
あ
審査委員（敬称略）

'委員長

村上周三（慶応義塾大学教授）

'幹事

加藤信介（東京大学生産技術研究所教授）

'委員

竹下輝和（九州大学教授）

坪内文生（鹿島建設建築企画本部担当部長）

藤盛紀明（清水建設技術研究所長）

吉野博（東北大学教授）

芳村学（東京都立大学教授）

野城智也（東京大学生産技術研究所教授）

山木茂（大成建設設計本部企画推進部シニアアーキテクト）

和田章（東京工業大学教授）

斎藤賢吉（日本建築学会専務理事）

'特別審査委員（会友）

泉眞也（環境デザイナー）

中川志郎（茨城県自然博物館長）

山本良一（東京大学国際・産学共同研究センター長）

審査経過

本会は、建築および建築に深く関連する諸分野における研究

と技術開発の新たな方向を提案する懸賞論文「未来を拓く研究

と技術開発に関する懸賞論文」を、平成14年2月28日を締切りと

して募集し、全部で61編の応募を得た。応募論文の審査は、学

会内に設けられた「研究と技術開発の方向検討特別調査委員会」

および特別審査委員として本会会友が携わった。

審査は、あらかじめ各審査委員に応募論文の概要と全文を送

付して熟読してもらい、その優劣を100点満点で評価し、3月29

日に開催された審査委員会にて、各審査委員の評点を参考とし

て選考する方法で行った。応募者に関係する審査員は、その論

文審査に関しては審議を遠慮した。審議の結果、特等1件、1等

3件、2等4件、佳作5件、会友賞3件の計16件を優秀作として

選出した。

なお、優秀作の中で特に審査員の評価の高かった特等1件お

よび1等1席1件に関しては、応募者を委員長とする特別研究員

会を設置し、今後2年間にわたり提案内容の掘り下げた検討を

求めることにした。

総評

今回の懸賞論文のキーワードは、技術開発である。このような

趣旨で論文コンペが実施されたのは、日本建築学会としてははじ

めてのことである。近年、建設産業の縮退傾向は明らかであり、

これに伴って建築学会活動の停滞も予想されている。この点が

憂慮され、「日本建築学会における研究と技術開発の活性化戦

略」に関して、仙田会長から諮問が出され、現在、この課題に関

する調査研究活動が学会内で進展中である。今回の論文コンペ

は、この調査研究活動の一環として行われたものである。

前例のないコンペであり、途中段階における応募の出足も悪く、

審査、採択に充分な数の論文が集まるかどうか、締め切りまで心

配のし通しであった。しかし案ずるより生むが安しのことわざでは

ないが、結果的に60編を越す応募があり、関係者一同安心する

と共に、大いなる喜びを共有した次第である。

査読を通して得た印象を以下に列記する。まず、建設産業を

中心とした企業の第一線の研究者、技術者からの応募が多く、

かつ水準が極めて高かったことである。次に審査結果をみるとわ

かるように、大学関係者からの応募がやや低調で論文の水準が

企業からのそれに比べそれほど高くなかったことである。これは

「技術開発」というキーワードに代表されるコンペの趣旨が反映さ

れた結果ではないかと思われる。三番目に、「技術開発」に係わ

る論文を募集したにも拘わらず、評論、論説の応募が意外に多

かったことである。これらの論説は建築界や建築を取り巻く社会

の現状を憂慮し、将来の進むべき方向を熱意をもって語ったも

のであり、充実した内容のものが多かった。いくつかは会友賞等

で入賞論文として採択された。最後に、全応募作品を査読した

印象として、ある意味で応募者の、建築界の将来に寄せる熱い

思いを強く感じることができたことを指摘したい。その意味では建

築界の技術開発の将来に関して、大きな安心感を持つことがで

きたといえ、望外の喜びを感じることができた。伝統的な建設活

動が縮退する状況の中で、建設分野のニューフロンティア開拓の

ために今回の多くの秀れた提案が今後幅広く活用されることを祈

念するものである。最後に、応募いただいた全員の方々に深甚

の謝意を表する次第である。 （審査委員長：村上周三）
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未来を拓く研究と
技術開発に関する懸賞論文

主催'研究と技術開発の方向検討特別調査委員会



選評

全ての応募論文を読み通すことは、正直、荷の重い作業で

あった。審査に当たった自分自身が応募論文の趣旨を偏見なく

正しく理解したか否かに関しては、疑問を残している。少なくない

数の応募論文が、極めて観念的で難解な表現を用いた評論的

文章であり、理解の前提となる建築や社会に対する認識が、自分

自身には共感できないことも少なくなかった。しかしながら、優秀

作に選ばれたほとんどの論文は、自分にとって極めて明快に問題

点を指摘し、独創的な方法によりその解決を図ることを提案して

いるものと感じられた。

建築及び関連する技術分野の未来を拓く研究開発テーマは、

個人の何ものにも捕われない自由な発想から生まれることも事実

であるが、これを社会的に組織し、変革の大きなうねりに展開し

ていくためには、これらの発想が多くの人々の共感を得ることが重

要であろう。選にもれた応募作は発想自身に問題があるのではな

く、その発想を社会化する論理が不足していることを強く感じた。

（審査幹事：加藤信介）

未来を拓く研究と技術の開発に関して、学会として懸賞論文を

募集し、さらに、中身を検証して表彰するという今回の企画は大

変画期的な取組であった。応募された論文は大変刺激的であり、

この意味で大きな成果があった。現在、建築の企画、生産、管

理の諸分野において、建築の存在基盤である『目的性』が最も問

われており、これに答えるためには、従前の個人・グループの発

意による自主的な研究テーマの設定とともに、より組織的に社会

的な共同命題に基づくタスクフォース型の研究テーマの設定が

求められており、そのシステムづくりとして今回の取組は評価され

る。タスクフォース型の研究はその目的性から必然的に、横断的

で、かつ、総合的な研究分野を統括することが求められることか

ら、今後はその組織化の方法論が重要な課題となろう。

（審査委員：竹下輝和）

審査員の一員として印象を述べさせていただきます。第一は

テーマの幅の広がりです。個別専門領域の先端的技術開発の

ようなハードなものから、建築評論や都市論のようなソフトなもの

まで多様なジャンルのテーマが集まりました。また、他分野がご

専門の会員や海外からの応募もあり、一方、歴史に関するテー

マと同時に宇宙開発にかかわる近未来的テーマもあり、3万7千

余名の会員の層の厚さ、幅の広さを実感した次第です。

個別テーマでは、特殊なしかしこれから大事になってくる専門

領域で格闘されている状況を世に訴えるようなテーマが印象的

でした。また、自分の業務の周辺にある課題で、問題意識は十分

持っているが業務の都合上日常的には取り組めないテーマをこ

の機会に問題提起するというものが多くみられました。

今回の論文コンペは初めての試みですが、学会において

「ニューフロンティア」開拓の契機のひとつになるものと確信してお

ります。 （審査委員：坪内文生）

多くの分野から多数の応募があり建築分野の研究動向への関

心の高さを伺うことが出来た。特に特賞の論文は思いもよらない

提案で、都市再生、循環型社会、リニューアルなどの切り札的価

値がある。日本人も創造性、独創性が豊かな民族であると安心

した。

建設業の契約問題は明治に請負業が発生して以来の課題で

ある。建設関係者の長年の努力によって多くの改善が図られて

きたとはいえ未だ多くの課題を抱えていよう。特にIT革命が進展

し、グローバル社会の今日新たな課題が山積されている。この

点への提案がなされたことは喜ばしい。仕様書や規準類の審議

では、学会の委員会においても業務上の上下関係が持ち込まれ

る場合もある。先ず隗より始める必要がある。

全体的には実務者や女性の提案に良いものが多かった。産

官学の積極的な人事交流が望まれる。 （審査委員：藤盛紀明）

今回の応募論文で取り上げられた課題は、構造・構法の問題

から歴史・意匠の問題まで極めて多岐にわたり、どの論文にも斬

新なアイデアや示唆に富む内容が含まれていた。また、具体的な

技術開発に関する提案が示されている一方で、論説的な内容で

学会や建設業界が取り組むべき課題も示されていた。

その中では、特賞となったペンシルビルの連結による町並み再

生手法は群を抜いていた。既に存在するものを否定せず、これ

をいかに生かすかというところが重要な視点である。建築博物館

の活性化のための建築的資料の公開に関するアイデアも時宜を

得たものである。請負契約を適正化するためのインフラ整備の

アイデアは、今日的な問題を十分意識して提案され注目を引い

た。選にはもれたがワールドサッカー場を地震時の緊急滞在型

ステーションとして活用するアイデア、快適感の持続性に関する研

究、近未来建物とロボットが協調する空間の創造、等は興味をそ

そられる提案であった。

会員のアイデアを汲み取る方法としてこのような論文募集は極
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めて有効であったといえる。残念なことは大学関係者からの応募

が少なかったことである。 （審査委員：吉野博）

未来を拓く研究と技術開発に関する懸賞論文」というタイトルか

らして、応募が技術系内容に偏るのではないかと危惧していたが、

そんなことはなかった。多方面から61編もの投稿があったことは、

現状を「何とかしなければならない」という意識が行き渡ってきたこ

との証左であろう。特賞となった「ペンシルビルの連結による町並

み再生手法の研究」は、アイデアの卓抜さといい、それを実現す

るための具体的内容の豊富さといい、特賞に相応しい論文だと

感心させられた。委員会を形成して内容を煮詰めていく価値ある

課題と思われる。論文でも指摘されているように、この場合の最

大の問題は、建物の所有権に関連する「社会的合意」の獲得で

ある。もっとも、「社会的合意」の重要性は本課題に限ったことで

はなく、他の上位入選作の多くにいえることである。それを得るた

めには、広く社会にアピールするとともに、社会科学畑の人との協

力が必要となろう。建築学会も建築単体にこだわってはいられな

い時代に来たことを痛感する。 （審査委員：芳村学）

粒ぞろいのご提案をいただいた応募者の方 に々厚く御礼申し

上げます。広い職域・分野の方々からご投稿をいただきましたが、

特に実務者の方々から独創性に富むご提案をいただいたことが

大変印象的でした。市場の縮小とともに何かと士気が低下するな

か、社会と建築の接点で多忙な方々が、気持ちのうえでは、決し

て疲弊することなく、みずみずしいばかりのinnovativeな感性と意

欲を涵養されていることは、閉塞をうち破る希望の源泉です。

いままでは、研究資源をできるだけ多く投入するほど、豊かな研

究成果が得られると、漠然と信じられてきた感があります。しかし、

今回、これだけのinnovativeな、みずみずしさに触れますと、最も

根本的な研究資源は、問題をするどくとらえる感性と、それを解い

ていく知力であることをあらためて痛感いたしました。私たちは感

性知力に基盤をおいた新たな技術開発モデルを持たねばなりま

せん。このようなエベントが継続行事として定着し、建築学会員

に潜在するinnovativeな感性知力を刺激し続けることを切に望

みます。 （審査委員：野城智也）

実務に携わる者として、産業の活性化、学会と産業界・社会の

連携に関心を持つ。私自身、研究活動との関係は薄いが、特別

委員会の議論から発展した懸賞論文が、職域を問わない幅広い

会員から集まったことは興味深い。

まず計61論文を一通り読ませて頂いた。具体的研究の提案、

今後の方向・手法・哲学についての評論等と広範に亘り、多くは従

来の計画・構造・環境の分類に収まらない。夢のある提案、「そう

だ」と頷かせる指摘、「建築で行うことか」と自問することもしばしば。

そして私なりの基準を以下の通りとした：

①行わなければならない課題か

②社会との関係が前提の課題か

③学会関与がメリットを生む課題か

この学会挙げてのブレーンストーミングは、広く議論することが

重要であろう。建築において重要な役割を果たしていながら、ま

だ充分に代表されていないプレイヤーも多い。今後この懸賞論文

が更に広まり、学会の社会貢献を更に高めるよう期待する。

（審査委員：山木茂）

現在の日本の建築界を動かしている人々は、それぞれ設計事

務所、施工会社、大学、官庁などに属しており、これらの機関を

通して将来の日本を良くしようと日々努力している。各人がその中

で既に100％の力を発揮してしまっているなら、建築学会が新し

いアイデアを募集してもなにも出てこないだろうし、素晴らしいアイ

デアが合ったとしても、属している機関から外には出て来ないの

ではないかと考えていた。

61編の論文内容は予想外であり、人間の頭脳は目的を変える

と別の働きをすることが分かった。選ばれた2つのテーマが学会

の研究活動のテーマになるのも良いことだと思う。学会活動が懸

賞論文から挙げられたテーマだけで埋められても困るが、常置委

員会から新しい発想が生まれないことにも問題がある。学会活動

に活気を持たせるためにこのような企画を続ける必要があると感

じた。 （審査委員：和田章）

日本の国土、都市、建築の現状については、嘆わしいものが

ある。明治百年、特に戦後50年の、世界史上希れにみる異常

な情況が、それを生み、その過程で、国土計画、都市建設、建

築、デザインのモラルが失われた。

そのことについて率直に語る言葉に、心が洗われた。

有名大学、有名企業だけでなく、個人、NPOなどからも優れ

た提案があった。特に女性からの発言に、見るべきものがあった

ことを喜びたい。

朝日新聞の優れたコラム「天声人語」が生まれた中国の古典

「天に声あり、人をして語らしむ」の国土、都市、建築物を見る思

いがあったと、私は思う。 （特別審査委員：泉眞也）
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藤井俊二（大成建設）、林広明（同）、
大山能永（同）、欄木龍大（同）、杉山満（同）

柳田克巳（鹿島建設）

佐藤孝典（アイディールブレーン）、
笠井和彦（東京工業大学）、
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岩下敬三（竹中工務店）、寺田岳彦（清水建設）、
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板橋正弘（同）
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賞 応募論文名 受賞者・所属

未来を拓く研究と技術開発に関する懸賞論文　受賞者一覧

特等 ペンシルビルの連結による街並み再生手法の研究

1等1席 建設業界における請負契約の適正化
真の生産性向上を実現するためのインフラ整備

リユース組立構造の提案（差し込み柱を用いた制震構造による）

社会遺産としての建築史資料
情報公開の先手を打つ

2等 意思決定が建物及び街に与える影響に関する研究の提案
街を安全で美しくするために

地球環境を考えた「短寿命建築」
資源のリユース、リサイクル

サステイナブルな「アーバンティシュ（都市）と建築の関係」の構築

スチール・ファウンデイション（鋼製基礎）

佳作 次世代健康配慮建築の構築

可変形状トラスVGTを用いた未来型構造物の実用化提案

建築の定期点検システム（建検）の確立

権力なき都市計画の実現へ向けて
住民の意見を引き出す「オリジネート組織」整備へのシステムと技術の開拓

未来型住宅のための適応エージェント技術

会友 生老病死という苦しみを建築はただ見守るだけなのか

少子化に伴う極小規模小学校のITによる再編整備

東京をめぐる二つの選択肢と三つの課題



1. 研究の背景と目標
本研究は東京など都市中心部に見られる、間口の狭いペンシル

ビルが林立している地域や建物を対象としている（→図1）。このような

地域や建物の問題として、①デザインがまちまちで街並みの景観がよ

くない、②各建物に階段、バルコニー、エレベーターが必要で空間

効率が悪い、③火災時に下方にしか避難できないので防災上問題

がある、④高さに対して幅が狭いため風揺れ対策や、耐震など構造

性能確保にコストがかかる。⑤狭隘な敷地における基礎構築が困

難である、⑥設備機器や水周り施設などが個々のビルに必要なため

効率が悪い、などの課題をかかえている。

そこで本提案では、隣接するペンシルビルどうしを連結し、総合的

に平面、立面計画することにより、より性能の高い建築と整った街並

みを創り出すことをねらっている。図1の例でみると、中央右に10階

建ビルが2棟（▼）並んでいるが、これらの既存のビルどうしを連結する

場合や、その右側の3階建ビル（▼）の建替え時に既存ビルとの連結

を考慮して総合的に計画する場合、などを研究対象とする。個々の

ビルへの適用が繰り返されることによって、徐 に々街区全体を改善し

ていく手法の開発をねらっている。また、基礎の共有や再利用、建

物間の壁の共有、設備機器の共用など、ビルを単に個人資産と見

るのではなく、都市のインフラ施設の一部として長期間利用できるよ

うな社会制度についても検討を行う。このような都市再生の実現に

は技術的な面だけでなく、法律、所有概念、社会制度などの社会的

な面の取り組みが必要である。以下、これらに関する研究開発の考

え方を述べる。

2. 研究開発課題
2-1 街並み再生ビジョンと手法の研究

･街並み再生ビジョン構築： 日本の都市におけるペンシルビルと街区の

現況調査、欧米都市における関連事例の調査を行い、街並み再生

に至るビジョンとシナリオを描く。複数のペンシルビルの相互依存を

実現するための所有者意識、規制、インセンティブの形成、街並み

再生までのシナリオを構築する。一度連結した後、将来の建て替え

等における法的および社会的な制約についても検討する。本課題

の展開としてゼロロット化や、ビル間の壁体共有にまで発展する可能

性やそのための課題を検討する。

･街並み景観の評価手法： 現状の街並みは各建物が個別に計画され

ているために、スカイラインやファサードなどに街並みとしての統一感

がない。整った街並み形成を目指すためには、建物形状、高さ、色

彩、質感などを考慮した街並みの景観を評価する手法が必要であ

る。街並みの統一感を定量的に評価する手法を、調和性チェックリ

ストとして一部提案している（日本建築学会計画系論文集、No.502、pp.71-77、1997）。

スカイラインの統一により、図1の街並みは図2に示すように、調和度

の高い街並みへ変更でき、調和性チェックリストを用いることでその

効果を定量化できる。しかしこのような評価手法はまだ確立したもの

ではなく、今後さらに様々な要因を考慮し、コンセンサスの得られる

定量的評価手法が必要である。

2-2 建築計画ならびに法律に関する研究

･空間効率上の有効性： 多くのペンシルビルが屋外避難階段＋避難バ

ルコニーで計画されており、2つのビルを連結することによって一方

の建物の避難施設（屋外避難階段、避難バルコニー等）をなくし、居室とできる

可能性がある（→図3）。エレベーターについても一方の建物のみを残

し、他方を居室とすることが可能であり、単独で使用していた時より

も有効面積が増加するとともに、ランニングコスト削減の可能性があ

る。一方、各種制約もあることから、連結による建築計画上の有効

性がどの位期待できるかを明確化する。

･防災計画上の有効性： 単体のペンシルビルでは独立した複数の避難

経路を確保するのは困難であるが、バルコニーや屋内連絡通路な

住宅部門

特等

ペンシルビルの連結による街並み再生手法の研究

藤井俊二（大成建設技術センター）、林広明（同）、大山能永（同）、欄木龍大（同）、杉山満（大成建設設計本部）
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図1対象とするビルと街並みの例
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図2街並み再生のイメージ

図3平面計画上の有効性
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どで、いくつかのペンシルビルを連結すれば、水平方向への避難経

路が確保できる。また、他のビルの階段が避難階段として使用でき

るので、地上までの避難経路も確保できることになる。図4に概念を

示す。横方向の連結だけではなく、裏側に建つビルとの避難路の共

有も考えられる。共用バルコニーや連絡通路など、建物の連結は

外気に開放された状態で行えるので、ひとつの建物で発生した煙が

容易に他の建物に侵入することはない。こうすると従来からデッドス

ペースであった裏側のビルとの隙間を活用できるので経済的なメ

リットも大きい。これら総合的な防災計画を検討し、その有効性を

明確にする。

･法律的な問題の検討： 複数の建物を連結すると現行法規上では増築

扱いとなり、確認申請が必要となる。その際、集団規定としての容積

率、建蔽率、地区計画等、また駐車場条例などの各種条例、指導

要綱等の内容を満たす必要がある。また単体規定における問題点

として、構造強度に関して昭和56年以前の建物は現行基準に適合

しない為、増築は不可能であり、避難関係規定全般に関しても昭和

46年以前の建物は、排煙設備、非常用進入口、非常用照明、内装

制限などの規定が無い為、これらの設備を設ける必要が生じる。ま

た、物販店舗の場合、床面積の合計が連結により大きくなる場合、

避難施設関係等を根本的に見直し、大規模な改修が必要となる場

合がある。また、連結する各々の建物が建設当時の法律を満足して

いた事（既存不適格建築物である事が）前提となり、各々の建物の確認済証、

及び検査済証が残っている事が必要となる。このように、建物を連

結することにおける法的な問題を明らかにし、本提案の適用可能な

範囲や法的な諸手続き、前提条件などを明らかにする。

2-3 構造上の課題の研究

･連結による耐震、耐風性能の向上効果： 高さに比べて幅の狭いペンシ

ルビルでは、地震時の大きな水平変形や柱の引抜き力が生じるなど

の耐震性の問題、風揺れによる居住性の問題があり、これらに対す

る従来の対策方法には非効率、不経済なものが多い。本提案のよ

うに、隣り合うペンシルビルを構造的に剛に接続するだけでも耐震

性能と風揺れに対する居住性能が向上できる。接合の方法として鋼

材やプレストレスコンクリート等を比較検討する。また、建物によって

どのような連結方法が適しているかを明らかにし、そのコストや性能

上の有効性を定量化する。

･連結制振構法： ペンシルビルを制振ダンパーで連結し、より高い耐

震、耐風性能を付与する構造システムも可能である。制振装置の選

定、設置箇所、組み合わせを工夫して風に対する居住性と耐震性

能に関して制振効果の大きい効率的な構造システムを検討し提案

する。連結による構造性能の向上によって、既存不適格の建物の適

法化も技術的に可能である。その可能性と課題についても検討す

る。

･基礎の合理化と共有化： ペンシルビルは地震時に杭に引き抜き力が

作用する場合が多く、カウンターウエイトやアンカーなどの対策が建

設コスト増加の要因となっている。隣接する建物と連結することで引

き抜き力を低減できるので、杭の設計は経済的となる。またこのよう

なペンシルビルの林立する場所では通常敷地が狭隘なため、既存

杭の撤去や新設は施工的にかなり困難である。このような場所では

ビルのライフサイクルに合わせて杭も撤去と新設を繰り返すのではな

く、杭は地盤の一部すなわち都市のインフラ施設として隣接の建物

と共用し、建物新設の際には杭は残して上部構造だけ立て替えると

いう方向も考えられる。そのための構造システム、施工技術、法規

および社会制度を検討する。

2-4 設備計画上の課題の研究

･空調、電機、給水設備共用化： 既存建物に隣接して建物が新設され

る場合、新設建物に設備機器を集約して設置し、既存ビルに設置

してあったこれら設備を撤去して、その空いたスペースを有効活用で

きる可能性がある。また既存ビルの設備維持管理スケジュールと整

合させることで、機器の維持や更新をローコストで実施できる可能性

がある。これら設備共用の技術的可能性と有効性を明らかにする。

その反面、初期費用やランニングコストの分担、相互依存による将

来の立て替え、リニューアル、維持管理における自由度の拘束とい

う問題が生じる。これら社会的な問題や付随する法律的な問題を

検討し、その解決をはかる。

3.まとめ
ペンシルビルを連結することによって個別ビルの性能の向上と、街

並み景観の向上の可能性があり、その可能性の追求を提案した。

技術的な課題も多くあり、解決のため建築に関する様々な分野の技

術開発が必要である。実現のための最大の課題は、個々の建物の

私有権と共有による制約との調整や、法的な問題などの社会的な面

にある。これら社会的な合意の形成と、関連する諸課題の解決策

についても検討を行っていく必要がある。
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図5構造的な課題
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1. 請負契約と主従関係
日本の建設業界では、個々のプロジェクトについて発注者と総合

建設業者（ゼネコン）、ゼネコンと専門工事業者（サブコン）の間でそれぞれ

契約が締結されるが、その契約はほとんどの場合、請負契約である。

ところが、日本の請負契約の標準約款では、契約者双方の責任範囲

や問題が生じた場合の責任所在に曖昧な部分が多く、建設にかか

わる各組織が業務を遂行する上で公正な立場にあるとは言いがた

い。この契約の曖昧さは、相手先との信頼や貸し借りなどのウェット

な関係を重視する日本的慣習とあいまって、どうしても発注者からゼ

ネコン、ゼネコンからサブコンに対して主従関係を形成しやすく、建

設業界の階層構造の中でアンフェアな関係が根強く残っている根源

的な原因となっているように思える。たとえば、工事の途中で予期せ

ぬ変更が生じたケースでも、発注者はゼネコンに対して、ゼネコンは

サブコンに対して当初の工期・予算内に工事を完了することを当然の

ように要求し、ほとんどの場合は要求された側もそれに従っている。

数年前までは、発注者とゼネコン、ゼネコンとサブコンはお互いの

信頼関係を担保に良い関係を築き上げ、共に繁栄してきた。ところが

建設不況の時代を迎え、この状況が一転して変化した。すなわち、

極端な建設費の低下の中で、建設業界の階層構造が下位にいるも

のほど不利になるように機能しはじめた。ゼネコンは、極端な価格競

争の状況下で赤字工事を受注せざるを得ず、その結果、工事価格

自体がデフレスパイラルに陥ってしまった。その痛みは、ゼネコンか

らサブコン、さらに二次下請業者へと階層的に弱者に流れこみ、最

終的に現場作業員の年収が減少したり、末端業者が破綻する形で

弊害として現れてきている。資本主義経済の宿命といえばそれまでだ

が、上位からの無理難題には従わざるを得ず（従わないと次の受注ができない）、

下位の者に不条理な要求を行うなど、請負契約の悪い部分が出て

きた。

本来、請負契約では１件１件のプロジェクトごとに確実に利益が出

るような条件で契約を結び、その契約内容を確実に遂行することが

少なくとも企業として存続していくために正当なあり方であると思われ

るが、必ずしも現状はそのようになっていない。公正な競争と請負に

起因する不平等が混在しているように思えてならない。日本の建設業

界は、今後、海外同業者との競争や外資系企業からの受注を強化

しなければならない時期にきているにもかかわらず、社会に対して一

層不透明感や不信感を増長している現状が懸念される。

2. 公正な契約に基づくパートナーシップと生産性向上
建設業界は今、建設投資の縮小と極端な建設費の低下の中で、

製造業レベルの業務の効率化を推進し、生産性の向上を進めなけ

ればならない状況にある。そのためには、日本の建設業界に特有の

主従関係を是正し、発注者・設計者・ゼネコン・サブコン等の各組織が

契約上・実務上ともに公正な立場に立つことが基本である。その上で、

建築物のエンドユーザーにとって快適な空間を形成するという共通

の目的に向けて、いかに効率的にプロジェクト全体を遂行できるか、

お互いの知識や経験を結集して協力し合う体制を整備することが重

要であると思う。

サブコンや建材メーカーの話によると、設計者やゼネコンがもう少

し「ものを作る立場」を認識してくれれば、まだまだ作業効率を改善で

きる余地はあるという。設計者やゼネコンは、ものを作る側の意見を

踏まえた上で建物ユーザーのニーズに合った設計や施工をすべき

であるし、サブコンやメーカーも自分達が効率よく生産するための提

案を積極的に挙げていくべきである。現状では、各組織のパート

ナーシップや意思疎通の欠如に起因する無駄やロスが少なからず

存在している。しかし、各組織がお互いに協力してベクトルを合わせ、

最終顧客である建物ユーザーのニーズを指向することによって、その

ような無駄を排除し、真に効率の良い設計や施工のあり方を追求す

る素地が整うように思える。

請負契約の適正化は、各組織のパートナーシップに基づく生産性

向上を実現するためのインフラ整備であると言えよう。そのためには、

各組織が責任を持って遂行すべき業務の範囲を明確にし、それに要

したコストを説明することができて、かつ正当な対価をもらえるような

しくみと意識作りを進めていくべきだと思う。

現在の建設業界の状況は、いまだバブル期の体制から誰も抜け

出せていないのではないだろうか？ 建設業の契約の目的と意義を

もう一度見直し、それが実際に効力を持つようにしくみづくりまで含

めて検討することが、建設業界における本当の生産性向上のために

必要であると考える。

3. 建築学会への研究課題の提案
建築学会は、このような建設業界全体のしくみの問題に関して、

個々のプロジェクトの利害から離れて各組織（発注者・設計者・ゼネコン・サブコ

ン）からの意見を集め、議論を交わすために適切な機会を提供でき

る立場にあると思う。そこで、建設業界の地位・信頼性・生産性の向

上のために取り組んで欲しい研究課題を、以下のように提案したい。

3-1 請負契約の適正化に向けた研究

請負契約の片務性を是正するためには、発注者・設計者・ゼネコ

ン・サブコンの業務責任と権利についてもう一度見直し、明文化する

ことが必要である。さらに契約が実際の効力をもつように調整機関

の設置などの実務面にも考慮して具体化していくことが重要であると

考える。請負契約の適正化については、すでに一部の研究者によっ

て報告されているような欧米諸国の契約方式との比較・検討をベー

スとして、日本の建設業界に適した契約方式の実現が期待される。

また、これと関連して請負以外の契約形態に関する研究も課題と

して挙げられる。例えば、PM・CMなどの新しい契約形態は、発注

者の多様なニーズに対応する選択肢の拡大やゼネコンにとっての市

場開拓となる可能性が高く、今後発展することが期待されている。と

ころが日本の建設業界には、この種のソフトサービスにかかるフィー

を認めたがらないという意識や慣習が根強く残っている。PM・CM

住宅部門

1席
建設業界における請負契約の適正化
真の生産性向上を実現するためのインフラ整備

柳田克巳（鹿島建設技術研究所建築技術研究部）
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市場の育成には、ソフトサービスが無償ではなく、正当な対価として

当然フィーを支払うべきものであるとの認識をもち、契約に明文化し

ていかなければならない。請負契約以外の契約形態に関する研究

が今後進められ、ソフトビジネスが健全に発展していくための基盤と

して活用されることが期待される。

3-2 縦ＪＶによる効率的な設計・施工のあり方の研究

建設業のＪＶ（共同企業体）は、これまで横ＪＶ（設計ＪＶ、元請ＪＶ、設備業者ＪＶな

ど）が主流であった。今後は縦ＪＶ（発注者・設計・ゼネコン・専門業者によるＪＶ）を形

成し、各組織の経験や知識を結集して、現状の無駄や手戻りを排除

し、お互いにとって効率的な設計・施工のあり方を研究していくことが

大切であると思う。そこでは、各組織が対等な立場に立った上でそ

れぞれの経験・知識に基づいた意見を自由に交換し、建物ユーザー

のニーズを満たすことを共通の目的として、効率的なもの作りによる

生産性向上を推進するための議論や改善活動を推進していく必要

がある。

このような新しい組織体を形成するための契機として、ゼネコン各

社が組織するサブコンの協力会を活用することが考えられる。従来

のサブコン協力会は、ゼネコン側からの教育や指導・育成という意味

合いが強かったが、今後はこれらの協力会が縦ＪＶを形成する核と

なって機能していくことが期待される。これまで主従関係にあった組

織が、公正な契約のもとにパートナーシップを形成することによって、

真の生産性向上を追求することができると考えられる。

【参考文献】
★…金多　隆、古阪秀三他：建設産業にみる「日本型システム」 その３ 日本型システムの理
念と現実の対比／日本建築学会建築生産シンポジウム／2001年
★…斎藤隆司：契約方式におけるリスクマネジメントの導入に関する考察／日本建築学会建築
生産シンポジウム／1997年
★…特集記事「専門工事業の今後のあり方に関する論点と課題等」／日建大協／2000年1月
★…日本建築学会プロジェクトマネジメント小委員会編：第３回PMワークショップ「建築プロ
ジェクトにおける発注方式の多様化」／2001年11月
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1. はじめに
20世紀から21世紀への節目は、右肩上がりの社会から循環型社

会への変遷、および産業革命以来の社会構造、経済構造の大転換

期と言っても過言ではない。建設業界においても、建物のリサイクル、

リユース、リニューアル、スケルトン・イン・フィル、地球環境、長寿命建

築等の言葉が連日のように新聞記事を賑わしている。しかしながら、

これらの技術はあくまでも耐震性、施工性、経済性が満たされて初

めて現実味を帯びてくるものである。

従来の耐震構造は、分解の容易性やリサイクル性を必ずしも考慮

したものではない。逆に、500年建築、1000年建築という考え方もあ

るが、将来に問題を残してしまうだけである。また、循環システムには

素材まで戻すリサイクルよりも部材レベルで再利用するリユースを採

用したほうが、CO
2
問題や経済性の点で優れている。

また、従来の構造設計では、主構造（柱や梁など）の一部を損傷さ

せて耐震性を確保してきたが、これではリユースに相応しいとは言い

難い。そこで、主構造は無損傷、ダンパーは取り換え可能という組み

合せで、リユースが可能となる制震構造を採用する１）、２）。さらに、従来

の常識を破って、柱の浮き上がりを許容した差し込み柱（無溶接）を

用いて、柱まで分解組立自在にすれば、高い耐震性を有し、かつ迅

速な建設・解体を可能とするリユース組立構造が成立する。

このようなリユース組立構造を技術開発すれば、社会のニーズに

応じた建て替えが容易となるので、有期限建築として計画的なライフ

サイクル管理が可能となり、循環型社会に対する建設業界としての一

つの解を与えたことになる。そのためには、リユース部材をいかに設

計し、いかに組み立て、いかに分解し、いかに補修・再生し、いかに

社会システム化していくか、また従来の常識を破った制震構造をいか

に構造設計し、いかに施工するかの課題を解決する必要がある。こ

のような課題は1民間企業ではとても難しいので、建築学会の支援

の元に取り組むために、｢未来を拓く研究と技術開発｣に応募した。

2. 提案概要
筆者らは既に粘弾性ダンパーを用いた「細柱制震構造」を提案し

ている２）。柱径を約1/2の太さまで細くし、弾性域を広くすると同時に

高減衰構造とし、設計荷重に対して無損傷とする。鉄骨量も構造物

全体で約20％低減できる。図-1に示すように、平面計画上ダンパー

の配置は連層になることが多く、ダンパーの負担せん断力は隣接す

る柱の変動軸力となり、柱が浮き上がらないようにするために、基礎

の重量を増やして対処するのが一般的である。これは、大きなコスト

アップ要因である。

また、筆者らは1階柱脚を自由に浮き上がらせて、逆にそれをエネ

ルギー吸収に利用する転倒曲げ変形に対する制震構造を提案して

いる3）。そこで、図-2に示すように、2重鋼管に差し込んだだけの組立

柱とし、1階柱脚だけではなく全層の全ての柱を浮き上がり可能にす

る。さらに、その浮き上がりを利用した軸方向ダンパーを併設すると、

大きな制震効果が得られることを報告している4）。これは浮き上がっ

た柱が元に戻るときの衝撃吸収部材にもなる。そこで、浮き上がりの

可能性の無い接合部においては、2重鋼管の間隙にモルタルを充填

して固定とし最低限の弾性剛性を確保する。それ以外の接合部に

おいては、2重鋼管の間隙に粘弾性体を充填して軸方向ダンパーと

する。

図-3に、ここで提案するリユース組立構造の典型的な例を示す。

主な組立部材は、階高の長さのプレキャストCFT柱、モルタルまたは

粘弾性体を鋼管内側に組み込んだ接合部材、所定のスパン長の

H型鋼梁、そして壁型粘弾性ダンパーである。柱は接合部材の上下

から差し込むだけで、梁は従来どおり高力ボルト接合とし、着脱可能

とする。スラブはデッキプレート上にコンクリートを打設するとリユース

困難であるが、梁型のプレキャストコンクリートを平行に並べて直交

方向にPC鋼線で圧着するとリユース可能である。これらの部材は、

低層用、中層用、高層用程度に区別して、その寸法を全てモジュー

ル化する。

図-4に、その循環システムを示す。製造補修再生工場でリユース

部材を新規製造、使用後部材を補修・再生する。検査を終えた部材

のストックヤードは広大な敷地が必要となることが予想されるが、建

築現場ではモジュール化された部材を組立てるだけでよい。完成し

た建築構造物は30年間～60年間使用の有期限建築とすることが

出来る。期限を終えた建築構造物はリユース部材と非リユース部材

を区別して解体する。そして、リユース部材は製造補修再生工場へ

運搬され、再び補修・再生される。

このような循環システムがスムーズに流れるためには、公的機関の

存在が必須であり、国家プロジェクトとして推進されるべきである。

住宅部門

1等
リユース組立構造の提案
（差し込み柱を用いた制震構造による）
佐藤孝典（アイディールブレーン）、笠井和彦（東京工業大学）、箕輪親宏（防災科学技術研究所）、多賀謙蔵（日建設計）、竹内徹（新日本製鉄）、
金田充弘（アラップジャパン）、岩下敬三（竹中工務店）、寺田岳彦（清水建設）、辻泰一（鹿島建設）、古宮嘉之（前田建設工業）
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3. 研究開発課題
3.1 構造系

a.組立制震構造の設計法

二種類の差し込み柱を含む制震構造の設計法を開発する。ま

た、高減衰になることが多いので、それを生かした簡易設計法を

確立する。

b.離間柱の衝撃解析

浮き上がった柱が元に戻るときの衝撃解析法を確立し、衝撃吸

収に要する軸ダンパーの容量を算定し、それらを実験的に検証

する。

c.二種類の差し込み柱の接合部ディテール

モルタル充填接合部や粘弾性体充填接合部の製造法および

施工法を開発し、設計上どのようにモデル化できるかを実験的に

確認する。

3.2 材料系

a.リユース部材の材料

長期性、汎用性、運搬性、リユース性を満たすため、工場生産

を利用した超高強度コンクリートCFT柱や大スパンPC梁を開発

する。

b.リユース部材の補修・再生技術

30年間～60年間使用された部材の錆、溶接痕、打撃傷等を

補修・再生する技術を開発する。

c.リユース部材の耐火被覆、耐火性

組立構造は基本的には鉄骨構造になるので、除去・再生容易な

耐火被覆とその施工法を開発する。

3.3計画・環境系

a.最適モジュール

長期性、汎用性、運搬性、リユース性を考慮した各部材の最適

寸法を決定する。

b.有期限建築のライフサイクルコスト（LCC）

住宅、事務所、商業建築等それぞれの特性に応じた有期限の

設定、それに伴う資金計画の試算を行う。

c.設備配管の開発

組立構造を活用した解体容易、できればリユース可能な設備

配管を設計する。

4. まとめ
将来不可避とも言える循環型社会に対する建設業界としての一つ

の解を与えるために、リユース組立構造を提案する。従来の常識を

破った差し込み柱と粘弾性ダンパーを用いた制震構造を採用し、

高減衰構造として耐震性を確保する。これを実現するためには、技

術的な問題はもちろん解決する必要があるが、公的機関の存在が必

須であり、国家プロジェクトとして推進されるべきである。

【参考文献】
（1）岩田衛、黄一華、川合廣樹、和田章：被害レベル制御構「Damage Tolerant Structure｣

に関する研究、日本建築学会技術報告集、No.1、pp82-87、1995.12
（2）佐藤孝典、堀江竜巳、邵立、西村拓也：粘弾性ダンパーを用いた細柱制震構造とその設計

法の提案、日本建築学会構造系論文報告集、No.543、pp45-50、2001.5
（3）木村秀樹、荘大作、岩下敬三、春日康博、他：建物の浮き上がり許容による制震構造の開

発（その1～その6）、日本建築学会大会学術講演梗概集、B-2分冊、pp549-560、2001.9
（4）笠井和彦、金田充弘、大熊潔：ステップカラム制震構造の実施例:解析と実大ダンパー試

験、パッシブ制振構造シンポジウム2001、pp235-249、2001.12
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図4リユース組立構造の循環システム図3リユース組立構造の典型的な例



1. はじめに
筆者は７年程前に建築史資料の保存・公開に興味を持ち、過去、

海外の建築資料館の調査を行うとともに、それらのいくつかの施設

において研修を行ってきた。そして現在ではニューヨークのスカイス

クレーパー・ミュージアムというところでアーキヴィスト（司書）として働くこ

とを通して、建築史資料の保存・公開に関する更なる研鑚を積んでい

るところである。

欧米に大幅な遅れをとりつつも、昨今日本でも少しずつ建築史資

料を収集・保存していく動向が見られる。資料は公開されてこそ保存

される意味もあり、また公開されることによってその価値も高められる。

資料を公開するためには、目録を作成し、その情報をデータベース

を介して外部へ提供せねばならない。デジタル化された資料をウ

エッブサイト上で検索することが主流になってきた現在、従来の伝統

的な目録やデータベースは最早必要ないと考えるかもしれないが、そ

れは誤りである。媒体が多様化すればする程、目録やデータベース

の構築・整備が要求される。そこで本稿は、今後日本の建築史資料

に関する情報を図書館情報学の標準に従って国内外へ提供してい

くために、現行の建築用語の見直しと再定義、そして標準化を行い、

建築標準用語のマニュアルを作成することを提案するものである。そ

のためには図書館情報学やコンピュータ工学１）との協働が望まれる。

2. 提案の背景
2-1 建築史資料は社会遺産である－ ＷＴＣの崩壊は語る

ニューヨークのスカイラインを30年に渡り象ってきたワールド・トレー

ド・センター（以下ＷＴＣ）の崩壊は、建築史資料（図面やスケッチ、写真、模型、

手紙や冊子等の文書、建築家の所持品、建物部材・材料等、その種類は多岐に渡る）が建

築学のみならず、広く社会に貢献する社会遺産であることを示す善例

となった。現在ニューヨークで開催されているＷＴＣ関連の展覧会で

は、ＷＴＣの図面のみならず、ミノル・ヤマサキ事務所が作製した模型

（S:1/200の巨大模型）、1970年代のローワー・マンハッタン都市計画模型、

1960年代ニューヨークの都市計画資料、ニューヨーク・ニュージャー

ジー港湾局がＷＴＣの計画を行った際の敷地調査資料、地質調査

資料、ＷＴＣの計画進行を表す写真、構造設計関係資料、構造部材、

建設過程記録ヴィデオ、ＷＴＣプロモーションカタログ、鉄骨組み立て

作業員の写真、そして９月11日のＷＴＣ崩壊の経過を示すヴィデオや

写真等、が展示されている。とかく我々は建築史資料を図面やス

ケッチなどの、建築歴史・意匠関連資料と受け止め易いが、ＷＴＣの

展覧会に出展された資料の多様性は、建築史資料が建築のあらゆ

る分野を網羅するものであることを語っている。同時にそれらはＷＴＣ

が一般の社会生活の中に残した痕跡を明示し、それらを通して今

人 は々、様々なテーマ（ＷＴＣ跡地やローワー・マンハッタンの再建、高層建築そし

てニューヨークという街に居住することの意義までも）を、真剣に考えさせられて

いる。ＷＴＣが突然姿を消してしまった今、ＷＴＣを語り得るものは、も

はや人々の記憶と、史資料のみなのである。

2-2 建築学会内に建築博物館登場 －この博物館を活性化するためには

2003年、建築学会内に建築博物館がオープンする。古くは18、19

世紀から、多くは1960年代に活発な活動を開始した欧米の建築資

料館と比較すると、日本は大幅な遅れをとってしまった。それだけに、

建築史資料の保存に焦点をあてた日本初の正式な建築博物館とし

て、この博物館に期待されることは多い。

一般に建築博物館が担うべき仕事は、史資料の①収集、②保管・

管理、③公開、の３点に集約される。建築学会に設立される建築博

物館では、専属スタッフを雇用する予算の限界から、当初は前者2

点（史資料の収集並びに保管・管理）が先行されることになりそうだ。しかしな

がら将来的には、原資料の公開、並びに史資料を電子情報として公

開するなどして、博物館の活性化を図るべきである。

3. 建築史資料を公開するために
3-1目録の作成／データベースへの搭載

日本では一律して「目録」と呼ばれるが、目録は含まれる情報量の多

少によって①Index（少）→②Inventory→③Finding Aid（多）の３つに

分類される。建築史資料の目録を例にとれば、①Indexはプロジェ

クト名並びに保管場所等の最低限の情報が記載されたもの、②

InventoryはIndexの情報に付加して、プロジェクトが設計された場

所や年、図面の枚数等が記載されたもの、と理解すればよい。③

Finding Aidに至っては、情報は更に詳細にわたり、個々の資料に

関する記載情報は①Indexや②Inventoryの情報に加えて、寸法、

コンディション等が付記される。またFinding Aidには個々の資料情

報以外に必ず、資料の背景２）、資料の価値３）、資料の全体像４）、キー

ワードが添付される。これらの目録は主に、各施設内の使用を目的

に作成される。

目録（特にFinding Aidに基づいたもの）を外部へ公開するには、それらの情

報をデータベースに搭載する必要がある。RLIN(Research Libraries

Information Network)は、国際的なデータベースで、そこには有数なコレク

ションを保有する全世界の図書館や資料館が、所蔵品に関する情

報を提供している。

データベースへの情報搭載の折には、情報を各データベース所

定の様式と標準用語５）とを用いて書き換えねばならない。経験を積

まない限りこれはなかなか大変な作業である。しかしながら、データ

ベースの質の保持、永続的な使用、検索の容易性、的確な情報の

収集、を可能にするためにはこの作業を軽視することはできない。情

報が同一の標準用語を用いて記述されていれば、たとえ異種の

データベースであっても、相互検索が可能になることも、この作業が

重要視される理由のひとつである。

3-2 データベース搭載のための標準用語

それではここで、筆者が現在、建築史資料の情報をデータベース

に掲載する際に使用している、アメリカの２つの標準用語源を紹介し

てみよう。

一つはゲティーセンター（Getty Center）が構築し、アメリカ議会図書館

住宅部門

1等
社会遺産としての建築史資料
情報公開の先手を打つ

中原まり（スカイスクレーパー・ミュージアム／ニューヨーク公共図書館）
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（The Library of Congress）が認証したVocabulary Database６）である。それ

は、①建築・美術類義語集（Architecture & Art Thesaurus）、②芸術家名集（建

築家を含む、The Union List of Artist Names)、そして③地名類義語集（The Getty

Thesaurus of Geographic Names）から構成されている。①建築・美術類義語

集は12万５千語、②芸術家名集は22万語、③地名類義語集は100

万語を含む。これらはウェッブサイト上でも検索することができる７）。

もう一つはアメリカ議会図書館が作成したThe Library of

Congress Subject Headingsというもので、これは建築・美術学のみ

ならず、更に広範囲な分野の標準用語を取り扱ったものである。建

築への応用は、例えば建築記事を書いた雑誌記者や雑誌社名の検

索、会社名の検索８）、また街や通りの名称の確認９）等が考えられる。

The Library of Congress Subject Headingsは、そのマニュアルか、

もしくはRLIN（前出）のデータベースを介してのみ検索することができ

る。

4. 日本の建築史資料に関する情報をデータベース化するために
上記紹介したアメリカの２つの標準用語の内、後者に示したThe

Library of Congress Subject Headingsに類似するものは、日本に

おいても国立国会図書館により作成されているはずである。また建築

学分野は独自の建築専門用語を定義している。しかしながら前者（図

書館情報学）と後者（建築学）とのリンクが薄いために、現在では、建築専門

用語が図書館情報学、つまりデータベースを構築している分野に十

分に反映されていない。今後建築史資料の目録化が進んでも、その

情報をデータベースに搭載していくための素地が十分に確立されて

いないのである。

建築学会内に建築博物館が設立されようとしている今、学会が主

導となり、図書館情報学との協働の下に、既存する建築用語の見直

しと再定義を行い、データベースに搭載可能な用語としてそれらを

標準化し、そのマニュアルを作成すべきである。こういった先手を打

つことは、建築史資料の情報を広く公開することを促し、しいては今

後の建築学考究を支える大きな助けになるのではなかろうか。またそ

れは学会に設立される建築博物館の活性化にもつながるはずであ

る。建築標準用語規定の際には国際的な情報公開を鑑みて、先に

あげたゲティー・センターのVocabulary Database等を手本にするの

もひとつの方策である。情報が溢れる現在、単に情報を提供するの

ではなく、それらをいかに系統だて、一般化し、広範囲の人 に々活用

されるものに仕立てるかということを考える時代がきている。そのため

にもデータベースの架け橋となる建築標準用語を確立する意義は大

きい。

注
１） 本稿では本題として取り上げないが、データベースをウェッブサイト上で公開するなど、

Machine Readableなものにするためには、コンピュータ工学上の知識も必要になる。
２） 例えば、資料：エンパイア・ステート・ビルディングの写真→背景：エンパイア・ステート・ビ

ルの歴史を含めた紹介、同時代の高層建築に関する記述、等。
３） 例えば「世界で１０冊しか出版されなかった写真集」等。
４） そのコレクションがどのような資料（図面、写真、冊子、部材）を含むか、またそれらがどの

時代のものか、等。
５） 標準用語は大抵の場合、図書館情報学分野により定められる。
６） 標準用語、その定義、類義語、世界中のResearch Librariesの中で、どの施設がこの

テーマに準ずる資料を所有しているか、等が記載されている。詳細はウェッブサイト参照
のこと（注７）。

７） http://getty.edu/research/tools/vocabulary
８） 施主（会社）や建築部材、機器の会社、等。
９） 同じ地名が異なった地域や国で使われている可能性がある。
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1. 建築学は社会に貢献しているか
建築と社会の関わりで残された大きな課題は、建物の集合として

の街や村が地震等の災害に対して「安全でない」こと、「美しくない」こ

とであろう。阪神淡路大震災では、6,000人を超える犠牲者のほとん

どが建物に係る原因（住宅の崩壊、火災等）で亡くなった。犠牲者を減らし、

地震被害を軽減するためには、住宅を始めとする建築物をより安全

なものにすることが不可欠である。災害後の危機管理や救助活動を

いかに効果的に実施しても、亡くなった人々の命は返らない。建物

が丈夫で人命を守ることができれば、災害後の地域の経済･社会活

動の混乱を最小限にとどめることができる。

脆弱な建物は、地域の被害を増幅させ、巨額の国家的損失をも

たらす。阪神淡路大震災では、瓦礫処理、仮設住宅や復興住宅の

建設等のために1兆円以上の国費が支出された（倒壊家屋一棟当たり1,000

万円以上）。地方公共団体も、土地の確保等のため膨大な負担を強い

られた。人々は、失った住宅のローンに加えて再建住宅のローンを

組んだ。すべて建物が壊れなければ不要な支出である。

阪神淡路大震災以後、地震対策のための様々なプロジェクトや研

究が実施された。建物の耐震診断手法や耐震改修設計法も確立し

た。その結果、危険な住宅地（特に木造住宅密集地）がより安全になったで

あろうか。残念ながら、答えは「否」である。

わが国の街並みの乱雑さもよく指摘される。自己主張の強すぎる、

手入れの十分でない、法令さえ守っていない建物が多い。看板や

電線が景観を汚染している。美しい街並みにするためには、見た目

に美しいだけでなく、耳にもやさしい（騒音がない、押し付けがましい音楽等を聞か

されたくない）等、人間の感性にとってやさしいということが肝要であろう。

現在の建築学はそのような街づくりのための有効な処方箋を示すこ

とができるであろうか。残念ながら、答えは「否」である。

2. 意思決定が建物及び街に与える影響に関する研究の提案

「安全」で「美しい」街をつくっていくためには、個々の建物の質を左

右する所有者の意思決定のメカニズムと、個々の建物の質が地域

全体に与える影響を明らかにする必要がある。建物の安全性を例

に、今後どのような研究を展開すべきかを以下に提案する。

2-1 建物に係る意思決定の研究の提案

建物の安全性のレベルは、建築主･所有者の意思によって決まる。

建築後の経年劣化と改変によりそのレベルが変化する。所有者は、

建物から得られる利得･快適性等を重視して建物を改変する。火災

で43人の命を失った新宿歌舞伎町の雑居ビルのように、法規を無

視して建物を改変することさえある。一般には経年劣化による安全性

の低下に対して「何もしない」という意思決定が多い。建築時にはあ

る程度安全であった建物が、このような意思決定の積み重ねにより

安全でなくなる。では、災害等のリスクに対する建物の安全性につい

ての意思決定は、どのようになされるのであろうか。

リスクに関する既存の研究は、地震や火災等のリスクを確率として

分析し、それを建築設計にどう反映するかに力点を置いている。ビ

ル経営等におけるリスクマネージメント手法は、投資から得られる収

益を損なうようなリスクを最小化（収益を最大化）することが目的であり、投

資に関するリスク管理といえる。一方、安全確保のための投資（耐震改

修等）は、起こり得る損失を回避するために行う投資（損失）である。資本

市場では投資をしなければリスクがゼロであるのに比べ、安全確保

では投資をしなければリスクは最大である。

ここで重要なのは、リ
．
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、ということである。実際のリスクと認識された

リスクは異なる。狂牛病に関する騒動は典型的である。イギリスの狂

牛病にかかった頭数とヤコブ病による死亡者数を日本に当てはめれ

ば、10年に一人死亡するかどうかという程度の確率で、交通事故で

死ぬ確率の約10万分の１である。人生における他の多くのリスクに比

べても極めて小さい。しかし多くの人はリスクに脅え、牛肉を控えた。

耐震改修の必要性を力説しても、「私は高齢者だから、このままで

いい」、「いつ来るかわからない地震の備えはしない」、といった理由

でなかなか実現しない。このような判断は、不十分な情報に基づく不

合理な判断であろうか。地震に関するリスクや自宅の耐震性に関す

る正しい理解が得られれば耐震改修が進む、と考えるのは妥当であ

ろうか。

経済学者であるカーネマンとトヴァスキーの予測理論 1）（Prospect

Theory）によれば、人は利得に関してはリスク回避的、損失に関しては

リスク愛好的（確実な損を避ける傾向）で、その意思決定は非対称である。

彼らの実験で、

A）4000ドルを得る確率が80％でゼロになる確率が20％（期待値3200

ドル）、または、

B）100％の確率で3000ドルを受け取る（期待値3000ドル）、

という選択肢を与えた場合、80％が後者を選択した（リスク回避的）。次

に、

C）4000ドルを失う確率が80％で損失ゼロとなる確率が20％（損失期

待値3200ドル）、または、

D）100％の確率で3000ドルを失う（損失期待値3000ドル）、

という選択肢を与えた場合では、92％が前者を選択した（リスク愛好的）。

地震のリスクに置き換えて、以下の選択肢を与えた場合、どのよう

な結果が得られるであろうか。

E）今後10年間に大地震により住宅が破壊される確率が１％（住宅の

再建価格が2000万円とすると損失期待値20万円、市場価格で考えるとほぼゼロ）、または、

F）耐震改修のために300万円の投資をする（損失期待値300万円）

改修のための投資（損失）が損失期待値よりはるかに大きいから、ほ

とんどの人が前者を選ぶのは言うまでもない。仮に期待値が同程度

であっても、地震が来ない方に賭け、地震が来ても家が壊れない方

に賭けて、現時点での損失の確定を避ける、というのが人間の性向

である。相当の補助金が出ても、地震保険が割安になっても、耐震

住宅部門

2等
意思決定が建物及び街に与える影響に関する研究の提案
街を安全で美しくするために

岡崎健二（国連地域開発センター防災計画兵庫事務所）
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改修が進まない理由である。

さらに、人は十分な情報に基づき合理的な判断をするわけではな

い、という事実がある。一般には偏った情報しか保有しておらず、仮

に多くの情報があっても新たに入った情報の影響力の方が大きい。

結局のところ、建物に係る安全確保のための意思決定のしくみは理

解されておらず、このメカニズムの研究が、建物の安全性のレベルと

その変化を推測し、安全性向上策を検討するのに大いに役に立つ

であろう。今後のフロンティアである。

2-2 個々の建物が全体に及ぼす影響の研究の提案

わが国にある約5,000万戸の住宅が、経年劣化と居住者による改

変の結果、どのような安全性を有するかについてほとんどデータがな

い。すべての住宅を調べるのは困難であるが、ある地域あるいは日

本全体で住宅の安全性がどのような実態であるのか、その平均値と

分散の程度を統計的手法によって分析することはできる。耐震診断

手法が確立しているから、個々の建物の耐震性判断は容易である。

破壊調査を含む詳細な調査もさほど困難ではない。例えば、全国に

約500万戸存在する空家の多くは放置されており、所有者の協力を

得て破壊調査を行えば、老朽住宅の耐震性に関する貴重なデータ

が得られる。耐震診断手法の改善にも資する。

地域全体の安全性は、個々の建物の安全性の単なる合計ではな

い。地震によって建物が倒壊すれば、居住者に危害を加えるだけで

なく、火災発生率も高く、また道路を塞ぐことにより避難・消防活動を

困難にする。脆弱な建物の存在は、地域全体の防災性能を著しく低

下させるのである。個々の建物の安全性が地域全体の安全性に及

ぼす影響を研究することにより、地域の安全性をより正確に理解する

ことができる。耐震改修の公共性が明らかになり、地域間の防災安

全性の比較も容易になる。

3. まとめ
近代経済学は、投資の意思決定がいかになされるか、投資の集

積がどのようなリスクをもたらすかを考察することにより長足の進歩を

遂げ、何人ものノーベル賞受賞者を出した。建築学は他の工学と異

なり、人間活動との相互作用を色濃く反映すべき学問である。建物

の質に係る意思決定とそれが街の質に与える影響に関する研究は、

建築学に新たな展望をもたらすであろう。街の「美しさ」は安全性の

議論ほど簡単ではないが、個々の意思決定が全体に与える影響とい

う観点から議論すべきであるのは同様である。

ニュージーランドで2001年に開催された第12回世界地震工学会

議の議論で最も印象に残ったのは、「世界の構築物の90％は工学

的につくられていない（non-engineered）。構造安全の確保に関わる技術

者は、わずか世界の10％の構築物しか対象にしていない。」という反

省であった。わが国は違う、と言い切れるだろうか。技術や研究成果

が社会に適用されない原因は、研究者や行政担当者の姿勢にもあ

る。広く普及している安価な工法や古い住宅の安全性は、学問の対

象になりにくい。彼らは正確に説明しようとして、かえって難解・冗長な

表現に陥りがちである。研究成果が広く社会に受け入れられるため

に何が効果的かを明らかにすべきであり、そのためにも意思決定の

メカニズムの研究が不可欠である。

建築工法は風土によって様々であり、このことが建築に係る国際

協力を困難にしていた。しかしここで提案するような研究が進めば、

先進国か途上国か、工法の違い等を問わず、安全に係る意思決定

がどのような要因に影響を受けており、その結果安全性の実態がど

の程度であり、地域の安全性を向上させるためにはどのようなことを

すべきか、といったことが地域の実態に応じて明らかとなる。その比

較も容易になるであろう。この研究が、日本に限らず世界の建築学の

発展に貢献するものであると信じる所以である。

参考文献
★…Peter L. Bernstein, Against the Gods, 1996, John Wiley ＆ Sons, Inc., New York, 272-
273
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1. 長寿命ってほんとに必要？
昨今地球環境問題が取りざたされている中、建築分野における環

境負荷の低減方法として、話題の一つにされているのが「建物の長

寿命化」である。最近では寿命100年のマンションも販売されるよう

になり、長寿命という言葉は一般的になってきている。オフィスビルや

公共施設には、このような考え方が求められるのは良く分かるが、は

たして自分達が住む住宅には、自分達の寿命や、年齢に応じたライフ

スタイルを考えると、はたして100年もの寿命が必要なのであろうか？

現在の日本の経済状況（年収や土地の値段、建物の値段）を考えると、我々

にとって住居とは「生涯ただ一つの買物」である、と言っても差し支え

が無い。しかし、自分達の年齢や、家族構成、ライフスタイルの変化

等を考えると、望ましい住居の形はそれぞれに違うのが当然だ。ライ

フスタイルに合わせて車を買い替えるように、自分達が住む住居を

替えることは出来ないのであろうか？つまり新婚当初はスポーツタイ

プ、子供が生まれるとバンタイプ、子供が自立した後はセダンと、車を

買い替えるように、ライフスタイルが変わるにつれて自分達の住む家

も替えるのである。

2. 寿命の短い家？
この問題を解決する方法の一つとして「建物のリユース、リサイクル」

が考えられる。現在住宅メーカーや大学の研究室でリサイクル住宅

の実例があり、また商業施設になるが、大手ゼネコンの一社では施

設を容易に解体、移動させるというプロジェクトが稼動している。しか

し現在の所、各企業･研究施設が独自に開発･研究を行っている為、

公的な根拠となる共通の基準が無いのが現状である。

ここで考えたのが「短寿命建築の基準の作成」である。これまでの

住宅の考え方は、一度立てたものを寿命が来るまで使うというもので

あるが、この寿命が実は、はっきりしていない。また使用された建築部

材は、ほとんどが廃棄されている。そこで「必要な建物の形態を必要

な時間だけ維持する」という考え方に替えてみてはどうだろうか？例え

ば寿命を10年とし、その期間だけ住居の機能を保持するという考え

方だ。もちろん現在のようなスクラップ＆ビルドの考え方では、地球

への環境負荷も経済的な負担も非常に大きくなる。そこで建築資材

を可能な限りリユース、リサイクルに適した形態にし、必要な期間だ

け建築資材を使用する考えにすれば、環境負荷も経済的な負担も

低減できるはずだ。

3. 住宅の車検？
この考え方を実現する為には、住宅に対する公的な判断が不可

欠である。ここで参考になるのが「自動車の車検制度」である。自動

車を購入すると、初回は3年後、その次からは2年毎に検査しなけれ

ばならない。このように「短寿命」の住居は数年に一度自動車の車検

の様に検査を受けることで、機能の確認を行う。この検査の時機能

確保に不適切な部材が発見された場合は、その部材だけ取り替え

ていく。

寿命が来た建物は解体され、次の建物へのリユース、リサイクルさ

れていく。

もう一つ問題になるのが「短寿命建築のスペック」である。つまり寿

命10年の建物はこの基準を満足しなければならない、等のスペック

を共通ルールとして確立すえる必要がある。

また地震大国の日本であるから、地震に対する強度の設定も必要に

なるだろう。

もちろん技術的な面でも様々な課題があるであろう。例を上げて

みると、建材のモジュール化、長寿命化が必要になってくる。建築の

形態としては短寿命だが、その部材である建材が長寿命化できなけ

れば、環境負荷の削減や、経済的なメリットもありえない。また容易

に施工が可能であるように、部材同士を簡単に離接合出来るシステ

住宅部門

2等
地球環境を考えた「短寿命建築」
資源のリユース、リサイクル

横井睦己（大成建設設計本部設備技術Gr）、村上正吾（同）、板橋正弘（同）

図2住宅の検査制度
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ムでなければならないであろう。更に住戸内の快適性を維持する為

に設備システムとしてもユニット化や更新が容易なシステムにするべ

きであろう。

この技術的な問題を建築業界内だけで解決できるであろうか。無

理ではないと考えるが、非常に困難であろうと予測される。そこでこの

点でも自動車業界が参考になるのでは、と考える。自動車メーカーは

様々な車種を生産･販売しているが、実は車体の要であるシャーシや

エンジン、その他細かい部品まで共用されており、外身であるボ

ディーだけを替えているのが現状だ。もちろん車の設計をする際には

部品の交換性の良さも考慮しているであろうし、また耐久性が必要と

される所と、そうでない所、強度を要する所、要さない所についても

十分考えられているはずである。経済的にも部品の共有化と、共有

化することにより大量生産が可能になることから、経済的な面での有

利性も得られている。

リユース･リサイクル建築において上記の事を可能にする為には、

これまでは建築と関係が無いと言われていた分野をも巻き込んでい

くことが必要であると考える。

文科省の外郭団体にあたる科学技術振興事業団が企画している

事業の中に「未来技術年報」というものがある。2000年に実施された

科学技術者へのアンケートの結果で2030年までに実現可能とされ

ている技術の中に2015年頃までには「完全リサイクル型資材を用い

た住宅が実用化される」とされている。10数年の内に技術的に可能

になるであろうという予測も立っていることから、今のうちからこのリサ

リユース･リサイクル建築実現の為の課題

技術的課題

･ 建築部材のモジュール化、長寿命化

･ 建築部材の離接合の容易化、システム化

･ 設備のユニット化、更新の容易化

ソフト的課題

･ 公的な根拠を持った建築寿命の設定

･ 車検制度のような検査体制の確立

･ リユース･リサイクルシステムにマッチした業界の構造変化

イクル住宅の基準を作っておくことは、技術が可能になった時点での

無用の混乱を防ぐことにも役立つはずである。

ここまでは「住宅」を主眼に述べてきたが、オフィスビル等の業務用

建築についても同じ考え方を導入することは不可能であろうか？

いや、必ずしもそうとも言えないのではないか、と思われる。

ＩＴ技術の進歩により、端末機器の性能が上がってきていること、ま

たブロードバンドのように大容量の高速通信網が発達していけば、事

務所を地価の高い大都市内においておく必要もなくなる。

またグローバル化により日本産業の構造改革が進んでいくと、オ

フィスが一個所に固定されるのがデメリットになることもあるだろう。

そこで必要に応じオフィスの場所も必要とするスペースも柔軟に対

応できるシステムがあれば、非常にメリットになるのではないだろう

か？

4. 最後に
これまでは建築物の寿命をできるだけ延ばすことばかり考えてき

た。しかし建築物の寿命は人の寿命のようにはっきりと定めることは

できなかった。

そこで逆転の発想で建築寿命に「期限」をつけることで、地球環境

や経済的な面でもメリットが発生する余地があるのではないか？とい

う主点でここまで述べてきた。

また現在多摩地域で、若年層が地域内に残らず、外に出ていって

しまったため、住民のほとんどが高齢層となり活力が失われつつある

地区が現われてきている。これは住宅の機能がライフスタイルの変

化に合わなくなってしまった事が原因の一つである、とは考えられな

いだろうか。これまでに述べてきた考え方が実現すれば、多摩地区

で起こったような現象を防止する力にもなるのでは、と思われる。

最後に、この考えを実現する為には技術的な問題の他にソフト的

な問題、さらには建築基準法との整合や保険の問題など、法律から

民事まで多岐に渡って様々な問題を含んでいると考えられるが、地

球環境に優しく、自分達の住みたい場所に、その時々の自分のライフ

スタイルにマッチした家に住む、ということは自分の将来を思い浮か

べると、非常に有意義な事なのでは、と思えてくる。
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21世紀における日本の生活を豊かなものにするため、日本建築学

会は多くの貢献をすることができるし、またその責務を果たさなけれ

ばならない。

1. サステイナブルな都市と建築
地球環境保全、ストック活用の時代と言われながら、建物の寿命

は依然短く、転用（コンバージョン）技術も研究は緒に就いたばかりである。

建物が除却される理由の多くは、物理的、構造的要因ではなく、社

会的、経済的要因が多いとされてきた。都市化が進むと都市空間を

より高密度に利用する必要が生じてくるため、これまでは単純に容積

率を上げ、古い建物を取り壊して高層で大規模な建物を建設するこ

とが繰り返されてきた。しかし21世紀においても同じ手法を継続す

ることは、持続可能な社会の実現に反する行為であり、許されない。

個々の建物を長寿命化する要素技術は既に相当の研究成果を蓄

積している。しかし、建築構成部材の長寿命化技術の開発だけでは、

サステイナブルな都市と建築を構築することはできない。都市がサス

テイナブルであって始めて、その構成要素である建物もサステイナブ

ルになりうるが、東京などは社会･経済の変化があまりに激しく、都市

構造の再構築が追いつかないまま、建物の新陳代謝のみが進行し

てきた。21世紀初頭に我々が、まず取り組むべき研究課題は、日本

における「サステイナブルな都市と建築の関係」を構築することである。

2. スケルトンの短期更新を必要としないアーバンティシュ

オープンビルディングの概念では、居住環境を①都市レベルの

アーバンティシュ、②建築の主要構造とインフラからなるサポート（スケ

ルトン）、そして③内装と設備からなるインフィルが構成する階層構造と

して認識する。居住環境は物理的構成要素と社会的制度･慣習や

合意（agreement）により構成されている。すなわち「アーバンティッシュ」

とは街区の大きさや道路の幅員･構造といった物理的構成要素と容

積率、高さ制限などの計画規制や住民合意などの複合的総体を意

味する。居住環境のヒエラルキーの上位レベルにあるものはその下

位レベルの変化に影響されない（例：室内インテリアの変化は住宅のスケルトンに

影響を与えない）が、反対に上位レベルの変化は下位レベルに影響を与

える（例：住宅の主要構造の改変は、当然ながらそのインテリアの模様替えを伴う）。容積率

を上げると建物の更新が進むことは、オープンビルディングの概念に

おいては、都市化の進展によりアーバンティシュとしての都市構造が

変化する時、サポート（スケルトン）としての建築物も更新されると説明で

きる。SI建築（スケルトンとインフィルの分離）は確かに、サステイナブルな建築

を実現するために有効な要素技術である。しかし都市化の進展の

中で社会的に除却されている建築物（スケルトン）の長寿命化を実現す

るためには、アーバンティシュとスケルトンの関係性について、すなわ

ち「日本の都市空間において、スケルトンの短期更新を必要としない

アーバンティシュの構造とは何か」について研究を深めることが、より

重要である。具体的地域のアーバンティッシュ（都市構造）を対象として、

どのような建築空間がそこに実現され、時間ともに変化･成長してい

くのか、スケッチを描いて検証する建築的研究「Inquiry by Design

（設計を手段として研究すること）」が必要である。

3. 地域固有の「都市と建築の関係」構築
一般的に信じられている数十年という建築物の寿命より長いタイ

ムスパンで、都市がサステイナブルであるためにはどのような都市構

造であるべきなのか。変化に対応して成長を受け入れられることが、

サステイナブルな都市となりえる条件であろう。現実には都市を構成

する一つ一つの建物の建築行為（新築、増築、転用、再生など）が、長い年月

をかけて都市を成長させていく。世界中の多くの都市は計画的に形

作られたのではなく、個々の建築物の集積として自然発生的に形成

されてきたものであるが、それらのほとんどは都市化に対応して、極度

に高層化しないでも空間の高密度化を実現してきた。東京の都市空

間の利用率は世界の歴史的都市と比較すると必ずしも高密度でな

く、日本の都市空間の利用手法については、未だ多くの研究課題が

残されている。都市により、地域により、居住者が求める都市構造は

多様であり、固有のものである。ロンドンでは1960年代末から70年

代初めにかけて、タウンハウス街区をスーパーブロック化し高層集合

住宅に再開発したが、再び以前の中低層の街区型住宅に団地を再

生している。このことなどは、それぞれの地域には固有の都市と建築

の関係が存在しており、その抽出が重要であることを示唆している。

低層住宅地の中にランダムに開発されるマンション群は、残念なが

ら、日本のどの街でも目にする光景になってしまった。自分が住む街

の都市と建築の関係を考えることは、地域社会が共有する日常的課

題である。日本の都市近郊では高層マンションの建設計画を目の前

にして、急遽、地区計画を条例化したものの、建設計画に歯止めが

かけられず、逆にその条例の適法性が問題にされたこともある。地域

の居住環境について市民が議論するには、将来の選択肢を具体的

な形で提示することができる建築家の積極的な参画が不可欠であ

る。今後、日本各地で地域の建築家が都市と建築の関係について、

住民とともに構想を練る機会が増えていくに違いない。

4. エコシティと東京再編
地方都市ではコンパクトシティが有効であろうが、東京のような巨

大都市は、同じ手法でサステイナブルな都市に再編していくことは難

しい。首都圏では、多くの人々が生活時間の多くを「通勤」という非生

産的行為で消耗している。個々の建物の省エネルギーも重要だが、

都市内部での人の移動、物の輸送に伴うエネルギー消費の削減も

必要である。そのためには業務地区と居住地区の分散再配置が求

められる。ひとつの方策として、立川にある広大な防災拠点用地に

国の機関を集中的に移転することを検討してはどうだろうか。大震災

などの災害時において、東京が首都機能を保持できるか危惧される。

住宅部門
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東京の機能停止は直ちに世界的規模の経済危機を引き起こす。し

かしそれを未然に防止する危機管理は万全であろうか。行政機関の

立川移転構想は、防災拠点を災害が発生してから使うのではなく、

災害時の被害をなくすため、現時点から活用しようという提案である。

首都機能の地方移転が検討されているため、東京内部での首都機

能の分散配置については研究される機会が少ないが、政府機関の

移転は民間施設の移転を誘発し、東京の都市構造を大きな経費を

かけないで再編する契機になりうる。東京都心に立地する官庁施設

を建替える際、順次、郊外に移転して、数十年かけて西東京を新た

な行政機関や業務施設が集積した新都心（シビックコア）に育て、東京を

交通･物流面でもエコロジカルな都市に再編してはどうだろう。

5. 地域レベルの施設管理システムの構築
複数の施設を保有する事業体や公共機関は既に、ファシリティマ

ネジメントに熱心であり、施設の効率的運用に努めているが、今後は、

地域全体として施設を有効に活用する手法を開発することが必要で

ある。つまり施設所有者レベルではなく、地域レベルのファシリティマ

ネジメントの仕組みを開発する必要があるだろう。英国ではかつて

厚生省が入っていた事務所ビルが集合住宅に改修されるなど、既存

の建物を活かしながら、地域のニーズに合わせて用途転換する事

例が数多く実施されているが、日本では別の位置で建替えることに

なった公共施設や陳腐化した事業施設が、他の用途に転用される

ことは、まだ例外的である。ほとんどの場合、建物を撤去し更地にし

て処分され、スクラップアンドビルドが繰り返されている。この悪循

環をなくすため、まず自治体等において、地域ごとの施設目録（インベン

トリー）を作成し、地域の未利用施設の情報を管理･公開するシステム

を構築する。そして民間開発業者が直ちに買い取らない未利用施

設については、地域の非営利団体などが買い取り、他の用途に転換

して再び市場に供給する事業手法を開発する。現在、警備委託や

設備機器の運行管理は施設単位で実施されているが、無線技術や

インターネット技術を活用した広域的な運行管理が導入されることに

より、地域レベルの施設管理はその効果をさらに、拡大するだろう。

6. 日本建築学会の役割
漸く日本においても、スクラップアンドビルドの建設習慣から抜け

出し、既存の居住環境を生かして、建物をリニューアルしながら活用

することについて、社会的コンセンサスが得られるようになってきた。

しかし、実際に団地再生や既存ビルのコンバージョン事業を実施す

るには、法的制約の解決や、補助金、減税措置などの促進策、産業

化に向けての基盤整備、あるいは地域コミュニティや居住者の問題

など多くの課題が存在し、他分野の専門家との共同研究とならざる

を得ない。個々の要素技術の研究開発は、企業などの研究機関に

おいても先進的成果が得られるだろうから、日本建築学会には、総

合的な研究開発を行うためのプラットフォームを提供することが、より

一層期待される。

都市の中には次世代に継承していくべき、建築資産や都市空間が

数多く存在する。丸の内や霞が関といった日本の近代化を象徴する

都市空間を保全するには、地権者の権利を尊重しながらも、容積率

や高さ制限といった都市構造を規定する要件が、道路の幅や街区

の大きさなどと同じように、社会的レベルのインフラであるとの認識を、

広く社会に浸透させていく努力が必要である。その中で、公正で専

門的知見に裏打ちされた日本建築学会の社会に対する発言の重み

は極めて大きい。21世紀のサステイナブルな建築と都市の関係構築

に向けて、日本建築学会の責務と期待は益々大きなものになるだろう。
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1. 背景
建物の基礎は従来より鉄筋コンクリートでつくられてきた。これは、

鉄筋コンクリート基礎が構造的に剛強で耐久性にも優れているとい

う工学的判断によるもので、確かにそれは今までの建設実績で証明

されてきた。しかし、昨今、環境の視点からは、必ずしも最適解とは

いえない状況が訪れている。体積の大きいコンクリート基礎は大量

の掘削残土を排出することになり建設廃棄物問題を引き起こしてい

る。鉛や錫、PCB、ダイオキシンなどで汚染された造成地での建設

では、廃棄土壌の無害化処理に莫大な費用を要し、建設プロジェク

トそのものが中止に追い込まれる事態も出始めている。また、建物の

永続使用に必要な増改築や用途変更に対してコンクリート基礎はそ

の剛強さがかえって災いする面もある。この新たな問題に対する解

決策として鋼製基礎のアイデアが必然的に技術開発の俎上にのぼら

なければならないであろう。基礎を鋼製化すれば、乾式構法としての

工期短縮や、軽量化による沈下対策の軽減あるいは杭地業の削減

などの経済効果も期待できよう。

2. コンクリート基礎から鋼製基礎へ、その技術課題

図1aは現在用いられている鉄筋コンクリートによる基礎構造、図

1bは鋼による基礎構造のイメージ図である。これらの図は直接基礎

の場合の案であるが、杭基礎にも適用可能である。鋼製基礎は鉄筋

コンクリート製の基礎梁を鋼製に置き換えたものであり、基本的な構

造骨組システムに大きな違いは無い。しかし実用化のためには解決

すべき技術課題が残されている。

2-1 耐久性：鋼材の腐食耐久性

まず第一に腐食耐久性の問題がある。地表面に近い土中は腐食

環境としては厳しい環境であり、鋼杭の設計で現在考えられている

100年で1ミリの減耗速度が適用できるかどうかは不明である。鋼材

の耐腐食性能や腐食が構造物全体の安全性に及ぼす影響の正確

な評価を行い、構造設計に反映させてゆく必要がある。土壌条件に

よっては、電気防食など特別な防食技術の適用も視野に入れる必

要がある。

2-2 構造解析：基礎梁の柔性

第二に構造解析上の問題がある。現行設計では基礎梁を剛と仮

定して上部構造および基礎構造を分離して設計する方法が広く用い

られている。しかし、鋼製基礎梁は鉄筋コンクリート基礎梁に比べ剛

性が小さくその変形が無視できないため、基礎梁が剛であるとする仮

定は合理的ではない。したがって、杭、基礎構造、上部構造を一体

構造モデルとして解析設計する手法を取る必要があり、このような設

計法を支援する電算プログラムの開発が求められることになる。

2-3 施工性：施工誤差の吸収

第三に施工法に関する問題がある。杭の施工誤差は100mm 程

度もあり、上部構造の施工誤差(数mm程度)とのギャップが大きく、

杭と基礎梁や上部構造を一体の鋼製骨組とする構造方法を採用し

た場合、既存の接合ディテールではこの大きな誤差を吸収できない。

杭の施工精度の向上と共に、新しい接合ディテールの開発が求めら

れる。

2-4 適用性：建物の規模と形態

第四に鋼製基礎の建築物への適用性、すなわちどのような規模と

形態の建物に適用するのが構造計画上適しているかが明確でない

という問題がある。低層と高層、小スパンと大スパン、ラーメン構造

とブレース構造、耐震構造と制震･免震構造など、鋼製基礎の適用

性を個々に検討していかなければならない。また、地下階やピットを

どのように構成するかという課題もある。鉄筋コンクリート製であれば、

基礎構造と一体となった基礎スラブや地中壁を容易に作ることがで

きたが、鋼製骨組のみでは地下空間を提供することができない。鋼

製骨組をスラブや地中壁と合成化する新しい構法が必要である。

鋼製基礎構造が実現可能かどうかについては、全く未知数である。

住宅部門

2等
スチール･ファウンデイション（鋼製基礎）

桑村 仁（東京大学）、伊山 潤（同）、宮澤秀明（同）
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断面積断面積断面積 Ac図1aRC基礎

断面積 As
As 　 Ac/30 図1b S基礎



しかし第1章で述べたように、鋼製基礎構造の持つ特徴には非常に

魅力的なものがある。建築構造分野のみならず、建築意匠･計画分

野および建築設備分野とも協働して鋼製基礎構造の実現可能性、

適用可能性を広げてゆき、将来的に新しい設計選択性のひとつに

なることが期待される。

3. 一つの計画案：古民家再生
地方独特の風土から生まれた意匠を持つ古民家は、スクラップ

アンドビルドを繰返したことで現在の日本から失われた歴史的連続

性･建築表現の中の場所性･地方都市の個性といったものすべてを

持つ。その意味で、地方都市において古民家はAuthenticity(由緒正

しさ)を有する。そしてこのAuthenticityを持つ建築物こそが利便性

を追求する日本の都市において、「建築文化の拠点」となるだろう。そ

のためには、古民家を文化財のようにただ保存するのではなく、街の

人々が古民家を自分達の財産として永続的に活用し続けていくこと

が求められる。時間の流れに伴う用途･機能の変更に柔軟に対応

する構造が必要となるのである。この課題に対して鋼製基礎構造を

利用すれば、どのような展望が開けるかを考えてみよう。

では、図2の古民家を例に取ろう。この古民家は現在図3aのよう

に石場建ての基礎に建っている。しかし阪神淡路大震災で明らかに

なったように、この形式の基礎では地震の際に柱が玉石からずれ落

ちてしまう危険がある。そこで、図3bのように鋼製基礎に改修するこ

とを考える。鋼製基礎梁は柱間で部品化することができるので、1階

の床梁を順次ジャッキアップしながら基礎梁を設置していくことがで

きる。したがって、古民家自体を移動させる必要が無いので工事中

も日常生活を続けることが可能であるし、コンクリート製よりも工期は

短縮できるであろう。また、基礎梁は最終的に地中に納まるので、古

民家のAuthenticityも外観上保たれることになる。

鋼製基礎梁の接合はボルトであるため増改築が容易に行える。

図4は古民家の増築例である。住宅から歴史博物館、そして公民館

へと機能･用途の変更を行い、それに伴い鋼製基礎の高い拡張性

を生かした3段階の増築計画案である。古民家だけでなく各段階に

おける増築部分もすでに場所性･歴史的連続性を有していると考え、

解体せずに利用しつづけている。しかし、トイレなどの水周りの部分

は老朽化が進めば交換していかなければならない。そこで、古民家

の「上屋と下屋」のシステムを元にこれらの設備系統を設備棟とし、

主体構造の外に取り付ける。これにより、主体構造はそのままにして

老朽化した設備棟だけを鋼製基礎ごと改修でき、増築部も永続的な

使用が可能となる。

この増築段階では、鋼製基礎の利点を生かし屋内でありながら床

を張らず地面をそのままにできるなど自然環境をいかした空間づくり

を行っている。屋内でありながら井戸があり、木も生えている。そして、

3段階目の増築部分の内部では壁を取り除いた蔵を実物大の軸組

として展示する。つまり、既存の建物を覆うように増築しているのであ

る。これにより、地面が持つ温湿度調節機能を利用して木材の保存

に良い空気環境を保つことで木材の経年劣化を防ぐとともに、さまざ

まな角度から展示物の鑑賞が可能となる。このような今までにない

空間づくりを鋼製基礎の持つ柔軟な拡張性が可能とするだろう。
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図2古民家の例
（上総，築150年）

図3a改修前（石場建て基礎）

図3b改修後（鋼製基礎）

蔵（展示）

増築第一段階

増築第二段階
設備棟

増築第三段階図4用途変更と増改築の例
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や、建築空間内部でナノグラムやピコグラム単位の微量物質を扱わ

ねばならない、と言う新たな技術課題とリスクが生まれつつあること

は事実である。すでにこのことに関して、建築の設計や資材調達に

あたっては、「積極的に環境負荷低減対応や健康配慮型建材を採用

したい」と言う“非ものつくり”ニーズの増大があることは重要な点であ

る。

これらのことから筆者らは、「環境ホルモンの影響は必ずしも短時

間で人間の五感や体調に直ぐ現れない問題を包括しており、取組

みは優れて文明論的作業であり、本学会などにおいてそのための公

正な“ものつくり”の議論をすべき時点にある」と総括して、議論のため

の項目として以下の３つの案を示した。

（１）環境ホルモン物質の建築材料区分毎の含有量と健康被害が起

こるメカニズムの解明。

（２）原料から製品、施工、廃棄、資源循環までの対応技術が創生さ

れるための文明的議論。

（３）リスクコミニュケーション情報の信頼性を高める手法の開発。

尚、本提案内容の一部は（社）建築業協会環境ホルモン専門部

会での「建築物におけるダイオキシンと環境ホルモン問題への取組

み」の３年間の議論の帰結である。

住宅部門

佳作

次世代健康配慮建築の構築

寒河江昭夫（鹿島建設 技術研究所　建築技術研究部）、漆崎　昇（大林組　東京本社　地球環境室）、五関直一（日産建設　建築本部建築技術部）、
熊野康子（フジタ 技術センター建築研究部）

近年、構造体の一部に可動機構を取付け、動く機能を持った構

造物が出現し始めた。それらの可動機構は、建物がレールの上を

移動したり、ヒンジを中心に回転式したりする方法が主であり、決め

られたパターンに従った極めて単一的な動作によるものが多い。そ

こには動く機能は備えていても、形状の変化を見ることの面白さは表

現されていない。

近未来の構造物には、もっと自由な動きを表現させてはどうだろう

か。ハードである可動機構に多くの自由度を持たせて躍動感や柔軟

性あふれる動きを可能にしたい。またそこにソフトである意思や思考，

学習機能といった高度な頭脳を持たせたい。例えば目的に応じて最

適形状になったり、周囲環境に調和して自らを変化させる動きである。

これら動きの情報は一つの構造物に限定されることはなく、通信ネッ

トを介して周囲に伝達することができる。そのため、全体が調和した

動きも可能である。

ここではこのような複雑な動きを実現する可動機構として、可変形

状トラスVGT（Variable Geometry Truss）に着目し、未来型の動く構造物へ

の適用を行う。VGTは伸縮機構とヒンジから構成されるトラス構造

からなり、その伸縮長を制御することにより様々な形状を作り出せる

ものである。

VGTを用いた未来型構造物として２種類の動く構造物の技術開

発を提案する。

（１）フラワードーム：複数枚の形状変化する屋根（花弁）からなり、それぞれ

の花弁が自己表現しながら、花のように開閉する構造物である。周

囲環境の情報（温度、光、風など）を各種センサーより取入れ、フィードバッ

ク制御によってどのような環境にも柔軟に適合する形状を創り出せ

る。ここでは大きな花弁に包まれながら植物の持つ優雅さを体感で

きる場を提供する。現在、縮小モデル実験により構造や制御面での

実験を検証中であり、極めて近未来に実施可能な動く構造物であ

る。

（２）知的パビリオン：可動する単純梁を連続的に配置し、全体が緩や

かに変化する知的パビリオンである。各部分に動きを制御する頭脳

を持たせ、自律的動きや周囲と協調した動きを実現する。また内部

環境（温度、空調、人）に反応して空間を様々に変化でき、常に自然な空

気の流れを維持して室内環境を最適にする。センサー情報を基に

人や群集の動きを察知し、形状変化や動きでコミュニケーションを

図る意志を持つ。大空間の生きた鼓動を聞くことができる未来型パ

ビリオンを目指している。

住宅部門

佳作

可変形状トラスVGTを用いた
未来型構造物の実用化提案
井上文宏（大林組）、栗田康平（同）、古屋則之（同）、汐川　孝（同）、葛西秀樹（同）

本論では環境形成に大きな役割を担う“ものつくり”として、いわゆ

る化学物質による影響の少ない健康配慮建築の実現のために「建

築物と環境ホルモン」の議論を開始することを提案している。

先ず、取組みのあるべき姿としてホルムアルデヒドやトルエンやキ

シレン等のVOCに対する対応を取り上げた。現在の状況は諸施策

の展開と研究開発の成果が寄与し、これらの問題に対して“ものつ

くり”の対応が軌道に乗り始めたことは認められる。しかし、これまで

の経過をたどってみれば、揮発性有機化合物への理解が後手管理

的であった点など、結果としてわが国の建築物全体に対する化学物

質への対応が遅れたことは否めない。これらの反省を含め「化学物

質の恩恵を受ける“ものつくり”として未知との遭遇を予見することの

重要さ」をこれからへの課題とした。

本提案での主題とした「建築物と環境ホルモン」への対応状況を

見ると、環境ホルモン物質はいまだ遺伝子への影響の関係が解明

されておらず、低容極微量域での影響もあると言われ、単純に摂取

量低減だけの問題ではない、と言うのが共通認識である。幸いにも

現時点で建築材料として対象となるものは多くは無いと言われており、

建材メーカーなど関係方面の情報も少ないが、しかし、今後の健康

配慮建築の進展を考えるときに、“ものつくり”として建材情報の充実
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目的と付加的効果

既存不適格建物の低減により主に地震被害を少なくすることを意

図し、建築物に定期点検システムを導入することを目的とする。

このシステムにより、１）点検法や点検しやすい構造の開発、２）建物

の環境変更を意図した増改築の促進、３）これに伴う技術やリサイク

ル方法、ひいては環境負荷低減型建物の実現、４）古い建築・使い

続ける建築への価値観の創造、５）建築物の超寿命化・資産価値の

向上、６）雇用の促進、等の効果が期待できる。

検討課題

委員会は建築物の健検を行うとのアドバルーンを上げられる程度

のシステムを構築しておけば良い。勿論、システム肉付けのために

１）点検間隔の設定、２）検査法の概要設定、３）点検者の設定、

４）補修・補強法、の検討とその積極的な行政へのアピールは必要

である。

住宅部門

佳作

建築の定期点検システム（建検）の確立

田中直樹（鹿島建設　技術研究所　建築技術研究部　構造・耐震グループ）

住民の意識が精神的満足へと移る中、日本におけるまちづくりは、

未だ経済最優先から方向転換できていない。このギャップがまちづ

くりにおける市民活動を生み出しているが、生活を犠牲にしながら活

動するような、一部の人の意見のみがクローズアップされ、無関心の

人は自分の意見を自覚する機会さえない。そこで、住民が日常生活

を送りながら民意を表明するための新しい組織確立と、その運営を

スムーズにする社会システムの整備が急務であると考える。提案する

「オリジネート組織」は、住民が住みやすい住環境を整備するための

土壌づくりを目的とする非営利である。生活の中で生じるトラブルか

ら都市計画まで、多様な問題要因に目を配り、声なき声を表に出して

いく。そのことで民意を反映したまちづくりへのスマートな方向転換

に繋がるであろう。

想定される「オリジネート組織」とは、①町や区レベルの地域毎に

存在し、その中でのあらゆる生活・都市問題を扱う、全ての人に対し

て開かれた非営利組織で、②独自の具体的な目標を持たず、中立

の立場をとり、③特定の意見を表明しない人、まちに無関心であった

人の存在を前提とする。

その具体的活動内容としては、①個人に対する傾聴や、②話し合

いの場などでファシリテーションを行い、より民意を具体化していく。

また、③困った人が、必要な情報を引き出すための情報拠点となり、

④まちを多角的に観察・考察することによって、住民の視線に近い活

動を展開する。④まちのために活動したいと思った人が、無理なく活

動できるように、周辺の雑務を代行する。など、まちづくり全般を目指

している。

「オリジネート組織」実現のためには、次の課題について研究する

必要があると考える。①快適・ゆとり・安心などの主観的で数値にし

にくい意識を、科学的に提示することで、都市計画に反映させること、

②義務教育としての住教育、③人の話を聞きだす傾聴技術の確立、

④形にならない計画、調査といった事への評価方法の確立、そして

⑤上記のような仕事のできる専門家の育成が必要となる。

「オリジネート組織」の整備は、時代によって変化し続ける住民の声

をまちづくりに反映することを可能にする。わが国は、住民が意思表

示する場が十分に存在しない。声なき声を表し、民主主義国家とし

て恥じない都市計画の実現に近付けたい。

住宅部門

佳作

権力なき都市計画の実現へ向けて
－住民の意見を引き出す「オリジネート組織」整備へのシステムと技術の開拓－

薬袋奈美子（東洋大学大学院　国際地域学研究科　国際共生社会研究センター）

デフレスパイラルや少子化・高齢化等閉塞感漂う我が国で、建築

界も安閑ではない。今年の建築雑誌１月号の特集「建築市場・建築

産業の現状と将来展望」でもそれが示されている。そこでの業界団

体に対するアンケート調査では「技術開発」に大いなる期待が寄せら

れているがその内容は定かでなく、藁をもつかむ思いが伝わってくる。

さて、建築物の性能向上や基・規準作成に際し学会の果たした役

割は大きい。その反面、新たな基・規準の出現は常に既存不適格建

物を生むことになる。学会は、それに若干の心苦しさ感じつつ、あく

まで新築重視や未来のためにと断行して来た。一方、自動車の世界

に目を転じると、そこには車検システムが存在し、定期的に性能保証

が義務付けられ人々の安全が確保されている。しかも、これはユー

ザーに買い替えを促進させ世の中に莫大な経済効果を与えている。

ところが建築の場合、人は日々安全性が低下する同一の環境に飽

きや不満は抱くものの、その高額な価格に抑圧され２０～３０年は共

に過ごさなければならない。このような状況を踏まえ、ここでは学会を

中心として建築の定期点検システム（略して建検）の確立を提案し行政

に働きかけをするとともに、新たなビジネスチャンスを創出することで

先の閉塞感を打破しようとするものである。
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約にも繋がるであろう。しかし、立地条件や季節等が変われば、その

適切な解は千差万別である。また、対象とする現象が余りにも複雑

であり、解析的にこれらを求めるのは事実上困難である。そこで我々

は、このような対象領域に有効であることが知られている上記の方法

論により、本問題へのアプローチを試みる。ただし、現在の適応

エージェント技術は、そのまま本問題に適用するには大きなギャップ

がある。それは、第一に手法の調整が難解であることと、第二に手

法の挙動に柔軟性が足りないことである。これらの問題点に対し

我々は、過去の学習経験を利用する適応エージェントにより対処す

ることを提案する。ここでのポイントは、単に過去データをそのまま利

用するのではなく、エージェントが毎日継続的に行っている環境との

やりとり（相互作用）とその過程での学習プロセスに対し間接的に作用さ

せるという点である。これにより、過去経験と現在の状況をうまくミック

スして柔軟な適応性を実現でき、本問題への有効性が期待できる。

住宅部門

佳作

未来型住宅のための適応エージェント技術

田中文英（東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻）

我々は、持続可能な建築へのアプローチとして、建設後の構造物

が持つべき適応性という概念に着目する。材質の経年変化・広く住

環境の変化・住む人々の変化など、今世紀の建築には長い視点で

様々な変化に追随していく能力が求められている。我々はこの能力

を適応性という切り口で考えていくことにする。

そしてそのための要素技術として、近年の計算機科学分野で急速

に進展しつつある適応エージェントの方法論を応用することを試み

る。これは、扱いたい適応現象をエージェント（意志決定に基づく処理系全般

を表す用語）と環境（外界）との間のインタラクションを通じてモデル化する

抽象的な枠組に基づく考え方であり、このエージェントは試行錯誤

により環境の構成を推定し、自らの行動戦略を学習していく重要な

能力を持つ。エージェントの具体例としてはロボットなどが代表例で

あるが、人間を含めた動物の適応性（学習能力）はこの枠組に乗るもの

が多く存在し、上記の分野では学習アルゴリズムの理論的研究から

工学的応用まで幅広く研究が進んできている。

我々は、住居をこのエージェントと捉え、中に住む人間や内外の

住環境をその適応対象と位置付ける。例えば、住居の屋根角度や

厚みというパラメータは居住空間の温度や湿度に影響することが知

られている。これらを上手く設定することができれば、エネルギー節



1. 人生のターミナルステージでおこっていること

末期患者の心身の援助を目的とした緩和ケア病棟を対象として、

終の棲家研究を建築計画学的に行ってきた。一連の研究を進める

中で考えてきたことを述べようと思う。

病棟に入りこんで、患者、家族、スタッフからのヒアリングや、観察

等から、緩和ケア病棟で展開される患者の生活状況と、「療養環境

整備の目標」を整理したのが図1である。緩和ケア病棟の平均在院

日数は、1～2ケ月程度である。短期間にしかも10m2前後の病室空

間で、空間に求められる「質」的性能そのものが、劇的展開をして行く

ことを示している。

私はこの調査をもとに結論として次のような指摘をするにとどまっ

た。「充分な面積を確保した上で、各環境要素やしつらえのコント

ロール性と可変性を確保しなければならない」と。コントロール性、可

変性の確保は建築的帰結であるが、最終的な空間の質に対する責

任は、医療関係者あるいは臥せる患者自身に委ねることに他ならな

かったのである。

結果的に、臨死という現場でおこっていることにこれといった貢献

ができないという、自分の位置についても結論づけることとなってし

まったのである。しかし、自分の力の限界だけとも納得できず、建築

計画学の方が限界なのではないかと、斜めに眺めざるを得なくなっ

た。

2.「自我―肉体―環境」という関係性の調整

4つのステージの中でも、最も肉体的な変化が激しいのが、「療養

環境」のステージである。患者にとって、病室の質への求める要求が

高くなる。医療依存、看護依存とも高まり、肉体的な低下は転倒や落

下等を誘発することから、空間的な配慮が最も必要な時期である。

死のそのものへ不安も重大な苦痛であるが、肉体的な変化が精神

に与える影響は、日常的であるがゆえに深刻である。闘病体験をもと

に描かれた小説「憐れみの処方箋」（エルヴェ・ギベール）の一節をみれば、

共感できるのではないだろうか。「毎日、前の日には出来ていたことが

次の日には出来なくなっていた。髪にブラシをかけるために手を上げ

ることや、バスルームの電灯を消すこと、服の袖に腕を通したり、脱

いだりするのもつらくなった。（中略）35歳の男の体が、老人に占領され

てしまった」。実は死が近いという痛みより、日常世界から自分が拒絶

されている感覚こそ、苦しみの核心があると感じられるのである。

3.「生老病死」を見守る特別な場所としての病室

仏教思想では、人生の最も大きな苦しみとして「生老病死」をあげ

ている。いずれも筆者は、「自我―肉体―環境」のバランスの崩れとと

らえる。しかもこれらは、現在ほとんどが病室でおきていることでもあ

る。

住宅部門

会友賞

生老病死という苦しみを建築はただ見守るだけなのか

山本和恵（東北文化学園大学科学技術学部環境計画工学科）
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図1 緩和ケア病棟における患者の状況とそれを取り巻く環境変化
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「生」。生きるとも読むが、生まれる状態に着目する。妊娠中は「身

一つに宿る自我二つ（覚醒はしていないが）」という自我が過剰な状態であ

る。出産においては、「身一つから身二つ」へ引き裂かれる劇的変化

を経験することになる。「老」。肉体的な衰えにより、我肉体が意のまま

にできなくなる。追って、介護・看護・医療等、直接肉体へ他者の介

入が進行する。肉体が社会化してしまうのである。「病」。これは先に

説明をしたターミナルステージにおける苦しみと同様、激しい肉体の

揺らぎである。「死」。肉体あるいは自我の消滅を意味し、死に到る過

程は、未だ見ぬ死の不安を抱えると同時に、別れという関係性の変

化に思いをはせる。死後、存在の消滅により、周囲に投げかける波

紋はすぐにおさまるものではない。

生老病死に共通する様態は、肉体を強く揺さぶる「自我―肉体―

環境」の関係性変化にある。我々はこのような系の中で、もっと「肉体

自体」に関心をよせる必要がある。肉体という、よりしろがゆらいでし

まっている時、自我が求める別の器の1つが病室という建築なので

はないだろうか。古語においては「住む」は「澄む」と同源とされる。揺

れるコップのにごり水は、コップを固定し、水の澄むのを待てばいい。

「すまい」とは、このように自我を落ち着ける枠として意味があるのでは

ないだろうか。病室こそ「すまい」でなければならないと思うのである。

4. 環境療法士という新しい職能の創生
関係調整が不調であることが問題であれば、その系の重要な一

端を担う建築が、単に看護・医療行為の「後方支援」に甘んじてはい

けないと自覚すべきなのである。現場に踏みこみ、苦しむ人の自我、

そして肉体に対峙し、その上での環境のあり方にメスを入れるべき

である。

そこで、筆者は新しい職能分野として『環境療法士』（筆者の造語）とい

う概念を提案するものである。空間の調整、しつらえを主な仕事とと

らえながら、癒しの治療効果にまで寄与できる技術力を有する職能

である。直接苦しみの渦中にいる患者に、一人一人違う「処方」とし

ての環境整備を目指す。医療や看護の現場に、空間整備の技能と

知見を総動員して参加するチームの一員として位置付けるものであ

る。現場での実践と、科学的研究の交互交換でより、職能としての体

系化を目論むものである。医学会における癒し環境への関心も高ま

りつつあり、好機を得ていると考えられる。

4-1 研究体制について

環境療法士成立のための研究体制を述べたいと思う。研究体制

としては、建築計画研究者、建築家、環境工学研究者、設備技術者

等の建築関係専門家と、医師（臨床担当医師、精神科医師等）、看護婦、カウ

ンセラー、音楽療法士やアロマテラピスト等の各種療法士など、多

様な分野のチーム化が不可欠である。分野の総合化のために、現

実の患者のＱＯＬ向上に寄与するという「照準点」をはっきり設けるこ

とが特徴である。協力病棟を確保し、職員のチームの一員として日

常的に入りこむ。

具体的な事例の積み重ねが研究の本体である。一方で、科学的

な裏づけのとれない技術は汎用できないことから、効果的と考えられ

る方法については、実験による実証を平行して行うものである。効果

を証明し、現場にすぐ活かすという手法は、今までの建築計画学に

は難しかったあり様である。医学や看護学の臨床の手法をお手本

とすることになるであろう。

筆者は1人でこの研究に着手しているが、このフィールドに手応えを

感じている。ある種の病状において、特徴的な空間認知の偏向が整

理できる手がかりが見つかってきたのである。「手負いの心理学」とも

命名出来るような学問分野の成立もありうるのではないだろうか。

5. つくらない建築の誇り
自分の専門分野からの発想で論を展開してきたことにより、多少

偏った論調になったかもしれない。しかしこの研究は、建築研究全体

の方向性転換にヒントを提供するものと考えている。

社会を支え社会を変える力、作者の死後もなお歴史を刻む建築、

地図に残る仕事、総合芸術、これらの輝かしい言語群は、「建築文化

への誇り」を表現するものである。「建築をつくる」という行為に、あらゆ

る分野の知見を投入し、「総合化」することに建築文化の最大の特徴

がある。意識、無意識に関らず、その誇りという「枠」の中に安住して

きたことこそに目をむけ、あえてその枠を飛び出すべきなのではないだ

ろうか。

「必ずしもつくらない」という選択肢を積極的にとりながら、チームア

プローチの一員として貢献する、建築技術者が臨む新しいステージ

である。

地球環境問題、少子高齢化問題、低成長等、建築をとりまく状況

は、今までとはまったく違うものになっていくのだから。
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1. 小学校統廃合に伴う過大な通学圏の形成
1960年における小学校の数は26,858校であったが、その後統廃

合が進められ、2000年現在24,106校にまで減少している。しかし、

最近の少子化の中で、児童数300人未満の小規模校の数は約半数

に達し、100人未満の複式ないし複々式授業を余儀なくされている

小学校は7,000校程度あると推察できる。

住宅団地では、半径500ｍが適正通学圏とされ、1kmが限界とさ

れているが、地方の農山村部ではそれを1kmと2kmとして学校統廃

合を進め、適正規模校造りを推進して来た。しかし、少子化が進み

学校の維持が困難となる中で、スクールバスで30分以内で通えれ

ば良いとし、5～10km離れた1次生活圏中心部にある小学校まで

通う姿が多く見られるようになっている。

この少子化の動きは今後も続くと予測され、これを繰り返していくと、

人口2万人以下の市町村では、小学校1校化が進み、小学生には

過大な通学圏が形成されることが危惧される。

2. 21世紀はIT(情報技術)活用の世紀

21世紀のＩＴが生み出す新時代の教育は、学校の規模・場所・時

間などの制約から開放され、どこでも誰でもいつでも必要な知識が

ニーズに従ったレベルで的確にサービスされるようになる。因みにイ

ンターネットの「こねっとワールド（遠隔授業プラン）」のホームページ

（http://www.wnn.or.jp/konet/）を開くと実に様々な情報が得られるように

なっているのが分かる。

このように大きく学ぶ環境が変化しているにもかかわらず、市町村

の広域合併が推進される中で、依然として旧態然とした「適正規模」

と称される1950年に作られた鉄筋校舎の標準設計に則った小学校

が建設され、再編成されている。一部にオープンプランスクールが

建設され、話題となっているが、21世紀における教育サービス水準

は、最早、オープンスペースを確保する程度で、児童の学びたいとい

うニーズに応えることができ、皆が満足するという状況ではなくなって

いる。

また、交通が発達し、社会教育施設の整備が進む中で、豪雪・過

疎・少子化地帯でも、それらを利用すれば日常的に高い専門性に富

んだ集団教育を受けられる環境が整いつつある。

3. 極小規模小学校の再評価の必要
これまで建築学会では、適正規模校による小学校の統合や分割

に関する研究は数多くなされているが、少子化が進行し、複式や

複々式授業が一般化している小規模校に関する研究は数えるほどし

か見当たらない。

小規模クラスの場合、児童一人当たりの教師の指導時間は、20

人の場合10分程度であるのに対し4人になると50分にもなり、学力

も55点から85点になる等の報告も見られる。また、小規模校では教

師と児童、児童と児童、児童と父兄等に緊密な関係が保たれている

ために、最近問題となっている学級崩壊などは見られない。このよう

な利点を再認識し、再評価する必要がある。

4. エデュケーションハウス（以下ＥＨと略称）」の提案
本論文では、従来の一斉授業形態ではなく、学ぶということは個人

的な行為であることに着目して、ITを大幅に取り入れた少人数の教

育を基本とした「エデュケーションハウス」の提案を行って見たい。

EHの児童数の変動に伴う空間的な概要は図に示した如くであ

る。基本ユニットEHに示した空間規模で7～15人が学ぶEH
2
とす

ると、児童数が6人以下となった場合には半分の規模のEH
1
を設置

する。倍の16～30人となったら高学年と低学年とを分けた複々式

学級EH
3
とし、31～60人となったら高・中・低学年と分けた複式学

級EH
4
とし、61～90人となったら学年別に教室を分けた単式学級

EH
5
とする。91人を超える場合には、6クラス以上の学校を建設し、

本校とする。

☆EHの概要

①児童の徒歩通学圏内に設置する。

②児童数に応じEHの規模と形態を可変できるものとする。

③ITを最大限活用した個人学習の場とする。

④集団教育は本校と社会教育施設と連携して行う。

⑤遠隔授業に対し教育ボランティアの援助を得て運営する。

5. EHと社会教育施設との融合

小学校教育は、「知育」と「体育」と「情操育」の３つによって成り立っ

ている。「知育」に偏り勝ちなＥＨでの教育を補完するために社会教

育施設との連携を図り、後者の「体育」と「情操育」を地域集団の中で

実現し、専門家による高度化された集団教育を狙う。

これらにより、これまで建築学であまり光が充てられて来なかった

僻地や都心のドーナツ化地区などの極小規模の新たな学ぶ環境の

構築についての研究と技術開発の必要性を唱えたい。これは日本の

僻地教育に光を与えるのみならず、世界の発展途上国や疎住地域

における教育サービスの向上にも寄与すると期待される。

6. 建築学会における極小規模教育施設研究の重要性

イギリスでは1958年に2クラスの複々式のフィンメール小学校が建

設されており、小規模校が現在も主流となっている。我が国では当

時は戦後のベビーブームの影響で鮨詰め学級が社会問題化してい

た時期に当たるが、2002年現在、その波は遙か昔に通り過ぎ、空き

教室の利用が課題とされ、小学校の維持と存続が危ぶまれている中

で複合化などが叫ばれている。

1960年当時雪国は、徒歩の時代で、道路除雪もされていなかった
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ため、冬季分校が基礎集落圏毎に開設されるなどしていた。当時の

恩師は75才、教え子は50代となっているが、当時を振り返ると「古き

良き時代であった。・・・」と異口同音に頷く姿が各地で見られる。冬

季でも夏季とほぼ同様に交通が確保できるようになった現在、スクー

ルバスによる通学が行われるようになっても不思議ではないが、最近

の小学校では教える喜びと学ぶ喜びが教室から消えていると言わざ

るを得ない。

建築学会は、建築物の安全性や快適性について研究する人々の

集まりであり、その技術開発を日夜行っている団体である。しかしな

がら、その究極的な目的はそれを通じて「豊かで文化的な社会を実

現する。」ことにある。これまでは、学校という枠で研究がなされてきた

が、今後は生涯学習の場も含め、学ぶ環境を如何に構築して行った

ら良いか、地域における学習活動の中で研究し、技術開発を推進

して行くことが求められる。」

7. EHの推進の課題

図に示した児童規模別のEHは、イメージに過ぎない。これを具体

化して行くためには、建築学会で今後下記のようなテーマについて

研究と技術開発を推進し、21世紀における学ぶ環境の整備に邁進

する必要がある。

①eラーニングによる小学生向けの教育プログラムの構築

②地域社会並びに小学校に対する情報ネットワークの整備指針

③教員・IT・父母などの支援組織の構築

④児童数別のEHのモデルの建築設計的検討

⑤個別学習と集団学習の地域の実情に即した多様な授業形態

⑥EHと本校並びに社会教育施設との連携形態

⑦EHと適正規模校づくりの費用対効果の検討

⑧EHの建設による国際的な学ぶ環境の支援
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1. 課題１・東京に求められる機能とは？何を重視し、実践するのか

1-1 国策として。東京が進むべき道　二択（想定）

ピーター・リンマーの東京に関する見解1）によると、日本において世

界都市の基準を満たすのは、特に世界規模の金融および物流拠点

としての機能を備えたのは東京だけという。東京は世界都市システム

の一翼を確実に担っているものの、その内部構造については、世界

的な位置づけよりもむしろ固有の歴史および国内政策を起源とする

影響を強く受けているとし、さらに「外部の世界」からの国策上の選択

的孤立状況が認められるとの指摘もある。たとえば日本の政策として

“東京の運営方針”に次の二択が示された場合、東京が担う使命と

して人 は々何を選ぶだろうか。

Ｘ．東京は今後加速する世界都市間の競争に参
画すべき。

Ｙ．東京は日本の“国策上の選択的孤立”環境
に留まるべき。

今日の世論においてＸ、Ｙのいずれが多数派なのだろうか。選ばれ

る策によって都市および建築をとりまく諸条件（財源・法律・居住者等）が変

わるため、建築界に求められる職能も変化するだろう。もしも上記Ｘ

の世界に興味をもつ“東京人 Tokyoites”が存在し、かつ日本の政

策がＹである場合、「外部の世界」に居住地を移す者が出ることが予

想される。

1-2 何の意図で、誰のために計画され、

どのような資源により提供されているのか

東京が“国策上の選択的孤立”環境下に留まることの是非を容易

に判断できない。明らかなのは、「世界の都市には、地球規模に広

がった日常生活の諸関係に対して多面的に対処できる知識を切望

する人々が住んでいる」《参考文献1）83ページ》ことである。ここでいう知識

とは、経験から培われるものである。今日の東京においてさえ、居住

者が得られる異文化や多面的価値との接触の機会は、そこから生じ

る問題への対処策を自問自決できるほど充分ではない。先進国の多

くがグローバル社会の一端を内包することで諸問題を経験し、今こ

の時にも人的技術を蓄積しつつあるならば、それは「外部の世界」居

住者と“東京人 Tokyoites”が会得しうる技術の格差が日々拡大す

ることを意味する。人的技術とは、たとえば交流・折衝術や世界都市

戦略立案力などである。ついに“東京人 Tokyoites”は世界都市とし

ての東京を維持できなくなるかもしれない。前述に続く引用において

「グローバルなプロセスや構造の作用をより理解すれば、人々は公

共財の変化に対してより大きな影響を及ぼすことができるであろう。さ

もなければわれわれはすべて、世界システムという人格をもたない論

理のなすがままである。世界都市システムのグローバルな構造をで

きるだけ適切・明快に、そして願わくば普通の人々の日常的な経験に

即した方法で記述することはわれわれの責務である」との呼びかけが

ある。都市が何の意図で、誰のために計画され、どのような資源によ

り提供されているのか。それを熟知し得る私たちは、その巨大さにま

どわされることなく居住し、都市を活用する術を、居住者にむけて直

接わかりやすく説明するという重大な責任を新たに負ったのである。

2. 課題２・プライスレス価値および「体系的知識」育成の場を提供できるか

資本主義経済における支配的な生産形態は“商品生産”である。

かつて商品は文字どおり商売の品物であり有形財貨であったが、今

日では商品の無形化（コーディネート・コンサル・サポート等）が進行している。同

時に都市居住者や建築所有者を取り巻く環境も変化しつつある。こ

れまで東京圏の都市・建築計画において優先されてきたのは施設整

備・規模拡大であり、その中で無形の価値を認められたのは唯一「日

照権」のみであったと言えるだろう。今後激化するだろう都市間競争

において重視されるものは何か。それはこれまで軽視せずとも犠牲

にしてきた「その土地らしさ」といった数値化しにくい価値であろう。強

調しておきたいのは、ここであげた価値はこれまで多く語られてきたア

イデンティティのみならず、観光客や居住者を魅了するもの、つまり「集

客力」という世界都市運営の資源そのものとなり得るということであ

る。

2-1 経済活動における３つの極について

次の引用によれば経済活動には３つの極があるという。今日の東

京においてこれら３極を観察するとき、貨幣的かつ営利的（市場）という

1極に重心の偏りを見出す。他の極についても、より積極的に整備す

る必要があるのではないか。「社会学者のジャン・ルイ・ラヴィルが示

したのは、時代と場所に応じて重心は異なるものの、経済活動には３

つの極があるということである。貨幣的かつ営利的（市場）、貨幣的か

つ非営利的（福祉国家による再分配）、非貨幣的かつ非営利的（善隣経済、つま

り近隣の個人間での物やサービスの交換）の３つである」2）

2-2 東京は、何を提供するのか

すべての商品は文化的であり、感覚的・感情的な訴えをともなう

住宅部門
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“情報”の要素を含んでいる。「消費」により獲得した商品は「知識」に

よってさらに発展・活用されるという意味において、知識は商品価値

を額面以上に増資させる力をもつと言える。ここにふたたび数値化

しにくい価値を見出すことができる。

「知識」を分類する試みとして二つのキーワードを想定する。すな

わち自らの経験を通じて築き上げられる「体系的知識」と、情報や物

の消費により得られる「商品的知識」である。今日の東京にはあらゆ

る商品が世界中から集結し、「商品的知識」の充実ぶりは驚異的で

ある。ここで再考したいことは、東京で消費される財を前述した二種

類の知識を育成する資源と見るとき、その投資がはたして額面以上

に価値を増大させる資源となっているかという疑問である。多くの財

が「商品的知識」収集のために費やされ、所有欲を満たした時点で

価値の循環が終了していることが観察されないだろうか。

物的飽和状態が予想される将来、人々の知的欲求は「商品的知

識」から「体系的知識」獲得へ向けてシフトしていくだろう。ある都市

での経験が人づてに伝わり多面的な情報が充実することは、移住を

望む人々にとって新たな土地での生活をめぐる社会的不確実性を

やわらげることになる。このことが更なる人口流動入を促すという事象

は、最近の人口の地理的な移動の研究において注目されている

「チェイン・マイグレーション chain migration」３）の概念に通じるもの

である。東京への来訪や居住の動機となる魅力を戦略的に準備す

るとき、東京は何を提供するだろうか。

3. 課題３・世界都市と世界システム問題への一体的取り組みを具体化できるか

3-1 グローバル化が「ひとつの都市」の重要性を増す

都市は、自然力を動機とする人と空間の動態としての社会生態学

的対象としてではなく、むしろ生産・売買・利益獲得という資本主義

下において構築される一連のサイクルに内在する社会的な力がもた

らした特殊な産物となった。このサイクルを逆回転させ、都市の発生

をコントロールすることで利益を獲得しようという発想は、都市そのも

のを「産物」よりさらに（進歩か、後退か、いずれにせよ）「商品化」する行為であ

る。首都移転についての議論は、ともすると世界にとって重要な活動

拠点であるはずの東京が、個人的な争いの果てに解体されかねな

いように見える。人口減少にともなう国家単位の経済規模縮小傾向

が将来において確実であるだけに、国内の限られた資源をめぐる既

得権争奪戦に時間を浪費する猶予はないのである。

世界に目をむければ、経済諸力と関連する一連の都市化のプロセ

スとともに、国際政治問題に対処するための拠点としての都市の再

評価および整備が、国境を超えた特定地域における特別な機能付

加という形で戦略的に進められつつある。もしも具体的な政策・戦

略が定まらないまま都市運営を続けるならば、活力ある居住者を東

京に留まらせることは難しくなるだろう。

グローバル化傾向は、今や世界中に広がっている。この現象は

「市場原理」が民族・文化の枠を打破する不撓（ふとう）の盾となり、「利

益獲得」という価値観・評価軸を、世界共通のものとして一本化する

動機になりつつあることを示している。またこの傾向は、都市の本質

変化としても現れる。サッセンの研究《参考文献1）86ページ》によれば「経

済がグローバル化すればするほど、中枢機能はますます相対的に少

数の場所、すなわち世界都市に高度に集積するようになる」のである。

また興味深い推測がある。《同　57ページ》「世界都市のロンドンはイギリ

スが必要なのか、世界都市のニューヨークが巨大な領域国家であ

るアメリカの一部としてとどまらなければならないのか、という疑問が湧

いてくる。超国家的世界の成長によって、都市と国家の関係がふた

たび大問題となるだろう」

東京は今後加速する世界都市間の競争に参画すべきだろうか。

それとも東京は、日本における“国策上の選択的孤立”環境下に留ま

るべきだろうか。
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