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< はじめに >

－ A-Forum 冊子発刊に当たって

A

-Forum が 2013 年 12 月に活動を開始して、早 4 年を経過しました。月並みな言い方になりますが、
時の経つのは、全く早いものです。運営委員会のメンバーは、皆 4 つ年を重ねたわけですが、その間、

社会的立場は少しずつ変わったりしているものの、お陰様で外見もあまり変わりなく、それぞれに活発に
活動を展開しております。そして、A-Forum としての活動も、コアメンバー中心に、活発に続けることが
できました。A-Forum の情報をお伝えしている
フレンズの数も 550 人ほどになっています。こ
のたび、2 年前に冊子をまとめたと同じ要領で
No.2 をまとめることとなりました。2 か月に 1
度開催のフォーラムの記録と、毎月発行のメール
マガジンの巻頭エッセイをまとめました。そして
冒頭には、この 2 年間のできごとを年表形式で
整理しています。

こ

の間にも、小さな島国の日本では、多くの自然災害を経験しました。中でも、2016 年 4 月の熊本地
震は、立て続けの 2 度の直下地震という予想しないパ

ターンで、災害対応と言う意味でも難しい問題を提起してい
ます。東海・東南海の巨大地震や首都直下地震に多くの関心
が注がれている中で、人によっては地震の来ない地域だとい
う認識もあったようです。構造設計者としても、改めて地震
解釈の難しさをつきつけられるとともに、一般の人に耐震設
計をどう語るか、いつも悩ましいところです。被災者の生活
の回復、熊本城の被害や復旧の問題は、さらには木造家屋の
耐震性の考え方など、地震災害からまた多くのことを学ぶこ
とになります。

2016 年熊本地震

東京では、豊洲移転問題が政策課題としてマスコミを賑わし、建築関係者も、専門家の発言がなかなか社
会に適切に伝わらないもどかしさを覚えました。社会の見方、政治的判断、専門家の役割など、建築は生活
そのものに結びついていることから、部分の問題が過大に扱われると、全体としての大きな無駄を受け入れ
てしまう問題が生じます。建設業界としては、2020 年の東京オリンピックもあって、一層忙しさを加速し
ている中で、働き方改革だとか、格差の問題とかが、表面的な議論に終始している不安も感じさせます。
建築の質が構造から見えてくるということは、歴史的建造物
を見ても、また新しいプロジェクトを見ても感じられることで
す。それは、地球上で重力に耐えることがどういうことで、自
然の脅威から守ってくれる空間に、人々が生活を気持ちよく続
けられるとは、どういうことかを考えるところから出発してい
て、500 年前、1000 年前から変わらない問題に、私たちが挑
戦しているということだから、と思うのです。
ローマ パンテオンの断面図
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年間の A-Forum では、第 11 回から第 20 回まで 10 回のフォーラムを開催することができました。
Architecture と Engineering の融合というアーキニアリングのねらいは、さまざまなテーマの中で、す

ばらしい講師の方々をお呼びして、この永遠の問題の議論を深め、一層の活性化を図っています。これから
も、議論を重ねる上で、ここにまとめておくことに大きな意味があると思っております。

最

後にもう一度 A-Forum に期待されるものを３つ、初心忘れずという意味を込めて、２年前と同じで
すが、再掲します。

第一に

職能や専門、背負っている組織や企業の枠をこえて、参加する個人が自由に思考し、意見を交換す

ること。風通しのよい空間をつくりたい。
第二に、個人の立場を尊重しながらも、建築や都市のことづくりやものづくりに深く愛着と興味を抱き、よ
りよきイメージの実現に向かうこと。楽しく魅力的な空間をつくりたい。
第三に、今を考え行動するとともに、次世代に継承すべき多くのものに心を配り、実践すること、老若の境
のない永続的な空間をつくりたい。
2017 年 11 月吉日

2017/10/2

神田

順

第 19 回フォーラム懇親会（撮影：小堀哲夫）
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できごと

2015.12 ～ 2017.11

年月

A-forum

建築

社会

2015 年 12 月

3 日 AND 凱旋展第一回ミニフォーラム 「デザ
インと構造をつなぐ、 １/ １のデジタルファブリ
ケーション」
18 日 AND 凱旋展第二回ミニフォーラム 「テ
ンション材 （膜 ・ ケーブル） による新たな空
間づくりの可能性」

4 日～ ブラジルが最も愛した建築家 リナ・ボ・
バルディ展開始
21 日 新国立競技場の優先交渉権者に大
成 ・ 梓 ・ 隈 JV が選ばれる。
25 日 国土交通省の有識者委員会が杭偽装
の再発防止策をまとめる。

10 日 ドローンの飛行規制が施行
29 日 ギニアのエボラ出血熱流行の終息宣言
31 日 IUPAC が元素（113 番、115 番、117 番、
118 番） を認定。 周期表の第 7 周期 （118
番元素） までは全て埋まる

2016 年 1 月

13 日 AND 凱旋展第三回ミニフォーラム 「土
木のデザイン 景観と橋梁を中心として」
25 日 AND 凱旋展第四回ミニフォーラム 「新
国立の実現と幻の狭間」 （無期延期）

22 日 国土交通省が住生活基本計画 （全国
計画） の改定案をまとめる。

1 日 マイナンバー制度開始
4 日 インド北東部で M6.7 の地震発生
15 日 軽井沢スキーバス転落事故

2016 年 2 月

★ 9 日 【第 11 回フォーラム】 建築の 国土交通省が CLT （直交集成板） の設計手 6 日 台湾南部地震
法を定める告示案を公表。
17 日 X 線天文衛星 「ASTRO-H( ひとみ）」
設計と生産 （コーディネーター ： 斎
を搭載した H-IIA ロケット打ち上げ成功
藤公男）
25 日 シャープが鴻海の傘下入りを決定

2016 年 3 月

31 日 軽量構造研究会

横浜市内で施工不良が発覚した 2 つの分譲
マンションで 「全棟建て替え」 の方針が出る
14 日 建築倉庫ミュージアム Open
31 日 Zaha Hadid 氏死去

22 日 ブリュッセル爆発
26 日 北海道新幹線が新函館北斗〜東京間
で開業

2016 年 4 月

★ 21 日 【第 12 回フォーラム】 長周
期かつ長時間続く設計用地震動の議
論 （コーディネーター ： 和田章）

12 日 新宿ゴールデン街で火災。 隣接する 4
棟 300 ㎡が延焼。
22 日 新名神高速道路有馬川橋橋桁落下事
故
28 日 「羽田クロノゲート」 売却地の石綿残
留訴訟で売主に 56 億円の賠償命令が下る。

16 日 熊本地震 （14 日に前震）、 エクアドル
地震
21 日 プリンス氏死去
25 日 「2020 東京五輪 ･ パラリンピック」 のエ
ンブレム決定

2016 年 5 月

31 日 【第二回アーキテクト／ビルダー （「建
築の設計と生産」） 研究会】 入札契約方式
の多様化と建築設計

2016 年 6 月

★ 23 日 【第 13 回フォーラム】 どう
する？構造設計 （コーディネーター ：
金田勝徳）

新国立競技場の基本計設計が完了。
7 日 三井不動産レジデンシャルが杭施工不
良の再発防止策を発表。
24 日～ 「土木展」 開催

1 日 世界最長の鉄道トンネルとなるゴッタルド
ベーストンネル （スイス） が開通
3 日 モハメド ・ アリ氏死去
8 日 113 番元素を 「ニホニウム （nihonium,
元素記号 ： Nh）」 と命名
19 日 18 歳選挙権に関連する公職選挙法施
行

2016 年 7 月

16 日 【防災学術連携体】 「熊本地震三ヶ月
報告会」 日本学術会議講堂

17 日 国立西洋美術館を含む 「ル ・ コルビュ
ジエの建築作品」 の世界遺産登録が決まる。
20 日 東京・大手町に 「星のや東京」 が開業。
22 日 日本建築士会連合会などが熊本地震
で被災した文化財の復旧で提言。
27 日 山本理顕 JV が未払い設計料 3000 万
円の請求を求めて天草市を提訴。

7 日 永六輔氏死去
17 日 国立西洋美術館が世界文化遺産に登
録決定
22 日 Pokémon GO 配信開始
26 日 相模原障害者施設殺傷事件

2016 年 8 月

★ 30 日 【第 14 回フォーラム】 わか
りやすい木構造の魅力 （コーディネ
ーター ： 神田順）

豊洲市場移転問題
24 日 2016 年度第 2 次補正予算案が閣議
決定。 熊本地震を受けた耐震性確保策が盛
り込まれる。
30 日 台風 10 号豪雨により岩手県の高齢者
施設で 9 人が死亡。
31 日 小池百合子都知事が築地市場から豊
洲新市場への移転延期を表明。

2 日 小池百合子女性初の東京都知事に就
任。
5 日～ 21 日 リオデジャネイロオリンピック
8 日 天皇陛下、 譲位のご意向表明
23 日 イタリア中部地震

2016 年 9 月

29 日 【第三回アーキテクト／ビルダー （「建
築の設計と生産」） 研究会】 日本の住宅生
産と建築家

5 日 建築士の過労死で戸田建設に 5140 万
円の賠償求める判決が下る。
19 日 「パークシティ LaLa 横浜」 管理組合が
全 4 棟の建て替えを決議。
29 日 東日本大震災の不同沈下訴訟で積水
ハウスが敗訴。 設計者としての注意義務違
反と判断。

7 日～ 18 日 リオデジャネイロパラリンピック
ピック
17 日 『こちら葛飾区亀有公園前派出所』 連
載終了
22 日 バハマ文書公開

2016 年 10 月

4 日 超高層研究会

13 日 コストコ事故訴訟で東京高裁が構造設
計者に逆転無罪の判決を下す。
21 日 鳥取県中部地震で丹下健三設計の市
庁舎や文化財が被害を受ける。

3 日 大隅良典氏がノーベル生理学 ・ 医学賞
を受賞
13 日 ボブ ・ ディラン氏がノーベル文学賞受
賞、 PlayStation VR 発売
21 日 鳥取県中部地震

★ A-Forum 冊子発行

★ 25 日 【第 15 回フォーラム】 「空
間 素材 構造」 （コーディネーター ：
斎藤公男）
2016 年 11 月
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1 日 モーリス ・ ラヴェルのボレロの著作権が
消滅
10 日 パナマ文書公開
27 日 オバマ米大統領広島訪問

1 日 OHDeCo 展開始
5 日 東京デザインウィーク展示物発火事件
19 日 ㈱唐丹小白浜まちづくりセンター株主総 8 日 JR 博多駅前で大規模な道路陥没事故
会
が発生し現場近くの建物 9 棟に避難勧告。
22 日 東京都墨田区に 「すみだ北斎美術館」
が開館。

8 日 福岡市で大規模陥没事故
13 日 北カンタベリー地震
22 日 福島県沖地震
24 日 東京都心で積雪 （観測史上初）

年月

A-forum

建築

社会

2016 年 12 月

1 日 【第２回 防災学術連携シンポジウム】 激 11 日 新国立競技場建設工事着工。
甚化する台風 ・ 豪雨災害とその対策 / 日本 22 日 新潟県糸魚川市で大火災が発生し 4
万㎡が焼失。 地震時を除き 40 年ぶりの都市
学術会議講堂
大火。
★ 19 日 A-Forum3 周年

21 日 もんじゅの廃炉が正式決定
22 日 糸魚川市大規模火災
31 日 SMAP 解散

2017 年 1 月

13 日 【第四回アーキテクト／ビルダー （「建
築の設計と生産」） 研究会】 建築職人の現
在―木造住宅の設計は誰の責任なのか？

23 日 国土交通省がインバウンド対応でバリ
アフリー設計の建築設計標準改正案を公表。

21 日 トランプ米大統領就任
22 日 パプワニューギニアで M7.9 の地震
24 日 防衛省初の防衛通信衛星の打ち上げ
成功

2017 年 2 月

16 日 免震構造協会東洋ゴム報告会

総務省が旧耐震の庁舎建て替えに地方交付
税を充当できる仕組みの導入を表明。
10 日 政府が都市公園内での保育所開設等
を認める都市公園法の改正案を閣議決定。
28 日 青森市の再開発ビル 「アウガ」 の商
業フロアが閉鎖に。

14 日 金正男暗殺報道
16 日 ディック ・ ブルーナ氏死去、 アスクル物
流倉庫で大規模火災
24 日 プレミアムフライデー初実施

★ 23 日 【第 16 回フォーラム】 本当
のプロとは （コーディネーター ： 和田
章）

2017 年 3 月

6 日 超高層研究会
18 日 ドーム研究会

2017 年 4 月

3 日 【第五回アーキテクト／ビルダー （「建
築の設計と生産」） 研究会】 「建築家」 の終
焉！？― 「箱」 の産業から 「場」 の産業へ
15 日 【第 3 回 防災学術連携シンポジウム】
熊本地震 追悼 ・ 復興祈念行事 - 熊本地震 ・
１周年報告会 / 熊本県庁

1 日 動き商標、 ホログラム商標、 色彩のみ
からなる商標、 音商標、 位置商標が商標登
録可能に。
3 日 Nintendo Switch 発売
26 日 千葉小 3 女児殺害事件
11 日 政府が 2025 年大阪万博の誘致を決
定。 会場建設費は約 1250 億円と想定。
17 日 高さ日本一となる超高層ビル、 常盤橋
街区再開発プロジェクトが着工。

★ 21 日 【第 17 回フォーラム】 ネット
の 「炎上」 を考える （コーディネータ
ー ： 金田勝徳）
2017 年 5 月

1 日 「レゴランド」 オープン
10 日 北海道ジャガイモの収穫量減少に伴い
ポテトチップス商品販売がいろいろ休止
20 日 世界最古 （白亜紀前期） のスッポンの
化石福井県律恐竜博物館で確認
21 日 森友学園が民事再生法申請
25 日 チリで M6.7 の地震
27 日 NASA 土星探査機 「カッシーニ」 が史
上初、 土星の輪の内側入りに成功

2 日 京都市の諮問機関が京町家解体の事
2 日 ハワイ ・ ホノルル空港が 「イノウエ空港」
前届け出制度の創設などを柱とする答申をま に改名
25 日 「カール」 販売縮小
とめる。
16 日 2018 年度に開校する高知県立林業大
学校の初代校長に隈研吾氏の就任が決定。
29 日 過労死した元社員の遺族が 5000 万円
の損害賠償を求めて一条工務店仙台を提訴。

2017 年 6 月

★ 22 日 【第 18 回フォーラム】 高さ
をつくる心と力 （コーディネーター ：
神田順）

14 日 ロンドン西部に建つ高層公営住宅 「グ 9 日 天皇退位法案可決
レンフェル ・ タワー」 で火災が発生。
12 日 上野動物園でジャイアントパンダ誕生
18 日 ヒアリ上陸

2017 年 7 月

7 日 【第六回アーキテクト／ビルダー （「建築
の設計と生産」） 研究会】 「発注者」 の責任
―プロジェクト運営の多様化と設計の質

4 日 国土交通省がエスカレーターからの転
落防止で指針。 設計者にも責任ありとの見解
示す。
5 日 京都市が条例改正案を提出し 「景観デ
ザインレビュー制度」 を新設する方針を固め
る。
20 日 遺族代理人による記者会見で新国立
競技場の施工管理従事者の過労自殺が明ら
かに。

9 日 「『神宿る島』 宗像・沖ノ島と関連遺産群」
（福岡県） , 世界文化遺産へ登録決定
18 日 105 歳の現役医師、 日野原重明氏死
去

2017 年 8 月

8 日 国土交通省が階段の寸法基準を緩和
する告示改正案を公表。 戸建の用途変更を
促す。
17 日 都民 33 人が東京都を相手取って五輪
選手村の安値売却を問題視する住民訴訟を
起こす。

9 日 四川省で M7 地震

2017 年 9 月

17 日 唐丹小白浜まちづくりセンターお披露 20 日 京都スタジアムの建設差し止めを求め
目会
て周辺住民ら 97 年が自治体を相手取って提
訴。
21 日 秋田県仙北市が積算ミスを理由に設
計者に 2200 万円の損害賠償を求める訴訟を
起こす。

8 日 メキシコ沖で M8 地震
20 日 メキシコで M7 地震
23 日 お台場ガンダムが従来ガンダムからユ
ニコーンガンダムに交代
25 日 上野動物園の赤ちゃんジャイアントパン
ダ 「香香」 と命名される

2017 年 10 月

★ 2 日 【第 19 回フォーラム】 空間
と構造の交差点 （コーディネーター ：
斎藤公男）

熊本地震の本震で大阪大学などの研究チー
ムの地震動データねつ造疑惑が浮上。
23 日 国土交通省が保育所などの採光規定
緩和の方針。 既存建築物の保育所への転用
5 日 【第七回アーキテクト／ビルダー （「建築 を促す。
の設計と生産」） 研究会】 住宅ストックと街の
再生－住宅リノベーションの作法

1 日 「2 ちゃんねる」 が 「5 ちゃんねる」 に名
称変更
31 日 座間９遺体事件

2017 年 11 月

18 日㈱唐丹小白浜まちづくりセンター 第二
回株主総会
26 日 【第 4 回 防災学術連携シンポジウム】

13 日 地球史に 「チバニアン」 が認定見通し
23 日 イオンや GAP が 「ブラックフライデー」
実施
22 日 東芝が 「サザエさん」 の CM 降板を
正式発表

★ 30 日 【第 20 回フォーラム】 大震
災の起きない都市を目指して
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斎藤

公男

和田

Saitoh Masao

章

Wada Akira

【略歴】

【略歴】

1938

群馬県前橋市出身

1946

岡山県生まれ

群馬県立前橋高等学校卒業

1968

東京工業大学理工学部建築学科 卒業

1961

日本大学理工学部建築学科卒業

1970

東京工業大学大学院理工学研究科建築学専

1963

日本大学大学院理工学研究科博士前期課程
1981

工学博士（東工大）

助教授

1982

東京工業大学助教授

教授

1989

東京工業大学教授

建築学専攻修了
1973 ～ 91

日本大学理工学部建築学科

1991 ～ 2008

日本大学理工学部建築学

攻修士課程 修了、株式会社日建設計 入社

2007

第 50 代 日本建築学会会長

1991

MIT 土木工学科 客員教授

2008

日本大学

2000

イタリア・カターニア大学 客員教授

2011

東京工業大学 名誉教授、日本学術会議会員

名誉教授

【主な資格、受賞】
工学博士、一級建築士

2011 ～ 2013

日本建築学会賞
（業績）(1986)、松井源吾賞 (1993)、

2013

Tsuboi Award (1997)、Pioneer Award (2002)、BCS

日本建築学会会長

IABSE 副会長

【主な資格、受賞】

賞 (1978, 1993, 2003, 2004)、作品選奨（2003）
、

工学博士

Aluprogetto Award 1st prize (oval dome/bio

日本建築学会賞・論文（1995）、日本建築学会賞・

structure/Motenashi-Dome) (2006)、 日 本 建 築 学

技術（2003）、市村産業賞・貢献賞（2005）、日本

会教育賞 ( 教育分野 ) (2007)、IASS Torroja Medal

鋼構造協会業績表彰・特別賞（2006）
、日本免震

(2009)

構造協会賞技術賞・特別賞（嶺 2010）、Fazlur R.

【主な著作】

Khan Lifetime Achievement Medal by the CTBUH、

・新しい建築のみかた [ 最新版 ](2014、エクスナレッジ )

第６回日本構造デザイン賞・松井源吾特別賞、第

・風に向かって（2013、彰国社）

21 回 BELCA 賞（ベストリフォーム部門）(2011）

・建築の翼（2012、監修、建築技術）
・空間

構造

物語（2003、彰国社）

・つどいの空間（1997、共著、日本建築センター）
・建築の構造とデザイン
（1996、
共著、
丸善株式会社 )
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神田

順

金田

Kanda Jun

【略歴】

勝徳

Kaneda Katsunori

【略歴】

1947

岐阜県生まれ

1968 年 3 月

1970

東京大学卒業

1968 年 4 月～ 1986 年 11 月

1972

東京大学大学院修了、竹中工務店入社

1986 年 12 月 ～ 1988 年 6 月

1979

Edinburgh 大学

共同代表

1980

東京大学建築学科

1989

Johns Hopkins 大学

1995

Stanford 大学

1996

東京大学大学院工学系研究科

1999

東京大学大学院新領域創成科学研究科

建築学科

社会文化環境学専攻

2010 年 4 月～ 2014 年 3 月

PhD
助教授

日本大学理工学部建築学科卒業

1988 年 7 月～ 2017 年 5 月

客員助教授

客員教授

ン

教授

TIS ＆ Partners

構造計画プラス・ワ

代表取締役

2017 年 6 月～現在
教授

石本建築事務所

2005 年 4 月～ 2010 年 3 月

同

会長

芝浦工業大学工学部

特任教授
日本大学理工学部建

2003

建築基本法制定準備会会長

築学科

2012

日本大学理工学部建築学科特任教授

2011 年 6 月～ 2017 年 5 月 （一社）日本建築構

東京大学名誉教授

造技術者協会

2017

日本大学理工学部建築学客員教授

【主な資格、受賞】

現在

特任教授
副会長

構造計画プラス・ワン

会長

【主な資格、受賞】

１級建築士、Ph D（エディンバラ大学）

工 学 博 士、 一 級 建 築 士、 構 造 設 計 一 級 建 築 士、

日本建築学会霞ヶ関ビル記念賞（論文）
（1991）
、

JSCA 建築構造士

日本建築学会賞（論文）（1996）
、日本風工学会功

JSCA（日本建築構造事務所協会）賞（1993）、 第

績賞（2015）

10 回松井源吾賞（2000、榊原信一氏と共同受賞）、

【主な著作】

日本建築学会賞 ( 作品）（2010、 北山恒氏と共同

建築物の耐風設計（1996 年、共著、鹿島出版会）

受賞） 、その他

耐震建築の考え方（1997 年、岩波書店）

ど多数

BCS（日本建設業連合会）賞な

東京の環境を考える（2002 年、共著）
限界状態設計法の挑戦（2004 年、監修）
安全な建物とは何か（2010 年、技術評論社）
建築構造計画概論（2012 年、共立出版 )
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第十一回
2016/2/9 開催 第 11 回フォーラム

テーマ：建築の設計と生産 - その歴史と現在の課題をめぐって
デザインビルドとは？：新国立競技場問題の基層
コーディネーター：斎藤公男
パ ネ リ ス ト ：藤村龍至、安藤正雄
モ デ レ ー タ ー ：布野修司

現在建築生産の現場は、長期的な市場の縮小傾向に震災復興とオリンピック需要が重なり、職人不足・資
材高騰という非常に難しい状況にあります。その中で発注者、設計者、施工者の関係も、それぞれの立場で
新しい形が模索されていますが多くの課題があるのが現状です。
たとえば白紙撤回された新国立競技場においても、発注者、設計者、施工者それぞれが果たすべきだった
役割・責任、設計者の選定方法などについて様々な議論が沸き起こっています。また、その他オリンピック
関係施設においてもその発注方法のメリットに注目が集まる一方、問題点が指摘されています。
建築生産の現場における発注者、設計者、施工者の関係という古くて新しい問題について、歴史的な経緯
を振り返りながら、今まさに起きていることについて話題を広げたいと思います。

（斎藤公男）

第 11 回フォーラムは、
日本建築学会の建築討論委員会との共催で行われ、WEB 版『建築討論』008 号（http://
touron.aij.or.jp/2016/04/1827）に その全容が掲載されている。以下は、議論の流れの概要である。
（布野修司）

デザインビルドとは？：新国立競技場問題の基層

What is Design Build? - The Backgrounds of New National Olympic Stadium Problematic
オルガナイザー：広田直行、山岸輝樹
記
参
日

10

加

録：長谷部勉・川上佳奈

者：新井久敏、小野宗良、深尾精一、与那嶺仁志、和田章、神田順、金田勝徳、松永直美、
小西泰孝ほか

時： 平成 28 年 2 月 9 日 17 時～ 20 時

第十一回

藤村 龍至

Fujimura Ryuji

藤建築家 / 東京藝術大学美術学部建築科准教授 / RFA 主宰
1976 年生。2008 年東京工業大学大学院博士課程単位取得退学。2005 年
より RFA 主宰。2010 年より東洋大学専任講師。2016 年より東京藝術大
学准教授。主な建築作品に「さいたま市大宮駅東口駅前おもてなし公共施
設『OM TERRACE』
」(2017)「鶴ヶ島太陽光発電所環境教育施設」(2014)
「BUILDING K」(2008)。主な著書に『批判的工学主義の建築』(2014)『プ
ロトタイピング—模型とつぶやき』(2014)『アーキテクト 2.0』(2011)。主
なアート作品に「あいちプロジェクト」(2013・国際芸術祭あいちトリエン
ナーレ )「リトル・フクシマ」(2011・堂島ビエンナーレ )。 主なアーバンデ
photo: Kenshu Shintsubo

ザインプロジェクトに「おとがわプロジェクト」(2015-)「大宮プロジェクト」

(2013-)「鶴ヶ島プロジェクト」(2012-)。建築設計やその教育、批評に加え、公共施設の老朽化と財政問題
の解決を図るシティマネジメントや、日本列島の将来像の提言など、広く社会に開かれたプロジェクトを展
開している。埼玉県さいたま市、鶴ヶ島市、鳩山町、神奈川県葉山町、愛知県岡崎市、福岡県東峰村等で公
共政策に携わる。

安藤 正雄

Ando Masao

千葉大学名誉教授
1948 年生。東京大学工学部建築学科卒業 (1972)、同大学大学院工学系研
究科工学修士課程修了 (1974)。建築生産、建築構法、構工法計画、住宅生産、
ストック型ハウジング、建築生産、プロジェクト・マネジメント、植民都市
に関する研究などをテーマとして建築学研究に取り組む。千葉大学工学部講
師（1976 ～）
、千葉大学工学部教授、千葉大学大学院工学研究科教授を経
て 2014 年千葉大学工学研究科名誉教授就任。
「インターフェイス・マトリ

クスによる構工法計画の理論と手法」日本建築学会賞（論文）受賞 (2004)。共著に「変革期における建築
産業の課題と将来像」
、
「建築ものづくり論－ Architecture as “Architecture”」ほか。

布野 修司

Funo Shuji

日本大学特任教授
1949 年生。工学博士（東京大学）
。建築計画学，地域生活空間計画学専攻。
東京大学工学研究科博士課程中途退学。東京大学助手，東洋大学講師・助教授，
京都大学助教授，滋賀県立大学教授、副学長・理事を経て現職。
『インドネ
シアにおける居住環境の変容とその整備手法に関する研究』で日本建築学会
賞受賞（1991 年）
，
『近代世界システムと植民都市』
（編著，2005 年）で日
本都市計画学会賞論文賞受賞（2006 年），
『韓国近代都市景観の形成』
（共著、
2010 年）と『グリッド都市：スペイン植民都市の起源，形成，変容，転生』
（共著、2013 年）で日本建築学会著作賞受賞（2013 年、2015 年）。
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第十一回

大空間における設計と生産
・公共建築における設計施工一括方式

斎藤 公男
・アーキニアリング・デザイン
：image と technology

・大空間建築における設計と施工の融合

・日本における国際コンペと新国立競技場の整備計画について
12

第十一回

オリンピック：2020 の施設計画

藤村

龍至

・コンペティション（競技設計）と設計者選定
・デザインのオリジナリティと建築家の役割
・インテグラルモデルとモジュラーモデル

13

第十一回

建築の設計と生産について
・日本型デザインビルド = 設計施工一貫方式

・アーキテクチャの基本型

・新国立競技場の発注方式

14

安藤 正雄
・欧米のデザインビルド

第十一回

・市場縮小時代のデザインビルド

15

第十一回

近代日本の建築家と建築請負業

布野 修司

フォーラムの中心テーマは、日本型デザインビルドとは何かでした。
しかし、設計施工一貫（一括）か分離か、というテーマは、日本にお
ける建築家という職能の確立に関わる、日本の近代建築の歴史の基
層に流れ続けている大きなテーマです。1960 年代初頭に、村松貞次
郎先生が「設計施工一貫を推す」という論文を『新建築』（1962 年）
に書き、大きな議論が巻き起こり、
「巨大建築論争」にも引き継がれ
て、1960 年代を通じて議論がなされます。公共建築の設計は、設計
専業の設計事務所のみが設計できるとされてきましたが、これからの
時代の建築を担うのは、設計施工一貫のゼネコンだ、という提起だったわけです。藤村さんが指摘されま
したが、それ以前に前史があります。そもそも、この問題は、日本へ「建築 Architecture」そして「建築家
Architect」という概念が移植される、その起源に関わります。J. コンドルが前提としたのは王立英国建築
家協会 RIBA のアーキテクト理念です。それを実現しようと、職能団体として設立されたのが日本建築士会
（1915 年）
です。1 年前に関西建築士会というのが関西でつくられ、改称したものです。安藤先生のお話では、
設計施工一貫方式は高度成長期のシステムということですが、請負業は戦前に遡ります。年貢の取り立てを
請負ったのが請負制のはじまりです。明治初期に建築請負業が成立して以降、職能を確立しようという建築
家と建築請負業者との間で熾烈な勢力争いがあります。大正末から昭和の初めにかけて、帝国議会に職能確
立の法案が 6 回くらい提出されるんですが、通りません。「専兼問題」と言われますが、建築設計業務を専
業とするか、施工も兼業することを認めるかが問題とされました。つまり、建築家は設計をやるのは専業で
ないといけないという主張を展開したんです。戦後になって GHQ 体制下で、欧米流の職能法を法制化しよ
うとして、実現しかけるんですが、職能法としては成立せず、一級建築士とか二級建築士というような資格
法になります。職能確立を目指す建築家協会も戦後まもなく設立されます。1960 年代の「設計施工一貫か、
分離か」という議論は、建築家という職能、その理念に関わります。職能確立をめぐる議論の背景には、業
務独占の問題があります。RIBA の設立にも王室に担保される業務独占の問題が絡んでいます。安藤先生の
お話は、主に民間企業とゼネコンの受注関係を念頭にした整理だったわけですが、日本建築家協会は、内部
会員の告発によるんですが、設計料率問題で公正取引委員会に審決を受けます（1979 年）。建築家協会が
非常に閉じていて独占的だというわけです。これに対して丹下健三先生が会長として改組（新 JIA）して加
盟人数を増やそうという取り組みをやられたりした経緯があります。個人の建築家と組織事務所の経営者の
団体ということで現在に至っているわけです。一方で、磯崎さん、宮脇壇さんなど、日本建築家協会を建築
家の団体として認めないという一群の建築家もいるわけです。藤村さんの報告ですと、今度の東京都の発注
施設では組織事務所の圧勝ということですが、それはアトリエ事務所 vs 組織事務所という構図ですが、全
体はデザインビルドということですから、ゼネコンの圧勝というのが流れになるんだと思います。その仕掛
けが、1995 年に設計施工分離の原則の解除です。さらに 2005 年にデザインビルドを導入することが可能
になる。官庁主導ですが、安藤先生が言われるように、デザインビルドが一般的に行われてきたという実態
が背景にあります。特に、斎藤先生が挙げられたドーム建築とか大規模建築のような高度な技術がもとめら
れるものについては、いくらプロジェクトをインテグレートするのは建築家と言っても、プロジェクトを統
括できない。歴史的にはそういう流れがはっきりしてきたが、その流れでいいのか、様々な問題が今回の新
国立競技場の件で一気に現れてきたわけです。
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第十一回

討論テーマ
・多様な発注方式！？ ECI と日本型デザインビルド
・個か集団か：設計者とは誰か
・プロジェクトのコストコントロール
・プロジェクトにおけるリスクと責任の所在

第 11 回フォーラムを皮切りにアーキテクト／ビルダー（「建築の設計と生産」）研究会は独立した研

究会となり、現在も続いている。活動記録は以下のとおり。（コーディネーター：安藤正雄＋布野修司＋斎藤公男）
第2回

入札契約方式の多様化と建築設計

2016 年 5 月 31 日

(a) 建築家からみた設計施工一括方式：森暢朗（建築家）
(b) 公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン（国交省）をどう読むか：古阪秀三（京都大学）
(c) コメンテーター：近角真一（建築家）

第 3 回 「日本の住宅生産と建築家 」

2016 年 9 月 29 日

(a) 日本の住宅建設と供給主体の歴史的変遷：権藤智之（首都大学東京）
(b) 家づくりの会と設計施工

松澤静男（KINOIESEVEN リーダー・マツザワ設計 )

(c) 建築家と工務店の関わり

泉幸甫（泉幸甫建築研究所）

(d) アーキテクト・ビルダーの実践：八巻秀房（（株）山の木）

第4回

建築職人の現在―木造住宅の設計は誰の責任なのか？
(a) 木造住宅設計の問題：直下率と安全性

2017 年 1 月 13 日

村上淳史（村上木構造デザイン室）

(b) 工務店と大工育成問題：蟹沢宏剛（芝浦工業大学）

第5回

建築家の終焉！？―「箱」の産業から「場」の産業へ

2017 年 4 月 3 日

(a) ひらかれる建築―「民主化」の作法：×松村秀一

(b) クリエーションとリノベーション：大島芳彦（ブルースタジオ）
(c)「高品質低空飛行という生き方」 島原万丈（Home’s 総研所長）

第 6 回「発注者」の責任―プロジェクト運営の多様化と設計の質

2017 年 7 月 7 日

(a) プロジェクト運営の多様化：平野吉信（広島大学名誉教授）
(b) 公共発注の諸問題：森

民夫（前長岡市長）

コメンテーター：小野田泰明（東北大学教授）、森暢朗（建築家）

第7回

住宅ストックと街の再生－住宅リノベーションの作法
(a)

2017 年 10 月 5 日

京町家と都市再生（仮）：魚谷繁礼（魚谷繁礼建築研究所）

(b) リノベーションー場の再編集 永山祐子（永山祐子建築設計事務所）
コメンテーター：長谷部勉、香月真大
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第十二回

テーマ：長周期かつ長時間続く設計用地震動の議論
コーディネーター：和田章
パ ネ リ ス ト ：神田 順、伊藤 優、篠崎洋三、久田嘉章、加藤研一
１９６４年に東京オリンピックが開かれたが、この年の６月に新潟地震が起きている。大学に入学したば
かりだったが東京も揺れた。
昭和石油の石油タンクが配管の損傷とスロッシングで油が溢れ大火災になった。
２００３年の十勝沖地震で起きたこと と類似であるが、このとき既に周期６秒の長く繰り返す地震動が発
生している。その後の研究では「やや長周期」と言われていたが、長周期地震動のことは２００３年から始
まった議論ではない。
東京オリンピックに間に合うように竣工したホテルニューオータニ（１７階建）をきっかけに、超高層ビ
ルは日本でも建てられるようになった。長周期成分が正しく観測できていない加速度記録（エルセントロ、
タフトなど）を用いて応答解析が行われ、構造物の安全性の確認が行われていた。このころの検証は、最大
変形、最大応力、最大塑性率など、最大値にしか注目していなかった。初めの数秒で最大値が起こるよう
な地震動では、長い継続時間の計算をする必要もなかった。
それから５０年近くが過ぎ、世界では精度の高い地震動が記録されるようになり、プレートテクトニクス
理論などの地震学も進んだ。考えるべき設計用の地震動も変わってきた。ただ、地球の歴史からみれば、ほ
んの一瞬を捕まえて議論しているようにも思う。構造物の設計について注目すべきは、最大値だけではなく、
繰り返し回数、エネルギー吸収量など積分値として評価すべきことがはっきりしてきた。
今までの設計目標にはなかったが、超高層ビルにとって構造物が倒壊しなければ良いということで十分か
も疑われている、中に暮らしている多くの人々のことを考えるべきであり、海が見えたり雲が見えたりして
ぐるぐる揺れる建物を建築と言えるか、水や電気が止まり下水処理もできなくなった建物で地震後の生活は
可能か、ウォーターフロントでは高層ビルの周辺は津波で人の行き来が遮断されるかも知れない。塑性変形
を起こした建物は周辺から安全性が指摘され取り壊すことになる。誰の費用でどのようにして取り壊し、更
地に戻すのか。最も深刻なことは、取り壊すべき建物が墓石のように林立する大都市に次の命は残るのかな
ど悩みは多い。
最近の話題として、
長周期（長時間）地震動に関するパブリックコメントの募集があった。地震動として、
単純形状のスペクトルにフィットさせた入力地震動は便利であるが、このような地震動は絶対に襲ってこな
い。だからと言って、起こるまで確かでない山谷のある設計用地震動を用いたとき、設計する構造物の動的
性質をスペクトルの谷を狙って調節し、入力地震力を減らそうとすることも問題である。基本的に自然の神
さまが起こすことで、まだ分からないことが多いと考える必要がある。研究はまだ続けるべきである。この
フォーラムでは、パブリックコメントに応えたパネリストの方々と積極的な議論を行った。
本稿ではパネリストが実際に国土交通省住宅局建築指導課に送ったパブリックコメントを転載する。
（和田
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第十二回

和田章
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第十二回

神田 順

Kanda Jun

東京大学名誉教授、日本大学理工学部建築学科特任教授
→詳細は 7 Ｐに

超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による

長周期地震動への対策案に関する意見募集について

【氏名】神田 順
【所属】建築基本法制定準備会
【意見】 1998 年の建築基準法の改正にあたり、性能規定化が謳われた。安全限界と損傷限界という用語が
導入され、雪荷重や風荷重に対しては、それぞれ再現期間として 500 年および 50 年というレベルが設定
され、荷重に関しての性能が表現されたものになっている。しかし、地震荷重に対しては、
「ごく稀に生じ
る」と「稀に生じる」という表現になっており、関東地域では、再現期間に換算すると、概ね 500 年と 30
年程度とみなせるが、日本全体では、地域係数が 1.0、0.9、0.8 そして沖縄は 0.7 と設定され、それぞれの
地域において、再現期間としては、大きく幅があり、性能表示になっていない。
今回の地域を特定しての長周期地震動については、想定される断層が地震を起こしたときに伝搬経路や地
盤の影響を考慮した応答スペクトルを明示し、最近の地震工学に基づく設定となっているが、それを国の対
策として一律に決め、実質的に強制規制とすることは、建築基準法の基本的な位置づけとしても整合性を欠
き、かつ科学技術の展開と工学的な判断に対する不当な干渉となることから、強く反対する。
建築基準法は、
そもそも最低基準を定めるものである。現在も、時刻歴応答解析を求める建築物に対しては、
それ以外の建築物よりも、より高い耐震安全水準を求めていることが、最低基準であることと矛盾し、結果
的に、安全水準を行政が規定してしまっている。
しかも、その程度を明らかにしていないことから、より安全にしようという動機を抑制してしまっている。
言い換えれば、それさえ守れば、国が安全を保障したかのごとき誤解を与え、思考停止の旧弊に陥る。
科学技術の展開は、想定される断層モデルについても日々さまざまに提案されている。また断層モデルの
パラメータ設定に対して、安全側に判断することは、意味のあることで、専門家としては、不確実な部分に
対してどの程度の性能としての余裕を持たせるかを検討し判断し、建築主と責任を共有するという姿勢こそ
が求められる。特定の断層が地震を起こす確率についての知見も整理されており、またパラメータ設定のば
らつきについてもさまざまな考えがある中で、国として設定するのであれば、確率の数値を明示すべきであ
る。その場合も、建築基準法の最低基準としての位置づけをあいまいにしたままで、対策として運用するこ
とは、極めて問題であり、東日本大震災における東京電力福島原子力発電所の設計津波高さに見られたよう
に、今後も社会的問題を引き起こす懸念を有する。
建築物が、現在の社会において、相応しい耐震性を有するためには、建築基本法を制定し、耐震安全に対
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第十二回

する建築主、専門家の責任を明示した上で、行政としては、考え方の一つの手法として公開文書とするとい
う形を取ることが望ましい。今回のような特殊な状況への高度な対応は、個別裁量的に行うべきで、そのた
めにも、建築基本法は必要と考える。また、このたびの適用は、極めて局所地域的問題でもあり、国土交通
省住宅局指導課としてでなく、各自治体において、社会性、経済性なども配慮の上、十分かつ透明性ある議
論に基づく規制として、導入すべきであろう。

超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による
長周期地震動への対策案に関する意見募集について
【氏名】主査：石山 祐二、幹事：神田 順
【所属】ISO/TC 98 国内分科会
【意見】
長周期地震動への対策案に対する意見
建築物の耐震安全性に対して、国は、建築基準法において基準を定め、それを最低基準として満足するこ
とを建築主に対して課している。一方で、国内建築規制を、国際的な標準と整合させることも国としての役
割であり、特に ISO の標準が存在する場合は、行政として十分に尊重すべきである。
1998 年の建築基準法改正は、当初、性能規定化ということで、その実現が試みられたが、結果として耐
震規定に関しては、性能が明示されないままに「ごく稀に生ずる」地震動に対して、安全限界を担保するこ
とと「稀に生ずる」地震動に対して損傷限界を担保するとして、具体的な地震動のスペクトル特性を工学的
基盤において定義し告示で示している。このように、安全に関する性能を表示することなく、国際的な調和
への努力を長年にわたり放置していることは問題である。
今回の長周期地震動にあっては、この告示に定義された「ごく稀に生じる」地震動のレベルを超えるもの
である。内閣府の検討結果に基づき、そのような地震動の発生する可能性が示されたことを受けて、時刻歴
応答解析を必要とする超高層建築と免震建築物に適用することを、指定性能評価機関の審査において義務付
けるものとなっている。
最新の科学技術的知見を、建築物の構造設計に反映させることに対しては、研究者も設計者も前向きに取
り組むべきであるが、性能水準を示さずに法的規制を課すことは、国民に盲目的に国の基準に従うことを要
求するもので、研究評価の透明性や、個々の建築技術者の判断の否定にもつながるものであり問題がある。
告示で定める「稀に生じる」地震動や「ごく稀に生じる」地震動が、年超過確率としてどの程度のものであ
るかについて、地域係数も含め、直ちに国土交通省としての見解を示すべきである。その上で、今回の長周
期地震動についても、同様に年超過確率を示すことにより、性能規定としての整備されることとなる。その
場合、最低基準であるにもかかわらず、1998 年の内閣法制局の見解に反して、耐震性において性能が異な
ることについての、説明も必要であろう。
すでに、地震調査推進本部では、全国を概観する確率論的地震動評価を終えており、科学技術的知見とし
て性能を明示することは、十分に可能であり、その意味でも、いたずらに不安をあおるのみでなく、国の定
める建築基準において、性能規定を、ISO など国際基準と整合させることを優先した上で、新しい知見の取
り込みの政策を展開すべきと考えられる。
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伊藤 優
株式会社

日本設計

Ito Masaru
品質管理部技術顧問

1950 年生、東京工業大学建築学科卒業、東京工業大学修士課程建築学専攻
修了、
（株）日本設計入社、構造設計群長（執行役員 2004 ～ 2009、常務
執行役員 2009 ～ 2012）、（一社）日本建築構造技術者協会・副会長（2008
～ 2012）理事（2008 ～ 2014）技術委員長（2006 ～ 2016）、JSCA 構造
建築士、構造設計一級建築士
【代表作】新橋演舞場、新日鉱ビル、新宿モノリスビル、浜松アクトタワー、
新宿アイランドタワー、川崎市立川崎病院、味の素スタジアム

超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による
長周期地震動への対策案に関する意見
【氏名】伊藤 優
【所属】一般社団法人日本建築構造技術者協会 技術委員会委員長
【意見】
①（対象部分：別紙 3、ならびに別紙４：表層地盤の増幅に対する考え方について
対策案は、示されたレスポンススペクトルは工学的基盤のもので、超高層建築物等への入力に当たっては
表層地盤の増幅を考慮することとしているが、長周期地震動対策という観点に立つと、「（合理的に長周期地
震動の対策がとられるためには、
）
対象建築物を検討する際には、表層地盤の増幅の影響を現状は考慮しない」
とすることが、簡便で合理的であると考える。
本対策案の目的が、長周期地震動への対策であれば、対象建築物を建築物の一次固有周期に応じて（例え
ば周期 2 秒以上で）長周期地震動に対する影響を想定すればよいと考える。その場合、表層地盤による地
盤増幅は長周期領域においては工学的に無視でき、より合理的かつ迅速に長周期地震動の対策を取ることが
できる。 別紙 3 の 1(4) に記述されているように、地表での長周期地震動のための経験式から求めた地震動
を、周期 1 秒以上では工学的基盤以浅の表層地盤による影響を無視できるとして工学的基盤の地震動とし
ている。その工学的基盤の地震動に、再度表 層地盤の増幅を考慮することは、表層地盤の増幅が重複して
考慮される可能性がある。一方、より精度良くその増幅を考慮するためには非常に煩雑な手法を用いなけ
ればならない。短周期の影響を詳細に検討するためであるならこのような手法も必要であろうが、長周期地
震動への対策という観点からは表層地盤の増幅の影響を考慮しないことがより簡便で合理的であると考え
る。
よって、対象を超高層建物に限定し冒頭に示した提案とすることにより、長周期 地震動に関する入力は
基礎底位置に依らず同一となり、別紙４も不要となる。加えて、高さが 60m 以下の耐震建築物を対象外と
したことも含めて社会への説明も大変明 快になると考える。
②（対象部分：別添２ ３．
（１）
、別紙１、別紙２、別紙３、別紙４）：提示されたスペクトルの解釈の仕方
について
提示された擬似速度応答スペクトルとエネルギースペクトル及び継続時間等は 目安として、別紙３の方法
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倍以上であれば採用することを可とすべきである。「同等以上」とすることは、区域分けの境界付近の敷地
に対して、詳細な検討を行った上で合理的な設計を行う可能性を阻害することになる。 また、3/4 倍の意
味は、青色区域（2.0 倍）で赤色区域の 1.5 倍を下回らない、赤色区域では、1.125 倍と緑色区域を下回ら
ない値であり適当と考える。この意味から、冒頭の提案を明言することにより、対策案の意図が簡潔・明瞭
になり、設計者の理解がより深まるものと期待される。また、スペクトルを目安とした設計用地震動を用い
て検討することを規定すれば、別紙３に示される観測データに基づく設計用長周期地震動の作成方法は、提
案スペクトル作成の基礎になると共に各種手法のうちの一つとして位置付けられることになり、今後の基整
促地震動作 成手法の発展・改良に対しても、柔軟に対応できると考える。
③（対象部分：別添２ ３．
（１）
）：設計クライテリアについて
認定の審査において、対策案の対象地震を「極めてまれに発生する地震動」として検討を求め、クライ
テリアもそれに倣うとしているが、平成 28 年 1 月 8 日の 意見交換会の場では、クライテリアを超過して
も倒壊・崩壊しないことを示すことができれば良いとの説明があった。 このような取扱いも含めて、長周
期地震動に対する運用基準として、外装の変 形追従や P δ効果等に関する最新の知見や設計者の意見等を
十分考慮した社会的 コンセンサス（発注者協議も含む）を踏まえ、層間変形角が 1/100 を超えても例えば
1/75 程度では倒壊・崩壊しないことを時刻歴応答解析業務方法書で、認める記述をしていただきたい。
下表は JSCA の耐震性能メニューの改定中の案であるが、今回の対象地震に対する設計クライテリアにつ
いては、対象地震を「極めて稀に発生する地震動」とは別のカテゴリーとしたうえで、建物ごとに発注者と
設計者が目標性能を協議・設定するという対応も有効であると考える。

④（対象部分：別添２ ３．
（１）③および別紙５－１）：鉄骨造建築物の繰返し変形の検証方法について
超高層鉄骨造建築物の繰返し変形による梁端部破断の検証方法として、別紙 5-1 の参考文献にもとづく
Ｄ値による評価法が提案されている。その中で精算法として示されている歪時刻歴および Miner 則に基づ
く評価法は、数多くの各梁端部の時刻歴を求める照査方法であり、実務で採用すると多大な労力が必要で現
実的ではないと考えられる。一方、簡便法として示されている最大応答歪による損傷度評価はやや安全側に
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過ぎる傾向がある。
このように梁端部破断の検証法は、現在、精力的に研究・実験が進められている分野であり、種々の評価
方法が検討されている中で、妥当性が検証された他の評価手法を採用できることを明記して頂きたい。
なお、一般的には局所的な梁端部の破断が、建築物全体の倒壊・崩壊にかならずしもつながるものではな
い。
「倒壊・崩壊しない」という極めて稀に発生する地震動に対する設計目標に鑑み、建築物を倒壊・崩壊
に至らしめない梁端部の破断は許容されることを前提としていることなども分かる文面とすることが必要で
あると考える。
⑤（対象部分：別添２ ３．
（１）③）：鉄筋コンクリート建築物の繰返し変形の検証方法について
本来靭性能に富むはずの鉄骨造と免震構造に対しては長時間の繰り返しの影響を考慮することが求められ
ているが、鉄筋コンクリート造に対しては言及されていない。鉄筋コンクリート造の繰り返しによる劣化等
については考慮すべきと考えるので、現状での何らかの知見を記述すべきである。
現状、鉄筋コンクリートの繰り返し劣化を考慮した履歴特性の定番はなく、繰り返し劣化は応答解析に取
り入れられていない。しかし、劣化を考慮すると応答変位は大きくなることは自明である。
⑥（対象部分：別紙５－２）：免震材料の繰返し依存性の検証方法について
免震材料の認定時の審査項目に繰り返し依存性の試験を追加し、繰り返し依存性に関する性能値を明示す
るよう規定し、免震材料の評価法に関するガイドラインを制定すべきである。
本提案の背景は以下の通り。
免震材料の繰り返し依存性は地震エネルギーの吸収に伴う発熱の影響が大きく、試験体のサイズや加振速
度の影響を大きく受けるため、実大、実速度の実験を行うことが重要ではあるが、試験設備の制限から、特
に積層ゴム系の免震装置の実大、実速度での実験が実施された例は少ない。
対策案では繰り返し依存性の評価方法は設計者が独自にメーカーからデータを取得することとしている
が、特に積層ゴム系の免震装置メーカーから提供されるデ ータは上記の理由から実大、実速度での実験に
基づいたデータでない場合が多い。
このため、認定時の審査項目に繰り返し依存性の試験を追加し、試験が縮小模型で行われた場合は特に、
繰り返し依存性に関する性能値の妥当性を審査し、その値を明示するよう規定すべきだと考える。
また、対策案では精算的な方法のほか簡易的な応答評価法を認めているが、それぞれの方法を採用する際の
前提条件や目標性能の設定方法等は異なるはずであり、免震材料の評価法に係るガイドライン策定または業
務方法書への追記を行う必要があると考える。
⑦（対象部分：別添２ ３．
（３）
、別紙６）：補強がより進みやすくするための運用について
別紙６によるスクリーニングにより既存建築物が ｢再検証対象建築物｣ と判断された場合、必要な補強等
を行うことが「望ましい」とされている。これは、補強を行わない場合は違法ではないことを示している。
一方、告示波等が定められた 2000 年以前の超高層建築物等に関しては、対策案に示す長周期地震動対策ど
ころか、現行の大臣認定に係る基準（告示波等）すら満たさない有名超高層建築物等も多い。これら既存超
高層建築物等の所有者等が、対策案の趣旨に則り補強を行おうとしても、対策案の規定する地震動に対して
100% の補強を行うことが困難な場合も多いと考えられる。また、2000 年以降の超高層建 築物等に関して
も、対策案で疑似応答スペクトルの最大値が 120cm/s、160cm/s の区域に存在する場合は、100% の補強
を行うことが困難な場合も多いと考えられる。
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いうことになると、補強を行わない選択を行う建築物所有者等が多くなると考えられ、社会資本整備の観点
からは、望ましくない。
よって、十分とまでは言えないまでも、耐震性向上と言う観点からは、2000 年以前の既存超高層建築
物等に関しては現行の大臣認定に係る基準を満たす程度の補強（80cm/s）を、2000 年以降の既存超高層
建築物等に関しては疑似応答スペクトルの最大値が 160cm/s の区域では疑似応答スペクトルの最大値を
120cm/s 程度とした 補強を施すことも可とし、構造方法の変更に係る大臣認定を行うべきである。
⑧（対象部分：別添２ ３．
（１）②）
：家具等の転倒防止の対応について
家具等の転倒防止は人命の安全性確保、機能維持の観点から重要な事項であることに異論はない。しかし
ながら、建築確認や、それに先立つ超高層建築物等の大臣認定の時点では、部屋の用途は概ね決定している
ものの、家具をはじめ部屋内のレイアウトは通常未定である。
したがって、家具の転倒防止に関する規定が性能評価に用いる業務方法書に謳われ、対策を問われても、
設計者としては回答不能な場合が多い。
家具等の転倒防止は超高層建築物等に限った話ではないので、別途努力すべき事項として建築物所有者、
設計者に限らず全ての市民に対して啓発活動を行うこととし、業務方法書に記述することは控えていただき
たい。
⑨（対象部分：別紙１ ４．
）
：ランダム位相に関する表記について
４．3 行目に「条件：いわゆる告示波（告示 1461 号第四号イに定める地震動、位相はランダム位相で継
続時間は 60 秒以上など）
・・・」とあるが、同告示第四号には位相特性に関する記述はないので、
「位相は
ランダム位相で」と言う記述は、削除すべきである。

超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による
長周期地震動への対策案に関する意見
【氏名】森高 英夫
【所属】一般社団法人 日本建築構造技術者協会 会長
【意見】
（対象部分：対策案全般 ）
この対策案は、従来設計で考慮されてきたとは言えない、近い将来に発生する可能性のある海溝型地震で、
南海トラフ沿いの都市部を含む地域を襲うであろう長周期地震動に対する安全確保のための措置であり、特
定の超高層建築物や免震建築物など（以後、超高層建築物等と呼ぶ）に対して早急に対策をとるべき内容で
ある。以下の点に配慮の上、適切に推進すべきである。
１．建築物の所有者等が理解できる形でのアナウンス
意見募集に添付された資料は、専門的な言葉で書かれているが、これを建築物の所有者等へ設計者が個別
に説明するとなると、説明にばらつきが生じ、社会的な混乱も招きかねない。社会に対して、建築物の所有
者等が理解できる形で概括的かつ具体的に、国土交通省からアナウンスすべきである。
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特に、2000 年以降超高層ビル等の検証に用いられてきた告示 1461 号に定める極めて稀に発生する地震
動に加えて、地域によっては、その 2 倍にもおよぶ大きさの地震動での検証が超高層建築物等に対して必
要となる背景を、新たな知見に基づくならその内容も含めて、専門家でない者でも分かるように、説明すべ
きである。
また、上記説明では、関係者の共通理解のため、以下の点についても言及いただきたい。
・高さが 60m 以下の耐震建築物を対象外としたこと及びその理由
・相模トラフ沿いの巨大地震による影響が大きいと想定される関東地域などにおける当面望ましいと考え
られる余裕の程度（通常、設計で考える余裕の程度はせいぜい 1 ～ 2 割である。）
２．対策案の対象区域
1) 連続的な地震動が得られる区域分け
静岡県、中京圏、大阪圏では 3 つに対象区域を分けており、地震の大きさともいうべき疑似速度応答ス
ペクトルの最大値はそれぞれ 80c ｍ /s、120c ｍ /s、160c ｍ /s で与えられ、1.5 倍ないしは 2 倍の開きが
ある。区域は町丁目レベルで明示するとのことであるが、道路一つ挟んで 1.5 倍ないしは 2 倍の大きさの
地震を対象とする必要があることになり、合理性に欠ける。本来地震の大きさは連続的に変化するはずであ
り、たとえば地図における等高線の様な表現とし、その間隔を別紙 1 で示す区域分けの 2 ～ 3 倍程度細か
くし、等高線の間は直線補完可能とする等、連続的な地震動が得られる区域分けにすべきである。
なお、何らかの理由で上記細かい区域分けができない場合は、区域分けは町丁目までは提示せず、目安の
区域分けである旨明言し、検討する地震動の大きさは詳細な検討を行った場合には別紙 2 の図 5 のスペク
トルではなく、たとえば告示 1793 号第 2 の Rt を減じることができる係数に倣い、その 3/4 倍の範囲内の
値を採用することを可とすることも考えられる。
（2 × 3/4 ＝ 1.5、1.5 × 3/4 ＝ 1.125 であり、隣接する
区域のレベルを下回らない。
）
2) 南海トラフ沿いだが対策不要な地域とした理由のアナウンス
南海トラフ沿いで、超高層建築物の数は少ないとしても免震建築物は少なからず存在するはずの、例えば
愛知県東部～静岡県西部、紀伊半島の南側、高知県～徳島県等においては対策不要とされているが、その理
由を明確にし、アナウンスすべきである。
３．告示免震建築物に対する設計上の配慮の必要性に関するアナウンス及び告示改正等
対策案の対象は時刻歴応答解析による大臣認定を受ける超高層建築物等とされているが、時刻歴応答解析
を用いず、告示 2009 号第 6 の方法で設計された免震建築物（告示免震建築物と呼ぶ）に対しても、長周
期地震動対策が必要だと考えられる。本来は同告示改正等必要な対策を併せて行うべきであるが、緊急に対
策が必要であることから告示免震建築物を対象から当面除外したのであれば、対策案公布に際し、技術的助
言等で一定の設計上の配慮を促すほか、引き続き告示 2009 号第 6 の改正等を行う予定である旨アナウン
スするとともに、同告示改正等のため必要な検討に速やかに着手すべきである。
上記アナウンスを行わず、告示 2009 号第 6 の改正等も行わない場合、長周期地震動への対策が本来必
要な高さ 60m 以下の免震建築物が、経済性の観点から告示免震建築物として設計される恐れがあり、対策
案の実効性を損ないかねない。
なお、対象建築物を「高さが 60 ｍを超える建築物及び法第 20 条第 1 項第一号に規定する認定を受ける
免震建築物」と表現しているが、高さ 60m 以下の免震建築物を含んでいないかのごとき誤解を与える恐れ
があるので、2011 年の対策試案の表現に合わせて「法第 20 条第一号に規定する認定を受ける高さ 60 ｍ
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４．補強対策を実施する建築物への現行法令遡及の緩和
既存超高層建築物等に対して必要な補強等の対策を施す場合、構造方法の変更にあたるため、新築と同様
の審査を経る必要があると思われるが、構造安全性以外の規定に対する現行法適合をも求められるのであれ
ば、補強を断念せざるを得ない場合も想定される。補強を行う場合には構造安全性以外の規定に対しては現
行法適合を問わず、補強を促進すべきである。
なお、別添、別紙の個別の記述内容に関する意見は、上記意見と多少重複する内容もあるが、本協会技術
委員会委員長である伊藤優から、後日別途提出するので、そちらを参照いただきたい。
以上
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超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による
長周期地震動への対策案に関する意見募集について
【氏名】蘓理萌子
【所属】一般社団法人日本建設業連合会 建築部（建築設計委員会・構造設計部会）
【意見】
1.（対象部分：別添 2 2. 対象地震）
地震動 ( 地面の震動 ) の再現期間は、建設地ごとの地震環境を踏まえ、地点ごとに設定して頂きたい
レベル 2 地震動は建設地点で数 100 年に一度の確率で遭遇するであろう地震に対する地震動強さであり、
本対策案では関東・静岡で安政東海地震、中京・関西で宝永地震がその対象地震として設定されています。
南海トラフ沿いでは約 100 ～ 150 年の間隔で M8 ～ 9 クラスの地震が発生しているとされていますが、
この評価は単独、連動発生を含めたものであり、その評価にも様々な学説が存在しています。例えば 1707
年宝永地震の前の 3 連動地震として 1605 年慶長地震がありますが、その地震規模は M8 程度と宝永地震
よりも小さく、安藤・Glenda（1605 年慶長地震のメカニズム、歴史地震、第 20 号、2005）のように津波
地震との指摘もあります。慶長地震以前の 3 連動地震については、1498 年明応地震や 684 年天武地震が
可能性としてありますが、定説はいまだありません（内閣府、南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震
動に関する報告 図表集の図 3、平成 27 年）
。このように、種々の学説があるなかで、本対策案で関東、静
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を超える建築物及び免震建築物」とすべきである。
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岡での異なる安政東海地震の地震動、中京・関西それぞれの地点での宝永地震時の地震動を、すべて一律レ
ベル 2 の対象地震動として選定した根拠を明示して頂きたい。
2.（対象部分：別添 2 2. 対象地震）
南海トラフ沿いの地震のみが対象となっていることについて
対策案は南海トラフ沿いの地震のみが対象となっています。1/8 開催の説明会では、内閣府による相模ト
ラフ沿いの検討結果等がまとまれば、その都度対策案として示されるとのことでした。例えば、関東平野で
は相模トラフ沿いの地震による影響が大きいと考えられ、これによるスペクトルは本対策案のスペクトルを
上回ることが予測されます。この場合、本対策案と将来出される相模トラフ地震の結果を反映した対策案と
の時間差によって、近接する地点で異なる性能の建物が存在することが起きる可能性が有ります。また、本
対策案で対象ではなかった地域が、将来の対策案で大きなスペクトルを設定しなければならないということ
も考えられます。長周期地震動に対する対策としては、同じ手順・根拠に基づいて設定されたゾーニング・
スペクトルが一斉に適用されるべきと考えます。
また、対策案では、関東地域に対して「十分に余裕のある設計を行うことが望ましい」とありますが、十
分とする基準があいまいなため、十分とする判断基準を明記して頂きたい。
3.（対象部分：別添 2 3）
レベル 2 に新たなクライテリアを取り入れることは既往値を緩和する事に繋がる懸念がある
本対策案では構造計算の適用において地震動レベルを「極めて稀に発生する地震動 ( 以下レベル 2 )」と
しています。そして E-DEFENSE の実験に基づき、例えば層間変形角であれば 1/80 程度の変形角を許容
するような説明もありました。レベル 2 における層間変形などのクライテリアに関する具体的な規定値は
無いと思いますが、本提案をレベル 2 の審査用地震動と定めることは、結果的に今までのレベル２のクラ
イテリアを緩めてしまう事に繋がる可能性があります ( 例えば、同じレベル 2 で告示波地震動に対しては
1/100、長周期地震動は 1/80 では混乱を招くことになります )。その意味で本対策案の地震動は、今まで
のレベル 2 とは別の範疇とする方が適切と考えます。
4.（対象部分：別添 2 3.（1）
（2）
）
告示免震建物と時刻歴検証免震との整合性をとる必要がある
告示免震により設計された建物はある程度の余裕度があるという前提で、今回対象外ということになって
いますが、告示の 2 倍の大きさの地震動に対し、確実に余裕があると判断することは難しく、時刻歴応答
により検証された免震建物と同様に、告示免震建物も検証対象建物として頂きたい。また、告示免震建物の
具体的な検証法が整備されるまでは、
本対策案での地震動の大きさが告示の 1.5 倍から 2 倍の様な区域では、
告示免震建物の計画は不可とするべきではないでしょうか。
5.（対象部分：別添 2 3.（1）②家具転倒などへの対策）
家具の転倒などに関する設計法はまだ研究途上であり今後の研究課題として頂きたい
家具の転倒防止については、認定の審査時に、
「設計上の措置についてあわせて説明を求める」とありま
すが、
現在、
設計者が判断の拠り所とする研究結果も少なく、現段階での具体的な運用は難しいと思われます。
従って、更なる基礎研究を行った上で、具体的な運用方針の基に認定時の審査を行うこととして頂きたい。
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基礎・地業の補強について
長周期地震動のレベルが 1.5 ～ 2.0 倍の区域に建つ既存の超高層建築物や免震建物では、上部構造をダン
パーなどで補強したとしても、杭及び基礎部への地震力を減らす事は容易ではなく、むしろ増大し「極めて
稀に発生する地震動 ( 以下レベル 2 )」のクライテリアを満足しなくなる可能性があります。この場合補強
が必要となりますが、その施工は経験的に極めて困難となる事が予想されます。また、補強工事を行う際は
基礎下地盤の掘削を伴う事になります。掘削工事そのものの危険性もさることながら、掘削工事中に建物本
体の耐震性が低下することも危惧されます。一方で国内において過去に基礎地業の損傷で倒壊に至った建築
物はほとんどありません。上記を踏まえるとレベル 2 という範疇ではなく、別の範疇で検証する方が既存
超高層建物の長周期地震動対策をより円滑に進める方向になると考えます。
7.（対象部分：別紙 1 設計用地震動作成方法）
区域ごとのスペクトル以外の方法を適用する場合の判断基準について
区域ごとのスペクトル以外に、①基整促による方法、②差分法等による方法を適用することができるが、
建物 1 次固有周期付近で①、②による結果が区域ごとのスペクトルと同等以上であることとされています。
同等以上の判断基準があいまいなため、その基準を明記して頂きたい。区域ごとのスペクトルは①の成果に
基づくものですが、①は観測記録に基づく統計量であり平均的な地震動レベルが捕えられるものの、規模の
大きな地震のデータが限られるため M8 以上の地震を対象とする場合には外挿となります。②の方法は詳細
な情報（地下構造、震源）に基づいた地震動評価が可能ですが、入力パラメータが①に比べ多くなることに
よる不確実性が増加します。いずれの方法にも一長一短があります。このため、区域ごとのスペクトルが最
低の地震動レベルとされるのではなく、いずれの方法による地震動評価結果も並列で扱われるべきと考えま
す。
8.（対象部分：別紙 2 4. ３大都市圏と静岡県のゾーニング方法と地震動のレベルの考え方）
対策案で示されている 3 大都市圏、静岡以外の地域が対象外であることについて
対策案では、3 大都市圏と静岡のみが対象とされていますが、これら以外の地域は対象とする必要はない
のでしょうか。この対策案に他の地域が示されていないことは、これら地域への南海トラフ沿い地震に対す
る安全情報と捉えられることにはならないか懸念されます。
例えば、地震本部「長周期地震動予測地図２０１２年試作版」では、徳島県での地震動レベルが大きくな
ること、徳島県や大分県で継続時間が長い地震動になることが示されています。建築研究資料 No.144 にお
いても、大分市で非常に大きな地震動レベルになるとの結果も示されております。今回の地域分け、スペク
トル設定の検討段階で、その他の地域を対象外とした経緯があるのであれば、それを開示して頂きたい。そ
の他既往研究結果も参照して、総合的にこれらの根拠を明記して頂きたい。
9.（対象部分：別紙 2 4. ３大都市圏と静岡県のゾーニング方法と地震動のレベルの考え方）
4 地点の応答スペクトルについて既往の研究成果・他の手法と合せた総合的評価として頂きたい
既往の研究報告を参照すると、例えば、
①「土方他：想定東海地震の東京湾岸における長周期地震動予測、日本建築学会構造系論文集、第 617 号、
pp.55-62、2007」では、特に千葉県の湾岸部で告示極稀に発生する地震動レベルを上回る結果が示され
ています。
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6.（対象部分：別添 2 3.（3）既存の超高層建築物等）
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② 日本建築学会構造委員会長周期建物地震対応ワーキング「長周期地震動対策に関する公開研究集会、
2011.3」では東海・東南海・南海連動地震の 3 次元 FEM 解析結果に基づいた、3 大都市圏の長周期地震
レベルについて取りまとめられている。この結果と本対策案の区域ごとスペクトルを比較すると、関東
平野は過小評価、大阪平野は過大評価となっています。
③「山本・吉村：3 次元大規模 FEM による東海・東南海・南海連動地震の長周期地震動シミュレーション、
日本建築学会構造系論文集 , 第 677 号 ,pp.1055-1064,2012」の結果と比較をしても、特に関東平野で
は対策案のスペクトルが過小評価となっていることが分かります。
これらの研究成果から判断すると、今回 4 地域で提示されたスペクトルは安全側の評価となっているも
のと危険側になっているものが混在していると判断せざるを得ません。それらの既往の研究成果や他の手法
との総合的評価を含めて、4 地点の応答スペクトルを再考して頂きたい。
10.（対象部分：別紙 2 長周期地震動を考慮すべき主な地点について）
地震動強さの段階的区分けについて
地震動の大きさを平野ごとに最大 3 種類で分けられていますが、大きさが区切られた境界で、一方は告
示の 1.5 倍、もう一方は 2 倍という場合もありその不連続性が大きすぎると感じられます。連続性を持た
せた設定の方法が必要と考えますので、ご検討頂きたい。
11.（対象部分：別紙 5-1 超高層鉄骨造の繰返し変形による梁端部破断の検証方法について）
超高層鉄骨造建物における、梁端破断に関するＤ値評価について、評価式が示されていますが、まず一つ
の地震動に対してＤ値が 1 未満であることの検証は、他の地震動を経験した場合を想定しておらず、複数
回地震動の経験を想定するのであれば、Ｄ値はもっと抑えるべきと考えます。また評価式自体も限られた実
験結果からの評価式と見受けられるので、フレームモデル等による精算解との整合性を含めて、再考して頂
きたい。
12.（対象部分：別紙 5-2 免震建築物の繰り返し依存性の検証方法について）
免震材料が長時間の繰り返しに対しその特性が変化することについて設計者が個別に判断するのは難しく
メーカー情報に委ねることになります。特に大口径免震装置の特性は試験データも少なく定量的な評価にな
りえないのではないでしょうか。若しくは 37 条の免震装置認定に長時間繰り返し特性に関する情報を付加
すべきではないでしょうか。
また、今回示されている免震材料の長時間の繰り返しに対する特性変化は、告示 37 条で認定されるすべ
ての免震材料について示されていません。示されていない材料に関する取扱いについて、早急に設計手法と
して具体的な運用を示して頂きたい。
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Hisada Yoshiaki

工学院大学建築学部まちづくり学科

教授（工学博士）

1961 年生、早稲田大学理工学部建築学科卒業、同大学院を修了・助手、南
カルフォルニア大学地球科学科助手を経て、1995 年より工学院大学の専任
講師・助教授を経て現在に至る。専門は地震工学・地震防災。
【著書】逃げないですむ建物とまちをつくる─大都市を襲う地震等の自然災
害とその対策─（日本建築学会、分担）
、地盤震動と強震動予測

基本を学

ぶための重要項目（日本建築学会、分担）
、建築の振動：初歩から学ぶ建物
の揺れ（朝倉書店、分担）ほか

超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動への対策案に関する
意見募集について

【氏名】委員長：久田嘉章（工学院大学）
、幹事：井川望（鴻池組）、境茂樹（安藤・間）
【所属】一般社団法人 日本免震構造協会 入力地震動小委員会
【意見】
当協会の入力地震動小委員会は大都市圏における長周期・長時間地震動を考慮する必要性を理解しており、
今回公表された「超高層建築物における南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動案について」の対策
の主旨については原則的に賛同する。しかしながら、対策案の内容については多くの再検討すべき課題があ
り、それについての意見および質問を以下に提示する。
なお、以下において、今回の国交省の提案を「本提案」と称する。
（本提案のスペクトルのレベルについて）
・本提案の地震動は、内閣府における「南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動に関する報告」
（平
成 27 年 12 月 17 日、以下、内閣府報告と称す）を踏まえて、現時点までに得られた技術的知見に基づき
とりまとめた、とあるが、本提案と内閣府の地震動とは目的が大きく異なっており、より慎重な検討が必要
と考える。すなわち、本提案の地震動は、守るべき最低限の基準である建築基準法に基づく極稀地震動（数
百年に 1 度程度のレベル 2 地震動）として位置付けられ、大地震時の地震動の下限値を提示すべきと考え
られる。一方、内閣府報告の地震動は、数千年の１度程度の最大級地震に対しての万が一の過酷事象への備
えることを主眼としており、防災・減災対策を推進するために考慮すべき大地震時の地震動の上限値に近い
値が含まれていると考えられる。内閣府報告では「南海トラフ沿いで約 100 ～ 150 年の間隔で発生してい
るとされるＭ８～９クラスの地震」とあるが、これは広大な南海トラフの全区間が対象であり、東海・東南
海・南海地震などの特定の区間が対象ではない。特に対策案で対象とされている南海トラフの全区間が同時
に破壊した 1707 年宝永地震（M8.9）は、約 1500 年間の歴史上 1 度しか存在が確認されておらず、数百
年に１度の地震ではない。同じく静岡県や中京圏に最も影響があるとしている東海・東南海地震が連動した
1854 年安政東海地震（M8.6）も、
歴史的に明確に確認されているのは 1500 年間 1 度のみである。従って、
これら歴史上最大級の地震を基本とする本提案はレベル 2 地震動（数百年に 1 度）でなく、レベル 3 地震
動（数千年に 1 度）として扱う方が妥当であると考えられる。
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・内閣府報告の応答スペクトルの平均的な振幅レベルと比較し、本提案の OS1、CH1 の値は大きく評価し
ていると思われる。すなわち、
内閣府報告の「別冊⑤長周期地震動の推計結果～擬似速度応答スペクトル～」
に基づき、OS1、CH1 の地点について、内閣府が対象とした 5 地震（宝永・安政東海・安政南海・昭和東南海・
昭和南海地震）について疑似速度応答スペクトル pSv の値を読み取り、過去の地震の発生回数を基に南海
トラフ巨大地震による周期 2 ～ 6 秒の pSv の平均値と標準偏差を算定した（表１、表２参照）
。同表には内
閣府報告（2015）の図３より選定した類似の対象地震と回数、および周期ごとの平均値と標準偏差の値を
示している。歴史地震を５地震に分類する際、破壊領域やＭの値は大きい方を使用し、応答値は安全側（高
い値）になるように評価した。その結果、OS1 地点では平均 pSv ＝ 110 ～ 130cm/s 程度、CH1 地点の平
均 pSv ＝ 60 ～ 110cm/s 程度と見積られ、本提案のスペクトルレベル（最大で 160cm/s）と比較して小さ
い結果となった。これは過去の南海トラフ沿いの地震の中では中京圏や大阪圏への影響が比較的小さい南海
地震の回数が多いためである。従って、南海トラフ沿いでは確かに 100 ～ 150 年の間隔で繰り返し発生し
ているものの、宝永地震や安政東海地震の同時連動型タイプの巨大地震の発生頻度は極めて小さく、建築基
準法におけるレベル 2 地震動の扱いとは区別して考えるべきと思われる。
表１ 内閣府報告による南海トラフ沿いの巨大地震による疑似速度応答スペクトルの平均値と標準偏差（OS1 地域）

表２ 内閣府報告による南海トラフ沿いの巨大地震による疑似速度応答スペクトルの平均値と標準偏差（CH1 地域）

注：対象とする歴史地震は内閣府報告（2015）の図３より選定。但し、慶長地震は
津波地震と言われており、除外した。Ｍの値に幅がある場合は、大きい方を採用

・基準整備の方法（本提案、別表３）の手法による OS1（此花）、CH1（津島）における pSv を評価した結果、
本提案による pSv の大きさに違いが見られ、設計用地震動の評価手法として基準整備の方法は安定性に欠
ける値を示すと思われる。すなわち、
ここでは表３に示した検討用の震源断層を用いて OS1（此花）、CH1（津
島）で計算し、その pSv の値（工学的基盤上）を図１と２に示す。
図１より此花－ OS1 では、基準整備の方法と本提案の pSv を比較すると、宝永地震と安政南海地震では
周期１～７秒で前者の結果が 100 ～ 150cm/s 程度上回る。特に周期１～３秒ではどの地震でも前者の結果
が非常に大きな値となっている。一方、表３に示した内閣府報告による pSv は、周期４秒以下で平均値が
パブコメ波の pSv に近く、周期５秒以上では平均は 50cm/s 程度小さく、平均＋標準偏差（σ）とほぼ同
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図２より津島－ CH1 では、基準整備の方法と本提案の pSv を比較すると、宝永地震と安政東海地震では
周期４秒以上では整合するが、周期３秒程度以下では前者の結果が 50 ～ 100cm/s 程度大きい。一方、内
閣府報告による pSv は、平均値はパブコメ波の pSv より 50cm/s 程度小さく、上限値と平均＋標準偏差（σ）
とほぼ同じレベルである。
以上より、本提案の pSv は、内閣府報告による pSv より大きな値を示し（CH1 では全周期、OS1 では
５秒以上で 50cm/s 程度）
、一方、基準整備の方法はＭや震源距離のとり方で、パブコメ波や内閣府報告の
pSv を凌駕する可能性が高いことが分かる。
表３ 基準整備の方法による地震動評価のために用いた震源断層

図１ 此花－ OS1 における基準整備の方法、国交省告示・パブコメ波、 図２ 津島－ CH1 における基準整備の方法、国交省告示・パブコメ波、
および内閣府報告による擬似速度応答スペクトルの比較
および内閣府報告による擬似速度応答スペクトルの比較

基準整備の方法は、現在までわずか約 20 年間の極めて限定的な K-Net の観測データをもとに作られた 1
つの経験的手法に過ぎず、今後、新しい観測データや知見が増えてくると容易に変更しうるものである。す
なわち元になっているデータは、小地震が中心、震源近傍データの欠落、旧 K-Net による短い継続時間、深
層地盤の増幅率の妥当性が未検証などの課題を有しており、経験的な振幅・位相スペクトルによる基準整備
の方法による地震動と、現実の巨大地震による地震動とは大きく異なることが予想できる。従って設計者が
自主的に新しい知見を取り入れられるような工夫や、新しい知見で基準が変更され、既存不適格建築物の発
生による社会的な混乱を招かないような配慮、例えば設計者による L3 地震動の策定や長い継続時間におけ
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じ値となっている。

第十二回

る１次モード共振とそれによる大変形への対策など、事前に余裕度を見込んだ設計法を促すような施策が必
要と考えられる。
○検討建物モデル：9 階建て基礎免震モデル（10 質点モデル）とする。各階重量は 10000kN、剛性分布は、上部建物最下層に
対して最上層の値が 1/2 となる台形分布とする。また、RC 造を想定し免震層固定時の 1 次固有周期を其々
36m × 0.02 ＝ 0.72 秒と設定する。想定する建物の諸元を下記に示す。

検討地震波は、
El Centro NS（振幅 50 cm/s 基準）
Taft EW（振幅 50 cm/s 基準）
Hachinohe EW（振幅 50 cm/s 基準）
告示（神戸位相：解放工学的基盤）
告示（八戸位相：解放工学的基盤）
告示（乱数位相：解放工学的基盤）
「別紙２ 付録」より
静岡県：SZ1、SZ2
中京圏：CH1、CH2
大阪圏：OS1、OS2
とした。
また、
検討する免震装置は、LRB-R1200（ゴム外径φ 1200、ゴム総厚さ 248mm）、弾性滑り支承 SSR-S750（摩擦係数μ＝ 0.01、
ゴム外形□ 750、ゴム総厚さ 36mm）、使用合計基数 10 基とし、LRB、SSR の特性バラツキ（基準温度 20℃、5℃～ 30℃）を
考慮した。
LRB の諸元を表６に示す。表中の「長周期なし」は、本提案による L2 地震動（SZ1 ～ OS2）を使用していない、という意味である。
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表７ 応答結果の概要

第十二回

試算した免震構造建築物の応答結果を以下の表５
に示す。この結果より、
本提案の地震動（レベル２）
を考慮し、設計クライテリアを満足させようとした
場合、可能性の高いレベル１地震動に対して応答加
速度は 1.2 ～ 1.5 倍程度まで増大しており、応答性
能の低下が確認できる。参考として、応答結果の一
例を、図３，４（使用した全ての入力地震波に対す
る最大応答値）に示す。

なお、本検討では表層地盤は考慮していないが、厚い軟弱地盤があり強震動による剛性低下で地盤周期が
１秒から２秒になる場合、２割程度は応答が大きくなると予想される。さらに、長い継続時間による繰り返
しによる免震層のエネルギー吸収能力が低下するので、変形が大きく進行すると予想される。上記の変形を
抑えるため、クリアランスの制約を考慮すると現実的にはオイルダンパーを追加するか、鉛プラグのα s を
大きくすることになるが、その見返りとして、上部構造の設計せん断力が大きくなり、積層ゴムの座屈等の
リスクが高くなり、上部構造により大きな建築コストがかかることになる。新築の場合、建設コストの上昇
を許容すれば、設計の工夫で対応は可能であるが、既存の場合は、クリアランスと上部構造の耐力を大きく
することが必要であり、技術的な対処は可能であるが、建築計画の大幅な変更と改修に伴うコスト増が大き
く、施主への十分な説明と理解が必要である。例えば上記シミュレーションでは、積層ゴムのハードニング
の影響がでないように、ゴム層厚 248mm の積層ゴムを使用しているが、160mm 程度でクリアランス近く
（600mm）では接線剛性は 2 ～ 7 倍の範囲なので、上部構造には大きなせん断力が発生してしまう。既存
が告示を上回る地域にある免震建物は、対応に大いに苦慮すると予想される。

図３ 最大応答値（稀地震に発生する地震動 L1（標準））

図４ 最大応答値（極めて稀に発生する地震動 L2（標準））

（対策案の適用範囲、対象地震について）
・他の震源域で発生が想定される地震（たとえば相模トラフ沿いの巨大地震、日本海の巨大地震など）によ
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第十二回

る長周期地震動が考慮されておらず、それらの地震の影響を強く受ける地域では、長周期地震動に対する対
策は十分であると誤解され、
新規建築物でも次の改正で既存不適格建築となる恐れがある。この点について、
しっかりと明記するとともに、社会的にも重要度の高い相模トラフ沿いの巨大地震などに対する地震動レベ
ルを早急に提示して頂きたい。その他、日本海の巨大地震や大規模な活断層の地震（中央構造線や糸静断層
帯など）など、全国で無数の長周期地震動の発生源があり、全国的な対応が必要であるが、国交省は今後、
どのようにするのか方向性が見えない。厚い堆積層がある３大都市圏以外の都市部でも巨大地震の際、長時
間・長周期地震動が現れるのは古くから分かっており、地震学的な成果を待たずとも万が一の場合への対策
として、長周期地震動との共振の配慮による余裕度を見込んだ設計法など、工学的判断による対応が必要に
なっていると考えられる。
・本提案の基礎となった基整促による統計的な手法は、現時点では限定された観測データ（中小地震が大多
数、巨大地震の震源近傍のデータが欠落、３分を超える長い継続時間の観測データが殆ど無い、など）をも
とにした点震源を仮定した近似解である。このため 2010 年のパブコメでは断層直上およびその近傍地点は
対象外とされているが、今回の提案では、静岡地区や名古屋地区など、断層面直上に位置する地域も対象と
なっている。2011 年東北地方太平洋沖地震は沖合遠方の地震であり、2010 年のパブコメ以降現在までに、
M8 クラス以上の巨大地震に対する断層近傍の強震記録が急増したとは考えにくく、本提案において断層近
傍にも適用できる根拠を示していただきたい。な
お、建築研究資料 144 号の 2-3 節には、疑似速度
応答スペクトルの周期別の距離減衰が示されてい
るが（次ページの図５）
、断層最短距離が 50km 以
下では基整促の改良式は 2010 年のパブコメ（旧
式：オリジナル）に比べて大きくなる傾向を示し
ており、断層近傍での適用には注意を要すると考
えられる。また、この図では断層最短距離 20km
以下は明示されておらず、20km 以下は基本的に
適用外と理解される。

図５ 旧経験式と改良式の pSv の距離減衰特性（建築研究資料 144 号より）

・本提案に示された 3 大都市圏以外の区域でも、南海トラフ巨大地震の長周期地震動の影響が大きい地域が
認められ（建築研究資料第 147 号 2-4 節で示された徳島や大分など）、このような地域でも設計用地震動の
設定について考慮すべきと考えられる。
（本提案手法以外の方法の適用について）
・本提案以外の強震動予測手法（有限要素法や差分法など）についても、長周期地震動を適切に想定できる
と認められる場合は適用可能とされているが、本提案手法とスペクトルが「同等以上」という縛りがあるた
めに、実際にはこれらの手法が適用されない恐れがある。現在の巨大地震の強震観測データベースに限りが
あり、同様に長周期地震動に重要な深部地盤構造の精度も改善の余地がある。今後、データが蓄積され、地
震動予測手法も日々進歩することが期待されており、研究者や実務設計者の技術開発努力が報われ、最新の
研究成果が設計に反映されることが望ましい。
（再検証建築物の判定について）
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価剛性、減衰定数の低下が示されている。一方、既存建築物のスクリーニングでは、擬似速度応答スペクト
ルの比較のみとなっており、整合していないのではないか。
（家具の転倒防止に対する検討と具体的な対策方法について）
・家具の転倒防止対策は推進すべきであるが、機器の配置や仕様は、使用者が決めることであり、設計者が
決めることが出来ない。使用者に対する十分な説明とその具体的な対策方法（部屋の中央に配置された家具
や什器の対策含む）を提示すべきである。

加藤 研一

Kato Kenichi

㈱小堀鐸二研究所
1959 年生、㈱小堀鐸二研究所

執行役員 博士 ( 工学 )、東北大学工学部

建築学科卒業、同大学院を修了、鹿島建設原子力設計部に入社、同小堀研
究室に移動、2010 年より㈱小堀鐸二研究所に出向し現在に至る。この間、
1988 年に米国プリンストン大学、1991 年～ 1993 年に米国南カリフォル
ニア大学に客員研究員として滞在。専門は地震工学・地震防災。
【著書】地盤震動－現象と理論－（日本建築学会、分担）、最新の地盤震動研
究を活かした強震波形の作成法（日本建築学会、分担）
、地盤震動と強震動
予測

基本を学ぶための重要項目（日本建築学会、分担）、ほか

超高層建築物における南海トラフ沿いの巨大地震による
長周期地震動への対策案に関する意見募集について
【氏名】小堀鐸二研究所
【意見】
（全般）
① 別紙 1 には、他の手法を用いて地震動評価を行う場合、1 次固有周期付近で別紙 2 に提示の pSv と VE
以上であることとされていますが、別紙 2 のスペクトルはあくまでゾーン内の平均値ですので、50％はこ
れを下回るところもあるはずです。従って、適切な手法により評価されている場合は、別紙 2 を下回る地
震動も認めるべきではないでしょうか。
（対象部分：別紙 1 ）
① 別紙 1 (a),(b) の方法には，ばらつきを考慮した作成と，別紙 2 の地震動と建築物一次周期付近で擬似速
度応答スペクトルとエネルギースペクトルが同等以上を求めていますが，別紙 2 の地震動は区域平均であり，
ばらつきは考慮されていません。対策案として全体的な方針が統一されていません。別紙 2 の地震動のば
らつきを示すとともに，(a),(b) の方法で適切に評価された地震動については別紙 2 以下のレベルも認めるべ
きだと考えます。また，
「継続時間 500 秒以上」は根拠不明ですので，
「応答に及ぼす影響を考慮して適切
に継続時間を設定する」程度の表現が望ましいと思います。
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・別紙 5-2 では、免震材料の繰り返し依存性について記載されており、積層ゴムの種類により降伏荷重や等

第十二回

② 震源モデルの詳細が示されていないため，別紙 1 (a),(b) の方法での評価が不可能であり，別紙 2 の地震
動と比較検証することができません。(a),(b) の方法が形骸化することが懸念され，国土交通省として敢えて
そうしていると思われかねません。適切な地震動評価のためにも，別紙 2 の地震動を評価した震源モデル
等の詳細なデータを全て公開して頂きたいと思います。
（対象部分：別紙 2 ）
① 既存構造物のスクリーニングに必要となるので、地震波データが公開されている 10 区域の擬似速度応答
スペクトルのコントロールポイント ( 周期とスペクトル値 ) を公開してほしい。
② 本対策案の対象物は、明確に 60m 以上の超高層と大臣認定免震建物と明示されています。一方、別紙 2
の pSv は 0 秒から表示されているため、
中低層建物をこの地震動を用いて動的に検討することは可能ですが、
この地震動は 2 秒以下の周期帯での検討に耐えるだけの信頼性がありますか。もしなければ、
「この地震動
は周期 2 秒以下の建物の検討に用いるのは○○の理由で不適切」との注意書きが必要だと思われます。
③ 関東地方は、広い領域にわたって検討用地震動として１波が示されているのみです。これは緑ゾーンの
7 秒の pSV 値が 60cm/s 以上の平均値を規準化したものとのことですが、別資料を見ると東京 23 区の一部
で、100㎝ /s 超えの区域が存在します。他の 3 地域にならえば、100cm/s 超えの地域は赤ゾーン（ただし
pSv は 100 もしくは 110cm/s）にすべきではないですか。
④ 内閣府の報告書では、最大クラスの地震動も評価されており、地震動波形を公表する際には平均レベル
とともに最大クラスの地震動波形も公表する予定と聞いております。今回の国交省対策案で示された地震動
はあくまでゾーン内の平均値であるため、ゾーン内の 50％の場所でこれより大きな地震動が予測されるこ
とになります。それではまた、想定外を生み出すことになるため、内閣府の方針にならって、参考として最
大クラスの地震動のレベルも提示して頂きたいと思います。その上で、最大クラスを用いるか否かは、設計
者及び事業主の判断に任せればよいと思います。
⑤ 静岡県のような震源直上の地域は、提示された長周期地震動のレベルを設定している経験的な方法の適
用範囲外だったと思います（もともと震源直上の観測点がないから）
。そのような長周期地震動のレベルの
信頼性がどの程度のものか、使用するうえで知っておく必要があります。その一助として他手法による推計
等と設計用に設定されたこの長周期地震動と比較した結果を提示する必要があると思います。
⑥ ゾーン分けにより道を挟んで地震力が大きく異なることになります。その（基準法の地域係数のような）
不整合について、社会（建物主）のコンセンサスが得られているのでしょうか。
⑦ 別途の方法で作成した長周期地震動を用いる際には、提示されている長周期地震動を上回っていないと
採用できないことになっています。それでは別途の手法で長周期地震動を作成する意味が半減します。妥当
な仮定で妥当に作成された長周期地震動であれば、それを採用してよいというルートはないでしょうか。
（対象部分：別紙 3 ）
① 観測データに基づく設計用長周期地震動を作成する際に、独自に評価した距離減衰式を適用できる枠組
みを必ず設定していただきたいと思います。今後の技術開発の推進のためにも、強く希望いたします。
（対象部分：別紙 4 ）
① 別紙４
（表層地盤の増幅）
の内容が難解であり、
理解できませんでした。簡略化スペクトルを用いる場合は、
すでにサイトごとの地盤増幅の情報が平滑化されており、地震動振幅が地表相当なのか工学的基盤相当なの
か判断が不可能と思います。表層地盤の増幅を考慮するのかしないのかをもう一度整理して提示されること
を望みます。
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① [ 別紙 5-1] 鉄骨部材の検証を行う方法として、
塑性率と累積塑性変形倍率を用いる方法が示されています。
それ以外にも塑性率時刻歴から Miner 則を仮定して損傷度を計算する方法等が考えられます。そのような
方法も（示された方法以外の方法も）認めることを明示しておくべきではないでしょうか。
② [ 別紙 5-2]「使用する免震材料ごとに繰り返し依存性の有無及び程度に関するデータを生産者から取得」
とのことだが、データの妥当性についての判断が困難だと思われます。例えば生産者の行う統一的な試験方
法を示す等によりデータの妥当性を担保するような方策も併せて示すべきではないでしょうか。
（対象部分：別紙 6 ）
① スクリーニングに用いる 1 次固有周期の定義がなされていません。超高層ビルの場合には、弾性 1 次固
有周期と想像できますが、免震の場合には、いろいろな種類の 1 次周期があるため定義を示すべきだと思
われます。
② 別紙 6 のスクリーニングにおいて、1 次固有周期のピンポイントの pSv のみで判定するのは不十分だと
思われます。そこで、
・別紙 1 にも示されているように、1 次固有周期付近として周期に幅を持たせて、その範囲で大小関係を判
定すべきと思われます。
・最大値のみで判定すると長継続時間の繰返しの影響が考慮されないので、例えば別紙 2 のゾーニングにも
用いられているように、長周期地震動の pSv を 80％で除して割り増したものと設計時地震動との比較で判
定するなど、長継続時間の影響を見込んでスクリ―ニングをすることで再検証対象建物の拾い漏れが無いよ
うにすべきではないでしょうか。
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（対象部分：別紙 5 ）

2016/6/23 開催 第 13 回フォーラム

テーマ：どうする？構造設計

―自然災害のたびに見られる新しい事象と課題をめぐって

第十三回

コーディネーター：金田勝徳

パ ネ リ ス ト ：古橋剛、金箱温春、福田孝晴
大きな自然災害が起こる度に「人間は自然に対する謙虚さを忘れてはならない」、
「自然を征服しようとか、
征服できたなどと考えるのは人間の思い上がり」などの言葉をよく耳にする。
その自然災害の内、私たち構造技術者にとって最も関係が深い地震に関しても、全国に張りめぐらされ
た観測網やスーパーコンピュータによる解析結果を駆使しても、その発生時期や規模などを正確に予測し、
備えることがいまだできていない。110 年程前に、
日本の地震学のさきがけの一人と言われる東大助教授（当
時）今村明恒博士が、
「地震予知法と耐震構造法が地震学の二大問題であり、地震学の研究目的のほとんど
がこの問題を解決するためにある」との言葉を残している。
熊本地震の前・本震から一週間ほど後に「今でも怖くて屋根のある場所で寝ることができない」という
被災者の悲痛な声がテレビから流れていた。その映像を見た時、現代の科学技術の力が 100 年以上も前か
ら変わっていないのかと、暗然とした想いにとらわ
れた。
とはいえ、どこかで設計条件を設定しなければ構
造設計できないのも現実であり、それが構造物の安
全限界でもあるのではないか。今回はいまだに未解
明の地震（動）に対する安全限界を、どのように設
定すべきなのかを論じたい。
（金田勝徳）

古橋 剛

Furuhashi Takeshi

日本大学理工学部建築学科教授

博士（工学）

1954 年生まれ。1978 年東京大学工学部建築学科卒業。
1978 年住友建設株式会社入社、2003 年会社合併により三井住友建設、建
築物の構造設計、構造技術開発、免制震構造物の設計及び免制震技術開発に
従事。2007 年日本大学理工学部建築学科准教授、2011 年同教授、現在に
至る。
専門分野は、免震・制振構造物、構造物の振動制御、特にダイナミック・マ
スによるモード制御、これらの研究・開発により「建築物の応答制御を通し
て、長寿命建物の実現」を目指している。
構造設計一級建築士、一級建築士、建築構造士、博士（工学）、
日本建築学会会員、日本免震構造協会会員、日本建築構造技術者協会会員
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福田 孝晴
鹿島建設株式会社

Fukuda Takaharu
執行役員技術研究所長

1981 年            京都大学工学部大学院工学研究科 ( 建築学専攻 ) 修了
第十三回

同年                鹿島建設株式会社入社
2004 年            同社建築設計本部構造設計統括 グループリーダー
2012 年            同社建築設計本部 本部次長
2015 年            同社建築設計本部 副本部長
2016 年            同社技術研究所 所長

金箱 温春

Kanebako Yoshiharu

金箱構造設計事務所代表取締役
工学院大学特別専任教授、東京工業大学特定教授
1975 年

東京工業大学工学部建築学科卒業、1977 年

東京工業大学大学

院総合理工学研究科修了、1977 年

横山建築構造設計事務所、1992 年

金 箱 構 造 設 計 事 務 所 設 立、2008 年

博 士（ 工 学 ） 取 得、2011 ～ 2015

日本建築構造技術者協会会長
【主な構造設計担当作品】京都駅ビル、兵庫県立美術館、青森県立美術館、
表参道ヒルズ、昭和記念公園花みどり文化センター、日本盲導犬総合センター、東京大学情報学環・福武ホ
ール、広島球場、浜松サーラ耐震改修、工学院大学八王子総合教育棟、サイエンスヒルズこまつ
【主な受賞】ＪＳＣＡ賞（1998 年）
、
松井源吾賞（2005 年）、北海道建築賞（2006 年）、JIA 環境建築賞（2008
年）、日本建築学会作品選奨（2009、2010 年）
、BCS 賞（2010 年、2012 年、2013 年、2014 年、2015 年）、
日本建築学会賞（2016 年）など
【主な著作】構造計画の原理と実践、力学・素材・構造デザイン（共著）、建築家の講義「サンチャゴ・カラ
トラバ」（翻訳）
、見えない震災（共著）

古橋剛氏（日本大学理工学部建築学科教授）からは、これまでの地震被害にまつわる歴史を振り返りなが
ら、これからの対震技術に関する見通しについてのお話を頂いた。
1924 年、関東大震災の翌年、市街地建築物法施行規則に我が国初の耐震規定が制定された。その時の大胆
に割り切った考え方は柔剛論争を招くことになる。この論争は結論の出ないものであったが我が国の対震技
術の発展に有益なものであったと考えられている。
1950 年に建築基準法が制定されて、市街地建築物法の耐震規定の精神を引き継ぐこととなる。以来、多
くの地震被害を経験するたびに耐震設計に関する法基準が改正され、1981 年に現行の耐震設計に関する法
基準「新耐震設計法」が施行された。その後の、1995 年 1 月の兵庫県南部地震では甚大な被害が発生し、
構造設計者と一般市民との間にある、建築の耐震性に対する認識の違いが改めてクローズアップされた。そ
れ以降我が国では被害地震が連発するようになった。
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2007 年 7 月の新潟県中越沖地震では柏崎刈場原子力発電所で、それまでの原子力発電所施設の設計基準
を大きく超える地震動が観測され、基準の見直しが迫られることとなった。続く 2011 年 3 月の東北地方
太平洋沖地震では、福島第一発電所の被災状況が予測をはるかに超えたことから、基準類の見直し整備作業
が中断され、どのように設計したら原子炉の安全確保に十分なのかが分からなくなってしまった。2016 年
第十三回

4 月の熊本地震ではごく短期間に震度 7 が 2 回、震度 6 強が 2 回、震度 6 弱が 2 回とこれまで経験したこ
とがないような連続する大地震を経験した。
兵庫県南部地震、新潟県中越沖地震、熊本地震のいずれでも、基準法告示が示す設計用加速度応答スペク
トルを大きく上回る地震動が観測されている。
同時にそれまでの想定を超えた長周期パルス波も観測された。
こうした地震動に構造設計としてどう対応すべきか、いまだ合意が得られない課題である。これらの地震動
に対応する高さ 200 ｍ、固有周期 6 秒の超高層建築の試設計を行ってみたところ、現実には設置不可能な
ほどたくさんの制震装置を設置しなければ、安全性が確保できない設計となった。
当面はこうした地震が本当に発生する恐れがある地域では、この試設計に用いたモデルの様な超高層建築
の建設は控えた方が良いのではないかと思われる。

金箱温春氏（金箱温春構造設計事務所所長）からは「自然災害（大地震）と構造設計」と題して、現状の
耐震設計における問題点についてお話を頂いた。
設計用地震動レベルについて、現設計法では１次設計、２次設計において想定している実効入力地震動は、
それぞれ 80 ～ 100gal,300 ～ 400gal 程度とされている。しかし近年それを大きく上回る地震動が次々と
観測されている。ところが被害の状況はそれ程でもないことから、これらの観測地震動は計測機器や計測方
法の問題から実地震動より大きく観測されている可能性も考えられる。実際の被害状況を見れば、現行法規
で定められている設計用地震力を引き上げる必要はないのではないか。
地震に対する構造設計において準拠している建築基準法は、耐震性能の最低限を定めたものであるから、
設計の際には求められる耐震性能に応じた設計荷重を考えるべきである。その際には建設地の地盤の評価も
含めた、地域の違いをどのように組み込むかも問題である。
東北地方太平洋沖地震でも、熊本地震でも見られた
繰り返しの大地震対策としては、水平剛性が低くなり
がちな鉄骨造、木造の応答変形を小さく抑えておくこ
とが有効であると考えられる
木造建築（特に 4 号建築）の耐震性に関する設計上
の問題は、第一に壁量計算の根拠となっている建物の
固定荷重が実情より軽量であることにある。このため
実情に即した荷重を用いた許容応力度計算から求めら
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れる必要壁量は、施行令 46 条に定められている壁量の 1.5 倍以上となる。また壁量計算による構造設計は、
構造設計者が関与しないことも多いため、軸組に問題があることが多い。さらに部材に応じた適切な接合金
物が使用された施工になっているかについても、きちんと確認がなされていないなどのことが挙げられる。
現行の地域係数については、その地域に起こり得る最大級の地震動の大きさを問題とするなら適切ではな

福田孝晴氏（鹿島建設技術研究所所長）からは「想定すべき地震動と耐震設計」に関して日本と海外の事
情を比較しながらお話を頂いた。
実際に観測される地震動と設計地震力を比べれば、波形を見ても、加速度応答スペクトルの比較からも前
者の方がはるかに大きいことは、事実として認めるべきである。しかし兵庫県南部地震の際の被害状況など
を見ると、基準法が最低基準として想定した地震動レベルは概ね妥当ではないかと考えられる。
しかし想定すべき地震動に関して基準法の規定は「あいまい」であり、それによる設計もまた「あいまい」
な表現で終始していて、
工学的な論理性に欠けている。そのため社会に対して実際に起きた大地震の記録と、
基準法で想定する地震動との大きな差に説明ができていない。
それに対して、米国では日本の建築基準法をはるかに超える地震動を考慮した耐震設計を行っている。
具体的には実際に起きた地震記録との差がない MCE（考慮すべき最大限の地震動：再現期間 2475 年）を
受けた時の倒壊率を、10％以下に抑えることを耐震設計の目標としていることを一般社会に説明をしてい
る。
欧米ではこうした確率的な考え方を基本に、限界状態設計法（性能設計法）が採用されていて、社会への
説明に論理性がある。ここでいう「限界状態」は建物の「大破」は許容しながら「倒壊」しないことを目標
としている。
日本でも大破と倒壊の違いを明確に設定したうえで設計のクライテリアを定義すべきと考える。
技術者の役割はクライアントが望むものに見合ったものを提供する責務を果たすことである。日本ではそ
の前提となる設計方法を法規によっているため、設計が最新の科学技術のレベルになかなか追いついていか
ない。米国は業界団体により倫理規定、行動憲章が厳格に定められたうえで、産官学協同によって最新技術
を反映したモデルコードが作成され、それを各自治体が採用している。日本でも基準法任せではない、別な
方法を考えるべきではないか。
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第十三回

く、地盤の違いによる影響も考慮した地域係数にすべきでなないか。

主な質疑・討論
・建築基準法の基本理念がいまだに制定された 1950 年代のままの「最低（要求）基準」のままなのがおかしい。
戦後の復興期と現代社会とは様々に状況が異なる。
・最低基準に則って耐震性の低い建築を建てておいて、被災後の解体を国の費用で賄っているのは間違って
第十三回

いる。このままでは弱い建物を建てた人が、災害時に国の補償を受ける権利があるとでも考えているかと疑
われる。
・最後は建築基準法の頼っているのかもしれないが、普段は自分の判断と責任が負える範囲で設計をしてい
る。だから私は超高層を設計しないし、免震構造の固有周期は 6 秒程度になるように設計している。
・被害の状況は様々な条件によってバラツキが大きいので、一概にその予測を説明するのは困難。確率で起
こり得る被災状況を説明する方が良いのではないか。
・確率論での説明はクライアントにとってなじまないし、地震の再現期間もうさん臭い。
・建設場所によっても大きなバラツキがある。条件の違いを設計に反映すべきであると共に、確率的な情報
も含めないと説明ができない。
・米国は規定に確率論を持ち込んでいるが、それで国民が納得しているかどうかは分からない。耐震性のレ
ベルアップばかりではなく、説明をどうするかも大きな問題である。
・外力としての地震力は変えられないが、被害の程度は変えられる。
・日本は変形制限がゆる過ぎる。変形制限を厳しくすると構造材料は増えるが、被害の程度は減る。

まとめ
耐震設計のレベルをだれがどのように設定するか、その手掛かりとなる基・規準や設計者判断はどうある
べきなのか、そしてそれをクライアントにどのように説明すればよいのか等の問題をめぐって議論は尽きる
ことなく続き、途中で時間切れ終了となった。いつか再度この続きができれることを願いながら・・・。
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Design
Structure

どこまでの自然災害を想定すべきかー研究者､ 構造設計者計3氏をパネリストに

Fabrication
Academic

A-Forum（代表＝斎藤公男・日本大学
名誉教授）は6月23日、東京都千代田区神
田駿河台のA-Forum内で第13回フォーラ
ム「どうする？ 構造設計」を開催した｡
熊本地震を受け自然災害と建築設計のあ
るべき姿を問い直すのがテーマで、金田
勝徳氏（構造計画プラス・ワン）がコー
ディネーターを務めた。パネリストの古
橋剛（日本大学教授）
、金箱温春（金箱構
造設計事務所）、福田孝晴（鹿島建設）の
3 氏が構造設計などに関して講演。構造
エンジニアら約35人が参加した。
冒頭、コーディネーターの金田氏が趣
旨説明、自然災害と構造設計に対する話
題提供を行った。
古橋氏は「どうする？

構造設計」を

テーマに、耐震設計法における「柔剛論

フォーラムに先立ちテーマ解説を行うコーディネーターの金田勝徳氏

争」などの意義、兵庫県南部地震、東北
地方太平洋沖地震災など巨大地震とその

起した。金箱氏は熊本地震の建物被害を

後の建築基準法改正など、日本の耐震設

紹介した後、地震動について「設計用地

福田氏は「想定すべき地震動と耐震設

計法の歴史を紹介。熊本地震の加速度応

震動のレベルを上げることではなく、地

計（米国耐震規準から思うこと）
」をテー

答スペクトル、変位応答スペクトルを建

震被害との組み合わせによる性能設計を

マに講演。耐震設計規準の国際比較（日

築基準法の地震動との比較で示しつつ、

考えることが必要」と述べた。繰り返し

本：許容応力度法＋保有耐力法、米国：

BCJ-L2とK-NET柏崎NSの変位応答スペ

大地震動では、KiK-net益城観測地震動の

LRFD法、欧州：限界状態設計法、中国：

クトルを比較すると、｢減衰を与えても大

合成波、東北地方太平洋沖地震の観測波

限界状態設計法）を示しながら、地震動

きな変形が出る領域と減衰の効果のない

を示しつつ、｢繰り返しの大地震動を受け

と設計地震力で地震動スペクトルと地震

領域がある」と述べた。さらに震度 7 相

る現象は既に経験していたのではないか｣

力スペクトル、地震動のばらつき、時刻

当の長周期地震動、パルス性地震動に対

と述べると共に、｢二度目の本震だけが起

歴応答解析、新耐震設計法や日米の最大

応する高さ200m、周期6秒の超高層建築

こったとしても被害は同じ程度ものが多

の地震動の相違などを指摘しつつ、①地

で、D.M同調システムと擬似モード制御

かった」､「二度の地震の影響があるとす

震動と設計地震力―設計地震力と実際の

を併用した「次世代超高層」を提案した。

れば残留変形の変形が大きいのでは」な

地震記録が違いすぎる②想定すべき最大

金箱氏は「自然災害（大地震）と構造

どと見解を示した。さらに対策として「大

の地震動とは―設計では起こりうる最大

設計」をテーマに講演。①設計用の地震

規模余震などで鉄骨造、木造建物の被害

の地震動も対象とすべき③確率的な考え

動のレベルは現状のままでよいか②熊本

を少しでも軽減するには、設計の配慮と

方―設計法に確率的な考え方を導入する

地震のような繰り返し大地震動をどう考

して地震時の水平変形を小さくすること

と説明が論理的になる④大破と崩壊の違

えるべきか③木造建築（4号建築）の耐震

が有効」と提案した。

い―真の崩壊状態まで検討した上で、ク

46条壁量の1.5倍以上は必要」と述べた｡

性能確保は現状の仕組みでよいか④地域

さらに、木造建築の壁量計算の規定に

ライテリアを定義すべき⑤構造技術者の

係数は有効か⑤構造設計のプレゼンテー

ついて「46条壁量で想定している重量は

役割―設計法は産官学で策定し、共同で

ションはどうすべきか、の5つの問題を提

実情に比べて軽く、許容応力度計算では

社会に説明すべき、などと結んだ。

Aug.2016
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第十三回

A-Forum

Construction

第13回フォーラム ｢どうする? 構造設計｣ 開催

2016/8/30 開催 第 14 回フォーラム

テーマ：わかりやすい木構造の魅力
コーディネーター：神田順
パ ネ リ ス ト ：山辺豊彦、山田憲明
第 6 回フォーラムで「伝統木構造を生かす道」と題して、いくつか気になるテーマを掲げて議論した。
第十四回

社会制度上の問題点も多く、簡単に答えがみつからないことは、予想していた通りであり、やや理念的な議
論に偏した。我が国が多くの森林を抱えていることを思うと、いろいろな意味で、わかりやすさが普及にとっ
て必要ではないかと考え、今回は、より具体的な形で議論が交わされることを企画した。
木の家に住もうと思う人に対して、どこが魅力と考えるか。その魅力に、職人が答えるための動機づけは
何か。構造的な利点をどのように語ることができるか。金物を用いないことが、どう良いのか。自然素材へ
のこだわり、集成材でなく自然の木を使うことが、どう良いのか。などについて、具体的にわかりやすく語
れることは、専門家にとっても大切な視点である。
話題のきっかけとして、釜石市唐丹小白浜における具体的なプロジェクト、120㎡ 2 階建ての木造、事務
所兼住宅を紹介する。設計は、( 株 ) 唐丹小白浜まちづくりセンターの神田順＋西一治＋鈴木久子、施工は、
鶴岡市の棟梁、剱持猛雄が担当しており、6 月に着工し、まもなく現地において建て方に入る。耐震の主要
素としては、板倉工法（落とし板壁）を、また室内に見えるように格子壁を設置している。柱梁の組み方は、
基本的に棟梁の判断によっているが、貫構造としての水平抵抗力もある程度は期待できると考えている。
パネリストとしては、長年 にわたり木構造の設計に従事されてきたお二人に、
「魅力」と「わかりやすさ」
を木構造建築のキーワードとして話題提供いただく。持続可能性という意味での利点はあげられるが、一方
で、地域の木の活用、自然乾燥、大工による仕口加工、コストなど現実の問題点も少なくなく、需要の減少は、
すでに深刻な状況にある。これからも、自然な形で、大工職人による、大量生産品でない木の架構が、ある
程度の供給を確保できるようにするための共通の知見とそれに基づく戦略を、
見出すことをねらいとしたい。
（神田順）

←しきっち通り
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海側→

山辺 豊彦

Yamabe Toyohiko

山辺構造設計事務所代表。
1946 年 生、 法 政 大 学 工 学 部 建 設 工 学 科 卒 業、 青 木 繁 研 究 室（1969 年
~1978 年）
。
一社）日本建築構造技術者協会関東甲信越支部東京サテライト顧問、一社）
住宅医協会代表理事、日本構造家倶楽部理事。
【作品】七沢希望の丘初等学校、高島市立朽木東小学校 ･ 朽木中学校屋内運
社屋など
【著書】
「ヤマベの木構造」、「世界で一番やさしい木構造」、「渡り腮構法の住
宅のつくり方」
（共著）など

山田 憲明

Yamada Noriaki

( 株 ) 山田憲明構造設計事務所代表取締役。
1973 年生、京都大学工学部建築学科卒業、増田建築構造事務所（1997 ～
2012）
、早稲田大学大学院非常勤講師（2013 ～ 2016）。
構造作品：国際教養大学図書館、竹林寺納骨堂、レストラン エレテギア ダ
イニングなど
【著書】
「ヤマダの木構造」、
「構造ディテール図集」
（共著）
、
「構造デザイン
マップ東京」
（共編著）など
【主な受賞】第 22 回 JSCA 賞作品賞、第 7 回日本構造デザイン賞、第 1 回
ものづくり日本大賞、第 7 回国土技術開発賞最優秀賞など

第 6 回フォーラムに引き続き、木構造をテーマとし
「わかりやすい木構造の魅力」と題して、まず、コー
ディネータの神田から趣旨説明と、進行中の木造のプ
ロジェクトの紹介を行った。木の建築の魅力を設計者、
施工者、居住者からみてみようということであるが、
今回は、設計者の視点が語られることとなる。構造と
仕上げの一体性、自然素材としての心地よさは、魅力
としてわかりやすい部分である。
神田らの進めている唐丹小白浜のプロジェクトは、三陸の漁村集落に計画された、伝統木構造で延べ床
面積 120㎡の 2 階建てであり、建設地区にある杉を伐採、製材の上、山形県鶴岡に移送し、剱持棟梁のも
とで加工中であり、その仕口などの一部が紹介された。壁量計算は、大臣認定された落とし板壁を配置す
ることで、確認してあるが、柱梁による木軸架構、格子壁についても、それぞれの水平加力試験をもとに、
1/200、1/100、1/20 のときの水平力を足し合わせることで、耐力の想定が許容応力度レベル、保有耐力
レベルということで検討可能ではないかと、具体的な数値を上げて示した。また雇い竿シャチ止めと長ほ
ぞ込み栓と 2 種の柱梁仕口を図示して、曲げ応力の伝達メカニズムを示した。一般的なキーワードとして、
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動場、熊本県和水町立三加和小 ･ 中学校木造校舎・屋内運動場、正田醤油本

伝統技術を生かす、地域特性を生かす、地球環境・省資源、現代化の工夫、心地よさ・美しさを挙げて、パ
ネリストの話題提供に移った。
山田憲明からは、「木構造のコンセプトとデザイン」
と題した 14 ページに及ぶ作品の紹介資料をもとに、
それぞれの作品における構造設計上の工夫が解説され
た。大洲城天守では、太い柱に梁を嵌合接合し、その
仕口の曲げ抵抗を稲山理論をもとに計算に反映、実験
第十四回

による確認も行っている。屋根付き木橋では、曲げを
伝える力板の紹介。国際教養大学図書館棟では、秋田
の県産材を組み立て梁として伝統的継手・仕口を応用
する形で、またハイサイドライト部分は、鉄骨フィーレンディールを回すことと 300㎜φの杉柱の配置で
放射状の架構を構成している。
素材としての木材の特徴、多様な接合、そして形の構成への基本的な取り組み方を解説した後に、地域性、
つくり方、大空間をテーマとしているとした。南小国町役場では地域の杉素材の活用を、構想段階から生産
環境を把握した上で、執務棟と議場棟それぞれに相応しい形の多様性として実現している。さらに「つくり
方」を考える例では、クロス梁による立体合掌屋根の仕口の工夫に加え、尾道市のリゾートホテルのレスト
ラン屋根を、45㎜角やその反割材を精度良くプレカットしてのトラスの構成を紹介した。そして「大空間」
への挑戦としては、須賀川市立中学校体育館を小規模な定尺の製材でも可能なトラスアーチを組んで必要空
間を構成している。大分県のアリーナではさらに新しい挑戦が実現する。
実に多様な構成を解説していただいた。いずれの作品にも、過去に学び、現代の知恵を生かし、地域の特
性を反映した木構造の追求の姿勢が漲っている。
引き続き、山辺豊彦からは、
「地域材を活用した木構
造の設計」と題して、26 枚のスライドを資料に大工
塾の実績をご説明頂いた。木造の図面が描けないとい
う大工の相談から始まり、全国からの大工の参加によ
り、見学や実験を盛り込んでの 12 回の講義を実施さ
れている。
軸組が全ての始まりであり、水平構面の役割を把握し
たうえで鉛直構面の力の分担を考えることが基本であ
る。乾燥材は含水率 20％以下のものもあるが、加工しやすさから 25％くらいのものを好んで使うとのこと
である。乾燥は、特に高温乾燥では、内部割れの原因となりうるので、注意すべきであること、筋交いは、
座屈時に、節部分で折れやすいこと、長ほぞ込み栓仕口の特徴や、渡り腮構法の力の伝達、また、変形につ
いては、含水率 25％の場合クリープ撓みが 3 倍強になることも勘案して告示の 1/250 をめやすとするので
はなく 1/450 とするなど、具体的な注意項目を示していただいた。
さらには、実験住宅を実際に加力試験しての知見も示された。浮き上がりへの配慮や、解体の容易さなど
にも触れられた。構造要素の特性と性能把握、造る技術と解体技術、長寿命化、自然素材、地域材活用など
を基本に、古材屋の存在も示唆された。
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質疑討論に移り、さまざまな話題にも触れることが
できた。柱梁仕口について、雇い竿仕口のときは、通
常 15㎜くらいの梁の掛りが 30㎜くらいはほしいが、
柱が大断面でないと、難しいと実物で補足された。計
算の可能性については、接合部のモデル化が重要であ
り、ある程度は実験を拠り所にすることは欠かせない。
込み栓の材料については、楢材が良いとされることも
あるが、品質管理は容易とはいえないので、檜、ある
安全余裕をどの程度見るかは、地域の大工の質も考えた上で、実大モデルでの検討や経験を元に判断するこ
ととなる。構造美と形式美との融合の妙が感じられた。含水率の判断についても、一律に決められるわけで
なく、工法や仕上げにもより、プロジェクトごとに変えているとのことである。最後に斉藤先生からは、テー
マが欲張りで、木構造はわかりやすいものではないことがわかったが、ただ木を使えばよいと言うものでも
なく、適材適所を考えようと結ばれた。接合部の力学特性など、過去の歴史には、それなりの理由があるが、
それをうまく展開して行くことが必要である。木構造をわかりやすくすることは、設計者の役割とも言える
かもしれないが、フォーラムではさらに継続して取り上げたいテーマである。
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いは同材の方がめり込みがあって良いという考えもある。小径材で大空間を架ける部材を構成するにあたり、

唐丹プロジェクトについて
と

う

に

神田

順

端緒は、東日本大震災の津波被害に対して、東京大学新領域創成科学研究科神田研究室として、修士学生
3 人を連れて、岩手県釜石市唐丹町を対象に現地調査を行ったことにある。三陸海岸には、400 とも 600
とも言われる浜に漁村集落があり、そのほとんどが大きな被害を受けている。大規模市街地と比較して、漁
村集落では人的被害は、比較的少ないものの、もともと高齢化と漁業後継者難の問題があった。それが津波
被害により加速した状況である。唐丹町でも津波をきっかけに漁業人口はさらに減った。
建築基本法制定準備会では、2003 年から、現行の建築法制度の問題を指摘して、建築基本法制定のため
の運動を展開しているが、自然の残る地方こそ、そこにふさわしい家やまちが作られなくてはいけないのに、
画一的な建物や家が作られており、全国一律の建築基準
法への疑問を訴えている。そこで、震災復興の議論から、
唐丹町のまちづくりを応援しようということになり、年
1 回ワークショップを、唐丹町小白浜で開催して来てい
る。これまでに復興住宅のあり方や、災害危険地域指定
された低地部の活用計画、まちを紹介するパンフレット
の作成など、毎回、東京から学生の参加も得て、地元の
住民との意見交換を報告書にまとめている。本年も 10
月 14、15 日に第 6 回目を実施し、東京大学から福永真
弓先生をお呼びして、三陸の漁業のこれからについて、
地元の漁業関係者も含めて意見交換を行った。

第 6 回唐丹小白浜まちづくりワークショップの様子
（2017 年 10 月）

しかし、まちづくりは、1 年に数時間の議論で何かができるものでもない。継続的なかかわりと、まちを
形成して行くことへの直接的なかかわりが不可欠である。そのためには、拠点が必要であると考えていたが、
「建築技術」誌の「建築の夢、そして未来」の連載に「三陸復興のため建築にできること」の題で、2014
年 1 月号に寄稿したのが、具体的に考えるきっかけになっている。都会から、自然豊かな唐丹に、いつ来
ても宿泊可能な施設、人々が集りたくなる「家」を建設することができないであろうか。
当初設定した目標資金は 1500 万円。土地は、
「唐丹に拠点の家をつくりたい」との話を何度もしている
うちに、幸いとまちの中心に近いところに 167㎡の宅地を入手できた。
「まちの人に譲ることも考えたが、
外の人に使ってもらえば、まちの活性化が期待できる」と言っていただいた。
ある程度組織的に活動できるためには、法人化
が必要との判断から、組織形態を検討の末、制約
の少ない株式会社を選択した。2014 年 10 月 2 日
に 5 人の発起人で、資金 900 万円で、入手した土
地を本店所在地とする株式会社唐丹小白浜まちづ
くりセンターを設立した。2015 年 3 月には、株
コラム

式増資を行い、さらに呼びかけに応じた 40 人の参
画を得て、株主にはなれないが寄付なら、という
ことで提供いただいた寄付金も合わせると、合計
1970 万円の資金を集めることができた。
「家」の
設計については、鈴木久子氏の協力を得て、会社
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の本店建物なので、建築用途は事務所兼住宅ということで、木造 2 階建て 122㎡の建築を設計し、2016 年
4 月には釜石市で建築確認を取得した。
大半の木材は、現地市議会議員の木村琳蔵氏の協力を得て、氏の山林の杉を 2015 年 3 月に玉切りし、
隣町の越喜来で製材した。自然乾燥と加工は、山形県鶴岡市の剱持猛
雄棟梁のもとで行い、2016 年 6 月地鎮祭、7 月基礎工事の後、現地で
の起ち上げは、2017 年 3 月 20 日から。設計監理は、主に建築基本法
制定準備会元幹事で唐丹プロジェクトを一緒に進めている西一治氏が
あたった。そして 9 月 8 日に無事竣工となった。家の屋号は「潮見第」
と言う。海を見て暮らすという意味と 45 人の株主の共同の別荘という
意味を組み合わせて命名し、棟梁の用意してくれた栗の板に文字を彫
玉切りされた現地の杉（2015 年 3 月）

べた基礎コンクリート（2016 年 7 月）

って、看板も作った。

鶴岡から搬入された加工済の材（2017 年 3 月） 屋根のむくりのついた根太と上棟の梁
（2017 年 5 月）

こうして、三陸の漁村集落と都会の人間を結ぶ拠
点が完成した。さらにその間の詳細のいきさつは、
「釜石市唐丹の集落復興プロジェクト第 1 幕」とい
う題で「東日本大震災と〈復興〉の生活記録」
（六
花出版 2017 年 3 月 11 日）にまとめている。リア
ス式海岸のすばらしい自然景観とともに、森と川と
海が一体になってすばらしい環境を人間に提供して
くれているまちである。これからも自然の恵みの得
られるところである。同じ唐丹湾の大石集落は縄文

竣工した「潮見第」（2017 年 9 月）

時代からの遺跡を有する。鮭の孵化事業やワカメの
養殖事業は、唐丹の成功事例として展開しているもので、今も唐丹小白浜は、唐丹湾の７つの浜の漁業の中
心にあるが、これから先どのように展開していくか、人手が確保できるかを含め、なかなか先は見えない。
まちの声を聴くと、日常の買い物のできる店のないのがつらい。小白浜集落で 600 人程度の人が住み、
約 2000 人の唐丹町としては、昨年新しく竣工した唐丹小中学校を抱えるが、入学児童の数が気になる。ご
多分にもれず、車社会になってしまっていて、医療も買い物も釜石市街地依存になっている。幸い三陸鉄道
南リアス線は、2014 年 4 月に釜石から大船渡市の盛まで開通し、東京駅からも、新幹線、釜石線と乗り継
業や教育面での事業展開も実施して、まちの活性化に寄与したいという思いは強い。福祉と教育が充実して
くれば若者にとっても魅力あるまちとなることを期待したい。急ぐことなく、夢を語りながら、新しい社会
をつくる一翼を担いたいものである。A-Forum のお世話にもなりながら、手さぐりのまちづくりが、少し
ずつ動いている。
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いで、唐丹駅まで、鉄道だけで最短 5 時間で着くことができる。株式会社であるからには、建築設計や漁

2016/10/25 開催 第 15 回フォーラム

テーマ：
「空間 素材 構造」
コーディネーター：斎藤公男
パ ネ リ ス ト ：加藤詞史、木下洋介
今回のフォーラムのタイトル、
「空間 素材 構造」にはさまざまなテーマが詰まっている。
工学と美学双方を支える直感や感性。イメージ（想像力）とテクノロジー（実現力）の融合・触発・統合。
2 つの双対的ベクトルの有り様といったアーキニアリング・デザイン（AND）のコンセプトにも議論が深ま
ればと楽しみである。
第十五回

「JSCA 賞」と「日本構造デザイン賞」とは、共に構造設計者の優れた業績に対する社会的評価の舞台であ
り、我が国では数少ない貴重な表彰である。各々は日本建築技術者協会と日本構造家倶楽部という全く体質
の異なる組織体の主宰であるが、後者の創立の原点を「松井源吾賞」（1990）とするならば、27 回目を迎
えた前者共々そのスタートはほぼ同時期とみることができよう。偶然にも、今年度の表彰委員長は各々和田
先生と私であった。
今年度の「日本構造デザイン賞」
（表彰式 9/2）には「このはなアリーナ」と「三角港キャノピー」が選
ばれた。
（詳細は A-Forum

e-mail magazine no.31、冒頭エッセイ）両者を比べると実に興味深い。すなわ

ち機能・形態・規模・設計体制等が全く異なる 2 つの作品にはいくつかの共通点が見いだせることである。
第一に設計のめざすべきコンセプトが当初から明快でブレのないこと、第二にそのイメージの実現に向かっ
て最新のテクノロジーが駆使され統合されていること、第三に構造システム・ディテール・工法にわたるホ
リスティックなデザインを実践させていること、そして第四に素材の巧みな生かし方である。前者では鉄と
木のハイブリッド構造が免震や PS によって実現され、後者ではサンドイッチパネルと鋳鋼、LED の活用に
より鮮やかな構造空間が誕生した。いずれもコンピューターの能力ではなし得ない知力と情熱の結晶といえ
よう。
今回の AF-Forum ではこうした視点からテーマを「空間 素材 構造」とし、優れた建築家と構造家を招いた。
建築家の加藤詞史氏は「唐戸市場」
（2001）で PCaPC やケーブルによる張弦梁、近作の「梅郷礼拝堂」
（2016）
では木質集積構造を発案し、意匠と構造の高い融合に挑戦している。力の可視化、素材を中心にした装飾と
合理の論点も期待できそうである。一方、構造家の木下洋介氏には今年度の JSCA 賞作品「オガールベース」
を注目したい。集成材と RC の一体化による「櫛型耐震壁」の考案をはじめ、ローコストで効果的かつ美し
い木造架構の構築は普遍性をもつ構造デザインとしても高く評価されよう。
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（斎藤公男）

加藤 詞史

Kato Kotofumi

加藤建築設計事務所
1989 年 早稲田大学建築学科卒、同大学院修了。1991 年池原義郎・建築設
計事務所。2006 年加藤建築設計事務所。2008 〜 10 年早稲田大学建築学
科助教。2010 年〜理工研客員研究員等。村野賞（腐蝕の光景）小野梓芸術
賞（都市の滝）佐藤武夫賞（素材考）BCS 賞（下関唐戸市場 / 前職）建築士
会連合会賞「優秀賞」
（西調布の家）中国建築大賞（KDC 診療所）電化住宅
コンテスト最優秀賞（沖野上温室の家）。2010 年、学会関東支部常議員。
建築学会・建築文化事業委員会委員、JIA 関東建築家認定評議会評議員。

第十五回

木質空間のデザインとこれから
■ 唐戸市場から木質技術の「今まで」
斎藤先生との出会いは、バブルの残滓が漂う1992 年、
熊本ドームのコンペでの恊働（池原義郎建築設計事務所ス
タッフ）でした。池原先生のもと修業時代にあった自分は、
モノ志向もあって、各所のジョイントを担当。コンペでは
施工提案が求められていたこともあり、斎藤先生の指導の
もと、建て方から上棟、完成に至るまでの形状に追随する
メカニズム、動くジョイント機構に取組んだわけです。こ
れを契機に、斎藤先生との恊働で唐戸市場が生まれた。
唐戸ではプレキャストコンクリートと吊り構造をハイブリッ

唐戸市場 PC 版屋根

ドした形式が採用され、建て方時からの動く機構に加えて、
逆工程解析の先進性、張力導入の形状と張力による制御
の難しさ、内在する力の魅力に触れることとなった。

そ

こに一貫していたものは斎藤先生の「仕組みへの眼差し」
であったと思う。

新しいことへの挑戦に必要なものは
「仕

組みへの眼差し」ある種の直感、好奇心ではないだろうか。
その後、国土交通省との共同で行われた「火災実験」に
参画。部材単位の性質と、それが集積してひとつの建築と
なった際の性状を、単純に予測出来ない難しさに、木質な

木造３階建て学校火災実験

らではのものを学びました。一般的には、
「太い」
「長い」材を得られる大断面集成材や LVL などの接着系木質
材料を使うと、大空間を解きやすくなりますが、設備の整った一部メーカーからしか材料が調達できなくなるな
どの課題もあり、もっと汎用性があって、工夫の余地もある一般製材の活用を条件として、次のプロジェクト「梅
郷礼拝堂」に取組んだわけです。
■ 梅郷礼拝堂と製材の「いま」
戸建住宅用の柱材として生産される一般製材は、3.5 寸や 4 寸正角材で、流通量も多く、地域を問わず入手でき
良質なものを調達しやすい。この汎用性のある柱用正角材を用いて、特徴的な曲面屋根と 120 度点対称形プラ
ンを持ち、かたちが連続的に変化していく内部空間をつくるための構造を、いかにシステム化するかを課題とし
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第十五回

ました。ともすると立体的な接合が発生し複雑な加工や組み立てが

相持ち構成の６組の組柱

発生しがちなデザインに対して、正角材を単純なルールによって動
かすだけで曲面にフィットできるような組柱を離散的に配置し、２
次的な屋根構面で包括するようなシンプルな方法に到達したわけで
す。
エンジニアリングウッドと原理的な構造を中心とした現代の木質構
造の動向の中で、モノの成り立ちに関わるテクトニック（結構的）で、
オブジェクティブ（装飾的）な様相となった様に思います。
また、今回の祈りの空間にとっては、特に建物の永続性が重要であ
ると考えました。それは (1) 親しみや愛着を醸成するデザインと (2)

三方向へ広がる屋根を俯瞰

経年変化と耐久性に配慮した構造の、２つの面で、長持ちすること
です。建物全体をレシプロ（相持ち）とし、接合方法を、木と木を
切削し組み合わせ、力をダイレクトに伝達、木材の繊維方向に支圧
力を伝え、経年変化によるガタも生じにくく、荷重に対しても変形し
にくい仕組みとしています。このがっちりと組み合い、仕組みが感じ
られるデザインが、人々の信頼感や、愛着を支えていくのだと考え
ています。

夜景、盆の行事を行う水盤

■ 木質デザインの「これから」
木質化への流れは、グローバル化における文化的均質化に対するひ
とつの表れとも言えるのではないでしょうか。今後も様々な技術が、
木材料を工学的に、また安定的な使用を実現して行くと思います。
その中で、地域由来（日本固有）の風土を引き受けていくようなデ
ザイン、木の使い方が求められていくのではないかと考えています。
図はいくつかの試みです。仕組みや成り立ちが感じられるデザイン
に日本的な感性の一端があるのではないかと考えています。
木質デザイン、いくつかの試行
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木下 洋介

Kinoshita Yosuke

木下洋介構造設計室代表
1978 年生、2003 年 東京工業大学大学院修士課程修了、2003 ～ 2011 年
金箱構造設計事務所、2011 年～ 木下洋介構造設計室、2013 ～ 2016 年 工
学院大学非常勤講師、2017 年～ 芝浦工業大学非常勤講師
【主な構造設計作品】オガールベース、ちぐさこども園、天童市子育て未来
館 げんキッズ、家の家など
【主な受賞】㐧 27 回 JSCA 賞新人賞受賞
表題について下記の 2 つの視点でお話しさせていただいた。
第十五回

(1) 素材の組み合わせで空間を構成する
木質材料という素材は、それを構造として成立させるのに多くの配慮が必要
な素材である。近年、設計法も含めてその発展が目覚ましいが、素材のポテン
シャルを引き出し、社会の中に具体的な空間として定着させるためには、構造・
構法をハイレベル、ハイテクニックな方向に昇華させるのと同時に、すでに一
般的な技術をうまく組み合わせて、扱いやすく、安全性を高めた技術とするこ
とが個々の物件でのコストをおさめることや、ひいては技術の水平展開をする
視点のうえでも重要である。こうした視点で筆者の設計した地方の工務店と作
るローコスト建築や、児童施設の設計例を紹介した。これらの空間の実現にお
いては、木構造に RC 造や鉄骨造による一般的な技術を部分的に組みわせるこ
とで、地場での施工を無理のないものとすることや、また、木構造が持つ不確
定性に対する安全性を高めることを試みている。

木に RC を組み合わせた櫛型耐震壁

地場産材、地元施工での大規模木造建築
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第十五回
木に鉄骨を組み合わせた吊り構造の屋根

(2) 空間を素材として構造を再構成する
建築構造を考える際の素材は通常、鉄骨や鉄筋・コンクリート、木といった材料を指す。しかし、人口減
少局面に入った日本ではすでに新築の需要はピークを過ぎ、すでにある建築ストックの活用に向けてエンジ
ニアが関与することも必須となりつつある。この際の構造の扱う素材は個々の建築材料についてはもちろん
であるが、既存の建築物自体も素材として扱うこととなる。この観点での素材となる建築物は物理的な与条
件とともに社会的な与条件も伴っており、多くの場合、それらは相互に絡み合った問題を抱えていることが
多い。それ故に、構造設計は建物のもつ背景を読み解き、それらの絡み合った問題をできるだけパラレルに
解決できる提案をすることが求められる。このような視点をもとに筆者の関わった都心にある社屋ビルや、

地方での改修物件 ( デパート）
事務所ビルの改修計画

地方の廃業したデパートの改修事例を紹介した。
上記のようにいただいたお題に対し、少し変化球のような解釈も交えながらお話しさせていただいた。フ
ォーラム当日前後には、ご一緒させていただいた加藤詞史氏とともに、空間と構造と素材に対するアプロー
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まれた。構造設計にデザインという概念が認知され

構造家・斎藤公男の日々

ていなかった時代を経て，霧が晴れて来たのはごく

半世紀のストーリーを超えて

月号の特集あたりでは？」と，その象徴となった11月

朝倉幸子 ◉TH-1

構造家たちが国際的に風穴を造ってくれた。だから

illustration：Taco ◉Switch・エンタテインメント

最近のことと語る。
「建築文化（月刊誌）1990年11
号で編集をした覇志堂と話が盛り上がる。
「先人の
こそ，事務所をもたない一研究者がやってこられた」

■ ス ケッチ の 滲 み も 雄 弁

と感慨深そう。建築を生み出すためにも，自分にとっ

ケッチ集の「風に向かって」
（彰国社）が余りに素晴

日，各建築の分野で，大いに力を発揮している。

らしいから。優しいタッチと色彩，構造家だからこそ

■A - F o r u mを舞 台に

斎藤画伯と呼びたい。構造家・斎藤公男さんのス

描ける建造物の確かな形。
「どうしても人物を入れた

ての財産だったという何人もの巣立った弟子たち。今

退 官して3年，A-Forum（Archi-Neering design

くなる」し，車や鳥なども描かれていてとても温かい

Forum）の代表として活動し，誠に忙しい毎日。コ

絵。旅に逸る気持ちと孤独が，エッフェル塔の滲み

アメンバーの和田章さん，神田順さん，金田勝徳さん

に残る一枚。旅先のホテルでロックグラスと筆をもつ

と，講演会やシンポジウムを開催。スペースと蔵書を，

先生の姿が，目に浮かぶようです。その時代を，サ

構造設計，構造デザインに従事する若いエンジニア，

グラダファミリアやオペラハウスのタワークレーンが明

学生やエディター，メーカー勤務の人にも解放。建

かしている。自由の女神までの航路から描いたマンハ

築の構造に興味をもっているすべての人を対象に，

ッタンには，ワールド・トレード・センター…。1ドル

AFスクールと銘打って，この先の構造界を牽引する。

360円時代の日本人に海外旅行は特別なものでした。

沢山の模型などの資料は「建築倉庫」に置いてある

日本大学理工学部建築学科での学究生活，日本

そうだが，A-Forumの展示台にも興味深いものばかり。

建築学会会長としての活動，その全部を「50年間の

天井照明には斎藤公男建築を語るに欠かせない
「膜」

ショートストーリー」と一言のもとに片付けてしまう潔

のカバーが付いていて，和む光を演出している。な

さ。48歳で受賞した日本建築学会業績賞を筆頭に，

かには建築家の横河健さんから贈られた猫の写真。

数ある受賞歴や実績。それらをも凌いで斎藤公男さ

子猫に負けないくらいに優しい眼差しで，大好きな動

んの心に光っている想い出は，1972年に海外派遣研

物談義をされるのでした。

究員として渡航なのかもしれません。
■ フラ ー & 代 々 木 との 出 会 い

卒業研究で出会ったB・フラーのジオデシック・ド

ーム。フラーの放つ未来的で挑戦的なメ

コラム
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ム，山口きららドームなど，世界に発信する建築が生

何事にもアクティブな斎藤さんは，直接建築にか
かわることに限らず何事にも探究心をもつ。
「すべて
がいつのまにか建築につながる感じですね」と覇志
堂。上映中の映画「ハドソン川の奇跡」も鑑

ッセージに魅 せられた斎

賞済み。ハドソン川に不時

藤青年。坪井善勝研究室

着して155人の命を救った

での勉学が，構造家とし

パイロットの実話だ。冷静

て生きる人生を決定付け

沈着な判断力で，副操縦

る。建築家・丹下健三と

士らを引っ張って乗り切った，

構造家・坪井善勝の国立

プロフェッショナルエンジニア。

屋内競技場プロジェクトを

共通点を述べよと宿題を出

直接見られたという無二

された。この続きは，皆さん

の経 験。その原 点から，

是 非A-Forumに行って斎

出雲ドームや静岡スタジア

藤公男さんと直接！
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施工者に幸あれ ●

2017/2/23 開催 第 16 回フォーラム

テーマ：本当のプロとは
コーディネーター：和田章

マドリッドのある大きな美術館に朝から夕方までいたことがある。画家の卵の女子学生が、それほど大き
な絵画ではなかったが、その横にキャンバスを立てて模写を始めていた。特別な許可をもらっているのだと
思う。朝には鉛筆で輪郭を描いていたが、夕方には絵の具も使ってほとんど完成していた。この絵を描いた
画家は、何枚もスケッチを描いたかもしれない、絵の具を使うときにも大いに悩んだと思う。これには何年
もかかることもあれば、１週間の場合もあると思う。しかし、目の前の素晴らしい絵を模写するのは１日で
できてしまう。
ゼロから考えて実行することに比べ、既にあるものを真似することは衝撃的と言えるほど容易である。文
知りたいと思っているのだから、それで良い。我々の分野では、研究者や技術者が社会のために良いことを
していると真剣に考え、学会や協会の指針やマニュアルを作り、メーカーのカタログ、構造計算ソフトなど
を整備していく。我々のまわりには、ゼロから考えなくても良い仕組みが次々にできてくる。 情報社会と
言われ、インターネットを通して何でも調べることができ、汗水かいて行っていた構造計算はコンピュータ
の仕事になった。それでも、関係者は忙しい・忙しいという。もっとゆっくり考えたり、議論したり、模型
を作ったり、国内外の建築を見に行ったり、地震災害を見に行ったり、マニュアルやカタログを疑ったり、
実験をしたり見学する時間はあるはずだ。日々設計し、施工している建築が良い社会を作っているかどうか
も考えねばならない。我々の努力はまだ足りない。ミケランジェロは歴史に残る最高の芸術家であるが、晩
年に「Still, I learn」と言っている。
誰かがこれで良いと記述し、その周囲の人たちがこれで良いとして、順調に進められていることについて、
基本に戻って考え、指摘・質問することは難しくなってくる。うっかり質問すると、そんなことも知らない
のですかと冷たい目で見られる。根掘り葉掘り、他人がしたことを疑うのは、順調に動いている社会に竿を
さすことだと、多くの人が考える。しかし、
「仕事の流れを誰も疑わず、順調に進んでいる」ことの方が怖い。
塑性崩壊理論に従えば、
「骨組の崩壊形を仮定して求めた崩壊荷重は、真の崩壊荷重に等しいか大きい」
という上界の定理がある。関係者の考えた崩壊形の仮定が間違えていれば、彼らの期待した崩壊荷重は真の
崩壊荷重より大きめになってしまう。どのような構造物も、どのようなシステムも、関係者が期待した強さ
や能力通りにはならず、実際の強さや能力は期待したより低いか等しいことになる。よほど慎重に議論した
場合のみ、
「等しい」ことになり、期待した通りの性能を発揮する。
これを表すもっとも深刻な災害は、
「人災」
とも言われている、福島第一原子力発電所の爆発である。何百人・
何千人の優秀な人たちが関わっていて、真の崩壊形をイマジネーションできなかったのであり、もろくも崩
れた。非常に恐ろしい。原子力に限らず、同じようなことはまた起きうる。
59

第十六回

明社会の効率を高めるために、教育が必要で、教科書が必要なのはこのためだろう。多くの人々がよりよく

前置きが長かったが、
「本当のプロ」とは、頂点にいて何もしない人ではなく、仕事に愛があり、人々に
愛があり、一緒に仕事をする仲間の中に入り、出来上がった姿やその状況に広く詳細なイマジネーション＊
を働かせ、皆の意見を謙虚に聞き、真剣に議論し、もちろん仲間をリードするカリスマのある人だと思う。
簡単ではないが、こんな人になれたら良いと思う。
建築構造設計の分野には、理想とするプロの方は何人もおられるが、分野を構造設計に限らなければ、過
去にも現在にも「本当のプロ」と思える人はたくさんおられる。ある一人（マイケル・ジャクソン）の活躍
とその姿を観て、
「本当のプロとは」について議論したい。
フォーラムの冒頭、大きな画面と最高の音響で、
「This is it」を鑑賞します。

＊

「何より必要な想像力」
：
「想像力は愛」Structure 2013.7 より

第十六回

心臓血管外科の名医・須磨久善は想像力について重要なことを述べている。手術の前夜には、翌日の手術の
始めから終わりまですべてを想像のなかで作り上げる。ただ、実際の手術では思ってもいないことが起きる
から、とっさの判断・決断力が重要であり、これを支える技術はもちろん必要だという。建築物だけでなく
まち作りにも第一に想像力が必要である。そして設計があり、経験、科学と工学がこれを支える。
構造設計者として皆が尊敬する坪井善勝は 1976 年に日本建築学会大賞を受けられた。有楽町の旧・建築会
館で行われた受賞記念講演会にて、構造設計者には想像力が必要だと強調された。鋼製の球殻で作られる深
海探査艇の設計を依頼されたとき、ご自身が高水圧の海の底でその中に入って安心して研究活動をする気持
ちになれるかと本気で想像して、鋼板の厚さを決めたといわれた。計算はそのあとである。

マイケル・ジャクソン

（和田章）

Michael Jackson

1958 生まれ。
アメリカのアーティスト。ミュージシャン、歌手、ダンサー、音楽プロデュ
ーサー。
「KING OF POP」。史上最も成功したエンターテイナーとしてギネ
スに掲載されている。
ロンドンの O2 アリーナにて、12 年ぶりのコンサート公演『THIS IS IT』の
開催が予定されていたが直前にマイケルが急死。映画『THIS IS IT』はその
リハーサル映像を中心に構成されたドキュメンタリー作品である。
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第十六回

建築技術 2015 年 5 月号
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2017/4/21 開催 第 17 回フォーラム

テーマ：ネットの「炎上」を考える
コーディネーター：金田勝徳

パ ネ リ ス ト ：佐々木大輔、日置雅晴
SNS によってある人物ないしは企業の言動に反応して、多数の閲覧者が批判的なコメントを集中的に浴び
せるネットの「炎上」が、この 5 ～ 6 年の間に急激に増加している。建築界でも「傾斜マンション」、「新
国立競技場建設」
、
「杭打工事データ偽」
、
「免震ゴム性能偽装」、「豊洲市場の安全性」などをめぐって、たて
続けに炎上被害に遭っている。そのたびに身近な人たちが悩み苦しむ様を目の当たりにするにつけ、息苦し
い想いがするばかりか、炎上がいつ我が身に飛び火するか分からない恐怖感も付きまとう。
皮肉なことに、人々をより自由にするはずだったメディアの発達やネットの広がりが、逆に人の警戒心を
強め、自由を束縛しているように感じられる。その要因は「炎上」だけではないが、私たちと常に隣り合わ
せにあって、ひとたび当事者になると直接的に大きな打撃を受けるのが「炎上」ではないか。
そこで第 17 回 A-Forum では、ジャーナリストの佐々木大輔氏と弁護士の日置雅晴氏をパネリストにお招
きして、ネットの「炎上」について話し合い、考えたい。

第十七回

佐々木 大輔

（金田勝徳）

Sasaki Daisuke

日経 BP 社日経アーキテクチュア副編集長
1976 年生まれ、1999 年東京大学工学部建築学科卒業、同年、日経 BP 社
に入社。建設系の専門情報誌「日経コンストラクション」、「日経アーキテク
チュア」の編集記者、ウェブメディア「ケンプラッツ」の副編集長などを経
て、2014 年から現職。建築技術・生産、建築行政・政策、事件・事故・災
害などを中心に取材。朱鷺メッセ連絡通路落下事故、六本木ヒルズ回転ドア
事故、構造計算書偽造事件とその後の建築基準法・建築士法改正に関する一
連の報道、中越地震・四川大地震・東日本大震災・熊本地震などの災害報道、
新国立競技場問題に関する報道などを担当する

日置 雅晴

Hioki Masaharu

神楽坂キーストーン法律事務所

弁護士

1956 年 生まれ、1980 年 東京大学法学部卒業、1982 年 司法修習終了、弁
護士登録（第二東京弁護士会）、1992 年 日置雅晴法律事務所開設、2002
年 キーストーン法律事務所開設、2005 年 立教大学大学院法科大学院 講師
就任、2008 年 神楽坂キーストーン法律事務所開設、2009 年 早稲田大学大
学院法務研究科（法科大学院）教授就任、2014 年 早稲田大学退任

現早稲

田大学・立教大学講師
【委員など】
墨田区環境審議会副委員長、国分寺市まちづくり市民会議副委員、
練馬区都市計画審議会評価部会員、八潮市まちの景観と空家等協議会会長
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佐々木大輔氏から「建築『炎上』時代に備えよ」というテーマで、最近の建築をめぐる炎上問題を中心に、
以下の様な話題提供があった
2005 年に発覚した構造計算書偽装事件以来、その後の東日本大震災、熊本地震を挟んで様々な不祥事、
事件報道に接した社会の建築界に対する目が厳しくなっている。こうした背景のもとに、最近の建築をめぐ
る炎上に、新国立競技場、杭打工事データ偽装、豊洲市場移転などがある。他分野の炎上には STAP 細胞事
件、五輪エンブレム騒動があるが、これらはいずれも「伝え方」を誤ることで発生したトラブルとみること
ができる。
「批判」と「炎上」が異なる点は、
「炎上」はいったん燃えだすとことの正否は別として議論が成
り立たなくなることにある。
「新国立」では一般市民や専門家からの批判に対して、初動の対応の遅れを取り戻せないまま、新たな火種
（協会側の不手際）
が追加されて取り返しがつかなくなった。責任者不在と初動の遅れが最大の問題であった。
「炎上」を予防するには情報の透明性を確保し、誠実で良識のある態度を心掛けることが必要である。そ
れでも炎上が発生した後の対処方法は、
「放置」
「無視」せずに、炎上の対象を見定め、事実関係を確認した
上でその後の対応をはっきりと示すべきである。ネッ
ト社会を遮断することは不可能な現代では、否応なし
にそれと共存する意識を持たなければならない。
一方で最近「マスコミが本当のことを報道していな
い」という批判が多くなり、ニュースメディアに対す
る信頼感が低下している。こうしたマスコミへの不信
第十七回

感が炎上を加速している。建設的な議論の場をいかに
してつくるかが今後の重要な問題である。
日置雅晴氏からは、ご自身の様々な社会活動から得られ炎上の諸問題について、以下の様な話を頂いた。
ネットで個人が世界と意見交換ができる時代になり、炎上はその副作用とも考えられるが、ネガティブな
面ばかりではない。これまで投票かビラまき程度しか社会に向かって広く意見を言う手段を持たなかった市
民が、SNS によってその手段を手にして、社会に影響を与え、変えられる可能性を得たと考えれば、現代の
民主主義の在り方の一つではないか。
問題は適切なルールがないため、間違った情報の広まりによって社会が動かされる恐怖がある。普通の人
が不正確な文章で発信したものが一瞬にして世界を駆け巡る怖さがある一方、権力と金と持っている人が、
気づかれないように静かに燃やして、利益誘導することができてしまう可能性もある。トランプ現象やフラ
ンスのルペン現象も一種の炎上によるものと考えられる。
「新国立」の問題は設計案の良し悪しより、オリンピック開催に対する根本的な議論ができていなかった
ことに対する、
国民の不満の表れともいえる。
炎上になる前の初期の段階で、冷静に議論ができる場をつくり、
どうコントロールするかが大きな問題である。誰でも
情報発信ができ、コントロールされずに流された情報
は、取り消しができないまま垂れ流されて止めようが
ない。問題が起きた初期の段階で、広く意見を求めれ
ば炎上は起きにくいはずである。現代はネットがなけ
れば社会生活ができないと言っても過言ではない。そ
の現代における意見交換の方法が、どうあるべきかを
考える必要がある。
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主な質疑・討論
・「新国立」問題は、マスコミによって時間と金をかけたプロジェクトの事実が語られていない。建築家も
何もしなかった。
・メディア側からすると、締め切り時間や紙幅の制約から事実の全部を取り上げる訳にはいかないので、膨
大な情報の中から記事を選択をせざるを得ない。
・
「新国立」問題では発信する人の広がりがあったが、
「豊洲」問題では特定の人が、短時間の間に猛烈なスピー
ドで繰り返し情報発信をしていた。
・社会問題に対して、力のない民が異を唱えるとしたら発信するしかない。その時のモラルの限界はどこに
なるのかを知りたい。
・炎上情報を出す人は数人で特殊で専門的であることが多い。
・マスコミは炎上を消火する側か、
煽る側かをよく見ると、炎上した方が良いと考えているようなふしがある。
・マスコミとしては、読者層によって選択する掲載記事が異なるのは当然と考えている。例えばスポーツ新
聞はスポーツに関する記事が多くなる。
・「新国立」の場合、テレビが間違った報道をした一方で、当事者は守秘義務がタガとなって、その報道に
反論ができなかった。結果的にマスコミからの偏った報道によって炎上が大きく広がったように思える。
・「杭偽装」の際には、最前線にいる社員に詳細情報がなく、反論ができなかった。
・学生時代には自分がしていることを知ってもらいたくていろいろ発信していたが、社会人になってからは、
そうすることにリスクを感じて発信できなくなった。
第十七回

・マスコミ自体が自分たちに都合の良い事実だけを取り上げて、炎上に近い状況を生み出してはいないか。
・専門家でも間違った発言をすることがある。マスコミはそれらに対する反対意見を取り上げるべきである。
・多くのニュースメディアは、
まずファクト（事実）を報じるのであり、これはオピニオン（意見）と異なる。
記事にする際、新しい、珍しい、奇妙な、社会的影響が大きい・・・といったニュースバリューを判断して
いる。これらの中には、争い・紛争も含まれている。オピニオン（意見）は、こうしたファクト（事実）が
ある文脈で取り上げやすくなる一方、意見は真っ当であっても、文脈に乗っていないと取り上げにくい。

まとめ
誰でも世界に向かって情報を発信できる時代とな
るにしたがって、なぜか専門家やジャーナリズムの
社会的信頼度が低下している。そこに「炎上」が多
発する大きな要因があるのではないか。
今こそジャーナリズムも専門家も、社会状況の変遷
に翻弄されることなく、事実を社会に向けて発信し
続けるという信念を再構築し、社会の信頼を取り戻
すときなのではないか。
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創立 30 周年と 4 周年

金田 勝徳

構造計画プラス・ワンが、お陰様で間もなく創立 30 周年を迎えます。創立 30 周年と言っても、それ自
体は取り立てて申し上げるほどの長さでもなく、私の周囲だけを見ても、もっと長きに渡って事務所を主宰
されている方が少なくありません。
とは言え、改めてこの 30 年を少し丁寧に思い起こせば、そう短い年月でもなく、その間に手掛けた設計
物件の数は、大小取り混ぜて 1300 件になろうとしています。その一つひとつをきちんと覚えている自信は
ありませんが、その都度、持てる力を尽くしたことに変わりはありません。そして大過なく設計賠償責任保
険のお世話にもならず、何とかここまでたどり着くことができたことは、一重に皆様のお陰に他なりません。
これまでにお世話になった皆様には、言い尽くせない感謝の気持ちで一杯です。
またこれを機に弊社代表を、大学院卒業以来、弊社一筋に勤務し続けて 15 年目の早稲倉章悟と交代する
ことにしました。一言で交代と言っても、昨日まで設計の現場で頑張ってきた若者に、いきなり今日から経
営を任せるというのは、いくら小さな事務所でも無理なことは明らかです。当
面二人で並走しながら、この 3 ～ 4 年の間にバトンタッチをしようと考えて
います。その後はもし「老害」と言われるまで構造設計に携わることができれ
ば、こんな幸せなことはありません。
こうした気持ちから、やはりここで皆様にどうしてもお礼を申し上げ、今
後も変わらぬご支援をお願いしたいとの思いで、先日「お礼の会」を開かせて
頂きました。できるだけささやかに、
ひっそりとした会にしたいとの想いから、
これまでお世話になった建築家、意匠設計者と、技術的ご支援頂きました大学
の先生に限ってお声掛けをしました。それでも 140 名を超える方々にご参会
頂き、改めて 30 年という時間の厚みを実感しています。
そ し て も う 一 つ、 私 に と っ て こ の 30 年 間 の 内 に 起 こ っ た 望 外 の 出 来 事 は、A-Forum の 奇 跡 で す。
A-Forum の設立をお手伝いしていた時から、短期間に大きな足跡を残したバウハウスの様な活動ができる
かもしれないと、秘かに思っていました。この荒唐無稽の絵空事が、皆様のご協力のお陰で創立 4 年を迎
えた今、もしかしたら少しずつ、それに近付いていているかも知れないと思えてきました。こちらの方も、
皆様のお力添えを頂きながら、構造設計界に少しだけお役に立てることを目指しています。

コラム
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2017/6/22 開催 第 18 回フォーラム

テーマ：高さをつくる心と力
コーディネーター：神田

順

パ ネ リ ス ト ：大澤昭彦、慶伊道夫
我が国では、最初の 100m を超える超高層建築が、1968 年の霞が関ビルである。その実現にあたっては、
大きな力の存在が想像される。アメリカでは 20 世紀の早くから 300m を超える超高層建築が建てられ、か
つて限定的であったのに、今や世界のどこにでも見られるようになった。1990 年代には、我が国でも産官
学をあげて 1000m 級の建築が具体的に検討された。
建築規制で高さの制限をしているところでは、技術的に可能であっても、その高さを超えることができな
い。それは、その地域が約束事として高さをつくる心を押さえている状況である。もっとも技術が、失敗し
たときの社会的波及効果の大きさを想像すると、試行錯誤という形では許されず、国レベルの社会で納得さ
れないと実現できない状況もある。とはいえ、我が国のように、かなり詳細な取り決めの解析技術により安
全性を確認することを、法規制で約束ごととしているところは少ないように思う。
五重塔や、ゴシック教会のような高層建築が、宗教の力により、その高さを可能にしたのは、過去の物語
である。今や巨大企業が宗教に代わる役割を果たしているようにも見える。その一方で、経済的な力という
意味では、過去も今も変わらない。
第十八回

高さをつくる心、高いものへの憧れ、高さが与える満足感は、人より優れていることを感じる本能による
ものもあるだろう。そして、それを生み出す技術力は、その力を発揮するときに、どのような高揚感を与え
るか。プロジェクトの成功には、欠かせないものでもある。超高層建築を生む過程の中にいる構造技術者と
して心と力についての意識はどのようなもので、それは、外から見ている都市計画家、歴史家の意識と共通
なものか。
超高層建築は、確立した技術体系となっており、経済的、法的に可能であれば建設される現状にあって、
肯定するにしても否定するにしても、個々の人間における、その心や力のあり様についての認識を理解して
おくことは、意味のあることのように思われる。
今回のフォーラムでは、パネリストとして、大澤昭彦（高崎経済大学准教授）氏と慶伊道夫（元日建設計）
氏をお呼びしましました。大澤氏には「
『高さ』に込められた意味～高層建築の歴史から考える～」の題で、
また慶伊氏には「
『高さ』と構造技術―東京スカイツリーの場合―」の題で、話題提供いただきます。
「高い」ことが人間社会にとってどのような魅力となりえているのか、それを生み出す心や力について、
さまざまな角度から意見交換したいと思います。奮ってご参加ください。
参考文献：高層建築物の世界史（大澤昭彦著、講談社現代新書）
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( 神田

順）

大澤 昭彦

Oosawa Akihiko

高崎経済大学地域政策学部准教授。
1974 年生、筑波大学卒業、東京工業大学大学院修士課程修了、同大学大学
院博士課程修了。博士（工学）。
財団法人土地総合研究所（2005 ～ 11 年）、東京工業大学大学院助教（2011
年～ 15 年）等を経て現職。
【専門】都市計画、景観計画
【著作】
「高層建築物の世界史」（講談社、2015 年）、
「高さ制限とまちづくり」
（学芸出版社、2014 年）
【受賞】日本都市計画学会論文奨励賞、同学会年間優秀論文賞

慶伊 道夫

Keii Michio

住友ゴム工業㈱制振ビジネスチーム顧問・満田衛資構造計画研究所顧問・エ
ードス㈱顧問
1948 年生、京都大学卒業、同大学大学院修士課程修了、日建設計東京構造
部（1971 ～ 2012 年）
【主な仕事】ソニックシティー、聖路加国際病院第 3 街区、泉ガーデン、わ
たしの仕事館、東京スカイツリー

その他多数

【受賞】日本建築学会賞（選奨、技術賞、業績賞）、日本鋼構造協会協会賞・
第十八回

業績賞、日本建築構造協会 JSCA 賞

6 月 22 日は、374 年前のガリレオ・ガリレイの宗教裁判の日である。権力と科学の関係を考える記念日
とも言えるかもしれない。たまたまとは言え、
超高層建築を考えるにふさわしい。建築技術が確立したと言っ
ても、建物も地盤も個々の特性を持っており、まして、日本一とか、世界一とかいうことになると、設計や
施工に携わる者にとっても新しい力が湧くことを感じるのではないだろうか。より高いビルを建てるという
人類の望みが、権力や科学者の力を借りて、超高層の歴史を作ってきたことは、まぎれもない事実である。
今回のテーマは、そんな超高層建築に関わる構造技
術者の心の部分にも触れられないかと、
「高さをつく
る心と力」とした。「高層建築物の世界史」
（講談社新
書）の著者大澤昭彦氏をお呼びして、まずは、世界を
時代と共に見回して、何が高層建築物を生み出してい
るかを解説いただいた。
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ピラミッドの高さ 150m を超える超高層建築はす
でに世界で 3500 棟にもなっており、その中心がアメ
リカから中国そしてアラブへと移っている。景観や住
環境としてのメリットとデメリットを考えても 7 つ
の視点は、これからのあり方を問う上で興味深い。①
は人間の本能、未知への冒険心、②は権力、かつての
宗教から経済へ、③は利潤追求、事故にもつながると
いう点で要注意である。④は、国家間、都市間での競
争の手段、⑤はシンボル性、⑥は眺望、そして最後に、⑦の景観が挙げられる。最後に大澤氏が紹介したの
は、オヴ・アラップの言葉「正しい行いが何かを選択することについては後退してしまった」と、武藤清の
言葉「建築の意味は社会的に奉仕すること」
。
そして、元日建設計の慶伊道夫氏には、東京スカイ
ツリー設計におけるプロジェクト・マネージャの立場
で、主に技術の話を提供いただいた。必ずしも敷地が
十分に広くない中で建てることに対して、住民は好意
的であったと言う。敷地・環境への影響が大きいと同
時に、地震や風に対する揺れの評価と制御の工夫、施
工技術は我が国の最高水準のものである。
参加者の意見交換の中で、西尾啓一氏からハウステンボスでのスパイラル 1000m タワー・プロジェクト
の紹介、大澤氏からは幻の正力タワー、NHK タワーの紹介も、興味深かった。
第十八回
アラップの「われわれが何をなすべきかについて、エンジニアが発言するのはよろこぶべき」の言葉に関
連し、金田勝徳氏から技術の使い方の決定にあって、迷いが生ずることはないかとの問いかけがあったが、
斎藤公男先生からは、エンジニアの問題と同時にアー
キテクトの存在をどう位置付けるかが大きな問題であ
り、また、建築物を論ずるのか建築することを論ずる
のかも、分けて考える必要がると指摘された。シド
ニー・オペラハウスの例にも見られるように、大きな
プロジェクトにおけるエンジニアの役割や責任につい
ての議論は、さらに深めて行く必要があると結んでい
ただいた。
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２つの主張

和田 章

「科学技術の発展にバラ色の世界は待っているか」
1. Science and Technology
Many years ago, we believed the ultimate goal of progress in science and technology is a rosy world.
Unfortunately, science and technology, alone, do not bring us to the rosy world. We now recognize this.
Science and technology are very important for our civilization and they provide us with many benefits
including helping us reduce the impact of natural disasters.
People have very strong desires to create wealth and
develop rich societies using science and technology, such
as nuclear energy and high-rise apartments supported
by long piles in the waterfront area and so on. Not only
engineers but also government officials want to satisfy
their desires and apply new science and high technology
to improve society.
But disasters become more and more severe by new
developed science and technology.
High-rise apartments in the waterfront area (Tokyo,JAPAN)

I visited Fukushima Daiichi nuclear plant collapsed area on November 21, 2017.
More than 6,000 people are working to make the damaged site safer under controlling strong radiation,
and they need more than 30 or 40 years to accomplish this. This severe situation was caused by the
mistake to use science and technology developed and promoted by professors, engineers and public
officials.
Humankind including professors, engineers and public officials are not clever or wise enough to use
complicated sciences and sophisticated technologies. It is most important to think and discuss how to
use and apply science and technology in our society. We need to focus on developing stable technologies
rather than complicated or sophisticated technologies.
「他の地で起きた災害を学び、より良い社会を作ろう」
2. ‘Build Better Before disaster happens’, rather than ‘Build Back Better after disasters happen’

コラム

In the world, there are many places where next severe disaster will
happen. We need to make these places better and safer before the next
disaster strikes by learning from past disaster experiences in other
similar places.
When we apply the procedure of Build Back Better after a disaster
happens, like a patch work of broken cloth, the next disaster is sure to
happen and will happen in other places in the future.
To pursue Build Back Better not only big budgets are needed but we
will reconstruct bigger and stronger structures that obstruct beautiful
nature. People will not want to return or live in such areas.
In the case of Japan, ‘Build back too much better’ is not better.
We have to say ‘Build Better Before’.
2016 central Italy earthquakes
(Amatrice,ITALY)
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超高層研究会は「東京で高さ 300 ～ 500 ｍを計画するに当たり、どのような問題が想定されるか。ある
いは 200 ｍ程度の計画と違い、どのような観点に留意するか」というテーマのもとに、2014 年 6 月にス
タートしました。以降、A-Forum を拠点のひとつとして、研究会趣旨についての実例報告や研究報告を行い、
今日まで議論を深めてきました。
このたび、研究会をきっかけに下記のような趣旨で動向調査に赴きましたのでここにご報告させていただ
きます。
■

シカゴ・ニューヨークの超高層建築の動向調査（2017/12/2 ～ 12/9）

もしも日本に地震がなかったなら

和田 章

第二次世界大戦が終わって 72 年になる。不思議なことだが、我々は戦勝国のアメリカの文明を憧れてこ
こまで進んできたように思う。少年の頃から、ニューヨークのエンパイアステートビル、ロスアンゼルスの
高速道路、スポーツカー、ジャズやポップスなどを追って欧米の学問を学んできた。我々の先輩も 1964 年
の東京オリンピック、1970 年の大阪万博などこの勢いの中で建設し、45m を超える超高層ビル、100m を
超える超高層ビルを建設してきた。このころ、すでにニューヨークには世界貿易センタービル、シカゴには
シアーズタワーが竣工し、高層ビルの高さは 500m に達していた。アメリカはいつも日本の一歩先を進ん
でいたように感じる。
日本の超高層ビルでも高さが 300m を超えると、耐震設計より耐風設計が主になる。日米の違いは、①
支持地盤の強さと ② 風外力の強さ、さらにそのビルで仕事し、暮らす人々の ③ 揺れに対する如限度の違
いであろう。地震動の強さはそれほど重要ではなくなる。
もしも日本に地震がなかったなら、または地震が設計上あまり関係ないなら、日本でもアメリカに負けな
い超高層ビルを設計し施工できなければならない。ドバイなどの中近東、中国、シンガポール、フィリピン
など東南アジアにも多くのプロジェクトが動いている。もちろん日本やアジアの超高層建築の設計上、耐震
設計は重要技術である。ここでもう一度アメリカに行き、超高層ビルの現状を肌で感じ、シカゴやニューヨ
ークの構造技術者と構造形式、耐風設計、耐震設計に関して議論し、建設現場を見て、日本の我々を見直し
たい。

コラム
SOM（Skidmore, Owings & Merrill）のビル・べーカ（William F. Baker）氏（中央）と。（CHI）
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全米一の高さを誇る One World Trade
Center（設計：デイヴィッド・チャ
イルズ）。
本体約 415m、尖塔部分含め 541m。
（NY）

波打つようなベランダ部が印象的な「アクア（Aqua）」
（設計：ジーン・ギャング）
地上 261.8 メートル。
（CHI）

432 Park Avenue（設計：ラファ
エル・ヴィニオリ）。
全高 426.11 m。屋上の高さとし
ては、NY で最も高いビル。（NY）

World Trade Center Transportation Hub( 設計：サンティアゴ・カラトラバ )（NY）

■

主な訪問先（設計事務所）

① SOM：Skidmore, Owings ＆ Merrill LLP（224 S. Michigan Ave. Suite 1000, Chicago IL 60604）
② Magnussson Klemencic Associates（111 South Wacker Dr., Suite 3390, Chicago IL 60606-4398）
コラム

③ ARUP：Ove Arup & Partners ／ Arup in the Americas（77 Water Street, New York, NY 10005）
④ LERA：Leslie E. Robertson Associates（40 Wall Street, Floor 23, New York, NY 10005）
⑤ Thornton Tomasetti（51 Madison Ave. New York, NY 10010-1603）
⑥ WSP USA（One Penn Plaza, 250 W. 34th Street, New York, NY 10119）
⑦ Le Messurier Consultant（1380 Soldiers Field Rd, Boston, MA 02135）
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2017/10/2 開催 第 19 回フォーラム

テーマ：空間と構造の交差点
コーディネーター：斎藤公男
パ ネ リ ス ト ：小澤雄樹、小堀哲夫、萩生田秀之
建築織物論―二つのベクトル
「人間の歴史は、ある意味ではテクノロジーの歴史でもある」と、かつてノーマン・フォスターは語ったこ
とがある。この言葉を建築の世界に当てはめれば、
「建築の歴史とは、ある面では構造技術の歴史である」
となろう。特に柱のない空間
（Column―Free Space）
をいかに堅固につくるかは、古代より人類の夢であった。
人がともに住み、祈り、祝い、楽しむ空間。あるいは人と物の流れをさばき、納める空間。こうした広がり
のある横の空間（大スパン建築）の歴史は、都市の経済活動や高密度な住生活の必要から発展した縦の空間
（重層建築）に比べ、はるかに古く、そして長い。 大スパン建築の歴史は、たとえていえば「織物」といえ
ないだろうか。Tool としての構造技術、つまり材料、工法、構法、理論を縦糸とするならば、建築形態つ
まり造形性や審美性は横糸となる。縦糸の特徴は連続性と普遍性。その糸の数は時とともに増大し、織物＝
建築の幅を広くするとともに、各々の糸は次第に強靭に鍛えられ、磨きをかけられていく。一方、その時代
の感性によって揺れ動く横糸は、時代の移ろいとともにその色も太さも変化する。時代を特徴づける色彩の
変化によって、織物は美しい歴史の縞模様を描き続けていくのである。
建築空間を成立させるもの、あるいは演出するのは構造であり、構造体のみによっても、もうひとつの空間
が現れる。建築空間のデザインがあるなら、構造空間のデザインがあるだろうと考える。この時、本来安全
性と経済性を基本とする構造技術にとって、
“ 構造 ” と “ デザイン ” の新しい視点が生まれる。一般的にいえば、
各々の意味する内容は限りなく広いわけだが、
両者の接点を見いだそうとするつぎの言葉の対比は興味深い。
第十九回

A

構造とデザイン

B

構造デザイン

再び “ 建築織物論 ” をもちだせば、A における構造とは縦糸（Tool）、デザインとは横糸（Demand）であり、
B の視点は両者の織り方、つまり協働の有様を問題にする。「空間と構造」の主題は結局、この二つの視点
のなかに求められ、いつの時代にも問われ続けていく普遍的なテーマといえよう。
（「空間 構造 物語」2003、彰国社、p15 より）
今回のフォーラムでは、上記テーマに関連深い業績をあげられた 3 人のパネリストをお招きした。いずれ
も今年度の各賞受賞者であり、そのお祝いもかねたフォーラムを企画しましたので奮ってご参加ください。
小澤雄樹：
「20 世紀を築いた構造家たち」
（2014、オーム社）で日本建築学会著作賞
小堀哲夫：
「ROGIC」で日本建築学会賞（作品）
、JIA 大賞、aaca 賞など
萩生田秀之：
「豊洲ランニング・センター」で喜多村淳と共に日本構造デザイン賞
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（斎藤公男）

小澤 雄樹

Ozawa Yuki

芝浦工業大学建築学部建築学科

准教授

1974 年生、1998 年 京都大学工学部建築学科

卒業、2000 年 東京大学大

学院工学系研究科建築学専攻修士課程修了、2005 年 9 月 -2008 年 9 月 東
京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程、単位取得後退学、2009 年
博士（工学）
株式会社 TIS&Partners（200-2004）、立命館大学理工学部建築都市デザイ
ン学科

講師（2004 ～ 2009）、2008 年 1 月

ューブ・アソシエイツ

空間と構造の交差点

構造設計事務所

共同設立、芝浦工業大学

エス・キ

准教授（2011 ～ 2017）

－「空間」の役割と日本の構造家－

最初に 2017 年度日本建築学会著作賞を受賞した著書の概要と、執筆に至った経緯を簡単に紹介した。

その後、日本の近代建築の発展史において「空間」が果たした役割、海外の Engineer と比較した日本の構
建築から派生する形で誕生し、
独自の発展を遂げた日本の建築構造であるが、戦前までは構造家の意識は「耐
震」に向いており、「空間」を求めていた建築家とは意識の上で大きなすれ違いがあった。戦後、丹下や坪
井らの大空間建築を巡る様々な活動を通して、両者の意識が共に「空間」に向かい、ようやく同一の目標を
共有することができたのである。さらに ‘80 年代以後、
国内で木造見直しの機運が高まり、木造建築における
協働を通して、両者の関係がより密接な結びつきを見
せるようになった。木造に対する深い理解を有してい
ることは、日本の構造家の大きな強みの一つである。
両者の関係を常に刺激し続けたのが、海外の建築作品
やエンジニアの活動、特にアラップの影響である。’70
年代には国内にも支社を設立し、日本の現代建築を内
外から揺さぶり続けた。今日ではアラップジャパンは
日本建築界の中でも確固たる存在感を示している。
日本の構造家は世界的に見ても独自の立ち位置にい

海外の Engineer と日本の構造家の違い
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第十九回

造家の特徴ついて講演を行った。

空間 「建築」と「構造」を結ぶもの

日本における建築家と構造家の関係

る。海外において Architect と Structural Engineer は出身学部も異なり、受けている教育的土台が全く異なる。
対して、日本の構造家は建築家と基本的に同一のカリキュラムの元で教育を受けてきており、両者が極めて
親密な関係を築きあげている点に特徴がある。
上記以外にも、日本の構造家は、以下のような重要な特色を持っている。
・数千年に渡りあらゆる災害に立ち向かってきた民族としての知恵がある。
・研究機関やゼネコン等により開発された様々な最先端技術が身近にある。
・住宅から大空間、あらゆる素材、様々な構造システムに幅広く対応可能である。
構造家はその役割を時代とともに変化させながら、日本独自の職能として発展してきた。これら構造家・建
築家達の献身的な努力により、日本建築の質は世界に比類なきレベルまで高められてきた。一方で、多くの
構造設計事務所の労働環境は過酷であり、
常に人材不足に悩まされている。若い学生やエンジニアに対して、
この世界の魅力を如何に伝え、どのような次世代の構造家造を築きあげていくか、今日の構造家の覚悟が試
されている。

第十九回
日本の構造家の系譜
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受賞した著作

小堀 哲夫

Kobori Tetsuo

小堀哲夫建築設計事務所
1971 生、1997 年 法政大学 大学院工学研究科 建設工学専攻修士課程修了 (
陣内秀信研究室 ) 、1997 年 株式会社 久米設計株式会社 、2008 年 株式会
社 小堀哲夫建築設計事務所設立、2014 年 法政大学デザイン工学部建築学
科 兼任講師
【主な受賞】2015 年 AACA（日本建築美術工芸協会）優秀賞、日事連建築賞「国
土交通大臣賞」
、中部建築賞、BCS（日本建設業連合会）賞、日本建築士会
連合賞優秀賞 /2017 年 JIA 日本建築大賞、日本建築学会賞作品賞

等

「環境と建築」
ROGIC は新しいユニヴァーサルスペースを考えるきっかけとなった。私たちはモダニズム時代に鉄鋼技
術、構造技術の発達によって建築は自由な平面と大スパン架構が可能にするユニヴァーサルスペースを獲得
することとなった。ただ、それらは無機質な空間を多く生み出したと批判され、日本においても均質空間と
訳されることからも分かるように、人間を固定化させ、機械化し、無味乾燥な空間として批判されることが
多々ある。しかし元をただせば、自由な平面を獲得することで、あらゆる人間が建築空間に抑制されること
なく、人間の自由な活動や感情を受容し使用できることのはずである。

第十九回

撮影：新井隆弘

ところで、日本の和室の身体寸法である一畳をユニ
ットとし柱と梁で構築された間の連続性を考えてみよ
う。冠婚葬祭などの多様な活動をはじめ、大家族での
暮らし、ふすまや障子による開放性や仕切りのバリエ
ーション、土間や縁側というセミパブリック空間。こ
こでいう日本の和室は、
均質な空間といえるだろうか。
いや全く多様な空間と空気感があるのだといえる。そ
れらはまさしく「環境」を享受しているのである。
「環
境」とは設備的、道具的なものだけではなく、光、風、
75

暗さ、温度、素材、色というあらゆるものの要因のことである。また外部や庭から影響される「環境」には
時間軸が現れ、刻一刻と変幻流転する「環境」は日本人の感情を豊かにし、日本独自の文化を育むことにな
った。
私が何を語りたいかというと、ユニヴァーサルスペースとは、自由な平面と大スパン架構と「環境」を手
に入れて初めて本来の意義を果たすということだ。建物は、建てられる場所性によって唯一無二のものとし
て設計されることを鑑みれば、世界中に建てられたユニヴァーサルスペースは、土地毎による気候や敷地形
状、文化から成立しており、それらはまさに環境によって、その土地固有の建物として成立している。地域
や、はたまた世界に受け入れられているのである。
前述のことに通じる話をもう一つ。ウィリアム・タ
ーナーの「ノラム城、日の出」をみると、この絵から
感じられる空気感がよりその場所の風景や空間を表し
ていることが分かる。ターナーはこの題材で何度も絵
を描いているが、最終的に、題材の輪郭をぼかした表
現で仕上げた。そこでは建築は溶けてなくなり、光、風、
水、湿度、それらの「空間」を表している。私は初め
てこの絵を鑑賞し、題名を読んだ際に、時間や空間の
広がりを感じられた感動を今でも覚えている。
構築的な建築と決して掴むことのできない時間的な環境。この二つが空間に宿ったとき、人々の感性に響
く建築が、ぼんやりと立ち現れるような気がする。

第十九回
撮影：新良太
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萩生田 秀之

Hagiuda Hideyuki

株式会社ＫＡＰ取締役、NPO 法人 teamTimberize 理事
1977 年生、2002 年 明治大学大学院博士前期課程理工学研究科修了
2003 年 空間工学研究所

「新ブリリアランニングスタジアム」
この施設は、競技用義足の開発及び調整室を併設した、パラリンピックを目指す障害者トップアスリート
のためのトレーニング拠点である。ここでの活動は為末氏が館長を務められ、かけっこスクールなどのユー
ス世代の育成、義足エンジニアの遠藤氏の研究開発拠点及び障害者トップアスリートの強化訓練、そしてク
リエィティブディレクターである栗栖氏が主催する障害者と健常者の共同体『SLOW MOVEMET』が、アー
トパフォーマンスを作り上げる。
計画の条件として、全天候型で公認の大会なども開催したいというリクエストもあり、６０ M ６レーン
のトラックを計画する必要が出てきた。初期の段階でトンネル状の長いフォルムを想定し、最終的に全長
１０８M の長さを持ち、半径８.1M のトンネル状の形状となった。長い形状を短期間に構築するためにユ
ニット化された部材の構成が必要と考え、屋根を構成する部材の軽減策として ETFE フィルム２重膜クッシ
ョンタイプを採用している。
本建物では，① ETFE を美しく見せる木造架構であること，②将来的な移転に対応できるよう，解体・再
構築が容易にできるディテールとすること，という二つの命題があった。これに加えて非常に短工期であっ
たことから③施工的な合理性をもった架構システムであることも要求された。
マツ湾曲集成材 90 × 210mm で構成する平面ユニットを円弧状に配置した形状としている。木ユニットの
みでは不安定になるシステムに、ETFE を支持するアーチフレームを組み込むことで、無駄のない合理的な
架構を実現した。二つの曲率をもつ湾曲集成材は平面展開すると網目状になり，集成材の曲げ剛性により，
屋根の水平剛性を確保している。ユニット幅 1.5m と鉄骨アーチフレーム間隔 2.0m のギャップを集成材に
よる「結合材」で埋め、面外・面内の補剛の役割を持たせている。

77

第十九回

ETFE はクッションタイプとし、支持材ピッチを 2.0m、膜厚を 250 μ m とした。木架構は，2 本のカラ

本建物は将来，移転の可能性があるため，解体→搬送→再構築をスムーズに行えるようにする必要があ
ったことから、木架構のユニット化を図った。地組したユニット同士の接合部は HTB 接合のみで曲げを伝
達できるディテールとした。また、この接合部は木架構の美しさを阻害しないような形状とした。
本プロジェクトは、日本で初めての ETFE を大々的に使用した建物であった。ETFE 設計の第一人者であ
る太陽工業喜多村氏と、
木を得意とする萩生田の構造設計者同士の新しいかたちのコラボレーションにより、
他に類のない建物を実現できたと考えている。

木ユニット地組

木ユニットの楊重

第十九回
接合部ディテール

ETFE 敷設

架構内観
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外観夜景

Design
Structure

A-Forum

Construction

第19回AFフォーラム ｢空間と構造の交差点｣
建築織物論ー二つのベクトル｡ 研究者､ 設計者ら計3氏をパネリストに開催

Fabrication
Academic

A-Forum（代表＝斎藤公男・日本大学
名誉教授）は10月2日、東京都千代田区神
田駿河台のA-Forum内で第19回AFフォ
ーラム「空間と構造の交差点」を開催し
た。パネリストに小澤雄樹（芝浦工業大
学准教授）
、小堀哲夫（小堀哲夫建築設計
事務所代表取締役）、萩生田秀之（KAP）
の 3 氏を招き、研究内容や意匠設計、構
造設計の実際などを学んだ。構造エンジ
ニア、学生ら計50人が参加した。
フォーラムでは、コーディネーターの
斎藤公男氏が挨拶し、｢空間と構造の交差
点」のキーワードとして “建築織物論－
二つのベクトル” を挙げた。大スパン建
築を「織物」に譬え、｢縦糸（構造技術＝
材料、工法、構法、理論）と横糸（建築
形態＝造形性、審美性）は時の移ろいと

テーマ解説を行うコーディネーターの斎藤公男氏。建築を学ぶ学生らが多く参加した

共に変化するが、時代を特徴づける色彩
味と述べると共に、海外と日本の違いや、

ション（協働）による課題解決など、最

模様を描き続ける」と述べた。さらに、

ArchitectとEngineerの関係、さらに日本

終設計に至るプロセスなどを述べた。

「建築空間を成立させる上で、構造（縦

における建築家と構造家の関係について

萩生田氏は「新豊洲Brilliaランニング

糸）とデザイン（横糸）、構造デザイン（両

興銀ビル（1923年）
、代々木体育館（1964

スタジアム｣（喜多村淳氏と共に日本構造

者の折り方＝協働）の対比は興味深い。

年）など時代を象徴する建築や日本の構

デザイン賞、2017年度グッドデザイン

空間と構造の主題はこの二つの視点の中

造家の系譜などと共に紹介した。

賞）で特徴的な透明で薄い膜材「ETFE｣

小堀氏は「ROKI Global Innovation

（高機能フッ素樹脂フィルム）との出会

Center－創造性を最大化する建築｣（同作

いや、ETFEを見せるための架構の実現な

小澤氏は「20世紀を築いた構造家達｣

品賞、JIA大賞、aaca賞など）をテーマ

ど、構造システム決定までのプロセス、

（日本建築学会著作賞）をテーマに講演。

に、設計コンセプト、コンセプト実現の

国内外におけるETFE採用の建築物とその

日本は「建築」と「構造」はほぼ同じ意

ための課題、構造設計者とのコラボレー

可能性などについて紹介した。

に求められ、いつの時代にも問われ続け
る普遍的テーマ」と解説した。

小澤雄樹氏の講演

小堀哲夫氏の講演

第十九回

の変化によって、織物は美しい歴史の縞

萩生田秀之氏の講演

Nov.2017
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2016/11/30 開催 第 20 回フォーラム

テーマ：大震災の起きない都市を目指して
コーディネーター：和田

章

パ ネ リ ス ト ：田村和夫、南 一誠
日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信の下、行政、産業及び国民生活に科学を反映、
浸透させることを目的として、昭和 24 年（1949 年）１月、内閣総理大臣の所轄の下、政府から独立して
職務を行う「特別の機関」として設立されました。職務は、●科学に関する重要事項を審議し、その実現を
図ること。●科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。の二つです。日本学術会議は、
我が国の人文・社会科学、生命科学、理学・工学の全分野の約 84 万人の科学者を内外に代表する機関であり、
210 人の会員と約 2000 人の連携会員によって職務が担われています。日本学術会議の役割は、主にⅠ政
府に対する政策提言、Ⅱ国際的な活動、Ⅲ科学者間ネットワークの構築、Ⅳ科学の役割についての世論啓発
です。
日本学術会議の委員会の中の一つの分科会活動の成果として、日本学術会議提言「大震災の起きない都市を
目指して」を纏めました。１１月３０日のフォーラムでは、この提言の執筆に関わった和田を含む３名より
提言の説明を行い、これをもとに皆様と議論しました。
（和田

章）

参考資料：日本学術会議提言「大震災の起きない都市を目指して」

日本学術会議提言「大震災の起きない都市を目指して」要旨
１ 作成の背景

わが国は首都をはじめとする大きな都市に極端に人、財産、および機能が集中し、近い将来の大地震発生

が予測されている中で、震災の危険性はますます高まっている。例えば、中央防災会議の報告によれば、マ
グニチュード７クラスの首都直下地震が起きると、揺れと火災により２万人を超える人々が亡くなり、帰宅
困難者は 800 万人、61 万棟の建物が倒壊・延焼し、被害金額は直接被害と生産・サービス低下被害を合わ
せて、わが国の一般会計予算に匹敵する 95 兆円に上ると言われている。
第二十回

このように、巨大にふくれあがった都市で大災害が発生すると、周辺の都市からの支援能力だけでなくわ
が国の対応能力を超えてしまう可能性があり、事前の対策が必須である。営々と築かれてきた都市と社会を
一朝一夕に変えることはできず、すべての対策について行動を起こすのは容易ではないが、震災を受けてか
らの対応だけでなく、将来の都市構成を見通した中で災害を極力減じるための抜本的で具体的な活動を、個
人・家族・企業・自治体・国は、それぞれ推進し、さらに協力して推進すべきと考え、ここに提言をまとめた。

２

現状及び問題点

わが国では、経済的な効率や豊かな生活を求めて、都市に多くの人々や組織が集まってきている。大きな

都市には、非常に高密度に建物や機能が集中し、これらが複雑に相互に関係し合い、効率の高い社会システ
ムをつくりあげている。現状の都市は、大地震などの大きな外乱に対する抵抗力は十分でなく、大地震を受
けるとこれらの社会システムは一気に崩れ、悲惨かつ甚大な震災が起こりうる。例えば、地震後の火災から
80

複数の箇所で車が燃え、大渋滞の車に次々に燃え移り、都市全体の大火災に広がるなど、これまでの経験に
ない異なる様相の震災にいたる可能性もある。
自然現象をすべて人間の力で抑えることは不可能であるから震災後の対策も必要である。しかし、大
地震時の人々の安全確保に加え、地震後の人々の生活や社会の活動の低下を防ぎ、維持するためには、ハー
ド的対策とソフト的対策を組み合わせた事前の対策を着実に進めることが必要である。

３

(1)

提言

最新の科学的知見にもとづき、想像力を広げた熟考

発生頻度は低いが甚大な被害を及ぼす地震を対象に、津波・高潮・火災・豪雨などとの複合災害も含め、最
新の科学的知見にもとづき想像力を広げて熟考し、可能性のある事象を想定して大震災の起きない都市の構
築を目指すべきである。さらに、これらの想定は完全とは言えず、自然への畏怖の念を忘れず、繰返して見
直すことが重要である。
(2)

居住、活動のための適地の選択

人々の居住、活動の場所は、地域における地震動の増幅性や過去の災害履歴などを踏まえて災害脆弱性を正
しく認識し、より安全な場所を選択すべきであり、被災ポテンシャルの高い地域から低い地域へと居住地・
活動域を移すことも考えるべきである。
(3)

都市地震係数の採用

大震災発生時の社会的影響度が高いわが国の大きな都市では、建物やインフラの耐震性を他の一般地域のも
のより高めるために「都市地震係数」を導入すべきである。
(4)

土木構造物・建築物の耐震性確保策の推進

現存する耐震性の劣る土木構造物・ライフライン・建築物・古い木造住宅などの耐震性の向上を図るべきで
ある。新築でも特に木造住宅については、個々の設計・施工に最新の知識が生かされる確かな仕組みをつく
る必要がある。
(5)

人口集中、機能集中の緩和

災害リスクの分散により日本の持続可能性を高めるとともに、東京一極集中による過密の不経済や地方の活
これを実現していくべきである。
(6)

留まれる社会、逃げ込めるまちの構築

地盤・構造物の耐震化対策を進め、災害時に建物の中に留まることができ、人々が生き続けられるまちを構
築すべきである。このようなまちはすぐには構築できないが、救命・緊急輸送道路や避難場所を確保し、命
を守るライフラインを災害時に確保するため平常時から整備を進めることも必要である。
(7)

情報通信技術の強靭化と有効な利活用

通信・情報システムを災害時に発信規制を起こさせず有効に機能させるために、通信容量の拡大、バッテリー
の長時間化、機器の平常時の利用が連続して被災時にも利用可能とするなど、非常時の対応力を強化すると
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性化に対処していくために、大きな都市への過度な人口集中・機能集中を是正するための国土計画をたて、

ともに、データ処理技術を進展させ、災害発生直後の迅速な対処のための準備を進めるべきである。
(8)

大地震後への準備と行動

震災時の社会経済的な損失軽減を目的とした自助・共助・公助による対策を実効あるものにするために、地
域特性に即した防災教育を学校や社会に取り入れ、公的な主体と民間企業、地域住民が平時から適切な協力
関係を確立できるような活動を行うべきである。このとき、震災を知らず言葉も通じにくい外国人への準備
と対応も必要である。
(9)

耐震構造の進展と適用

わが国の耐震技術をさらに進展させつつ、
これを適切に適用するとともに、従来の設計では想定していなかっ
た事象に対しても、構造物あるいはそれを含む全体システムが破滅的な状況に陥らないような方法と仕組の
研究開発と実用化を進めるべきである。
(10)

国内外の震災から学ぶ、国際協力、知見や行動の共有

都市の構成、構造物のつくり方、交通網や通信網の構築など、世界各国に共通点のある防災に関する知見を
活かして、国内外の災害を無くす努力を続けるべきである。
(11)

専門を超える視野を持って行動する努力

都市の防災・減災対策に向け、理工系だけでなく、人文・社会・経済・医療なども含めた多くの分野が、そ
れぞれの専門分野の枠をこえて総合的かつ持続的に取り組むべきである。またこのために、異なる分野間の
平常時における情報共有や交流を活発化させるべきである。

第二十回
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田村 和夫

Tamura Kazuo

千葉工業大学教授
1952 年生、東京工業大学工学部建築学科卒業。
清水建設株式会社（1975-2011：建築現業、構造設計部、大崎研究室、技
術研究所にて勤務）
。千葉工業大学工学部建築都市環境学科教授（2011 ～）。
日本学術会議連携会員。超高層 RC 構造、免震構造、ハイブリッド型制振装
置の開発・設計に従事。専門：建築構造、免震・制振、耐震工学。

地震時被害低減のための建築・土木構造物の高耐震化に向けて
日本学術会議発出の提言「大震災の起きない都市を目指して」の内容のうち、(3) 都市地震係数の採用、(4)
土木構造物・建築物の耐震性確保策の推進、(9) 耐震構造の進展と適用について、概要を説明した。
わが国では、明治時代以降近代的構造技術がもたらされ、それらが時代のニーズに合わせて変化しながら
発展してきた。合理的で快適な生活を支える構造物をつくり、豊かな生活をめざして進んできたが、そこか
ら同時にうまれる震災リスクにいかに向かい合うのかが課題となっている。
「都市地震係数の採用」について
大都市には多くの構造物が密度高く存在していて、機能面からも相互に強く関係している。建築構造物の
倒壊により、多くの人々が被災するとともに、その後の火災への対応の大きな妨げとなる。居住空間を失っ
た人々のための避難施設が必要になり、震災による瓦礫などの処理もしなくてはならない。また構造物やシ
ステムの損傷により都市機能が麻痺することともあいまって、経済的な停滞がもたらされる。もとをたどれ
ば、地震被害の多くは構造物、特に建築物の被害に起因するものであり、都市の被害を軽減するためには、
建築物の耐震性を高めておくことが、最も根本的かつ有効である。
建築物に関するわが国の現行の耐震規定は、最低基準として定められており、構造物の地震時応答特性や、
地震の発生頻度は考慮されているが、被災した場合の周辺地域や社会全体への影響度は、陽な形では考慮さ
れていない。地域や国全体としての被害総量が過大になると、震災後の対応のための費用が膨大で期間も非
常に長くなり、事実上対応不可能となる可能性もある。
域よりも、建築物の耐震性を高めておこうとするための
係数である。具体的には、現行耐震規定の 1.5 倍～ 2.0
倍程度まで耐震性を高めれば、現在の地震工学的知見か
らは、大地震時の被害は非常に軽微にとどまると、個人
的には考えている。この程度の耐震性向上にかかる費用
は、新築であれば建設費の 5％程度以下にとどまるはず
である。この規定は国の法律で定めればよいが、当該地
域の自治体が定めるべきとの考え方もあろう。なお、都
市の大きさに応じた経済量の観点で地震地域係数を論
じ、東京は大阪の 1.4 倍程度としている検討事例もある
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「都市地震係数」はこのようなことを考慮し、建築物や機能が集中している大都市において、他の一般地

（1989 年、牧野稔・他：神田順先生の助言）
。大都市に限らず、耐震性にかかる費用の合理性については多
様な議論があると思われるが、人命の保護や地球資源の効率的使用という観点からも高耐震化は望むべき方
向と考える。
「土木構造物・建築物の耐震性確保策の推進」について
大都市の機能はインフラに大きく依存しており、地震時にインフラ構造物が損傷してその機能を喪失する
と、社会、人々の生活に大きな支障が生じる。インフラには、道路、鉄道、電気、ガス、上下水道などや、
これらに関係した多くの構造物・システムがあるが、これらの中には経年による劣化や設計時の耐震基準レ
ベルが低いことなどにより、耐震性が確保されていないものも多くある。河川堤防や海岸堤防は地域の安全
性確保の上でも重要であり、これらの耐震性確保策に一層力を入れる必要がある。
人命を守るという観点からは、木造住宅を高耐震化することが非常に重要である。建築物のうち、確認申
請の際に構造計算書を必要とする一号、二号、三号建築物の数が全体の 30％程度であるのに対し、四号建
築物と呼ばれる構造計算書の提出が義務づけられていない小規模な木造住宅などの棟数が 70％程度になっ
ている（図参照）。木造住宅の最近の被災事例を見ると、筋違や柱脚の接合部の処理などがきちんと施され
ていないケースも見られ、構造的な知見が設計・施工に反映されていない場合も多い。構造計算書を不要と
する四号建築物の特例について、耐震性を確保させるための見直しを図ることが望まれる。
「耐震構造の進展と適用」について
わが国の耐震技術は数々の震災を受けながら発展し
てきた。耐力の高い剛構造物、地震力を低減する柔構
造物、エネルギー吸収性能を付加した構造物など、次々
と新しい考え方の構造方式も開発され、設計メニュー
が豊富になってきている。一方、自然現象である地震
やそれに伴う地震動、津波、地盤変動など種々の事象
に関する知見も充実してきた。しかし、自然現象は非
常に複雑であり、しかも社会や構造物も時代とともに
変化しており、震災毎に新たな弱点が暴露し、
「想定外」
の事象として現れてきている。我々は、最新の知見を構造物の設計に活かしつつも、一方で自然現象やそれ
により引き起こされる事象に対して、謙虚な態度で臨むべきである。
「想定外」のないようにいかに想定す
第二十回

べきかを真剣に考えるべきである。
一つの考え方として、設計段階で想定していなかった事象においても、構造物に単体またはシステムとし
て破滅的な状況に陥らない性質「危機耐性」を付与させようとする考え方がある。これは地震時の事業継続
計画（BCP）において、重要業務を地震時にも継続できるような準備を行うことと同様の考え方である。震
災後の冗長性や復旧性を前面に出した耐震構造技術の発展を進め、レジリエントな社会を目指すべきである。
以上、震災低減策として、構造物の設計における地域・国を含めた観点の組み込み、インフラ・木造住宅
の耐震性確保・向上（機能維持・人命保護）
、種々の耐震技術の上手な適用と重要機能の維持をめざす構造
設計の方向性、という 3 つの視点からの提言内容について説明した。
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南 一誠

Minami Kazunobu

芝浦工業大学教授
1956 年石川県小松市生まれ。東京大学工学部建築学科卒業、東京大学およ
びマサチューセッツ工科大学大学院修了。1981 年 4 月から 2005 年 3 月
まで郵政省大臣官房建築部、建設省大臣官房官庁営繕部に勤務。2005 年 4
月より芝浦工業大学建築学科教授（学長補佐、建設工学専攻主任を歴任）
。
日 本 学 術 会 議 連 携 会 員。2003 年 10 月 ～ 2011 年 5 月 CIB W104 (Open
Building Implementation) 共同主査。「時と共に変化する建築」にて都市住
宅学会著作賞受賞。北米照明学会賞優秀賞、千葉県建築文化賞、千葉市優秀
建築賞、青森市芸術文化活動表彰文化ゾーン空間賞など受賞。専門は建築構
法計画、建築計画、建築設計。

災害リスクを考えた長期的な国土再編と大規模災害時への備え
第 20 回 AF- フォーラム (2017 年 11 月 30 日開催 ) では、日本学術会議が土木工学・建築学委員会、大
地震に対する大都市の防災・減災分科会の３年間の検討成果を踏まえて、2017 年 8 月 23 日に発出した提
言「大震災の起きない都市を目指して」の内容を紹介し、参加者間で意見交換を行った。南は、提言のうち、
(2) 居住、活動のための適地の選択、(5) 人口集中、機能集中の緩和、(6) 留まれる社会、逃げ込めるまちの
構築、(10) 国内外の震災から学ぶ、国際協力、知見や行動の共有について、その概要を説明させて頂いた。
わが国の大都市の多くは堆積盆地に立地しており、
自然災害に対して脆弱な地域に多くの人々が生活して
いる。災害脆弱性を認識し、街単位での広域移転によ
る抜本的な耐震化も取り組んでいかなければならな
い。地方創生に関する政策の一環として、国の機関の
地方移転が進められているが、まだ緒についたばかり
である。明治初期には東京の人口が日本の総人口に占
める比率は数パーセント未満であり、戦後の高度経済
成長の過程で、地方から東京に人口が移動し、今日の
における首都等の主要都市の人口が総人口に占める比
率は数パーセントから、多くて十数パーセントであり、総人口の 3 割近くが首都圏に集中する日本の状況は、
集約による効率化を越える災害リスクを抱えている。海外の再保険会社はかねてより、東京・横浜の自然災
害リスクを世界の都市の中では突出したものと評価している。地方分権を進め、国会対応のあり方など行政
機関の仕事の方法を見直し、ＩＣＴも活用して、内閣官房など限定した政府機能のみを東京に立地させ、他
の多くの政府機関は政令指定都市などに分散配置すれば、民間の経済活動の地方移転も促され、ひいては国
全体にリスクを分散させることができる。まず国の機関の移転を進めるべきである。また若い人の都市生活
志向は根強く、地方大学の経営は厳しい状況にある。しかし米国をはじめ、世界のトップ大学は地方に立地
し、学生はキャンパス内の学生寮に住み、時間を有効に使って、思う存分、勉学、スポーツに打ち込んでい
る。通学やアルバイトに時間を費やす都市で学生時代を過ごすのではなく、若い時は地方に居住するように
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ような東京一極集中の状況に至っている。米英仏独伊

国全体で見直していくことも、日本の将来にとって
は重要ではないだろうか。
万一、首都直下地震や南海トラフ地震が発生し
た際、膨大な数の住宅が不足すると予測されており、
居住の安定的供給が大きな課題になっている。東京
には応急建設仮設住宅を建設する用地はほとんどな
く、空き家を活用し、みなし仮設住宅にて対応する
という方針になっているが、震災直後に実際に活用
できる空き家の数は十分ではないと懸念される。一
方、都心の事業用施設の耐震性は年々、向上してお
り、地震が起こった際、事業用施設を円滑に活用す
る方法について、今の段階から検討すべきである。
都市住宅学会の 2017 年夏号が、
「近年の大震災における仮設住宅の教訓と今後の課題について」と題し
て特集を組んでおり、その巻頭論文にて元住宅局長の橋本公博氏が、これまでの大震災における仮設住宅建
設の経験を踏まえて、柔軟な発想による検討は平時にこそ行うべき、災害が発生した後は、現場は決まった
ことを行うだけで精一杯だと述べられている。東京都心に立地する大学等は、敷地も広く、大規模な施設を
多く保有しているので、今の段階から関係機関が協議をし、災害発生時に、居住の安定確保のために使う方
法を検討しておくべきと思う。
大規模災害時に必要となる応急建設仮設住宅やみなし仮設住宅の数を減らす努力は重要である。耐震改
修の促進をすれば、必要となる仮設住宅の戸数は確実に減少する。首都直下地震では火災による被害が想定
されており、感震ブレーカーの設置や、初期消火に成功することによって、人命・財産の損害が大幅に減少
するという予測が示されている。仮設住宅の必要数を減らす施策のほうが、事後的な復旧、復興施策より、
費用対効果は大きいに違いない。災害後に仮設住宅が必要となる状況を減らす努力が重要である。

第二十回
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本学術会議を要に４７学会が集まり防災学術連携体を設立
‘Knowing me, knowing you, it's the best we can do’ 註

日本は自然に恵まれた素晴らしい国である。一方で、世界の大きな地震の 10％以上は日本の近くで
起き、大津波に襲われ、毎年のように大きな台風や冬の豪雪に襲われるなど、自然の猛威の厳しい国で
もある。この地に日本人は暮らし、自然への尊敬と畏怖の気持ちを持ち、人々は互いを思いつつ暮らす
優しい心を培ってきた。明治の開国を機に、我が国は欧米の文明・科学・技術を導入し発展させ、先進
国として世界を率いるまでに成長してきた。
大きな地震はいつかどこかを襲うとほとんどの人々は考えていたが、津波のことは書物には書かれて
いても、その恐ろしさを真剣に指摘する専門家は一部であり、その声は人々に伝わっていなかった。東
日本大震災は、多くの尊い命を奪い多くのまちや村を壊滅させた。
人や社会は遠くで起きたこと、遠い昔に起きたことなど、体験していないことへの想いは薄く、今を
生き活動することに一生懸命である。専門家や研究者が同じように、遠い過去から未来へと繰返される
自然や地球の動きを忘れることは許されない。さらに、世界で起きていることにも詳しくなければなら
ない。科学・技術への過信、驕りはあってはならず、文明の進化が災害を激化することも忘れてはなら
ない。
研究者や技術者は経済活動のなかで仕事をしており、合理性を求めて突きすすむが、目の前の仕事の
効率向上のみに注視するのでなく、自らの社会における役割、責任を考えるべきである。自然、人間の
作るもの、社会などについて、これらは互いに関係しあっていることにも想いを寄せねばならない。
2011 年 3 月 11 日に起きた東日本大震災がこれまで甚大な災害になってしまった原因は多種多様で
あり、これからの防災・減災への対策にも多くの取り組むべき課題がある。ひとつの重要な問題として、
学問・科学の分野がますます細分化され、それぞれの分野の研究者は専門を深めるものの、他の分野の
進めていることに無関心かつ無批判であり、重要な問題であるにも関わらず、誰も注意を払わないまま
の問題が残ってしまうことがある。ここに自然の猛威は襲ってくる。
人々の生活を豊かに、日本を住みやすく、科学・技術を正しく発展・利用していくために、鳥瞰的か
つ俯瞰的な考察と現場に即した行動が必要である。東日本大震災を受け学協会間の垣根を越えた議論の
重要性を再認識し、「東日本大震災の総合対応に関する学協会連絡会」をつくり、30 の学協会の関係者
が情報交換・議論を行う連続シンポジウムを 2011 年 12 月から 2016 年 11 月まで、11 回にわたり開
催してきた。
2016 年 1 月 9 日にこの活動を発展させ、47 の広い分野の学会から賛同を得て、地震津波だけでな
く広く自然災害全体、
災害後の活動までを含む「防災学術連携体」が設立された。ホームページ（janet-dr.
com）を新設し、詳細な情報を取りまとめている。ご覧いただきたい。なお、A-Forum の麓絵理子氏に
はこの大きなホームページを綺麗に纏めて、運営していただいており、心からお礼申し上げる。
（AW= 和田

章）

註：
「me は我々の学会、
you は他の学会」、または「me は我々の作ったインフラ、建築や社会、you は地球の動きと自然の猛威」などであり、
互いを知ることが我々にできる最善の行動である。

A-Forum e-mail magazine no.24 01-02-2016
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則がまた増える
横浜市内に建つマンションが杭工事施工不良のために傾斜したと疑われ、その時の杭施工

記録が偽装されたことが昨年（2015 年）10 月 14 日に公表された。その日、私はたまたま体調を崩し
て仕事を休み、終日ラグビーＷ杯での日本チームの快挙を報じるテレビ番組を流し観ていた。繰り返し
報道される嬉しいニュースにもそろそろ飽きてきたその日の夕方、突然傾斜マンション問題が報道され
た。その第一報はうっかりすると見落としかねないほど短いものであったが、その後、杭打データ偽造
が発覚し、瞬く間に各テレビ局がこぞって取り上げる大事件に発展していった。
その日から 4 日後の日曜日 (10/18) に放送されたＴＢＳ系の番組、サンデーモーニングの中で、日本
ラグビーチームのヘッドコーチであったエディー・ジョーンズ氏のコーチ辞任記者会見の様子が放映さ
れた。それまでエディー氏に関する知識を全く持ち合わせていなかった私は、この記者会見で日本人の
耳に心地好いチームの活躍に対する称賛の言葉が聞けるものと想像していた。しかし実際にエディー氏
からの言葉は、現在の日本チームが抱える問題点の指摘と、チームがもっと強くなるための辛口のアド
バイスであった。
エディー氏が挙げた問題の第一は「日本では選手に規則を守らせ、従順になるためだけの指導が行わ
れていて、このことが選手たちの能力発揮を阻んでいる」ことであった。さらに「このことは日本ラグ
ビーの文化であり、これを変えるには長い時間が掛かり、恐らく次のＷ杯（2019 年）には間に合わな
いだろう」とも指摘された。そして選手には「自分の判断や表現力を磨き、自分たちで創意工夫する生
き方が必要であるが、そうした練習をしていないから自分の本領を発揮できていない」とアドバイスさ
れた。
今回の傾斜マンション問題とエディー氏の辞任記者会見とを重ね合わせると、日本社会の全体像が透
けて見えてくるような気がする。これまで日本の社会秩序は、国から与えられた規則に従うことで築か
れてきたとは、よく言われることである。決められた規則に従うことが優先され、自分の能力や技術力
を磨き、発揮することを置き去りにし続けていたことが、今回の杭打データ偽装という愚挙を生む要因
となったのではないだろうか。なぜ、機械が記録するデータを採ることには失敗したが、ベストを尽く
した自分の技術を記録するデータを他に残すことができなかったのか。
この事件を機に国交省が作成した「基礎くい工事の適正な施工を確保するために講ずべき処置につい
て（告示）」と「基礎ぐい工事に関する工事監理ガイドライン」が、国によって定められた規則として
発効された。
実は私もその規則作りの際に、多少ではあるがお手伝いをした一人である。その間終始、こんなこと
までいちいち国が指図しなければ、日本の技術レベルを維持することすらできないのかという思いがし
てならなかった。自分自身を含めて、いつから日本の技術者はこんなにも自信と誇りを失い、社会から
の信頼を失ってしまったのだろうか。どこかで聞いた「ルールと審判だけが増えるゲームは、選手のや
る気を削ぎ面白くなくなる」
という言葉が思い出される。

（KK= 金田勝徳）
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日本震災から 5 年
この年になると、過去を振り返り、元気だったころのことを書いたもので思い出したりすると、

けっこう良いことを言っているなどと思ったりすることがある。東日本大震災からも、すでに 5 年を
経過した。小学校 1 年生だった子が、もう中学生。中学生だった子は、大学生。一方、60 過ぎの人間
にとっては、あっという間でもある。
震災直後に、フェースブックを始め、震災関連のことをなるべく書止めようと思って、ノートに書
いたものが 180 近くなり、読み返してみた。釜石市唐丹小白浜に支援に入ったこともあり、当初から、
漁村に防潮堤はおかしいこと、住民の意見を汲むこと、災害危険地区指定が画一的でおかしいこと、を
言って来ている。しかし今思えば、
被災直後の住民の中で、そのような議論をすることが、無理であった。
仮設に 5 年住んだ方たちが、5 割ほどは復興住宅に引っ越しただろうか。ようやく本来の生活が始まっ
たということでもある。今こそ、住まい方、まちの構成、自然との付き合い方を、しっかり議論すると
きなのではと思う。しかし、すでに市議会も予算を通過していると、今さら変更はできない。防潮堤に
ついては、まだ 1-2 割ほどしか完成していないらしいので、予算も余っているのであろうに、他に回せ
ないし、避難路整備や、傾斜地の擁壁などに関しては、すでに予算を使い切ったので、途中でも終わり
と言うことのようである。
私ごとばかりで恐縮だが、当初の夢が 5 年にして近づいている。株式会社唐丹小白浜センターを昨
年立ち上げ、この 3 月で予定の資金も集まり、事務所兼住宅も確認申請を出し、6 月には着工の運びで
ある。月に 1 度 2 度と通い、その度に地元の友達を増やし、新しい社会に住むことにもなるとの思い
である。それも、建築を通してというのは、嬉しいことでもある。
新聞などでも、有名建築家が、いままでのような建築でなく、「もっと自然とどのように付き合うか」
とか「経済指標だけではない豊かさを求めて」というような発言をしている。また、被害者の方々も登
場して、当時のこと、そしてここまで頑張ったことを記事にしている。
建築を通しての東北日本の復興は、まさにこれからが大切な時期なのだと思う。さまざまな機会に、
多くの方たちと議論して行きたい。

（JK= 神田順）
A-Forum e-mail magazine no.26 13-04-2016

ザ

ハ・ハディド、あなたの “ デザイン ” がみたかった
ザハ急逝のニュースを知ったのは 4 月 1 日の朝だった。初めはエイプリル・フールかと疑っ

たが、亡くなったのは 3 月 31 日。マイアミの病院であり、亡くなる直前までメールで仕事の指示を出
していたという。65 歳のまさに急逝であった。
女性建築家として初めての受賞となるプリッカー賞（2004）をはじめとし、高松記念文化賞（2009）、
エッセイ

RIBA（王立英国建築家協会）ロイヤルゴールドメダル（2016）を次々と受賞し、アンビルドの女王か
らスーパースター建築家とし羽ばたき始めた近年。誰よりも本人の無念さは計り知れない。
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ロンドン中央モスクで執り行われた葬儀の参列者には、L. コールハウスや P. クックら世界的に有名な
建築家の姿があったという。N. フォスターもコメントを寄せている。「彼女は勇気・信念・不屈の人。
自由な創作精神と結びついたその資質は非常に稀だった」と。1）
ザハの名を一躍有名にしたのは 1983 年のピーク・レジャー・クラブ建築設計競技案「ザ・ピーク」。
その衝撃に建築的洗礼を受けた建築家は少なくない。思えばそれより、30 年近くも以前の 1957 年、
私達学生にとっての建築的衝撃といえば「シドニー・オペラハウス」のコンペ（1973）であった。シ
ドニーの J. ウッソンを見出した Y. サーリネンと同様に、香港で審査員を務めた磯崎新もまた落選しか
けたザハの案を最優秀に推した。
「30 年昔、世界の建築に彼女が登場したとき、瀕死状態にある建築を蘇生させる救い主が現れたように
思った。
」追悼文の中で磯崎新はこう述べている。1）
たしかに「構造＝建築」が基本的な現代建築において、それをひっくり返すような構造と表層の分離は、
F. ゲーリーとは異次元の世界を構築したといえよう。たまたま私がみたザハ作品、たとえばロンドンオ
リンピックのアクアティクス・センター、広州や南京のオペラハウスやソウルの東大門デザインプラザ
などはいずれもスピード感と躍動感に溢れた「環境彫刻」
。妥協を許さない貪欲さが他の追随を許さな
い表層の精度を高めている。しかし独自の芸術作品にはコスト高を覚悟の恵まれたクライアントが何よ
り必要だ。誰しもがそう感じるはずである。それが経済市場なのか、政治家なのか。市民や社会でない
そこが気になろう。
ザハのデザインについて磯崎新はこう述べている。2）
「我々の世代は構造や合理性の上に表現があっ
たが、ザハはまず感覚的な表現があってそれを合理化していた。建築というより、イメージによるデザ
インの能力といえた」と。イメージを実現するために早くからコンピューターを活用したデザイン手法
の研究を続け、「機能から形を導くのではなく、形から機能の効率を最大化する設計」に心血を注いで
きたのがザハである。かつて壮大で力強いイメージがその建築の全ての方向づける事例は多い。たとえ
ば「関西国際空港ターミナル」
（1994）
。1.7km もの大きなスケールのウィング・ジオメトリーが、内
部空間の構造や環境・設備を支配し、
実体化した。ジオメトリーとフォルムの違いとでもいえようか。R. ピ
アノと Z. ハディドの「形」のもつ意味は別のものと考えられよう。
最近の中国で注目すべき動向があった。2015 年末、37 年ぶりに開かれた中央都市政策会議が発表し
た「意見書」には、視学的インパクトの強い公共建築に対して次のような批判が示されている。3）曰
く「建築の機能性と構造の合理性を疎かにしてはならない。構造技術のイノベーションが促進されたと
云っても、力尽くでリスキーなものでなく、普遍性をもつべきだ」と。
ところで、こうしたザハの世界を前にして、あらためて「白紙撤回」（2016.7.17）となった（旧）「新
国立競技場」のことを振り返ってみたい。テーマは「日本において、東京オリンピックにむけてザハの
デザインははたしてどういう形で実現することができたのか」である。その前提条件は二つ。
ひとつ目は、最初の国際デザイン・コンクールにおけるザハ案のとらえ方。選ばれたのは「屋根付き競
技場」の鮮烈なイメージであり、監修者ではなく本来はザハという建築家であるべきということ。二つ
目はレガシーも含めたプログラムが再検討され、機能・コスト・工期等が適切に明示されること。この
時統合者としてのザハはどんなプロセスを辿りながら困難な課題に立ち向かうかが問われる。構造と表
が設計条件であったことを考えると「課題をザハ流に解くこと」がいかに難しかったかは想像できよう。
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層の一体化に回帰しようとする姿勢を（旧）
「新国立」の提案にみるとする人もいるが、当初「開閉屋根」

ザハは丹下・坪井による「国立代々木競技場」
（1964）を深く研究したといわれる。しかし建築家と構
造家の協同、
という “ 作業 ” をどれだけ理解し得たかは分からない。日本の技術への信頼性とは別にザハ・
デザインのあり様が垣間見え、その真価が問われる場面がいくつかあったように思う。
その場面とは 3 つ。第一はコンクールの最優秀案に対する最初の基本構想（フレーム・デザイン）
の段階。規模も機能も縮小した要件に対して対応能力を発揮しながら、ザハが提示したであろうさまざ
まなオータネイティブをみたかった。第二は建設敷地が神宮外苑から東京湾岸の有明地域に変更になっ
たと仮定した場合。外部環境が好転し、建設工事の円滑さも格段に上がる中でどんな伸びやかな姿形
をみせることができたか。第三に仕切り直しとなった「ルーフ付きスタジアム」のコンペ。設計・施工
の課題は格段に容易になった反面、ザハ・デザインの独自性は一体どんな風に表現され得たのか。プロ
フェッショナルな建築家として最後まで責任をとろうとしたザハの情熱とその成果を確かめたかったと
思うのは私一人ではあるまい。
日本が選んだザハ・ハディド。東京の地で、あなたのデザインを見たかった。
1）日経アーキテクチャー
3）STTUCTURE2016.4

2016.4.28

2）朝日新聞

2016.4.19

郭献群「上海環境金融中心と最近の中国建築事情」

(MS= 斎藤公男）

A-Forum e-mail magazine no.27 10-05-2016

素直な考え

東日本大震災の大津波による大被害は、東北に住んでおられる人々だけでなく、日本のすべ

ての人々、もちろん建築・土木に関わる我々にも大きな衝撃を与えた。 その結果、国民の総力を挙げ
て岩手県から福島県までの美しい海岸は、高すぎる防潮堤に囲まれようとしている。しかし、人々から
海が見えなくなり、海と陸の間に住んでいることを忘れさせ、景観は悪くなり、漁師の人たちにも不便
になり、自然の循環も壊していく。コンクリートは無限の耐久性を持っているわけではないから、数百
年後に次の大津波が来る頃には朽ちてしまっているかもしれない。
ここで行われていることが日本にとって正解というなら、日本中の沿岸をコンクリートの壁で覆わな
くてはならなくなると、海岸工学に詳しい専門家に聞くと、定期的なメインテナンス、作り替えも含め
て考えると、日本の国家予算では賄いきれない。日本の沿岸をコンクリートの壁で囲むことは非現実的
だと言われる。
自然の中で暮らしている人々を考え、高台移転が良いか防潮堤が良いか、避難路を確保してほどほど
の高さの防潮堤を作るか、大津波を長大な人工構造物で抑えることに道理はあるかなど、最も良い方法
を素直に考える必要がある。しかし、大災害の後の復興予算が、これらの正しい判断、素直な判断を狂
わせているように思う。いずれ、コンクリートは朽ちて、補修工事が必要になり、その時に、被災後の
ような莫大な予算は使えないであろう。
簡単なことではないが、高台に街の中心を移し、海岸近くは漁業に関わる人たちが昼間だけ集まるよ
うにして欲しい。どうしても沿岸地区に住まねばならないなら、防潮堤はほどほどの高さに抑え、補助
金の一部を用いて２０階建てを超える高層住宅を、人口に合わせて数棟ほど建設することを考えて欲し
エッセイ

い。低層部は太い柱を用いた壁のない骨組構造にすれば、地震に対しても安全であり、津波も骨組みの
間を通り抜けることができる。
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被災された地区の人々、市民、国民、自治体の政治、国の政治、それぞれが正しいと思い、進めてい
ることに間違いがないか、
もう一度考えて欲しい。

（AW）
A-Forum e-mail magazine no.28 13-06-2016

知

って、想像して、考える
約 110 年前の 1905（明治 38）年に、当時東大助教授であった今村明恒が「市街地に於ける

地震の生命及財産を対する損害を軽減する簡法」という論文を発表した。その中でもし首都圏に大地震
が発生したら、それによる火災で東京を中心に 10 万人を超える犠牲者が出るとの予測がなされていた。
その論文を引用した記事が掲載された新聞が、翌年初めに発行されたことをきっかけに、近々東京に大
地震が起こるのではとの風説が流れ、パニック状態になったという。
後日今村博士自身がこの論文に関して、地震の発生を予測したものではなく、大都市の消防能力の絶
無に近い状況に警鐘を鳴らすためのものであったと回顧している。しかしその時の社会の混乱ぶりは、
当時地震学の第一人者とされ、今村の上司であった大森房吉東大教授が、
「今村博士の説は学理上の価
値が殆ど無い浮説」とする論文を発表しなければならないほどであったという。この大森博士の論文に
よって社会は沈静化に向かうこととなった。そしてその騒動から 17 年後の 1923（大正 12 年）に関
東大地震が発生した。その時の犠牲者は 10 万 5 千人を超え、その内の 9 万 2 千人が火災によるもの
であったとされている。
一方南海トラフ巨大地震による犠牲者の数は、最悪 33 万人におよぶという予測を政府が発表してい
る。同時に経済被害額、廃棄物量、津波の高さ、倒壊家屋数などに関する、気の遠くなるような数値予
測もインターネットで検索できる。更にはかなり詳細なハザードマップまで公表されているが、これ等
の情報によってパニックが起こったという話は聞かない。なぜなのか。繰り返し流されるこうした類の
予測情報に、社会が慣れて過ぎて鈍感になってしまっているのだろうか。それとも想像を超える被害予
測の大きさに、考えることを諦めてしまっているのだろうか。
しかし社会の安全確保の一端を担う建築構造技術者である私たちまでもが、そうであって良いはずが
ない。憲法論議が盛んな昨今、憲法学者の樋口陽一博士の「知る権利ではない、義務である」との言葉
がよく引用される。またオバマ米大統領が先日広島を訪れた際に、
「記憶を薄れさせてはならない」と
の言葉を残している。溢れる情報から、構造物の被害の様相と社会への影響を的確に知り、しっかり記
憶し続けることの重要性は言うまでもない。
もう一つ忘れてならないことは、その上でこれからのことを予測し、その先に何があるのかを想像し、
どう備えるかにある。それが少しでも分かればと、
先日の A-Forum（2016/6/23）のテーマを「どうする？
構造設計」とした。改めて私たちができることを考えるとき、その微力さに立ちすくむ想いがする。そ
れでも諦めず、
途切れることなく考え続けたい。
参考文献：「未曽有の大災害と地震学―関東大震災―」武村雅之著

古今書院

（KK）
2009 年 9 月 1 日刊
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A-Forum e-mail magazine no.29 13-07-2016

地

震のリスクのこと
リスクというと、誰しも確率で考えるのに、耐震の問題になると、なぜか、確率に対する拒否

反応のようなものが現れる。特に、建物は設計した時点で、リスクを背負うとわかっていながら、設計
地震動については、多くの人が自分で考えようとしない。
確率は、便利な指標であるが、誤解も招きやすく注意は必要だ。時間的に稀な事象も、空間的に稀な
事象も、同じように数字で扱うことができる。熊本の地震で、壊滅的な被害のあった地区を 2㎞ｘ 2㎞
と考えると、日本全国の 38 万㎞２に対して、10 万分の１である。その中のすべての家が倒壊するわ
けでない。確率的に小さな値である。 しかし現実に震災が起きると、壊れたか、壊れないかが問われ、
揺れの強さの評価との関係を、あまり問題にしない。もっと大きな揺れに対して設計しておけば、倒壊
しなかったであろうことは、誰でもわかるが、では、どの程度の揺れを考えておくべきかという議論に
なると、「日本は地震国だから、最大の地震動を決めて、それで設計すればよい」というような声すら
出てくる。
防災科学技術研究所のホームページには、確率論的地震動予測地図が見られるようになっており、国
の地震防災のための統一見解であるはずなのに、国土交通省管轄の建築基準法には反映されていない。
被害を起こす地震の揺れは、震度７と呼び、建築基準法は、震度 6 強で壊れないことを国の基準とし
ている。それでも、ひとたび被害が発生すると、どのような揺れであったかの議論よりは、設計や施工
上の不備を探し出して、規制強化を議論している状態だ。
活断層の情報は格段に増えており、1000 年に一度程度の活動度の高い地震断層は特定されているし、
もちろん、プレート境界の地震は、数十から数百年に 1 度と、さらに大きな確率である。活断層の見
えないところにも地震を想定している。それらを、それぞれの地点において、確率ということで、総合
的に数値化したものが、年超過確率と地震動強さの関係である。 確率は、ばらつきを伴う。そのばら
つきの大きさが確率の実感につながらないと、敬遠される。材料強度などは、工業製品だと 10％、自
然素材だと 30％程度、一方、荷重側で見ると、雪や風は、50 年最大値を予測して、30％ -40％程度な
のに対して、地震の場合は 60％ -100％というあたりが代表的数値である。大きなばらつきが理解する
ことへの抵抗を生んでいるようにも思われる。30% ばらつくと、100 回に１回は、大きさが１桁違っ
てくる。
２つの場所での、これから 50 年の間に生じる最大の地震動の揺れが、期待値（平均）で 30 ガルと
300 ガル、ばらつきがともに 80％だったとする。「大きなばらつきはいい加減だ」と言って、一律に
400 ガルで設計するとなるだろうか。平均 30 ガルでも 300 ガルまでは、考えておこう、平均 300 ガ
ルだったら、ばらつきも多いことだし、600 ガルくらいは、考えておこう、くらいの差をつけての対
応になるのではないか。
確率論的モデルに基づき、設計への反映を一つの枠組みで規定するのは、法律や学会規準に任せると
しても、現実の場面において、専門家や建築主が、どの程度の地震動を想定することでよしとするか、
自分の問題として考えると、確率論的評価を基にする以外にないと思うのであるが、いかがであろうか。
（JK）
A-Forum e-mail magazine no.30 04-08-2016
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本構造デザイン賞について

松井源吾賞の創設

建築家の業績を顕彰する、いわゆる「作品賞」は数多い。たとえば建築学会の作品賞や作品選奨をは

じめ、建築家協会、建築士会、建築事務所協会などの職能団体や全国の各地域でもさまざまな表彰制度
がみられる。一方、構造設計者の優れた業績に対する社会的評価の場は極めて少ない。この状況は昔も
今も余り変わらない。
「松井源吾賞」が創立されたのは 1990 年。今から 27 年前のことである。早稲田大学教授であった
松井源吾先生（1920-1996）の退職を記念して企画された。その 1 年前の 4 月であった。松井先生か
ら「松井源吾賞」
の構想と私に最初の審査員をやって欲しい旨を記したお手紙を頂いた。構造家の青木繁、
田中彌壽雄と建築家の菊竹清訓、内井昭蔵の各先生方とご一緒とのことであった。そして第一回に川口
衞、佐々木 睦朗、第ニ回に播 繁、草場 基成の各氏を選ぶことができた。本賞のスタートを切るにふさ
わしい人選だったと確信すると共に、その後の発展が予感された。私自身は第三回の受賞を頂くことに
なったのだが、この時何より嬉しかったのは受賞を共にしたのが国際的に著名なレスリー・Ｅ・ロバー
トソン氏（1928-）であったことであった。ニューヨークの WTC（1972）や香港の中国銀行（1990）
などの設計者として、また数々の新しい技術開発に情熱を傾けてきたエンジニアとして以前より私が尊
敬していた人物である。そしてシアトル在住の私の旧友、池田一郎君が長く勤めていた LERA の所長で
もあった。今思えばその受賞の 8 年後の 2001 年、テロリストによる過酷なインパクトにしばらく耐
えていたかに見えた WTC は、しかし一瞬にして崩れ落ちたのだ。ロバートソンの無念さが思われてな
らない。

日本構造家倶楽部の設立

構造設計者が「構造家」と呼称され、
「構造デザイン」という分野が一層顕在化してきたことに「松

井源吾賞」は大きな力となったと思われる。15 年間に 31 名（内外国人 4 名）の受賞者を数えた。こ
の賞も松井先生没後 9 年、
生誕 85 年の 2005 年に幕を閉じた。生前、
先生はよくいわれていたという。
「俺
が死んだら松井賞は止めろ」と。しかし、構造家の業績に対する社会的評価の向上に大きな貢献をなし
た「賞」が途絶することを惜しんだ松井源吾賞の受賞者達が松井先生の遺志を継承しようと「日本構造
家倶楽部」
を設立。2006 年には第一回の
「日本構造デザイン賞」がスタートした。ここでは「松井源吾賞」
および新設された「日本構造デザイン賞」の受賞者を会員としており、2016 年現在の正会員数は 47 名、
名誉会員 5 名、会友 11 名となっている。
受賞者は毎年 2 名程度、松井源吾特別賞 1 名を原則として選考することにしている。
「賞」の選考方
針等は選考委員会の中で毎回確認しているものの「JSCA 賞」との違いについて応募者からの質問も多い。
文量が多くなって恐縮だが、ここで本年の選評の一部を記したい。本賞への理解とこれから期待される
多くの応募者の皆さんの参考となれば幸いである。

日本構造デザイン賞 2016（選評の一部）
総合選評

迎えることになる。今回の応募件数は 10 件であり、6 月 15 日（水）に建築家 2 名、構造家 3 名から
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2006 年に始まった「日本構造デザイン賞」は今年で 11 回目、松井源吾賞から数えれば 26 回目を

なる選考委員すなわち、赤松佳珠子、西沢立衛、金田充弘、山田憲明および斎藤公男（委員長）により
選考会が行われた。応募作品の概要は以下の通りであり、対象は多岐にわたった。
体育施設（アリーナ、スタジアム）2 件、幼稚園
集合住宅

1 件、オフィスビル

1 件、耐震改修

1 件、住宅（別荘） 1 件、大学施設（記念館） 1 件、
1 件、ミュージアム

１件、港湾施設

１件
以上 10 件

まず、選考を始めるに当って次の 3 点について意見交換を行い、選考委員会としての基本方針を確
認した。
1) 1 つの作品について複数（今回は 2 人）の応募者が居る場合、各々が果たした役割が明確かつ対
等であり、さらに各々のこれまでの実績が認められること。
2) 海外からの応募者については、松井源吾賞においても事例があり、特に問題はないとする。
3) 応募作品の構造デザインに関する評価を行うと共に応募者の構造家としての実績や資質について
もできるだけ議論すること。
次に選考委員長より第 11 回「日本構造デザイン賞」の選考基準についての提案があり、議論を経て
次の各項が確認された。
1) 本賞は応募作品における構造設計者の業績を評価すると共に、これまでの実績を通じて優れた個
人の構造設計者を顕彰するものである。
2) 応募作品は建築的に優れており、そのデザイン・コンセプトが明快であること。
3) 構造デザインの視点から、新規性、合理性、審美性など構造設計者としての創意工夫が盛り込ま
れていること。
4) 応募者は基本設計、実施設計および工事監理まで一貫して「作品」創りに主体的に関与している
こと。
以上の視点を共有しながら提出資料を吟味した上で議論と投票を重ねた結果、次の 2 作品および 3
名の応募者が受賞者として決定された。いずれも独創的な構造デザインによって「建築」が求める空間
的創造性と構造的合理性を実現させている。
▷ 岡村

仁

＆

桐野

康則 （KAP、
共同受賞） 「静岡県草薙総合運動場体育館」
（このはなアリーナ）

▷ Ney Laurent（ネイ＆パートナーズ）

「三角港キャノピー」

上記 2 作品については実際に現地を視察した選考委員の各々が選評を述べているが、ここでは両者
を比較しながら、委員長としての私見をコメントしたいと思う。
まず特筆すべきは、第一に日本構造デザイン賞としては初めてとなるユニットとしての連名受賞者が
誕生したことである。岡村、桐野の両名ともに各々の個人実績は申し分なく、共同設計した応募作品の
質も高いと評価された。
「このはなアリーナ」は、地方の時代の地方の建物に込められた建築家・内藤
エッセイ

廣の漲る気迫が伝わってくる建築である。設計者の木に対する思いの強さが形態と構造の大胆な発想へ
と結びついたと考えられるが、その実現は容易ではない。木質構造の特性を把握し、免震構造として大
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空間を成立させるため構造設計者は設計から施工までさまざな専門的エンジニアとの協同を構築し、統
合へと導いている。これまでのユニットとしての実績の高さが伺えよう。
特筆すべき第二は「三角港キャノピー」が海外の著名設計者による土木的構造物ということである。
松井源吾賞においても、L.E. ロバートソン、P. ライス、C. バーモント、最近では J. シュライヒ等が受賞
しており、N. ローランは海外在住者として 6 人目の受賞者となる。
ベルギー、ブリュッセルに本社があるネイ＆パートナーズの設計プロセスの特徴は通常の建築家と構
造設計者との協同の形をとらない点である。多くの橋梁や大スパンおよび土木構造物に関しては自社で
意匠から構造、設計から施工監理までを手掛けている。美しく合理的な技術解＝かたちを物語（ストー
リー）を育みながら創出させるプロセスは、たとえば最近つくられた「札幌路面電車停留所」の端正な
空間にみることができる。素材・ディテール・構造システムが見事に小さな建築に凝縮されている。「三
角港キャノピー」も同様な期待を抱かせよう。
「日本構造デザイン賞

松井源吾特別賞」は Arup 東京事務所代表として永年の功績を果たした彦根

茂氏を委員会全員一致で決定した。 斎藤公男（選考委員長・構造家）
日本構造デザイン賞・松井源吾特別賞
彦根

茂

「Arup・東京事務所代表としてトータルな構造デザインの実現に果たした永年の貢献」
業績賞として位置づけられる松井源吾特別賞は原則的に毎年 1 名が選ばれている。9 人目となる本
年の受賞者を日本構造家倶楽部から推薦された彦根茂氏とすることを選考委員会は全員一致で承認し
た。 Arup 東京事務所が開設されたのは 1989 年。彦根氏は 1994 年に Ove Arup & Partners に入社し、
1997 年から約 20 年間、日本における代表を務めた。今回の受賞はその間における同氏の構造デザイ
ンに関するさまざまな貢献が評価されたものである。たとえば「なにわの海の時空間」（2000 年）、
「ソ
ニーシティ」（2006 年）
、
「ニコラス・G・ハイエック・センター」
（2007 年）等の多くの構造設計に
深く関わると共に、構造以外の設備・環境・ファサード・照明との統合にも意をつくしてきた。さらに
はプロダクトマネージャーとして構造設計者がトータル・デザインを意識して建築家と良好な協同が出
来るような環境づくりに力を注いできたことが最も注目されよう。
オブ・アラップが 3 人の同僚と共に「アラップ社」を設立したのは 1946 年。今からちょうど 70 年
前のことである。そして今日ではおそらく所員数は 11,000 人、事務所数は 90 箇所をこえるものと思
われる。
私事で恐縮ではあるが、私がアラップ卿と直接ロンドンで会えたのは 1972 年秋。シドニー・オペラ
ハウスの竣工直前のこの時、77 歳の卿は穏やかですこぶる元気であった。以来、Fitzroy へは何度足を
運んだことだろうか。今は亡き、
E. ハボルドや P. ライスの面影も懐かしく、私自身も 3 度社内レクチャー
（'88、’91、’01）の機会を得ることが出来た。彦根氏と初めてお会いしたのは M. マニング部長を日本
大学の客員教授として招いた 1986 年頃、もう 30 年も昔のことになる。
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アラップ社が生みだす作品やそこに働く優れた人々を見て感じることは、空前の規模で拡大し続けて

きたこの国際組織を支えるものの存在である。ひとつは、所属するエンジニアの個人の人間的な関係性
を軸とした組織体であり、共通の哲学・理念を抱く小規模な連邦体だということ。異なる建築家と組む
コンペ等では当然、社内での競合は日常的であろう。したがってアラップ社のリーダーは個人の能力や
個性が最大限発揮される環境づくりを心がけており、その課題は彦根氏にも課せられてきたはずである。
そしていまひとつは、多くのスタッフを結びつける道標。それが創立者オブ・アラップの設計哲学、す
なわち「トータル・デザイン」である。アーキテクチャーとエンジニアリング、設計と生産を総括的に
とらえ、両者の融合・触発・統合を計りながら、あらゆる技術を駆使して建築のトータルな質を向上さ
せることがその理念である。そのための人材を集めていった結果、組織が拡大したとみるべきであろう。
日本における構造デザインを刺激し続けてきたアラップ社の仕事を概観すると彦根氏の果たした役割が
理解されよう。
アラップ東京事務所が開設 25 周年を迎えた 2014 年末、彦根氏は SJV の中心的なスタッフとして（旧）
「新国立競技場」に取り組んでいた。そして 2015 年 7 月 17 日に白紙撤回。トータル・デザインとして
のザハ案の実現を見られなかったのが何とも残念である。

（MS）
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本の震災とイタリアの震災
日本は島国、イタリアは細長い半島の国だが、海に囲まれ、新鮮な魚介類に恵まれ、地形の変

化や森が豊かさなど互いに似ているところが多い。７０年以上前には、しないほうが良かったのだろう
が、ドイツ・日本と一緒に戦争したほど仲の良い国である。そして両国とも地震の多い国である。北部
はスイスやドイツに近く工業やファッションが世界的な強さを持ちきちんとした人が多く、南部はオレ
ンジやレモン、オリーブが育つ明るい地域で、楽観的な人々が多い。
この中でも日本の誰でも憧れる地中海のシシリー島は、その通り天国のようなところである。島の西
北のパレルモはマフィアで有名だが今では安全なまちであり、島の東には北からメッシーナ、タオルミー
ナ、カターニャ、シラクーサなど楽しいまちが並ぶ、シシリー島にも大きな地震は何度も起きていて、
１９０８年のメッシーナ地震では数万人を超える人が亡くなったと言われている。
この地震のあと、ローマの物理学者が構造物の耐震設計に層せん断力係数の考えを発表したことで有名
であり、今でも設計例を含めた論文が残っている。ガリレオ・ガリレイを生んだ国なので、世界の力学
を率いていることは確かである。
2016 年 8 月 24 日にイタリア中部で地震があった。３週間後の報告では 298 人の方が亡くなられ、
深刻である。熊本地震でも同じことが起きているが、ある地区に大きな地震が襲うのは百年に一度、数
百年に一度のように長い年月が開く。結果として、地震を受けずに残っていた耐震的でない建物が崩壊
してしまい、人々の命を奪う。日本では 1978 年の宮城県沖地震の頃から研究が進み、実施されている
耐震診断と耐震改修があるが、熊本地震災害を見て、学校・病院や市役所のような公共建築だけでなく
木造住宅まで、すべての建築について実施する必要があると強く思う。
先に書いたようにイタリアは技術や芸術の進んだ国であり、耐震工学、地震後の対策や活動も進んでい
る。9 月 18 日に被災地近くの Rieti にある対策本部を訪ねて、地震学者で本部長の Mauro Dolce 教授
エッセイ

の説明を聞いたが、やはりイタリアは素晴らしい。10 年ごとの国勢調査の時に、人々の暮らす家々の
調査も行い、イタリアの「何処の」
、
「どのような家に」、「どんな人」が住んでいるというデータベース
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が作られており、ある地点で地震が起こると各地の揺れの強さを即座に求め、亡くなる人の数、家を失
う人の数などを色つきの地図で表すシステムを動かしていた。倒壊したかもしれない建物の中にいる人
の数の予測は 38 人から 1724 人であり、
即座に出した予測値として十分価値があると思う。この他にも、
被災地を完全にロックアウトして、住民が安心して避難できるようにしていることは日本では行われて
いない。そして、我々のような調査チームには警察官が付き添ってくれる。
石積みの建築を耐震的にする取り組みも進められている。もっとも有効な補強法は建物の両側面の壁
から壁に鋼棒を通して、両側面で定着する方法である。石積みの壁構造は面内のせん断力を受けて斜め
にひび割れが生じるが、これだけでは壊れない。これらの壁が面外方向の振動を受けて安定性を失い、
バラバラになると鉛直荷重の支持力も失って、建築物は瓦礫になってしまう。
地球上ではいろいろな自然災害が起こる。町や村の作り方、建築や土木構造物の作り方、社会の仕組み
の方が自然の猛威に適っていないことが原因である。しかし、このような自然災害は特定の地点に注目
していると滅多に起こることではない。だからこそ、世界で起こることをきちんと見て、世界の人々が
行っていることを知り、我々のことを考える必要があり、常時の国際交流も進める必要があると思う。
（AW）
A-Forum e-mail magazine no.32 13-10-2016

イタリア中部の震災

地震後の被害予測システム。
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石積造の耐震補強

ロックアウトされた被災地

「改

革」ということ
15 年ほど前の 2002 年 7 月、堺屋太一の執筆による近未来予測小説「平成 30 年」が出

版された。その中で著者は平成 30 年の時点で「最もあって欲しくない日本」は「何もしなかった日本」
であり、そうなる可能性が高いと予測している。そこでは「何もしなかった」ために、国際競争力の低
下による円安と国際収支の赤字化が進み、不況と物価の上昇とが同時進行するスタフグレーションに
陥っている平成 30 年の日本の姿が描かれている。
この小説が発刊された当時の日本は、既に少子高齢化、地方の過疎化、国の財政悪化が確実に進み、
早急に対策を立てるべきとの危機感が広まっていた。堺屋はそこで最も必要なのは「改革」であると言っ
ている。併せて
「バブル崩壊後の 14 年間に誕生した 11 人の総理大臣のすべてが「改革」を言っていたが、
このことは本当の改革が行われていなかった証拠である」と断じている。そして、真の「改革」に必要
なのは、倫理と美意識の変更であるとし、それだけに「改革はそれを推進する改革者にとっても、受け
る側にとっても緊張を孕んだ過程になるに違いない」と論じている。
それから 14 年後の昨年 8 月に「近未来シミュレーション

2050 年

日本復活」が出版された。著者

は 1980 年代に泥沼化していた日米貿易摩擦に関わる日米交渉の際に、米国側の辣腕対日交渉担当官と
して活躍したクライド・プレストウィッツである。この中でプレストウィッツは、バブル崩壊後なすす
べもなく立ちすくんだままでいる現代の日本が、どうしたら復活し、かつての栄光を取り戻すことがで
きるかを詳述している。
ここでもその方策として第一に挙げられていることは、世界の最先端技術から取り残された日本の現
状を挽回するためのイノベーション（技術革新）であり、OECD 加盟 35 か国中、20 番目までに後退し
た日本の生産性（2012 年統計による）の向上であるとしている。そしてそれ等を達成するために必要
なことには、適切なセーフティーネットの用意を前提とした日本的経営や労使関係の根本的な改革であ
ると説く。さらに著者はこの本の中で、
明治維新と戦後の復興という 2 度の大改革を遂げてきた日本に、
3 度目の大改革と遂げる力があることは間違いがないが、問題はどうやって実行するかであり、実行に
移すまでの時間の余裕はないと指摘する。
日米両国の経済問題に関する論客によるこれら二冊の著作を読み比べると、それぞれの本が出版され
た 14 年の時間差の間に改善された問題より、深刻度を増した問題の方が圧倒的に多いことが感じられ
る。国家の存亡にかかわる明治維新の混乱や大戦後の荒廃からの復活の時に比べれば、格段に複雑化し
た現代社会が抱える危機を克服し、復活することの困難さは想像に難くない。
堺屋太一は、平成 30 年までの日本に大きな革命や戦争はなさそうだと予測している。しかしそれに
匹敵するような人的、経済的被害をもたらした自然災害が起きている。同時に日本の将来に永く大きな
負担としてのしかかる原発廃炉問題も追加されている。さらには近い将来起きると予測されている巨大
地震への備えも忘れることはできない。
平成 29 年現在、日本の姿は堺屋太一が危惧していた「最もあって欲しくない日本」に近く、プレス
ウィッツはそれを日本の「惨憺たる状況」と表現している。しかしその間、日本が「何もしなかった」
訳ではなく、様々な改革案が考えられ実行されようとした。残念なことは、それらの多くが中途半端の
まま今日に至っているようにみえることにある。だからと言って、日本が衰退するまま見過ごす訳には
いかない。私達一人一人、
何ができるかを真剣に考えるべきことなのだろう。

（KK）

エッセイ
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ズベキスタン訪問で思う
振動台実験の技術指導ということで、箕輪親宏氏が、トリノ工科大学のタシケント校に JICA シ

ニアボランティアとして赴任されていることがきっかけで、65 歳から 75 歳の構造エンジニア 5 人で、
1 週間ウズベキスタンのタシケントを起点にヒヴァ、ブハラ、サマルカンドと訪問する機会をもった。
おりしも、ソ連からの独立後から大統領として 25 年間、国を発展させたイスラム・カリモフが崩じ
た直後の訪問となった。公共交通機関でのセキュリティが厳しかった程度で、不安を感ずることは一度
もなく、気持ちよく旅をすることができた。多くは、3 週間の特訓でウズベク語をマスターした JICA
のジュニアボランティアとして現地滞在している人たちのネットワークやその周りの日本語学習中の現
地の方々の心のこもった歓迎ぶりに負っている。
シルクロードの東西南北の要の地域で、14 世紀ティムール以降の歴史に触れた。ヒヴァの城壁都市
と日干し煉瓦の家並み、青いタイルのモスクは印象的であった。2000 人が住み、観光がまちを潤わせ
ているようである。子供たちが明るい。ブハラは、聖都としての趣が残り、50m に達する塔の耐震性
の話や改修の話も聞いた。俳句風の詩があって、その１つに、
「考えたら、言葉に、そして行動せよ」
という文句が印象に残っている。サマルカンドは、もっとも有名なシルクロードの一大拠点。中庭を囲
む神学校の複数の建物が大きな広場を形成しており、当時の学問の場を想像した。神学と科学を学んだ
のだと言うが、文系と理系ということのようでもある。また、どこで食べた食事も、野菜が豊富でマイ
ルドな味付け、自然に美味しく食べられた。
タシケントでは、日本人の捕虜たちが中心に建設したオペラハウス「ナボイ劇場」でオペラの観劇も
できた。そして、70 人の眠る日本人墓地も参詣した。25 年の発展の基礎には天然ガスなど鉱物資源の
生産があるようだ。韓国との経済交流が大きい印象であるが、それは、第 2 次大戦時の日本・ソ連の
政治による朝鮮人の強制移住の影響もあるとのことである。独立記念公園にある２つの大きな像はとも
に母の像で、一つは、まるで子を抱くマリアのような像、もう一つは、戦士のわが子を待つ母の像。イ
スラム教ではあっても緩やかで、国の姿勢が好ましく思えたものである。ウズベキスタン国立大学の理
論物理学の日本人教授は、やはり元 JICA のシニアボランティアだったと言うが、日本よりも良い環境
で研究が出来ていると語っていた。
たまたま中央アジア考古学の加藤九祚翁がウズベキスタンの発掘現場で亡くなった報に接した。アム
ダリア川沿いの古代ギリシア都市からの歴史に触れる機会を与えられた。いままでに閉ざしていた世界
が、少し開いたような貴重な旅であった。JICA で活躍している若い人たちが、日本に戻っても、活躍
できるような社会に日本がならなくてはいけないと改めて思ったものである。

（JK）

A-Forum e-mail magazine no.34 12-12-2016

シャイ・ズィンダの廟群

アリシェフ・ナヴォイ劇場
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トリノ工科大タシケント校実験棟内部

構

造デザインへと誘う木と鉄の入門書
書評：多田脩二・山田憲明

共著「構造ディテール集」
（オーム社）

これは、設計や生産に関わる構造技術者（新人だけではなくベテランも含め）だけではなく、建築家
や学生諸君にとっても、首を長くして望んでいた本だ。最初に本書を手にして、パラパラと頁をめくる
だけでそう感じられた。基本から実践へ、全体から部分へ、ディテールの役割とおもしろさがヴィジュ
アルに、実に分かり易く伝わってくる。それが私の第一印象であった。
本書の特徴として次の 4 点をあげることができよう。
第一に対象とした構造方式を鉄骨造と木造に絞っていること。
「帯」にはあるがあえて「表紙」に明
記していないことが本書の戦略なのかも知れない。多田氏が「鉄骨造編」を、山田氏が「木造編」を担
当しているが、この二つの構造方式においていかにディテールが重要であるかがよく理解される。その
一方で両氏の多様な実績を考えると、
構造設計におけるさまざまなディテールに対する基本的な姿勢（理
解・手法）を伝えたい、との思いが感じられてならない。
第二に各々の構造方式のディテールの解説を三段階（三部構成）にしていること。まず「基本のディ
テール」では、構造設計を初めて学ぶ学生や新人の実務者の設計の拠り所となる構造ディテールの要素
や力学的な役割を部位毎に詳しく説明している。つぎに「実践のディテール」
。ここでは基本をこえた
構造設計部位に対する設計の対応性を高めるため、基本形の組み合わせやアレンジの仕方を紹介してい
る。そして最後の「特別のディテール」では著者らがこれまでの実践で得た独創的で工夫に満ちた会心
のディテールが披露されている。この流れ―”BASIC・PRACTICE・SPECIAL” はつまり「ホップ・ステッ
プ・ジャンプ」。明快で意義深いストーリーといえよう。何故ならディテールの設計は、ひとたび誤て
ば建物の崩壊を招く命綱、アキレス腱であることは多くの歴史上の衝撃的な事故が物語っている。その
一方で熟達の手のよれば構造体を超えて建築そのものを輝かせるダイヤモンドの存在にもなる。それが
ディテール（ジョイント）に課せられた使命であり魅力なのだ。本書の構成からそれを読みとることも
できる。
第三の特徴は、しかけとしてのディテールを構造体のしくみの中に明確に位置付けていること。この
視点を踏まえて、初心者から熟練者までを対象としたディテール集として、これほどまとまった情報が
世に出ることはなかったように思う。“ まとまった ” という意味は、分類や事例の数が多いということ
ではなく、ディテールが構造体というしくみ（力の流れやジオメトリー）において果たす役割を分かり
易く視覚化しているということにある。特にそれが感じられるのは「実践のディテール」
。ここでは対
象となるディテールが一目瞭然であり、図版と文章とのバランスもよく仕上がっている。
第四の特徴は
「特別なディテール」
によってディテールへの創造的興味が促されていること。ディテー
ル設計の醍醐味は何といっても、
その原型としてのイメージが決してコンピューターからは生まれない、
ということであろう。人間（設計者）の理性と感性の賜物であり、技術と芸術の結晶ともいえる。困難
エッセイ

な設計条件をのりこえた極めて固有なデザインが、普遍的なディテールとして時代を突き抜けることも
ある。
「ディテールには神が宿る」とは M.V. ローエの名言であるが、意匠設計だけでなく構造設計の世
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界にも感銘をうける多くの事例がある。それを学ぼうとする好奇心がいま構造界に求められている。
ところで日本大学に在職していた約 45 年間、私が最も心を砕いたことは「教育・研究・設計」という
三つのテーマをいかに有機的かつ効果的に連動させるか、ということであった。そしてそれはある程度
実践できたようにも感じている。しかし構造教育が果たして満足できたものだったかははなはだ自信が
ない。わけても構造力学をどう教えたらよいかという課題にはいつも頭を悩まされていたように思う。
力学と構造、構造と空間がつながるようミニモデルの実験や
実例のスライドも使ってあの手この手を試みたが中々上手く
いかない。学生には何としても静定構造だけはマスターして
もらおうと、応力図、特にМ図を沢山描いてもらったが、問
題は支点・ジョイント。ピン・ローラー・固定という抽象的
モデル化が中々リアリティを持ち難い。本書が示す視点や接
合のディテールはヴァーチュラルな力学の授業に光を照射す
る。その意味で学生にとっては最適なテキストになるはずだ。
基礎と実践を結ぶ本書の意図が若い人達に「構造設計」へ
の興味を高め、さらに「構造デザイン」への憧れをかきたて
るにちがいないと期待している。 この本は実用書であり、啓
蒙書である。

（MS）
A-Forum e-mail magazine no.36 14-02-2017

ネット社会に生きる

人類はこれまで、あることを境にして情報量が急増するような体験を繰り返してきた。2000 年

ほど前の紙の発明から 15 世紀の活版印刷の発明、そして新聞、ラジオ、テレビの登場などがそのきっ
かけとなった。人々はそのたびに増える情報を前にして、戸惑いながらもそれ等を利用して新しい社会
を築いてきた。しかし「情報爆発」とも言われるインターネットによる情報増大のスピードは、これま
で人類が経験したそれとは比べものにならない。これからも止まることなく増え続ける過剰な情報が
人々を疲弊させ、思考停止状態に陥らせているようにも見える。
こうした社会の中で、昨年来「ポスト真実（post truth）」という耳障りな言葉が瞬く間に世界を駆け
巡った。この聞き慣れない言葉は、事実や真実より感情的な言辞や虚言、あるいは嘘の情報に民意が誘
導されていく様を指しているとのことである。英国の国民投票で勝利した EU 離脱派の公約が、虚言交
じりだったことが投票の後で分かった。米大統領選では事実と反する煽情的なニュースが繰り返しネッ
トに流れ、自らも多くの虚偽発言を発信し続けたトランプ氏が勝利した。
「ポスト真実」は昨年、世界
を驚かせたこれらの事象から生まれた言葉のようである。そして今大きな社会問題となっているネット
の「炎上」も、この「ポスト真実」の延長線上にあると思える。

ションが容易になり、不特定多数に対して個人が情報を発信することが可能になったことによる副作用
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こうした状況は、インターネットの普及によって見知らぬ人同士のネット上だけでのコミュニケー

に他ならない。そこでは気の合う仲間同士ばかりが情報交換をし、受け入れられる情報だけを集め、本
当のことを見ようとしない情報空間が醸成される。逆に情報発信者の言動に反応して、多数の閲覧者が
虚実ないまぜの誹謗中傷コメントを集中的に寄せて激しく攻撃することも起こる。このことが「炎上」
と呼ばれ、
攻撃の対象となった若者が自殺に追い込まれてしまう痛ましい事件も起こった。その「炎上」
の発生件数が 2011 年から急増して 2014 年には年間 673 件に及び（eltes 社調べ）
、我が建築界も炎
上ネタに事欠かない。
かねてよりネットからの膨大な情報量が「やがて人間を自分で選択し判断できる『自律した人間』で
いることを難しくしてしまう」との指摘があった。いよいよそれが現実味を帯びてきたかに見える昨今
である。だからと言ってこれらに背を向けるなら、情報弱者としてたちまち社会の隅に追いやられてし
まう。いま私たちはスマホひとつで知らない人や世界に発信できる時代に生きている。ネットや IT 抜
きにはもはや社会は成り立たないし、時代の潮流も見通せない。今、人々は時に失敗をしながらも世界
と繋がるこれらの道具の力を前向きに使って、新しい文化を創り、豊かな社会を築くしたたかさを備え
ることが必要なのではないか。

（KK）
A-Forum e-mail magazine no.37 13-03-2017

ソローの言葉

ヘンリー・ディヴィッド・ソロー (1817-1862) のことは、ほとんど知らなかった。今年の１月

「物質至上憂える人間的視点」の見出しで、齊藤昇が、読売新聞に紹介していたことがきっかけである。
飯田実訳の「森の生活」
（1995 年岩波文庫）を読んで、今必要な言葉が多く語られていることに驚い
た。その後、今福龍太の新刊「ヘンリー・ソロー 野生の学舎」
（みすず書房）を見つけた。そこでは、
さらにその幅が広がり、ソローの哲学に心を砕いている人が、日本にも大勢いることを知った。そして
1 月から 3 月にかけて NHK ラジオでも取り上げられ、伊藤詔子が「森に息づくメッセージ」を解説し
ている。
自分としては、すまいやまちづくり、法律や森林のことが気になっていることもあってひきつけら
れた。書きとめておきたい言葉を、
「森の生活」から抜き出して、この場を借りて紹介させていただく。
10 章構成の冒頭の章は「経済」の見出しで文庫本では 140 ページの長い章である。2 年 2 か月、ウォー
ルデン湖畔に、一人で 10 ｍｘ 15 ｍの小屋を建てて住み始める部分である。「われわれは、家を建て
る楽しみを、いつまでも大工にゆずり渡したままでよいものだろうか？」( 上巻 p.87) Shall we forever
resign the pleasure of construction to the carpenter? [p.36] と、家を建てる喜びを書き、具体的にお金
を払った材料がいくらになったかを拾い上げ、大学の寄宿舎の 1 年の寮費にしかならないと言う。こ
れは、家を建てることだけでなく、あらゆることにあてはまる。ものづくりの原点とも言える。
住んで居た場所は、村から少し離れたところにあるが、村人との交流は持っていた。人と心を通わせ
ることは豊かさの証明でもある。
「いまこそ村々が大学となり、年配の住民は、大学特別研究員となっ
て、生活に十分なゆとりができたならば、余暇を利用して余生を自己の教養の向上につとめるべきで
エッセイ

ある」( 上巻 p.194) It is time that villages were universities, and their elder inhabitants the fellows of
universities, with leisure ― if they are, indeed, so well off ―to pursue liberal studies the rest of their
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lives. [p.81] 大学が若い学生のためだけでなく、勤め上げた人々の学びの場所になるとよいことは、こ
れからの大学のあり方を考えても言えることだ。
池のほとりに野菜を植えて、自然との対話の自給自足の生活に豊かさを見出している。
「私にはほん
とうの豊かさが味わえる貧しさを与えてほしいものだ。」( 下巻 p.48) Give me the poverty that enjoys
true wealth. 十分熟した果実の美味しさを味わう喜びを語り、換金のため市場に出される農産物が豊か
さを味わえなくしていることを指摘している。
「音」の章では、近くを走る鉄道の音と水鳥の音を対比し、自然から学び、限りない法則を考察する。
「より高い法則」の章では、自然の中で生きることを忘れ、金銭や欲望に一喜一憂して 人間の作る法則
に慣らされてしまって、何も考えない生活への警句を発している。当時まだアメリカでは奴隷制度が合
法の時代である。
「おどろくべきことに、今日、この新しい国においてさえ、木材には依然として大変な価値が置か
れている。黄金以上に永続的で普遍的な価値、といってもよい。」( 下巻 p.143) It is remarkable what
a value is still put upon wood even in this age and in this new country, a value more permanent and
universal than that of gold. [p.180] 森を形成する木と、人間がどのように共生して行くべきか、我が国
では徳川の世に学べとも言われるが、明治期から今まで手本とした資本主義市場経済で見失った、ごく
ごく基本的な生き方を、自然から学ぶ心を、実践を通して書き綴っているのである。
生誕 200 年というが、
それはけっして昔のことではない。心地よい思索が、
アメリカで長いベストセラー
であり続けている理由でもあろう。そしてまた、日本でも、ソローの思索の輪が広がることを願う。
（JK）
注：( ページ ) は岩波文庫、[page] は、Walden (Or Life in the Woods) Sublime Books 1995 による。

A-Forum e-mail magazine no.38 13-04-2017

勉強してから舞台に登ろう。

2005 年の秋に姉歯事件が発覚して、次の年にいろいろな記事を書いた。本記事はそのうちの一

つ「構造設計偽装事件について、建設通信新聞 2006 年 2 月 7 日」であり、少し加筆修正した。
-------------------------------------昨年暮れに公表された耐震設計に関わるおかしな事件をきっかけに、多くの人が構造設計や耐震設計
について真剣な議論をしている。建築の専門家でありながら、
「構造のことはよくわからないが」と前
置きして問題から相当離れた話題を一生懸命に話される人もいる。法律に従って計算すれば耐震設計が
できると思っていること、20 日ほど前のこの欄にも書いたが、高さが 20 ｍを超える多層建築の耐震
設計を誰でもできると思ったこと、関係者は理論を理解していてコンピューターソフトを間違いなく使
らえば良いだけのことである。
105

エッセイ

えると考えたこと、などが間違いであり、
「分かりませんが」と言い訳する人には、舞台から降りても

建築基準法に計算によって安全性を確かめることと書かれ、同施行令・関係告示には書き過ぎと思われ
るほどの条文が並んでいる。一級建築士はこれらの法律を熟知して設計を進め、建築主事や確認審査員
は法令をさらに熟知していて、
構造設計図や構造計算書が適法であることを確認することになっている。
これが実行できていれば、このような事件は起きない。
我が国で最もよくつかわれている許容応力度設計法は施行令 82 条に示され、「部材に生じる力を求
めよ」とあるが「求め方」は書いていない、
「保有水平耐力を求めよ」とあるが「求め方」は書いてい
ない。一級建築士に任されているところであり、
求め方が決まっていないからいろいろな設計ができて、
技術の進歩を促し、素晴らしい書き方であり惚れ惚れする。しかし求め方が書かれていないから確認で
きない。その結果、
建築確認では応力計算や保有水平体力の計算部分を見なくて良いとなるらしい。「羈
束」
（きそく）という耳慣れない言葉があり、法律に書いていないことを行政は執行できないという。
一貫構造設計プログラムはこの計算をブラックボックス的に処理していて、この手順を国土交通大臣
が認定している。これが問題を悪化させたといえる。レベルの低い設計者は計算結果を盲目的に信じ、
確認審査員は計算結果を調べる気にもならなくなる。再計算センターが提案されているが、問題はさら
に深みにはまるに違いない。構造設計はフィジカルな大きさと形、空間をつくる建築を扱っている。コ
ンピューターにできる仕事ではない。人に頼る方法に戻らなければならない。
応力解析を厳密に行うには「力の釣合い」
「変形の適合」「応力と歪みの関係」を満足することが必要
である。しかし、「構造物がある荷重を受けても、それほどの支障なく存在し得る」ことを確認するた
めであれば、そして構造部材がほどほどの塑性変形能力を有しているならば、「変形の適合」「応力と歪
みの関係」はそれほど厳密に満足させなくてもよい。重要なことは「力の釣合い」である。与えた荷重
が間違いなく地盤まで伝わることの確認はモデル化の仕事も含めて構造設計者の仕事であり、今の仕組
みでは確認審査員が確認すべき仕事である。力の釣合いと流れの確認は暗算または電卓で十分できる。
設計者の考えと構造図面の対応をよく見ることが重要であり、コンピューターを使った再計算はまった
く無意味である。
法治国家の日本で、決められた地震力に低減係数を乗じたインチキ計算と設計を多くの人が見過ごし
たこと、関係者全員で反省しなければならない。本当の耐震設計は、設計している建物が大きな地震を
受けたときの挙動を、中に暮らす人々のことからその建物が都市の構成要素になることまで、全体から
隅々まで熟考することであり、
建築基準法を守るだけのことではない。勉強し直してから舞台に戻ろう。
（AW）
A-Forum e-mail magazine no.39 17-05-2017

J

R 御茶の水駅「バリアフリー整備等工事」について
近未来を描いた映画『ブレードランナー』
（リドリー・スコット監督 /1982 年）の一場面、酸性雨

が降りしきる退廃的未来都市に立ち並ぶ高層ビル群の一角に、遺伝子技術者 JF・セバスチャンが住む

エッセイ

高層アパートがある。装飾過多な高層ビルのファサードに異様な太さの柱が建ち並び、エントランスを
暗く重苦しい空間にしている。この高層アパートのモデルとなったのは、ロサンジェルスに現存するブ
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ラッドベリ・ビル（1893 年竣工）である。映画の撮影では五階建ての建物を超高層に見せるため、実
際の柱周りにセットの柱を付けたしている。そのため、階高に比して異常に短く奇態な太い柱が林立し、
ディストピア的な雰囲気を上手く創り出している。
JR 御茶ノ水駅の「バリアフリー整備等」工事
中ホーム ( 上りホーム幅 6,300 〜 6,700mm/ 下
り 5,500 〜 6,000mm) に出現した、乗降客の行
く手を塞ぐように立ちはだかる直径 1,500mm の
円柱状の柱。これらは，JF・セバスチャンの高層
アパートのアンバランスで異様な太さの柱を彷彿
とさせる。中央線と総武線の乗換駅として混雑す
る、狭隘なホームになぜこのような場違いとも言
える太い柱が出現したのか？
東日本旅客鉄道株式会社（JR 東日本）は、駅
ナカ（ソト）商業施設エリアを設置するため、
ホー
ム上に二階建て建築物を建てる工事を進めている。

JR 御茶ノ水駅上りホーム（撮影 2017 年 6 月）

その結果、橋脚の円柱状のブリッジのような太い柱が林立することになったのである。なお、御茶ノ水
駅は、三階建の建設許可を取得することができないため、JR 東日本は、ホーム階を地下と申請し土木
事業部で設計を行っている。計画では、
ホーム階上の一階部分にコンコースエリアと駅事務室（800m2）
・
旅客トイレ・店舗（100m2）を設置する。二階部分は駅事務室（1,000m2）
・店舗（900 m2）となる。
当工事では，新たにエレベーター・エスカレーター・階段がホームに設置され、前出の太い柱が林立す
るために、工事終了後のホーム面積は現在よりもさらに狭くなる。また，狭隘な当駅にはホームドアの
設置が義務付けられているため、ホーム面積はなお一層狭くなる。設置工事は、現在中央線にグリーン
車を設けるなどの計画があり、乗降位置を確定できないため駅ナカ（ソト）およびコンコース建設工事
完成後からホーム柵の設置までに 1 年から 2 年のタイムラグが生じる。昨年、ホームドアのないメト
ロ銀座線の駅で起きた視覚障碍者の線路への転落死亡事故が記憶に新しいが、中央線と総武線の乗換え
で混雑する御茶ノ水駅でも同様の事故が起きる危険性が増すことになる。
2006 年 12 月に施行された「バリアフリー新法」は、高齢者障碍者，妊婦や子供連れの移動等の円
滑化の促進に関する法律である。また、施設や製品等について新しいバリアが生じないよう誰にとって
も利用しやすいデザインにするというユニバーサルデザイン浸透を踏まえた「バリアフリー・ユニバー
サルデザイン推進要綱」がすでに制定されている。JR 東日本の「バリアフリー整備等工事」は、要項の「エ
レベーター・エスカレーター・ホームドアの設置」は充たしている。また，ユニバーサルデザインの一
環として、弱視の方が柱に衝突しないための色彩計画、見やすいサイン計画、照明環境および自動音声
案内、音のかぶりの問題等の検討を行っていることは評価すべきことである。
しかし、JR 東日本が乗降客の安全のために最優先すべきは、狭隘かつ乗り換え乗降客の多いホーム
面積を可能な限り広くすることである。そのためには、ホーム上を二階建てではなく一階建てとするこ
とで幅 1,250 〜 1,500mm の柱を可能な限り細くし、面積を最大限広くとる設計に変更することが望
らたなバリアを作り出すことになることが懸念される。
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まれる。現在、JR 東日本が進めている工事の完成は、高齢者，障碍者だけでなく健常者にとってもあ

JR 御茶ノ水駅は、当駅が所属線となる中央本線と、当駅を終点とする総武本線 ( 支線 ) の分岐駅となっ
ている。2015 年度の一日平均乗車人員（降車人員は含まない）は、10 万 4,890 人であり、JR 東日本
管轄中、35 位にあたる (JR 東日本 2015)。当駅は、大学病院や総合病院の日本大学、順天堂大学、東
京医科歯科大学他、杏雲堂病院、神尾記念病院、三楽病院、浜田病院、井上眼科病院などの規模の大き
な単科病院が集積するエリアにある特殊な駅である。一日 2 万人以上となる病院に通院する人たち（そ
の多くが高齢者であり非健常者）がいる。また、周辺地域における再開発および総合病院や大学校舎の
高層化によりさらなる乗降客数の増加が見込まれる。御茶ノ水のように病院が集積する特殊な地域では、
駅ホーム使用者の安全が最優先されるべきことは明らかである。
鉄道総研報告特集構造物技術の『駅の階段とホーム狭隘部における混雑時の歩行安全性評価』1) に
つぎのようにある。
「都心の駅構内では、大規模な旅客流動が日常的に発生する。特に、朝夕のラッシュ
アワーには、旅客が集中し、駅構内のホーム・階段は混雑した状態となりやすい。また、輸送障害など
に起因する列車遅延が生じた場合には , 駅構内に滞留する旅客が増加しやすい他、運転見合わせなどに
伴う振替輸送が行われた場合には、迂回先となる他の路線や駅に通常時を上回る旅客が集中することも
ある。さらに、災害の影響で都市全域にわたって運行を停止していた鉄道が、運行を再開した直後も、
一部の駅に多数の旅客が一斉に押し寄せ、ホームや階段が混雑する場合がある」このような条件下にあ
るホーム上のボトルネック（人の流れが急に悪化する場所）は、混みあった電車のドア、ホームの階段、
エレベーターのドア付近、エスカレーターの乗降部分などがあるという。これらの場所に一度に多くの
人が集中してしまうと黄色い線（誘導ブロック）の外となる線路側に旅客が押し出される危険性がある。
このようなボトルネックを旅客が速やかに通過するための対処法が JR 東日本では検討されている。例
えば，エスカレーターは条件によって分速 30 〜 45m まで速さを変えることができるという。しかし、
速いエスカレーターは、高齢者や妊婦や子供が乗り降りするときに転倒する危険性があるため、使う人・
場所・時間帯を考えて速さを決めることが何よりも大切と指摘している。病院に通院する乗降客の多い
JR 御茶の水駅では、エスカレーターの速度を速めることは危険性をともなうため十分な検証が必要で
あると考える。
JR 東日本は、
千代田区主催「駿河台地区まちづくり協議会」において、朝のラッシュ時に乗降客をホー
ム上のコンコースにエスカレーター、エレベーター、階段を使用して常に流すというシミュレーション
を作成・発表し、改装後のホームの安全性を強調し、工事を進めている。しかしながら、机上のデータ
作成だけでなく、非健常者を交えた被験者による混雑時のホーム狭隘部などでの通過実験等、出来る限
りの研究・実験を行った上で狭隘な駅ホームの設計プランを作成する必要がある。鉄道総研報告特集『混
雑時および非常時における駅の旅客流動評価方法』2）では、ホーム柵（可動式ホーム柵）もボトルネッ
クの一因となると指摘している。
「電車から降りる人の中には、ドアの近くに乗っていた人で、降りる
人のため一度電車を降りて出口を譲ってあげる人もいます ( ここでは再乗車と呼びます )。ホーム柵が
あるときには、この再乗車の人が乗り降りの時間を長くしてしまうと言われています。
（中略）電車の
出口付近では、進路を広く空けて、全員の乗り降りをスムーズにすることが大切です」
。ここで指摘さ
れているように、ホーム柵が JR 御茶ノ水駅に設置された場合、より広くホーム面積をとる必要が生じ
ることは明らかである。
エッセイ

前出の鉄道総研報告における実験では、ホーム上の安全確保は、優先度の高い転落防止や触車防止に
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着目し検討している。特に、ホーム狭隘部 ( 階段や事務室等とホーム端に挟まれた空間、以下、狭隘部 )
は危険性が高く、混雑時でも、旅客が狭隘部を安全に通過できる条件を把握する実験を行った、とある。
実験の結果、ホーム狭隘部では、特に対向流において安全な歩行範囲（黄色い線内）をはみ出し、転落
や接触事故が起きやすいことから、乗車待ちの状態と幅員の関係により評価指標を求めることができ、
通過に必要なスペースを十分にとることで、はみ出しを抑止できる可能性があることを明らかにしてい
る。JR 御茶ノ水駅の場合は、
狭隘部における対交流が起きる頻度が高いと考えられる。高齢者、非健常者、
杖歩行の利用者は、電車を降りてからエスカレーターやエレベーターを探したのち利用するため、ホー
ム上を人の流れに反して移動しなければならない場合があるからである。この場合，当然狭隘部の密度
は増し、乗降客や電車待ちの利用者が黄色い線外にはみ出す危険性が高まる。
「バリアフリー整備等工事」終了後の JR 御茶ノ水駅では、直径 1,500mm の複数の柱、エスカレーター、
エレベーター、階段との間に乗降者が滞留する狭隘部が現況より多く出現することになる。
リドリー・スコットが描く未来都市の高層アパートにある奇態な太い柱は、映画のセットであり、丸
物（立体的な大道具）部分は撮影後に壊されたが、2017 年 JR 御茶ノ水駅に出現する太い柱群は半世
紀以上狭隘なホームに立ち並ぶことになる。

（松永直美（レモン画翠代表取締役））

参考文献
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私にとっての構造設計

A-Forum e-mail magazine no.40 16-06-2017

ふり返ると、私が初めて「構造設計」なる分野や職能が建築界にあることを知ったのは大学

3 年の秋頃であったか。鮮やかな朱色の表紙を装った四角く分厚い書籍は店頭でも一際目を引いていた。
“PHILOSOPHY OF STRUCRE”（
「現代の構造設計」1960、彰国社）の原著が E. トロハ（1899-1961）によっ
てスペイン語で著されたのが 1951 年。その後英訳を経て 1960 年、木村俊彦（1926-2009）によっ
てようやく日本語版が出版されたという。
訳者の構造家・木村俊彦は当時 34 才であったが、それから約 30 年後に著したのが「構造設計とは
―On Structural Design」
（1991、鹿島出版）
。その中で E. トロハの訳書についてあらためてこう述懐
している。
「構造に関するこの種の文献は、その後 30 年近く経っているけれどいまだに皆無といえよう。実を
いえば、この種の構造設計の本を書くことは、私に課せられた 10 年来の課題であるが、トロハの広い
人柄と、慎重でありながら研究心と創造的精神に充ち溢れたこの本の格調の前に、いまだにそのような
壮挙におよぶ蛮勇が湧かないというのが実感である。むしろ、トロハのこの本はまだまだ寿命があるど
ころではなく、構造設計の原典であり、我々がつい忘れがちになる “ 構造の心 ” を常に目ざめさせ続け
ているといえよう」と。

概観している「構造設計と構造設計者」は私にとっても共感する部分が多い。ここでは構造設計者の役
109

エッセイ

トロハの “ 構造設計 ” を再吟味してみたいという軽い気持ちで著したという前出の著書の中で木村が

割と立場に視点をおきながら、構造設計の課題（難点）とそれを克服すべき方向（戦略）について考え
てみたい。
まずは構造設計の実務での問題点（面白くないことや難しいこと）は何かの問いかけがある。
第一に、人の生命・財産を守り、安全な社会資産を担保する極めて重要な仕事の割には、建築家の華
やかな自己主張の影に隠れてしまう。近年、改善されてきたとはいうものの、建築界での表彰の場は少
なく、縁の下の力持ち程度の認識が多く、地味で目立たない職能とういう印象が一般的であろう。耐震
偽装問題や地震被害によって構造や構造設計者の存在が初めて市民に認知されるのは情けない。
第二に、建築の設計には他律的な側面が多々あるが、特に構造設計にとって施主や建築家からの不合
理な欲求や突然の変更・要請は実務の推行に大きな困難をもたらす。基準や法令による拘束が非常に強
く、蟻のはい出る隙間もないほど何重にも厳重な網がかかっている。膨大な計算書づくりに追われる強
制労働的な思いは、時として若い人達の創造的な取り組みへの意欲を消失させる。
第三に、技術そのものとしても極めて難しいこと。大学等で学ぶことは基礎の基礎である。理論に基
づく実用計算法や、コンピューター技術の習得、多様な技術・工法の実態的理解など多岐にわたる厳密
さが求められ、一文字をも見誤らないリスク責任を日夜負わされている。
第四に、多角的かつ人間的な協調関係を構築することの難しさ。2 つの背反する様相、つまり自然科
学的厳正さに没頭する自分と世俗的な人間関係の調整に悩む自分がある。二人の自分をどうひとつの人
格の中に育てていくかは容易ではなく、各自の個性にゆだねられている。
それでは一体、構造設計には何が期待し得るのか。はたして構造設計者のインセンティブはどう向揚
できるのか。万能の戦略はムリとしても、上記の問題点を克服することによって、興味深い視点（明る
い側面）が浮かび上がってくると考えられる。いわば否定論に対する反論（積極論）である。
第一に、構造設計の実務に対する自尊心をもつこと。意匠や設備のない建築はあっても、構造のない
空間、つまり建築はない。訪れれば古代の遺跡がそれを如実に物語っている。その自負を背負い、自分
自身が評価できる技術を生涯かけて磨いていくことである。その時の努力が評価されなかったとしても、
真の答えは生涯を積分してみなければ分からない。設計という職能は息が永く、その姿を誰かが凝視し
ている。
第二に、構造設計に対して能動的かつ自主性をもつこと。設計は施主の要請や法律的な制約を受ける
のは当然であり、その意味での他律的な側面や拘束条件があるのはやむを得ないだろう。だから自分の
なすべきことができないというのではなく、むしろ設計という無限の可能性に対する初期条件として考
えたい。自主的課題を発見し、努力目標を設定できてこそ、構造設計が創造的行為となる。法規と規準
のみが設計のための唯一の知識であり手引きであるとするようなレベルを脱却した処に、より自由な設
計のおもしろさが生まれる。一生をかけて研鑽し、その知識と経験を自分の設計に反映させ、社会のた
めに役立てていくことこそ、構造設計者の役割であり、崇高な使命といえる。
安全性を犠牲にした構造は許されるべくもないが、その実体の上に + αを付加するゆとりをめざした
い。構造設計 + αが構造デザイン。その魅力ある地平を若い人達が拓いてくれることを期待したい。
（MS）
ASDO20 周年記念誌への寄稿から抜粋。
（2017.07）
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かせない想像力
今年の 6 月に開かれた東京構造設計事務所協会（ASDO）総会後に「スカイツリーを組み建てた

男」というテーマで講演会が開催された。講師は現職の建設鳶職として活躍中の多胡弘明氏である。
現在 40 才の多胡氏は、16 年前の 24 歳の時にスカイツリーの建設計画を知ったという。以来その建設
現場で鉄骨鳶として働くことを志し、鳶職としての修行のため上京した。生まれ育った大阪と、働き場
として定めた東京との人情の機微の違いに苦労しながら努力を重ね、スカイツリーの建設現場で働く念
願がかなうまで、ご本人がどのように生き、過ごしてきたかを興味深く聞くことができた。
高所作業の多い鳶職は日常的に危険と隣合せであり、多胡氏自身もこれまでの間に何人かの仲間を、職
場での死亡事故で失っている。その彼にとって安全とは何か知り、対策を考えることは、何を置いても
第一に考えるべき課題である。
鳶職の命を守るものは、工事現場でよく目にする命綱であり、落下防止のための安全ネットである。
鳶はこれらを目にすると、高所で作業をしていることを意識しなくなり、油断が生まれて事故を引き起
こすとのことである。その最大の原因は、命綱や、安全ネットがあっても足を踏み外せば負傷をするし、
状況によっては命も落すという想像力の欠如だと多胡氏は言う。さらに高所作業が「怖くない」のは「怖
さを知らない」だけのことで、それに気付いていないのは危険を見通す想像力を働かせていないからで
あると言う。
この想像力は構造に関わる研究者、技術者にも共通する大切な能力の一つといえよう。
構造設計者の役割の大半は、目に見えない力の大きさを的確に考え、その力の流れを想像して、安全を
確保することなのではないか。そのために思索をめぐらし、構造材の在り方や形を考えデザインしてい
る。しかしその過程で、用意された命綱に沿ってしか移動できないような構造計算一貫プログラムを頼
りに計算をして、張り巡らされた安全ネットのような法規準の内側に居ることを確認すれば安全と錯覚
してはいないだろうか。
鳶職の仕事には鉄骨建方の外に、建設現場の仮設工事がある。鳶職が架ける仮設足場は、他職が安全
に効率よく働くためのものであり、その良し悪しが現場の作業効率に大きく影響するという。だからこ
そ他職の多様な動きを想像する力が大切だと多胡氏は力説する。人々が安心して快適に生活し、働く空
間を創ることを目指す私たちの仕事と、
鳶職の仕事との共通点の多さに新鮮さを感じる。講演最後の「仮
設足場は現場の顔であり、養生シートがたるみなくキレイに貼られた現場に、鳶としての誇りを感じる」
という言葉が印象的であった。

人が仕事をするということ

（KK）
A-Forum e-mail magazine no.42 09-08-2017

ここに書くということなので、人とは、だいたい構造技術者をイメージしており、仕事とは構

造設計を意識している。原著は 60 年も前のものであるが、ハンナ・アーレント（1906-1975）の「人
間の条件」の冒頭に、人間の活動として仕事と労働を区別する議論があって、気になった次第である。
読み進めると、ギリシア・ローマ時代の社会通念としては、市民のするのが仕事で、奴隷のするのが労
働ということらしい。
あるいは、
人は、
つらい労働から逃れようとする、というようなことも書いてある。
構造技術者は、構造物を安全にすることにその使命をもっている。ところが、十分に、ひとつひとつの
仕事とはいえず労働とよぶべきものなのだろう。そうなると言われたことは丁寧にやっていたとしても
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条件を考える余裕なく、決められたルールにしたがって設計図書をつくるだけだったりすると、それは

安全かどうかは、自分のあずかり知るところではなかろうか。
ものづくり一般でも同じことが言える。ある使用目的をもった物をつくることは、職人の仕事である
が、ベルトコンベアの流れに乗っての作業は、労働と呼んで、仕事と区別して考えるというのが、近代
の考え方にもなっているようである。われわれの語感としてもつ「労働」の言葉は、やはりマルクスを
起点とする社会主義・共産主義の議論の中で定義されたもので、労働の生んだ価値を投資家が搾取する
資本主義社会の構図を思い浮かべる。
人間の本質的な部分として、仕事をすることが社会への寄与になっているとすると、安全な構造物を
作ることに対して責任ある対応を果たすと言う意味では、決められたルールに従うだけでは、仕事をし
ているとは言えないということになる。もっとも労働という形に作業を分解することで、効率よく生産
することができるようにしたのは、決して悪いことではないし、いろいろな場面でもあてはまることで
ある。例えば、料理の際に材料を刻む場合でも、ひとつひとつ大きさや形を考えて、完成品の質を上げ
ることを考えながらするというやり方がある一方で、刻むという作業においては、ひたすら何も考えず
に刻むということが能率を上げる。そのどちらがプロかと言うとまたわからなくなる。
いずれにしても、概念として仕事と労働を区別し、人間の条件は仕事をすることであると理解すると、
改めて、構造計算においてどこまで基準で決めるのか、さらにはそれを法律で決めるのかということが
気になってくる。業務独占を与える一方で、
計算方法の細部まで告示で規定をした方法にならうことを、
専門家のする仕事と言えるのだろうかということだ。それが安全を保証するのだとすると、その保証さ
れた安全とは何かということでもある。誰がどのような意味で責任をとることになるのだろうか。
職人が仕事に誇りをもって、責任ある営みが物をつくることは、人間の本質にかかわることである。
法律で決めた以上は、すべての人が守るのだとすると、それは安全水準として最低基準を詳細に規定す
るのではなく、安全水準に対して職人が決定権をもてるような枠組みにすべきだと考える。
「人間の条件」の大半で、仕事と労働が論じられているが、終章では、近代哲学が紹介され、その最
後の節のタイトルは「労働する動物の勝利」とある。単に、仕事をすることが人間の条件という話でも
なさそうである。

（JK）
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共

に戦いし友よ、
今年の 4 月 18 日（火）ギャラリー ‘ 間 ’ で坂茂の “PROTECTS IN PROGESS” 展が始まる日、内

覧会に出かけた。大盛況の会場で奇しくも 2 人の “ ばん ”―坂茂と播繁に挟まれた形で私と 3 人で写真
を撮ってもらった。少し疲れた様子であったが、｢未だ頑張りますから―｣ と微笑んでくれた播さん。
その声が今も耳に残っている。そしてその時の写真が遺影になってしまった。
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播さんとは生まれ年（1938）も大学（日本大学理工・建築）も同じである。とはいっても卒業年が
少し違っていたためもあり、しばらく交流がなかった。1985 年頃からだろうか。私が日本理工スポー
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ツ（1985）やグリーンドーム前橋（1990）を手がけていた頃、播さんも国技館（1986）やあきたス
カイドーム（1990）といった大空間を完成させた。私は驚いた。｢ゼネコンでもこんな挑戦的なものを
やるのか。一体誰が居るのか｣ と。その時、播さんの存在が見えてきた。

1989 年、｢出雲ドーム｣

建設の話題が聞こえ始めた頃、突然、播さんから電話があった。｢今度のコンペ、一緒にやらない？｣ と。
出雲ドームは私にとって最も「物語」に満ちたプロジェクトのひとつとなった。当時、日本中を圧巻
したドーム旋風の中でもいっそうその独自性は注目されたといえよう。日本で初めてとなる大曲面集成
材の大空間への適用、立体張弦放射アーチの提案、プッシュアップ工法の試みといった未知なる技術的
挑戦とその成功は奇蹟かも知れない。 カジマデザイン（建築・構造）と技術研究所、設計と施工とが
総力をあげたプロジェクト・チーム。その中心にあって、播さんのバランス感覚がおおきな役割を果た
してくれたように思う。
集成材調達のための北米視察、
1/20 模型によるハイブリッド構造の載荷・挙動と建方実験、
プッシュアッ
プの最真中超巨大台風に襲われたこと。いくつかの楽しくも、厳しかった場面が懐かしく回想される。
後年、「建築技術」に播さんが寄稿した「出雲ドーム」の頁をみせてくれた。そこに載ったスケッチ
に驚いた。コンペで提案した目玉の “ もくもく工法 ” が最終会議で見送られそうとの一報を受け、急遽
私が所長の説得に赴いた折りに描いたもの。播さんのサポートもあり、やっと実現を果たしたその最初
のメモを播さんが長い間、大切に持っていてくれたのだった。共に戦ったという嬉しさが思わずこみ上
げた。
戦友としての播さんの心優しくも力強い姿は私にとって生涯忘れ難い。

（MS）
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ギャラリー ‘ 間 ’、“PROTECTS IN PROGESS” 展会場にて。
左から坂茂氏、斎藤、播繁氏（2017 年 4 月 18 日）
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