

に設ける「次世代放射光施設」だ。

ＳＰｒｉｎｇ－８に比べ建屋の規格

は３分の１から４分の１だが、軟Ｘ

線領域では100倍の輝度を誇り、物

質構造に加え電子状態などの解析が

可能となるまさに最先端施設だ。総

事業費は約360億円を見込んでいる。

　活用に向けて地域の機運も高まっ

ており、東北大学では新たな研究施

設を整備するほか、ＮＴＴ都市開発

が市内中心部に放射光関連のサテラ

イトオフィスを計画するなど、多く

の期待が寄せられている。

　施設は主に、発射された光が加速

する役割を担う長さ約120ｍのライ

ナック棟と、直径約172ｍの蓄積リ

ング棟で構成。ライナック棟はエン

トランスや見学ホールなどの機能も

備え、蓄積リング棟は加速した光を

蓄積し放射光を発生させるリングト

ンネルや実験ホール、実験準備室な

どを設ける。

　基本建屋の建築は一般財団法人・

光科学イノベーションセンターが発

注し、設計・監理は日建設計、施工

は鹿島・橋本店ＪＶが担当している。

工期は2023年３月末までとなってい

る。また、関連工事として造成およ

び外構工事を橋本店、エネルギー

サービス事業を東北エネルギーサー

ビスが担当している。
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屋根は現地で加工し(右上)、内部のクレーンで吊
り上げて施工(同下)。熱等の伸縮にはスライドす
ることで対応している(左上)

埋め戻しを行う外部空間の様子
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　建屋のデザインについて、日建設

計の中村伸也シニアプロジェクト

アーキテクトは「訪れた人々が施設

の機能を直感的に体感できるデザイ

ンを意識した」と述べる通り、外壁

は光の粒子をイメージしたパンチン

グパターンのデザインを採用し、黒

い耐震スリットを水平に連続させる

ことでビームラインを表現してい

る。機能性も意識しており、機器へ

の熱の影響を防ぐため屋根はＳＰｒ

ｉｎｇ－８と同等、外壁はそれ以上

の断熱性能を持つ素材を使用。外壁

の施工は足場が不要なため、工期の

短縮も実現している。

　また、屋根は円形状に取り付ける

ことから台形に加工が必要となる

が、１本当たり約40ｍと長く工場で

加工後に運搬することが難しいた

め、敷地東側の将来増築用地を使い

現地加工。１枚当たり160kgのパネ

ル2240枚を外周側の130ｔクローラ

クレーンと内周側の120ｔクローラ

クレーンで行い、７月上旬の完成を

予定している。パネルは片側のみを

固定するが、中間部は熱膨張で伸縮

した際に固定箇所が横にスライドす

るよう取り付けており、金属疲労に

よる劣化を防ぐ構造とした。

　屋根部分が長いため、内部の実験

ホールに支持する柱が必要となる

が、利用者の動線に支障が出る恐れ

があった。このため、円形の内側を

通る蓄積リングに沿って設けた象徴

的なＶ字型の柱で支えることでホー

ル内部の空間確保を実現した。

　内部の機器は、衝撃や振動で少し

でも元の位置からずれると実験に影

響を与えてしまう。このため、地盤

からさらに約５ｍ掘り下げた上でセ

メントと土を混合した改良杭で地盤

改良を行い、その上に基礎を設置。

このため施設は半地下のような構造

となっている。また、リングトンネ

ルや外部空間と接する部分は縁切り

を行い、隙間にエキスパンション

ジョイントを設けることで振動が伝

わりづらい構造とした。

　また、リングトンネル内を通る電

磁波は隙間が少しでもあると外部に

漏れる恐れがあるため、トンネルの

接合部分を段違いにすることで直線

的に電磁波が外部に漏れることを防

止。また、コンクリートの収縮によ

る隙間の発生も防ぐため、断面には

金属プレートを設置している

　現場を訪れたのは６

月上旬。青々とした

木々を抜けると５月に

上棟を迎えた巨大なリ

ング状の施設が姿を現

した。５月末時点の進

捗率は51.3％で、入場

作業員数は延べ約５万

3000人。当日は約350

人が入場し、リングトンネルの配

筋・型枠建て込みや折板屋根、屋上

防水、空調などの機械設備、電気工

事といったさまざまな工種を同時に

展開していた。今後迎えるピーク時

には１日当たり450～500人が入場す

る予定の大規模な現場であることか

ら、鹿島・橋本店ＪＶの平野篤司所

長は安全や工程管理にさまざまな工

夫を施している。

　工程について平野所長は「敷地条

件の制約のため作業スペースが狭

く、作業手順の配慮に苦労した」と

話す。現場は都市計画法上の緑地に

囲まれ建設用地範囲の余裕がなく、

着工当初は併行して造成工事も行わ

れていたことから外周側に大型ク

レーンを設置することが不可能だっ

た。このため内周側にクレーンなど

の重機を配置しての施工を計画。特

に鉄骨については本体と付帯でほぼ

機能を直感的に体感　　
できるデザインに

建築・設備が同時併行で進行
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次世代放射光施設建設工事のうち基本建屋新築工事
施　　　主：一般財団法人光科学イノベーションセンター

設計・監理：株式会社日建設計

施　　　工：鹿島建設・橋本店建設工事共同企業体

構　　　造：S一部RC造地下1階地上2階建て、延べ2万5182.06㎡

全 体 工 期：2023年3月31日

(写真左上から) リングトンネル断面と鉄筋組みの様子

(写真左下から) 電子ビーム射出部とクライストロンギャラリーの施工の様子

同等の使用量に上るため、本体鉄骨

の構築後に工程短縮のため内部側に

クレーンを配置して付帯鉄骨を施

工。地下部分については、地上から

約11ｍ下に施設内部を行き来する約

100ｍの地下通路や内周部の雨水排

水を設けるため、これらの工事の早

期実施が必要となった。作業ごとの

優先度を考えながらの工程管理が求

められるため「まるでパズルのよう

だった」と平野所長は振り返る。ま

た、軟弱地盤のため施工ヤード全面

をセメントで仮設表層改良を実施。

高低差約５ｍにおよぶ現場内の資機

材運搬に対応するため、仮設スロー

プは工事期間中にメンテナンスが不

要なほどにしっかりとしたアスファ

ルト舗装を施した。

　基礎躯体にはＲａｄｉｘ工法を採

用。鋼製型枠を先行して使用するこ

とで基礎コンクリート打設前に埋め

戻しを行うことが可能となるため、

施工ヤードの早期構築を図れるほ

か、通常の型枠材を使用しないため

環境負荷の低減、解体の手間が省け

ることから工期短縮につながった。

また、工期短縮に向け空調などの設

備機器を全てユニット化し施工。ユ

ニット化により重くなるため、内周の大

型クレーンを用いて吊り上げている。

　品質管理では、地盤改良杭が躯体

基礎を直接受ける構造のため3400本

におよぶ改良杭の位置出しに細心の

注意を払った。芯出しの際に光波測

量のみではなく複数の測量方法によ

るダブルチェックを行い、全数の所

定位置施工を実現した。

　床の不陸は加速器が配置される部

位では全て誤差２mmという精度が

求められるため、コンクリート躯体

の打設時に「定規」と称されるアン

グル材を設置。このアングル材に合

わせて床の左官押えを行い要求精度

を実現することを可能とした。

　同現場は、このほかにもリングト

ンネル周辺にエキスパンションジョ

イントを設けるための縁切り位置を

確実に行う施工方法の確立など、加

速器への日射や風、積雪、土圧といっ

た外的要因による振動対策が多く要

求される。平野所長は「手順の早期

確立を行うため設計図書を十分に検

証し、設計側と何度も協議を重ねる

ことで対策、工法を定めていった」

と話している。

　平野所長は作業において、特に安

全管理を重視している。現場が着工

した当初は全国的な新型コロナウイ

ルス感染症流行による緊急事態宣言

発令中だった。現場では、感染症対

策として専用の小屋を設け、入退場

完成予想パース
(光科学イノベーションセンター提供) 無事故・無災害達成へ

所長自ら新規入場教育
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(左から) 平野所長と中村アーキテクト
時の消毒とカメラによる体温測定を

実施。小屋には顔認証で入場者を識

別する建設キャリアアップシステム

と連動したカメラも設け、入退場者

管理を徹底している。また、作業が

本格化し入場者が増えた時期から作

業時間は２部制を採用。朝礼や休憩

時間が重なり密になることを防ぐた

め人員を分け、感染症対策を実施し

ている。

　作業員の新規入場時には平野所長

自ら一人一人と対話を実施。「不安

な部分が無いか聞き、これまでの既

往歴や年齢を考慮し作業は適正な配

置かを現場の上流側で管理すること

を強く意識している」と話す。また、

所長が作成した新規教育に関するビ

デオを見せ、試験を行うことで安全

への意識の浸透を図っている。

　作業についても一方的に指示する

のではなく、協力会社や作業員の意

見を事前に取り入れた上で作業手順

書を作成。周知会を開催し、手

順管理を実施している。

　朝礼は大型モニターを活用

し、工程会議はスマートフォン

で行えるシステムを用いるなど

し、資料の印刷などといった現

場に従事する社員の省力化も

図っている。「作業指示書は毎

日100枚以上に上るが、これら

の手間も省くべく、現在ペーパーレ

ス化の検討も進めている」と平野所

長は述べている。

　このほか基礎躯体工事がピークを

迎えていた昨冬は雪が多く、養生や

除雪、融雪に苦労した。「現場は風

が強く、隣接する東北大学の留学生

寮などへ養生シートが飛散しないよ

う結束に注意した。また、除雪は多

くの作業員を従事させる人海戦術と

なった。工程を順守しながらの作業

だったので非常に大変だった」と平

野所長は振り返る。さまざまな現場

の努力により、これまでの延べ42万

時間におよぶ作業は無事故・無災害

を達成。平野所長は「若いメンバー

が多いが報連相（ほうれんそう）が

しっかりしており、現場の風通しが

良い。皆、日々の業務にしっかりと

まい進してくれているので大変助

かっている」と現場を支える職員・

作業員に感謝の意を示した。

　現場は今後最盛期を迎え、国が担

当する放射光施設の核となる加速器

やビームラインの設置が始まる来年

２月まで作業が続く。日建設計の中

村シニアプロジェクトアーキテクト

は「工程も厳しく、新型コロナウイ

ルス感染症の流行など施工に関して

苦労している部分もあるが、この現

場は内部で綿密なコミュニケーショ

ンが取れている素晴らしい現場だ。

設計の代表として、現場を盛り上げ

ながらしっかりとした品質の建物を

提供したい」と話す。

　また、平野所長は「放射光施設は

弊社としても経験が少なく不安な部

分があったが、光科学イノベーショ

ンセンターの配慮でＳＰｒｉｎｇ－

８を早期に見学することができ、そ

の後の図面や施工方法の検証に大い

に役立てることができた。世界最先

端の施設ということもあり国内外か

ら注目を集めプレッシャーも多い

が、建屋完成までの残り８カ月を日

建設計と良好な関係を続けながら発

注者に満足してもらえる高品質な建

物を無事故・無災害で完成させたい」

と意気込みを述べている。

　発注者である光科学イノベーショ

ンセンターの鈴木一広建設部長は

「最先端技術を結集したこの施設に

訪れた人が最初に目にする建物。こ

こだったらさぞ、すごい研究ができ

るだろうと思ってもらえるような建

物になることを信じている」と述べ

た上で、「力学的に合理的な設計を

された構造物は、美しい見た目にな

る。設計で計画したきれいな円形の

施設を予想図通りに完成させてほし

い」と期待を寄せた。現場内では建築、電気、機械設備などさまざまな工事が同時並行で進む
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設計・施工連携し
高品質施設の完成目指す




