
(株)辰　東京都渋谷区渋谷1-24-4 シブヤ百瀬ビル7F tel/03-3486-1570 fax/03-3486-1450 URL:http://www.esna.co.jp

今月のトーク/monthly talk

街の安心

明治通り　渋谷宮下公園前　交差点陸橋から臨む
地下鉄13号線の工事の重機が中央に並ぶ

　渋谷の街は、最近少しきれいになってきたように感じます。渋谷区役所
と地元商店街の美化運動が功を奏して、街のごみがずいぶん減ってきま
した。渋谷駅の1日の乗降客は平均240万人だとか。特に若い人が、夕
方から夜遅くまで集まってくるので、不夜城のごとく街は動き続けていま
す。ゴミも相当の量が出てくるはずですが、捨て場が整備され、ゴミ箱が
透明になったりと具体的な対策が見えてくれば、若い人の意識は意外と
柔軟に変化するものなのかもしれません。「格好いい清掃ボランティア」
などの仕掛けは渋谷の街に似合っています。
　ハチ公前広場など駅周辺の各所には、喫煙コーナーが設けられ、歩行
喫煙は禁止です。コーナーの中でタバコを吸いながら人を待っている愛
煙家の姿は、どことなく哀感が漂いますが、人ごみの中の喫煙は確かに
危険です。４月から渋谷駅を中心に原則半径300m以内は分煙ルール重
点地区に指定されました。渋谷区では、区と、区民・事業者・NPO・ボラン
ティア等が連携、協力して啓発活動や清掃活動を行い、喫煙マナー向
上の徹底を図っていくとしています。なお、4月28日は、４（し）・２（ぶ）・８
（や）の日。年に一度の一斉清掃の日となっています。

　渋谷は「犯罪の町」というイメージが意外と強く、地元の方々はかなり
気にしています。たしかに、「ブルセラ」とか、「援助交際」と言った言葉
の発祥地であることでも有名です。昨年夏の赤坂の児童誘拐事件（稲
城市から渋谷にやってきた小学6年生の女児4人が、少女買春をしてい
た男に監禁された事件）を教訓に、道玄坂下の交差点では悪質なキャ
ッチ商法に注意するよう呼びかけるアナウンスが四六時中流れるように
なりました。センター街では監視カメラがいたるところに備え付けられ、
商店街と振興組合、宇田川町会が一体になって、防犯パトロールを行
っているそうです。石原都知事がパトロールに参加するのがニュースに
なりました。若者は渋谷にとっては大切なお客様です。お客様とのコミュ
ニケーションと思って、パトロールも楽しい仕掛けをすれば、さらに活気
付くのではないかと思います。
　また、高層ビルの建った道玄坂上は、ＩＴ関連企業が増えたため、カ
ードホルダーを首から下げた若い人が目立ち、人の流れも多くなってい
ます。道玄坂上から東急文化村、松涛に抜ける円山町の通りは、昔な
がらのラブホテル街ですが、その中に建つライブハウスには、昼間から
若い男女が並び、すっかりイメージは変わりました。現在、新しい映画
館も建設中です。健全な街に普通の人が行き交うことで、犯罪率は減
少するのだと思います。

街の美化

犯罪防止

　JRをはさんでハチ公前広場とは反対側の東口の一帯は、今東急文化
会館跡地開発、地下鉄13号線（平成19年開通予定）など、いたるところ

 私たちの会社は、「シブヤの辰さん」とよく言われます。そもそも「町の建
築屋」を標榜して設立した会社ですので、こんな呼び名はとても心地よく、
その名に恥じないよう背筋を伸ばしたくなります。でも同時に、渋谷で毎
日暮らしていながら、街のことはあまり気に留めていないのが現実です。
そこで今回は、「わが街渋谷」にスポットを当てて、皆様にご紹介しようと
思います。

危険防止

今月の写真 /monthly photo
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改修設計：長田祐之＋木村俊勝
　　　　　／パオアソシエイツ

用途：専用住宅

所在地：東京都渋谷区

構造：ＲＣ造

規模：地上3階

Ｍ邸　改修・改装工事

　築40年のRC造の建物ですので、外壁改修はところどころ傷んだ箇所にコンクリート注入を行い、全体にリシンの吹きつけを行い

ました。2、３階の内装は、スケルトンにして壁のクロス、床のフローリングを貼り替え、賃貸に転用する1階は、既存の壁をなくして

大きなワンルームとし、新しくユニットバス、キッチンを入れました。南側のサンルームとそれに続く庭にデッキを設けて、さらに広さ

を感じさせています。既存の暖房設備の配管を撤去し、各フロアにエアコンを設置しました。工程、予算とも多少厳しいものでした

が、設計の長田さんも細かく金額調整をしてくれて、無事収めることができました。　（宮島利夫　工事長）

①全景②1階賃貸部分。左側がサンルーム。
③南側前面道路から1階サンルームを臨む。
④庭とサンルームのモルタルだった床に、同じデ
ッキを敷いてレベル差をなくした。
⑤2階リビングダイニング。裏がキッチンスペース。
建具はドアも含め、長田氏がデザインした。
⑥グランドピアノとアップライトピアノの2台が置か
れたレッスンコーナー。

　既存の暖房設備は、建物全体に温水をまわすものでエコロジー住宅のさきがけのようなものでし
たが、5年前に壊れてしまい、愛着があっただけに残念でした。今回の改修工事では、たくさんの
方に助けていただき感謝しています。長田さんにすっかりお任せした形でしたが、辰さんは近隣の
方の評判もよかったですね。　まるで新築のようになって、本当に満足しています。
　（オーナー　M様）

①

② ③ ④

⑤

　渋谷区の閑静な住宅街にある、RC住宅の改修工事です。
　外壁の塗装、内装のリフォームで、明るく生まれ変わりました。

①ハチ公前の喫煙コーナー。コ
ーナーに入らないでその近くで
吸う人もいる。
②道玄坂上。いかにもIT関連に
お勤めという若者がランチタイム
が終わり、会社に戻っていく。
③円山町。ライブハウスon air 
eastとon air westの間のランブリ
ングストリート。時間は正午なの
に、夕方からのライブにすでに中
年女性が数人並んでいた。

-④センター街入口。キャッチ
に注意。⑤屋上に張り出した
板や材が何かわからず、不安
を感じさせるビル。⑥宮下公
園。紅葉も混じり、緑が美しい
のだが、居住者がいて生活臭
がすごいので、ここでくつろぐ
気にはなれない。⑦宮下公園
に隣接した遊歩道。植え込み
にはブルーシートの家が、び
っしり並んでいる。

① ② ③

④ ⑤ ⑥ ⑦

で工事が行われています。工事現場は、一般の人に迷惑がかからない
ように入念に管理されていますが、完成までのしばらくの間は交通渋滞
など辛抱しなくてはなりません。そんな中、先月、弊社の並びにあるビル
の工事現場で、作業員の落下事故がありました。10階の足場から、とび
職人が歩道に落ちてきたのです。ちょうど通行人がいなかったのが、不
幸中の幸いですが、都会では何が起こるかわかりません。以来、私は街
中では、つい上の方を確認しながら歩いています。

　新潟県中越地震の後、やはり考えました。もしこの都心に地震がやって
きたらどんなことになるでしょう。阪神大震災のときも、今年の大型台風到
来のときも話題になりましたが、近所のコミュニケーションが取れているか
いないかで、明暗を分ける場合もあります。田舎のように、密で歴史のあ
るコミュニティは形成できないけれども、この都心においても日頃から

のご近所付き合いは必要だと考えます。
　たとえば、同じビルのほかのテナントの人、私たちはどれだけ知って
いるでしょうか。不審な人がいたり、不審なものがあったら、お互いにす
ぐに確かめ合える信頼関係を日頃から結んでおけば、これほど安心な
ことはありません。
　また、何でも役所、警察、消防に連絡すれば、こと足りると思って安心
していないでしょうか。自分たちだけで解決しなくてはならない、という
場合が必ず出てきます。その場合を想定して、必要なものを準備して
おく、近所の顔見知りを作っておくことは無駄ではありません。
　都心で働く大部分の人は、「帰宅難民」として自宅へと急ぐことになり
ますが、それもかなわない何日間かは、仕事場近くの情報が非常に重
要です。「街の安心」は、自分がその町の住民だという意識で、変わっ
てくるのではないでしょうか。

⑥
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profile

金田勝徳／㈱構造計画プラス・ワン新しいことへの挑戦と安全性

1944年      　 東京都生まれ

1968年     　  日本大学理工学部建築学科　卒業

1968～1986年　 ㈱　石本建築事務所勤務

1986～1988年　 ㈱　ティー･アイ・エス・エンドパートナーズ

1988年　　　 　　 ㈱　構造計画プラス・ワン　設立　

1993年　　　　　　1993年度JSCA（日本建築構造技術者協会）賞受賞

2000年　　　　　　松井源吾賞受賞

  

主要な作品

静岡スタジアム・エコパ（佐藤総合計画＋斉藤公男研究室）

京都アクアリーナ（環境設計・團紀彦設計共同企業体）

東京大学先端科学技術研究センター（シーラカンスアンドアソシエイツ）

名古屋大学野依センター（飯田義彦建築工房）

北京建外SOHOプロジェクト（山本理顕設計工場、C+A、みかんぐみ）

金田勝徳 

「二十騎町の集合住宅」北棟　断面図
　（architecture WORKSHOP 提供）

駐車場 駐車場

アプローチ

A-2 A-1

A-4

居間

A-3

縁側

A-6

A-8

A-5

A-7

 今月は、構造設計の先生に登場いただきます。2000年第10回松井源吾賞
を受賞した金田勝徳氏です。弊社は「二軒家アパートメント」「二十騎町の集
合住宅」などの施工をさせていただきました。

―構造のデザインを見せる設計が増えているようですね。
金田：確かにそうですね。構造設計者である我々もある意味緊張しています。
（笑）
―1つの建物に異なった素材を用いる建物もよく見られます。
金田： 10年くらい前から「ハイブリッド構造」と呼ばれる、混合構造のものが
積極的に作られるようになってきました。それには2つの方向があって、1つ
は構造種別を混合するもの、たとえば柱をRC造、梁をS造といったものです。
そしてもう１つは構造システムそのものが混合しているもの、たとえばラーメン
構造と壁式構造が混在しているものです。前者はゼネコンが経済性を考え
て進めてきた混合構造が主流でした。例えばRC造、鉄骨造の組み合わせを
行うときに仕口の部分、納まりをどうするか各ゼネコンが独自開発した技術で
すね。一方、設計者が構造材ないしは構造システムの適材適所を意図して、
構造種別にあまりとらわれずに、異なったものを組み合わせて混合させるも
のです。それまであまり見られなかった新しいシステムを形成する試みを積
極的に行うようになり、材料の使い方も自由になってきています。

―そういう中で、構造設計の先生に要求されることは難しくなってきていると
考えられませんか。
金田：一筋縄ではいかないと言えます。でもいろんなことを話し合いながら作
っていくという風潮はいいことだと僕は思っています。昔は「まず意匠の設計
があって、それから構造設計事務所に計算の依頼があって」という具合で、
とてもコラボレーションといった雰囲気ではなかった。今は、構造の側から提
案をしたり、建築家の主張の中で構造上の問題点はどこなのかなどと、構造
の面からもきちんと説明したりしてそういう中でコラボレーションができている。
建築家の方でも、構造設計者によって設計のやり方が違うので、「今回はこ
ういう構造だから○○さん」というふうにデザインによって、コラボレーション
する相手をかえています。

―金田さんは、旧ワークショップの3人の先生（木下道郎氏、北山恒氏、谷内
田章夫氏）ともお付き合いが長いですよね。
金田：そうですね、3人それぞれとお付き合いがありますし、3人もいろいろな
構造設計の方たちとプロジェクトごとに組む、そういう形ですね。私がお付き
合いしているいずれの建築家の方々も我々にとっては気を抜けない、一緒
にやっていて刺激的な方たちばかりです。

―構造設計も個性があるわけですね。仕事がバラエティに富んできて、構造
設計を目指す若い人が増えているのではありませんか。
金田：うーん、それでもいろいろな大学の先生に聞いてみますと、やはりそ
れほど増えているわけではないようです。学生の理科離れ、数学離れの影
響があるようです。「授業に構造力学、材料工学など力学とか工学という言
葉がつくと、とたんに授業を受ける学生が減る。環境系、デザイン系という名
前にしないと学生が来ない」という話も聞きます。
―でも言葉を変えて学生を集めても、離れていきますよね。
金田：結局、両極端なんです。かたや数学嫌いでそういうものには見向きも
しない。反対にコンピュータ大好きだから、何でもコンピュータ中心で解析な

どには飛びつくナントカオタクと呼ばれるような若者。構造設計とは、本
来そういうもいうものではないんですよ。現実に建物があるわけで、そう
いう意味でバランス感覚が大切ですね。
―計算など難しいでしょう、大変そうです。
金田：しかし、コンピュータができて、「解く」ということについては、飛躍
的に作業が楽になりましたよ。我々がこの世界に入った頃はすべて手計
算だったので、ずいぶん時間がかかったものです。その分どういう風に
設計していくかということを考えることに時間を割ける。Try & Errorによる
検討も容易になりました。それに今の若い人にも大きな期待を感じてい
ます。今、大学で構造計画の授業を持っているのですが、最初せいぜ
い20人くらい来ればいいだろうと踏んでいたら、50人来て、後半になって
もまだ40人以上は出席していますね。
―学生側に伝わるものがあるかどうかですね。金田さん自身、自分がや
ってこれは面白かったという設計をあげるとすると、どういうものがあげら
れますか。

金田：そうですね、いろいろありますが、最近、辰さんで施工された北山
恒さんとの「二十騎町の集合住宅」も面白かったですよ。「ヤジロベエ構
造」で中央の柱で建物を支え、先端の鉄骨の柱でバランスを取っている
ものです。あの先端の細い柱が建築重量を支えているのではなく、地震
動による揺れを防ぐ役目を果たしているのです（図参照）。北山さんと、こ
の形をさらに発展させた構造の建物をシリーズで考えようとしています。
構造設計も常に新しいことを考えなければ、何のためにやっているのか、
ということですよね。

―阪神大震災以後、一般の方々も住宅を耐震構造にするなど関心が高
まっています。実際のところ安全性の基準はどのような点で判断されて
いるのでしょうか。
金田：分譲マンションでも免震構造にして、資産価値を持たせるところも
ありますね。普通のお客さんにわかりやすいのは震度で、「震度5で壁に
少しクラックが入ります」などとお話することになりますが、構造設計は、
地表面の加速度レベルの「ガル（cm／sec2）」で判断していますね（実際
の計算にガルを使うわけではありません）。400ガルくらいなら、壁にはク
ラックが発生し、柱・梁が部分的に破損するくらい、この辺を基準に考え
ます。あまり非現実的な数値を前提に
する必要はない、しかしどんなことが
あっても倒壊させないというところです
ね。「構造設計は何か」と問われれば、
新しいことへの挑戦と安全性が乖離し
ない―このことにいつも心をくだいて
いると言えます。そのためにも、自分
たちの設計した建物の性能、性質をき
ちっとオーナー、施工者に伝えていく
能力が求められていますね。

―ありがとうございました。
（取材は新潟県中越地震の前日
10月22日に行われました。）
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・阪神大震災の時の振動加速度は、800ガルでしたが、先日の新潟県中越地震の加速度は1750ガルを記録しました。。
日本は、基本的にはいつどこで地震が起きても不思議はない国、他人事ではありません。

ユニーブル北赤羽新築工事　地鎮祭　11月６日　北区　
　

北赤羽の駅から徒歩3分ほどの便利な
ところです。

構造：RC造　地上10階建て
用途：共同住宅（分譲）
設計：㈱アート総合企画
完成予定：2005年10月

インターネットにて求人募集中　
　　　　
ただ今、弊社では現場で即戦力になる方を募集中です。
12月5日まで、特別にインターネットの転職サイト「毎日キャリア
ナビ」でご応募を受け付けております。求職中のお知り合いの
方がいらっしゃいましたら、ぜひ ご紹介ください。
施工管理、 内装・リフォーム設計・施工管理、新卒、中途採用
ともにまずは下記のアドレスにて、会社案内の詳細をご覧の上、
応募フォームからお申し込みください。

http://career.mycom.co.jp/jobsearch/

・渋谷は、夕方からは、ハチ公前を中心にあちこちで路上ライブが盛んに行われています。ときには卓越した演奏力を見せるプレイヤーもお
り、周りを行き交う人々が思わずが足を止めて、大きな輪ができることもあります。音楽が作る一体感は、心地よく、その空間には何の仕掛け
もありません。

現場最前線/under construction　07

富岡　陸男氏富岡　陸男氏
株式会社トミヨシ商会株式会社トミヨシ商会
代表取締役社長代表取締役社長「耐震補強工事の需要に応える」

　今回は、コンクリート防水・補修、耐震工事を行っている㈱トミヨシ商会
を訪れました。辰の安全衛生協力会の会長の役務もお引き受けいただ
いている、富岡社長に話を聞きました。

―創業はいつごろですか。
富岡：昭和41年、法人となったのは44年です。

―防水工事は、いろいろ種類がありますね。
富岡：各種やっています。しかし最近は、新築物件が減少しているので、
防水工事よりも耐震工事に力を入れています。阪神大震災以降、公共
施設の耐震補強工事が進められています。学校、そして土木関係。首
都高速道路の柱の補強工事など見かけられたことがあるでしょう。民間
でも既存ビルの用途変更やリフォームで、耐震補強も含めた、まとまっ
た工事をすることが多くなってきました。そこで今年になって、わが社で
は東レのトレカラミネート工法研究会の会員として、炭素繊維シート
ＣＦＲＰ（トレカラミネート）による補強工事の施工を手がけるようになりま
した。
トレカラミネートは幅50ｍｍのテープのような炭素繊維シートで、ノンホ
ルムのエポキシ系接着剤と合わせて貼るだけで通常の炭素繊維シート
の4から８層分の効果が得られます。従来のシートタイプですと下地処
理の面積、工事に伴う粉塵・ガラの発生、配管などの設備が交錯するス
ラブ下の施工や、天井など上向き施工など多くの課題があったのです
が、これは施工する上で環境面からも経費面からもいい工法だと思って
います。施工後も目視点検が行えますしね。

―先日の、新潟県中越地震では多くの建物が被害を受けました。今後
も一般に耐震工事の重要性が認識されて、さらに工事が増えそうです。
富岡：そうですね、東レさんは開発メーカーでして、研究会会員でも実
際に施工する会社はまだそんなにないですね。だから我が社のように
長年コンクリートの防水・補強工事などを手がけてきたところは貴重。シ
ーリング材、セメダインも懇意の代理店がありますから材料供給は安い。
施工実績があがることで社会的な責任を果たしていけると思っています。

―構造計算の事務所のアドバイスなどもあるそうですね。
富岡：ええ、東レさんの方でご紹介いただいています。いま、我々が請
け負う新築工事は本当に減っています。リニューアル工事でもまとまっ
た仕事はいっぱいあるのですが、我々だけのレベルじゃ工事の一部に
食い込むだけ。辰さんには、がんばって大きな物件を受注してもらいた
いですね（笑）。
　ゼネコンの現場管理者は営業マン。自分の作った建物が結果であり、
それで仕事を取るのですから、見積をやった人間がある程度数字的な

ことを監督に伝えていかないとね。現
場が始まってから経費を組み込んで
みても無理。値段が安いというだけ
の競争だと我々のできる金額ではな
くなります。それから建設労務者の
高齢化も進んでいます。そういう課題
もみんなで考えていかないとだめで
すね。日本ではどんどん若年労働者
が減っていて、つらい仕事をやる若
い人はほんとにいない。大工も少な
くなってきました。外国人労働者の雇
用問題もあるが、行政もまだあまり動
いてくれないでしょう。業界団体の上
の方で意見が出ても、大手ゼネコン

は絶対に日本人以外は入れないからね。

―でも、今後避けては通れない状況になるでしょうね。
本日はありがとうございました。

トレカラミネートによる耐震補強
工事：配管などを移動、撤去し
なくても幅50mmのラミネートテ
ープを貼るだけで施工できる。

既存のコンクリートの状況を
施工後も目視確認したりサン
プリングしたりすることが容易。

富岡陸男社長


