
����場整備 � � � �
G L P � 間 プロ ジ ェ ク ト
�東・東�・甲��・北陸特�
��写��にみる�の���������校��

���
表　�

�　�

Sanko
Archi Spot



2

����性を�視した��
�奈��のほぼ��、�間����に昨
��に�成した『GLP�間』は、���の
�全性や�境に��した���値の�い先

進的物���です。
��地は��急������東�の��
��地の��で、東���や��道へのア
クセスも�く、物�の��として最適の条

�を備えています。
�物はほぼ��で、��な�面の��に
�道・バース�び各�アクセスランプを�
けることで、利�性を�めています。��
にあたっては��だけでなくランプも�め
てPCa（プレキャスト）造を�用。���
�の合理化を�るとともに均�で���な
��を�指しました。
また��時などの��時に、����が
����できることを�視し、�震�造は
もとより、バックアップ��・地����
�備などを��。��用���・����
も��しています。

�境��の�り�み
�境への��については、ヒートアイラ
ンド��として�根に�����折版を用
い、�には��パネルを�用することで�
�境を改善。��性�を�めた�で、�根
全面に��光��パネルを��し、���
�エネルギーの利用を進める��、全照�

【�る�】

����値の先進的物���

GLP�間プロジェクト

東急��㈱
首������ �����

GLP�間プロジェクト
所長

��　晃� �

東急��㈱
���� �������
�匠����グループ
サブグループリーダー

��　�� �
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のLED化などにより省エネも�っています。
さらに��材料の�極利用や、PCaの�用
により���の�材を�らし、CO2を�12％
��することにも成�。���境�合性�
��『CASBEEかながわ』のＡランクに�
え、��グリーンビルディング協�の��
�境��制�『LEED��』の最�ランク
『プラチナ』も��することができました。

��と��で�晃��に��
��は、��が�しかったこともあり、

あらゆる場面で��化を�り、極��場で
は物を造らない、造ったものを持ち�む、
ということを進めました。また��の合理
化を�り、鉄�やデッキの地�など省�化
も�いました。
そうした�みの��として���り�ん
でいただいたのが、鉄�にタイトフレーム
を先�けする��です。�根材は180ｍの長
�のため、��で成�しています。�根を
�く�になって、��、先�けけしたタイ

トフレームとの間に��が�じれば、全て
やり�しになります。��には��を�し
て、鉄��さんにも協�いただき、��に
こぎつけましたが、����な�晃��さ
んでなければ、��はむずかしかったと�
っています。
�根を�く�には、30��い職�さんが
�を合わせて��します。その��は、ま
さに『ザ・�場』という�じで、��全�
でももっとも��した�間でした。
また�面��は14�㎡と��ですが、�
間も�きく、�数では５��てとはいえ、
マンションにすると10�の�さがあります。
�所��の�でも�根は最も�いところで
の��になりますので、�全にはとりわけ
�を遣い、�全�の�用、�散��などを
いつも��に��しました。
�しい条��で��を�み�ねる�から、
�につながる��がいくつも�まれました。
�でも��化を進めたことで、職�も職�
も�来のこの��の��に�べ、６割５分

ほどの�数で�さえることができたことは
�きな��でした。������が�くと
��されるなか、��のあらゆる場面での
��化は�けて�れないと�われます。そ
の�味でも、��化の��性を��した�
場でもありました。

�／�は��パネルを�用。
ランプはプレキャスト・プレ
ストレスト造
�／2,373kWの����を有
するメガソーラー

■所 在 地…�奈���間����2−10−10
■����…グローバル・ロジスティック・プロパ　
ティーズ㈱

■敷地面�…58,908.40㎡
■��面�…27,271.36㎡
■�べ�面�…131,761.88㎡
■�　　造…RC造5��て
■�根��…ダブルパック��
��材：��折版Ⅱ�
ガルバリウム��（カラー）t=0.8㎜　24,352㎡　
��材：��折版Ⅱ�　
ガルバリウム��（�地）t=0.6㎜　24,352㎡　
Ｓフィット（ソーラー）　2,373kW
■��・��…東急��㈱�������所
■�造��…デロイト トーマツPRS㈱
■�　　�…東急��㈱
■�　　�…2015�7�

��概要
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表
�

�������（������）
●�根��／��ルーフ15化���　カラーガルバリウム��　t=0.5mm 1,073
㎡　●��／㈲荒�������所　●��／㈱アイゲン　

���園������館（������）
●�根��／ダブルパック��　��材：��折版Ⅱ�　カラーガルバリウム��
t=0.8mm 1,633㎡　��材：��折版Ⅱ�　カラーガルバリウム��　t=0.6mm
1,633㎡　ガルスパンNEO‑J フッ��脂ガルバリウム��　 t=0.35mm 430㎡
SX‑40 カラーガルバリウム��　t=0.6mm 24㎡　��‑9　カラーガルバリウム��
t=0.5mm 81㎡　●��／㈱����　●��／ �木��㈱　●契�先／㈱コム
テックス　

コマツ��オフィス（�������）
●�根��／ルーフデッキ ���　カラーガルバリウム��　t=0.8mm 47㎡
●外���／耐�イソバンドPro フッ��脂ガルバリウム��　t=0.5mm 430㎡
●��・��／����㈱�������所　

���分���㈱���場改���（������）
●�根��／【��根】カバー��　��折版Ⅱ�　カラーガルバリウム��　t=0.8
mm 5,070㎡【���根】折版W‑500 カラーガルバリウム��　t=0.8mm 386
㎡【��】ルーフデッキ カラーガルバリウム��　t=0.8mm 28㎡　●外���／
サイディングS カラーガルバリウム��　t=0.6mm 170㎡　●��・��／�成�
�㈱　

����場整備����（�����）
●�根��／��E‑20 ��メッキステンレス（タフテンZ）t=0.4mm
5,160㎡　SX‑40（キャップレス��）��メッキステンレス（タフテンZ）
t=0.4mm 420㎡　●��／内�・����共����　●��／�倉�
�㈱・㈱���・���㈱・㈱�合�・����㈱・㈲倉��JV

Dプロジェクト��Ⅱ（静�����）
●�根��／ダブルパック��　��材：��折版Ⅰ�（FM����）ガルバリウム
��　t=0.8mm 13,165㎡　��材：��折版Ⅰ�（FM����）ガルバリウム�
�　t=0.6mm 13,165㎡　��折版Ⅱ�　ガルバリウム��　t=0.8mm 495㎡
折版W‑500 ガルバリウム��　t=0.8mm 901㎡　●��・��／��ハウス�
�㈱　

��倉���㈱（��）���合物�センター（������）
●�根��／【��根】ダブルパック��　��材：��折版3�　ガルバリウム�
�　t=0.8mm 4,850㎡　��材：��折版3�　ガルバリウム��　t=0.6mm
4,850㎡【��】MRAD（��折版Ⅱ�）ガルバリウム��　t=0.8mm 2,210㎡
●��／㈱�����所　●��／TSUCHIYA㈱

���ドッグリゾートワフ�根改���（���南�留�）
●�根��／サンコーステップ68＠420（カービング��）カラーガルバリウム��
t=0.5mm 1,882㎡  ●��・��／ミヤシタ��㈱　
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��ウォール��㈱���場�Ⅰ���（������）
●�根��／ダブルパック��　��材：��折版3�　ガルバリウム
��　t=0.8mm 10,894㎡　��材：��折版3�　ガルバリウム
��　t=0.6mm 10,894㎡　ダブルパック��　��材：��折
版Ⅱ�　ガルバリウム��　t=0.8mm 2,220㎡　��材：��折版
Ⅱ�　ガルバリウム��　t=0.6mm 2,220㎡　��折版3�　ガル
バリウム��　t=0.8mm 923㎡　ルーフデッキ　ガルバリウム��
t=0.8mm 61㎡　●��／����㈱北陸���������所
●��／����㈱　

����������根改�（���）��（�������）
●�根��／��折版Ⅱ�（ガッチリタイト）カラーガルバリウム��　t=0.8mm
288㎡　●��／��／㈲�々木����所　

�進��㈱���場 ��光���備����（������）
●�根��／ソーラーシステムSフィット（288kW）960�　12�列×80�列　●�
�／�晃����㈱　

LCCターミナルビル（千葉�成��）
●�根��／ダブルパック��　��折版Ⅱ�　��材：ガルバリウム��
t=0.8mm 3,362㎡　��材：ガルバリウム��　t=0.6mm 3,362㎡　折版S‑
60（ラジアル��）ガルバリウム��　t=0.8mm 1,086㎡、344㎡　折版F‑80
カラーガルバリウム��　t=0.8mm 145㎡　●��／㈱����　●��／�成
��㈱

LCCTアクセス����その���
●�根��／��折版Ⅱ�　ガルバリウム��　t=0.8mm 6,377㎡　●タイトフ
レーム��／ガッチリタイト 3,260ｍ ●外���／ポリカナミイタ　ポリカーボネ
ート t=1.2mm 2,869㎡　●天���／ポリカナミイタ　ポリカーボネート
t=1.2mm 2,205㎡　●��／㈱����　●��／ ������㈱

㈱グリーンメッセージ ����所（�奈�����）
●�根��／��折版Ⅱ�　ガルバリウム��　t=0.8mm 3,117㎡　ハイタフル
ーフィングシステム EP t=1.14mm 117㎡　●外���／ガルスパン　フッ��
脂ガルバリウム��　t=15mm 1,451㎡　アイジーヴァンド　フッ��脂ガルバリ
ウム��　t=50mm 201㎡　●��／㈱創元��　●��／㈱フジタ

������所2��列増���（�奈�����）
●�根��／サンコーロック ���ウレタン塗�ガルバリウム��　 t=0.8mm
7,113㎡　●外���／F‑400 ���ウレタン塗�ガルバリウム��　t=0.5mm
10,116㎡　●��／東���㈱　●��／ ㈱�林�　

��／��晃�写�研�所

���園���7�（��館）（千葉����）
●�根��／エックスロン防�　エックスロン��　t=0.4mm 2,241㎡　●外��
�／サイディングS カラーガルバリウム��　t=0.6mm 964㎡　サイディングハイシ
ャドー　カラーガルバリウム��　t=0.6mm 831㎡　●��／㈱������所
●��／ 戸���㈱　

㈱アイ・テック�奈��� 改���（�奈������）
●�根��／サンコースライダー25　ガルバリウム��　t=0.5mm 5,608㎡　●外
���／サイディングS カラーガルバリウム��　t=0.5mm 944㎡　●��・�
�／ �晃����㈱　
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長��典所長／長��は北�道を除いては��・��に
�ぐ面�を有しています。�場の�さと��の��もあっ
て、�共��の�くに��をもった�根が�られます。地
元の����所さんや商�さんには、�く��の商�を�
っていただくようＰＲに�め、�まりの�案から����
まで�極的に�り�んでいます。��も���のある��
で地�に��していきたいと�っています。

����所
（長�����）

�から����、長��典所長、����、����

�たな『��の顔』をコンセプトにつくられました。外�のイ
メージは��する�間�の��です。�根・���にSX‑40で
��。��がモダンでシャープな印�を�みだしています。

コンパクトシティの核として�てられた����です。先���で
�根��をした��館と�がるかたちになっています。��の�
��分の�面をSX‑40で��。�物のアクセントにもなっています。

�所の��を��し、防���として整備する�的でつくられた
���。�協のないディテールへのこだわりが�所に�られます
が、��が��した4��分でも連�する�面の�しさを�なわ
ないよう、コーナー包みをせずにSX‑40を��に�げて��。�
�しましたが、�しい��がりです。

����整備�� ����������（長�����）
●�根��／��SX‑40 フッ��脂ガルバリウム��　t=0.5mm 1,270㎡
●��／������所　●��／ ����㈱　

�������（長������）
●�根・外���／��SX‑40 フッ��脂ガルバリウム��  t=0.5mm 1,800
㎡　●��／内�・���・��向��JV ●��／ ��・��特���JV

��商���所�館（長�����）
●�根・外���／��SX‑40 カラーガルバリウム��　t=0.6mm 906㎡
●��／甘利�����　●��／ ����㈱　

東���船����場��
ほか改�����
（千葉�船��）
●�根��／ユニットソーラー
Ⅰ�165.816kW 901�
（18�列×49�列+19�）
●��／㈱����　●��
／ ����㈱　

����校��館・プール��改�����
（������）
●�根��／ハイタフルーフィングシステム EP t=1.14
mm 1,044㎡　●��／㈱�����研�所　●�
�／����・ダイワ�創JV 
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������������（�奈�����）
●�根��／��ルーフ15　��めっきステンレス�
�　t=0.4mm 250㎡　●��／㈱��技術研�所
●��／ ㈱錢��　 

����産ロジスティクスパーク��（東�����）
●�根��／ダブルパック��　��折版Ⅱ�　��材：カラーガルバリウム�
�　t=0.8mm 36,628㎡　��材：ガルバリウム�� t=0.6mm 36,628㎡
●��・��／㈱�林�　

������北��校（茨�����）
●�根��／��ルーフ15　フッ��脂アルミめっき��　t=0.4mm 1,673㎡　SX‑
40 フッ��脂アルミめっき��　t=0.5mm 125㎡　●��／㈱�������所
●��／鈴���㈱　

（南�牧）MC‑3�コンテナターミナル���整備��（�奈�����）
●�根��／F‑200Ⅱ 耐摩フッ��脂塗�ガルバリウム��　t=0.8mm 5,647㎡　F‑200Ⅱ
塗�ガルバリウム��　t=0.8mm 556㎡　ルーフデッキ ���　耐摩フッ��脂塗�ガルバリウム
��　t=0.8mm 84㎡　●外���／サイディングS フッ��脂塗�ガルバリウム��　t=0.5mm
71㎡　●��／パシフィックコンサルタンツ㈱　●��／東�・��・あおみ�����　

MC‑3���光���備����（�奈�����）
●�根��／Sフィット 380kW ●��／�����㈱　●��／㈱シンデン　

ゆりかもめ青��（東���東�）
●塗�／�晃クリーンガードフッソ �塗：�晃ガードエース　�塗：�晃クリーンガード
フッソ 6,988㎡　●��／パシフィックコンサルタンツ ●��／ケーアンドイー㈱　

さいたま��������　商��
（�玉�さいたま�）
●外���／サイディングアートシャドー　カラーガルバ
リウム��　t=0.6mm 1,324㎡　サイディングハイシ
ャドー　カラーガルバリウム��　t=0.6mm 371㎡
サイディングS カラーガルバリウム��　t=0.5mm
121㎡　●��／�成��㈱�������所　●�
�／ �成��㈱　

����㈱��場（���桑��）
●�根��／��折版3�　アルミ��メッキ��55％（カラー）
t=0.8mm 1,573㎡　ルーフデッキ　アルミ��メッキ��55％（カ
ラー）t=0.6mm 87㎡　●外���／イソバンド 耐��性カラー
塗�GL��　t=0.5mm 1,106㎡　●内���／サイディングS
アルミ��メッキ��55％（カラー）t=0.4mm 58㎡　●��／ ㈲ミ
ズタニ��　●��／��㈱　

�����校改���（東�����）
●�根��／吸�ダブルパック��　��材：折版F‑
80 フッ��脂ガルバリウム��　t=0.8mm 675㎡
��材：折版F‑80 カラーガルバリウム��  t=0.8mm
675㎡　●外���／サイディングハイシャドー　フッ
��脂ガルバリウム��　t=0.8mm 93㎡　��F‑
40‑K フッ��脂ガルバリウム��　t=0.5mm 82㎡
●��／㈱���合��　●��／ ��・�村JV

（�）�留���校�内��場改���（������）
●�根��／F‑40K カラーガルバリウム��　t=0.4mm 1,158㎡　●外��
�／サイディングアートシャドー カラーガルバリウム��　t=0.6mm 117㎡
●��／㈲�木T&D��研�所　●��／��㈱　
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１．はじめに
����の��は�用できる�間、ある
いは�々な物�・物�の��・��から�
�・破�までの時間である。これにならう
と、�物��は��、��されてから��
されるまでの�間が��であろう。�物は、
�造�・外�材・内�材・�備の��で�
成され、各��の��は要�性�、�持�
理、��地などによって異なる。
��では、�物・�材の��について耐
用�数の��から�べる。

２．�物・�材の��
内��によると、����の耐用�数に
�ぼす��として、物理性・��性・��
性・��性・��の５��の概�が�され
ている1)（表１）。これらのうち、�物の�
�は技術的に��的耐用�数を向�させる
ことができる場合が�いので、��的・�
�的な要�などで��されるとしている。
物理的耐用�数は、�物が�用されること
によって�耗し、��の�持��では�用
���になるまでの�数と��されている。

すなわち、�材が�化して�物
の性�の��により��される
もので、��的には、その�の
耐用�数より長い。��造�物
を�にあげると耐荷性�に�ぼ
す�材の�化には、腐�、��、
��的な����による��・
破�があり、これをもって物理
的耐用�数としている。�えば、
表面無�理�材の��耐用�数
は、�材の��の10%が腐�し
たときをもって耐用限�に達し
たものとしており、�材の�面
�（閉�面�、��面�）、�材
の�間腐��（��地�におけ
る表面無�理�材の�間腐�
�：0.05mm/�）により��できるようにな
っている2)。����めっき（Z27：めっき
275 g/㎡）の��耐用�数は、�均腐���
により�露��地�ごとに耐用�数が��
されており、��・��地�の�外では、
８�（�内では64�、�均腐���：�15
g/㎡/�）とされている。これらに�して、
�物の��の要�は、敷地�用�的の変�
などの��的耐用�数、�地条�の変化へ
の����などの��的耐用�数、�物の
�用�的がなくなることによる��的耐用
�数、地震・��などによる��（���
の耐用�数）などの順であるとしている3)。
�物・�材の�化が�じたとしても、その
��を��し、��に�じた��・改�を
適切に�うことで、その耐用�数を��す
ることができる。

３．��耐用�数
��省�における���却による�物の
耐用�数（��耐用�数：1998�に改�）
を表２に�す。���却は��の��性を
�つためのもので、���産��における
������や��産��における�物�
���であり、�造�別と用途に�して�
められている。用途別にみると、��所で
は、木造（24�）で最も�く、鉄�造（38
�：t>4mm）、RC造（50�）の順に長くなっ
ている。��においては、鉄�造（19�：
t≦3mm）、木造（22�）、RC造（47�）の順
となっている。�でも、鉄�造においては

��材の�さによって��耐用�数が�め
られている。これに�して、���産��
のデータをもとに��された�物��率�
�によると、50％��率（�均��と��）
は、RC��所で45�、木造�用��で41�
とされている4)。50％��は��耐用�数と
��すると、RC ��所において概ね�しく、
木造��においてより長くなっている。
��で�した��耐用�数は�物の�値
の��になるものであるが、��・改�す
ることで、��と�じレベルを�持できる
ものである。�物のライフサイクルを考�
し、�造��や��材の�持�理を�易に
することで、�物の長��化に��できる。

４．おわりに
���の耐用�数が��の要�となる場
合は�ないとされているものの、我が�に
は地震などの�然��が�く、���遇す
るとその��は��である。�物・�材の
��は要�性�、�持�理、��地などに
よって異なるものの、物理的��まで�用
できるように�持�理することが�要であ
る。

�考��
1）��省���������分析���「����
のメンテナンス��」1984.12

2）����技術センター　��物耐�性向�技術�
����「鉄�造��物の耐�性向�技術」技報
堂�版、1986.6

3）�������「地球�境��のすすめ」���、
2009.8

4）����「����の��、���� Vol.117」�
�����、2002.10

■技術コーナー 性�化時�と��
��������性デザイン���　教授 ��　�則

〈�２�〉�物・�材の��

表２　��耐用�数

表１　耐用�数の分�

＊1 t : ��材の�さ（mm）。
＊2 1) 塩�などの腐�性を有する��・��の��を��

全面的に�けるもの。
2) 塩�などの��性を有する��を�時��、��の
��を��全面的に�けるもの。

3) その�

�）

�　�

物理的耐用
�数

��的耐用
�数

��的耐用
�数

��的耐用
�数

���の
耐用�数

�　�

��が�用されることによ
って�耗し、��の�持�
�では�用���になるま
での�数。

物理的耐用�数が��する
��に、��に�する需要
�が����された限�を
�える、あるいは需要の�
的��が��の�的��を
�える�により����を
�じるために��せざるを
�なくなるまでの�数。

��の��の�持�理�が、
��を��する�用�び�
��の���の�持�理�
を��るため、��する�
が��的になるまでの�数。

�の�共��の��敷地と
なるなどの��を要する外
的��により、��または
��を要することになるま
での�数。

�然��または��的�故
のため、��が破�・��
を�け��せざるを�なく
なるまでの�数。

�造�別 RC造 鉄�造 木造
用　途 SRC造 t＊1≦3 3<t≦4 t > 4
��所 50 22 30 38 24
�　� 47 19 27 34 22
�　舗 39 19 27 34 22

1) 24 12 15 20 9
�場＊22) 31 14 19 25 11

3) 38 17 24 31 15
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●����の『����内�校��』��
�� まず��11�の��写��のことか
らお�しいただけますか。
�� 『ふるさと�校写��』を��する

さらに10�ほど�に���教��の���
�が�まったのですが、������料館
の職�として、その��に�わる�で、�
������の教����を�っていた�
物として、����というキーパーソンが
いることを�りました。��の��では�
変有�な���

��������

の長男で、�����です
が�時の���教����の���長にな
っていました。��が�要な�割を�った
��の�つが��11�の天皇北陸東��道
の��です。その�に���から��天皇
への���の�に『�内�校��』という
ものがあったのです。���なので�内�
�陵�に�い合わせたところ、『�����
録』に��料が�録されていて、��して
いることがわかりました。
�� ��、����、とずいぶん��な
��ですね。
�� ��に��したときは、夢を�てる
んじゃないかという�分でした。��され
ている�校の数の�さにも圧倒されました。
��９�に��も���に��されていま
したので、��・��合わせると�時600を

�える��校がありましたが、141といえば、
その５分の１�に�たります。
�� 天�に�するわけだから���を選
んだのでしょうね。
�� そうですね。しかし�は�校の��
は��に�して�われたのではなく、��
の��10�に��省の教��物館が��に
�館した�に���は�校の写�を��し
てるんです。����

��� �　

という腕のいい写�
�がいて、各校を��したことが�料で�
�されています。それがあったので、��
の時、写��を�成することができたのです。
�� そもそも�校写��、といったもの
を��した�が�ないそうですね。
�� 先ほどお�しした『�����録』
を�べた限りでは�校写�を��した�は
��のほかには���だけです。ただし皇
��成�時ですから��33�ともっと�の
ことです。��11�では���だけ。�変
�しいことのようですね。さらに���で
は���の写��も��していて、４�
�・22分�の写�が��されています。こ
ちらも�慢だったのでしょう。

●�くの���を�って�校��で��
�� ���としては、���に�校写�
�を選んだだけのことはあって、��校の
��に�を�いでいます。��８��時の
��校の��率は全��均で17.88％だった
のに�して����（��を�まず）の�
均は23.1％と5％�も�かった。しかもその
��は『�校��』と�ばれるもので、「そ
の�地の有�有�者からの���、校�戸
別・�別による割��、��授�料」をも
って��校を�けるというものでした。『�
校』という��は����（����の�

塔�を�せたインク��と�ばれる�����。�����村教��校。木造２��て、
�����きで、�物と塔�の�隅と玄�の�に隅�がみられる。（�内��陵�蔵）

●�　�●

��７�に�成�を利用して�てられた���の『�奈��校（男�校）』
（�内��陵�蔵）

��11�の��の�に��された『����内�校��』。
��、����の��。（�内��陵�蔵）

��写��にみる�の���������校��

10��に��された１�の�がある。『ふるさ
と�校写��』。�に����合�130周���
とある。その�のとおり、�在の�����を
��して��されたものだが、その��は、�
�11�の天皇��の�に��された『����
内�校��』を��したものをその��として
いる。��された��校の数は141校。そのほと
んどは失われてしまったが、����、�うよ
うに�てられた��校の�くが�間の�々の��
によっていた。長��の���校や���校な
ど、���の�物が印��く、�要�化�に指
�されているものも�い。はたして、失われた
��校は、どのようなスタイルで、どのような
�いの�で��したのだろう。10��にこの写
��の��に�わった����長�東��校校長
の����先�と���の�����の��にも
�わってこられた���������教授の��
��先�にお�しいただいた。

�������
��教授

�� ���

����長�東��校
校長

�� ���
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�）で�われたもので、��4�の��で�
衆の�

��

��に�づく教���を『�校』と
�し、��の��をうけたものを『��校』
と�ったようですね。
�� ���でも�の奨�により、��の
有�による『�校』が����されます。
�者は�時��したようで、�は��を�
�する達を�しています。�制����、
��された�校に�的な��を�し、校�
を��するよう�します。その�、�しず
つ��村�に変わっていったようです。
�� ����では、まずは��の��を
�けない『�校』つまり『��』の��を
�指したということですね。
�� ��が先�するのは、���も��
�も�じです。��をつくるといっても、
ある��地�に�がないとできないことで
すね。その��に�時の��、のちの��
�の��があったのではないかと�います。
これは�の��ですが。����利�は長
く���の��に�わった�物で、���
利に�を�れた。その��で���の南�、
特に��など��地�のコミュニティーが
�くなったのではないかと�っています。
��というのはコミュニティーが��しな
いと��いが�きる。で、��が�を�れ
て�利を�って���産をあげようとして
いるところに、�校��の�が来た。そう
するとみんなで協�して�校を造ろうとい
うようなことがやりやすかった。と、これ
は��ですが。（�）��さんは��と�わ
れましたが、��も��ですね。そういう
�がりもある。��さんと��の�がり、
���利、それと地�のコミュニティーの
�さというものが、��校の��を�進し
たのではないでしょうか。
�� �かに�校��でやるとなると、�
�を�めなければなりません。その�にコ
ミュニティーの�在は�きいでしょうね。
����みたいなものが�っていますが、
それを�ると��の��者からそれこそ１
円とか��というものまで��に��く�
めていることがわかります。ちなみに��

６�の�����は���が全��です。

●�����を�け�れる��
�� 写��に��された��校の��は、
���と��がほぼ�々くらいですね。�
��の�校は�70校あるようです。これほ
どの数の�����が��しているのは�
きです。��時�は�制����ですが、
��は��造りで、そのうち54校に���
の隅�があります。ベランダのみ、塔�の
みというのは、それぞれ10校��です。
�� �としてはこうでなければいけない
というような��は�も�していないので
すが、���の�では���校の附��校
や�成�を利用して造った���校（��
校）や�奈��校（男�校）などはやはり
モデルになったのではないかと�います。
��の�に���の��・分�の写��も
��されていますが、こちらはほとんど�
��です。���が地�のシンボリックな
�在になっていて、�校��にも��を�
えたということも考えられますか。
�� ���校��は隅�を持つタイプで
すね。���の��もあるでしょうね。�
�は�が造っていますから、内�省が��
して地�にモデルのようなものを�してほ
ぼ�じようなものを造っていった。�かい
スタイルまでは指�してないと�いますが、
���たものができる。その��もあるか
もしれませんが、いずれにしても��の場
合は、���や東北のように、��が��
�化の��として��を�ったという��
はありませんね。��さんをいくら�べて
もそういう��なところはない。そうする
と、ある�味では地�に�せた。まずは地
元の��さんに�む。しかし��がない。
じゃあ�てこい、というので、お�がある
��ではあちこち��に�く。その�、村
長さんなども�った����で��して�
めたんじゃないかと�います。��として
��造りで、隅�のあるものが��できた。
で、���にするには、���を�け�れ
る��がまちの�々にあるかどうかが�き

い。ある��外�と��しているような地
�は���を�け�れやすかったのではな
いかと。そこで、�のもう�つの��です
が。（�）����内に��５�６�くらい
に����や、�在は��村にある�連�
の兵�ができた。いずれも��造りで隅�
を�った�����で、しかも兵�は�き
な�物です。おそらく��の��さんが�
�してつくったのでしょう。����内だ
けでなく���からも��が来た。こうし
たことも��している��性があるように
�います。
�� ���は�戸時�、���でしたか
ら、�然、�き来はあったと�います。
�� �が『�校写��』を��するきっ
っかけは教え�が卒�研�の�料として�
�けてきたことですが、その��のつくっ
た���の�校の分��を�ると��道�
いに�まっています。先ほどコミュニティ
ーの�があって�校ができたのではないか
と�しましたが、�てる時に��を選�し
たものが�いのはやはり��や��の周�
など��道�いの地�です。��のある�
�には���の�物は3、4しかない。��
の�間�もほとんどありません。もちろん、
��道�いは全てではないですが、��道
を�って�化が��していったことを物�
っているのでは、と�っています。しかし
その��に�たらないのが�����の�
で塔�のあるインク��（�頁�照）と�
ばれるものです。その��の分�を�ると、
�然タンポポの��が�んできたように、
ポツポツとあるだけです。塔�のある��
�の��と�るともっと各地に�くてもい
いのに、『�校写��』に��されている�
でインク��は３校のみ。なので特��と
して�然�んできたのではないか。（�）
�� どういう�で�んでくるんですか。
�� やはり�に�って、これはいい、と
�用したのでしょう。（�）インク��とい
うのは、���の�校で用いられています。
ほぼ����面の２��てに塔�を�せる
のが��。塔�は���では�の��です

（�頁）
①��９���の�有��校の�館�分の
み��。�在は��院��として�われて
いる。��写��に��された��校で�
���する�物である。

②���りや２�ベランダの��りに��
��のデザインがみられる。

（�頁）
③��18���の����校。�在は��
���料館として�われている。�面から
は２��ての����。

④�から�ると３��て。�面を利用した
�しい造りである。

⑤�光りする���

❶ ❷
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が、�校では、�でいうチャイム、つまり
�時は��を�すところでした。��は�
理的なことは考えずに��て�けたのでし
ょうが、そのうち�に�す�要がないとわ
かると塔�もなくなってしまいます。

●失われた�����
�� 写��に��された���の�物で
����しているのが��の�有�

�　�

�校。
���内では���の��校としてはもう
�つ、��18�に�てられた�児の���

����

�校が�っていますが、こちらは��です。
�70もあった���校�がわずか１�です。
�然�れ、�然と�えたという�じです。
�つの��校の特�と�故�り�たかを考
えてみると、全��の��率を�り、��
写��までつくった���で�故�くの�
��の��校が失われたかがわかるかもし
れません。まず、��の�有���校です
が、��９�に�てられた��校が���
に��することになり、�館を��43�に
��院さんが�り�けたもので、�来、�
も��として�われています。��はわか
りませんが、奥�のお�では、そもそも�
�をもたない�なので、��の�用がかか
る��の��は�変なため、�り�けたの
ではないかとのことでした。１�の���
りや２�のベランダの��りに����の
デザインが�られます。�校などでは��
�い�葉�を用いることが�いのですが、
ここでは�らかい杉などの�葉�を用いて
います。�梁やベランダには����に用
いるベンガラが�用されていて、�の�面
が���ではなく�たい��をしているの
も面�いですね。
�� ���校は���造りの玄�を持つ
�け造り３��てという�しい��ですね。
南面からは２�造り、北面からは�３��て
です。
�� �面を利用してつくっていますから
ね。���の��の��は�も�光りして
います。特に玄�を�った�分は�の�も
�も�っていて��です。��児����

は、木����の�要な��として栄えた
ところで、�も��いに��から��にか
けて�てられた商�の��みがよく�って
います。���校が創�されたのは��６�。
�制の����です。�校時�は��の�
�を��して『���校』という�でスタ
ートし、�に���校と改�しています。
�在の�物は��16�に20��りの��を
�ってつくられたそうです。��７�の�校
���に�い、��場となり、��47�まで
�われ、�成２�に����の��が�わ
れて�改�をして『��������料館』
としてオープンしました。この�物が��
だったのは、��から�場を内包していた
ことです。���時の�面が��されてい
ますが、ちゃんと玄�脇の��に村�場と
�かれています。それで��校が��した
�は�場を��する�で�われ�けた。
�� そのほかの�物がいつ�されたのか、
その時�も理由もよくわからないのですが、
��24�に���地震があって、���も
��的な打撃を�けましたから、その��
は�きかったのではないかと�います。し
かし���の��は��に複�な�造です
よね。���地震を�つまでもなく��に
耐えられなかったのではないかとも�うの
ですが。（�）
�� ��地震で�れたものも�かったと
�います。ただ�時��を��に���て
られた��校は��が�さかったのではな
いでしょうか。そうすると、�校制�の改
�で４�制から６�制になるし、��増�
で児�数はどんどん増えていくわけです。
また��校の�合も�われています。こう
した��で�り�されたものも�かったと
�われます。
�� ��率も��7、8�くらいで���
�は60数％と全��を�っていました。�
有�の��校�がでた19�頃になるとより
��率も�がってくるので、教�数の��
から�て�えが�要になったということは
あり�ることだと�いますね。
�� �った２つの校�は��的�きなも

のと�用されたものです。また����が
��校�備�則をつくって校�がつくられ
るようになる��で��されたということ
もあると�います。
�� どのような��があったにしろ、�
�の���校のように��物が�っていれ
ば、�ども達にも��の頃のことを�えや
すい。���も�校��を教��物館とし
て��に�かしておられる。���にはそ
ういう�物がないのは、やはり��ですね。
�� それでもこうして�校写��の�在
が��されたことで、����の����
の教�に�する��、さらに���の�校
が�70校も造られていたということを�る
ことができた。これは�きです。このよう
な�は全�的に�しい。�時の�々が��
���を�して�いていた���化への�
�を�じることができますね。��はあり
がとうございました。

�����者略�
●����（みのしま　かずみ）
1957��まれ。����長�東��校校長。1996�
から�まった���教������に�わり、���
���料館の職�として、�����を��とする
『�料���１』を��。さらに『�����１』の
��にもかかわる。������料研�協����。
●����（せぐち　てつお）
1945��まれ。���������教授。����。
����などの��的�産を�かしたまちづくりに�
極的にかかわり、�在、�����び���の��的
���持向���協���長や�����全�整備�
����長などを�める。

『����内�校��』をもとに�成した 
����校の分��。制�／��葵

❸ ❹ �
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����
■���で�った、���場の����を�う��化の
�り�み。�要が�む�しい技術や��に��です。
■��でご��した��写��に��された��校の�
�から。『�琢�校』『�物�校』。『ちょうたく』は『�

�』の「��琢�」に由来し、「玉をきざみみがく」とい
う�味で�材を�成すること。『かくぶつ』は『��』の
「��在�物」に由来し、�を�り、その�を�しくする
の�。まだまだあります。��の��が�われます。
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栃木��������。�物�の��場を指す『�
�』が地�となっている�りの��に、木造２��て
の����がある。����院だ。外�はピンクとベ
ージュで、玄�先にはポーチがあり、その�にはベラ
ンダが�りだしている。�面��の破�の�には
「K・S」のデザインと���で「��外�院」の��。
��の腰��分にみえる��の��は���をイメー
ジしたのだろうか。とにかくおしゃれな�物である。
�てられたのは���。��によると、1910�（�
�43�）に��したことが判�している。また、１�
玄�に�る����の�時�に�まれた��は��の
1911�（��44�）とあることから、1910�～1911
�にかけて��されたのだろう。「K・S」は��院長
の���吉（しかきち）�のイニシャルである。��
は東�・��で��した���に��されたという�
だが、��は判�していない。��は１�の���分
に地元特産の���が�み�げられていることなどか
ら、地元の��の�になるようだが、こちらも��は
��だ。１�は�療�、２�は�院��として�用さ
れてきたが、共に天�が�く�るい��の��が��

される。化�スレート�きの�根は、��は���き
だった。このほか、�術�が増�されるなどいくつか
の改��はあるが、��の��をよく�えており、
�々�切に�われてきたことがうかがえる。
���来「けがをしたら��外�へ」と�われたほ
ど有�だったそうで、��・����には��の��、
��からも「���に�者を�せて急�を連れてきた」
そうだ。４��院長時�の1990��に�て�えを��
したことがあるらしいが、��に「もう��と造れな
い�物だ。もったいない」と�われて��。その院長
も2013�に��し、�院としては�を閉じた。�在は
��を��に��するNPO��「��クリケット協�」
が��所として�り�けて�用している。また、��
��の��を�いた「遠き��」をはじめ、映�やド
ラマのロケに��も�用されており、��から100�
��を�た�も、�物としては��に��である。

����院
●栃木��������2472
※内����。


