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暑中御見舞い申し上げます

なお、以前の松井事務所の

電話番号は 493-4847 でしたが、

これは数年前から使用 しておりません

ので間違いのないようお願いします。

現在は自宅兼用で

3491-2077
だけですのでよろしくお願い申し上げます。

〒141
品川区上大崎4-5可 10

松井源吾
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1 力学

の雑談

fЮm
b建築構造

●
一

カ学の雑談

数年前, 1年 生のガイダンスの時,ス

チールのスケールで図 1の ような実演をし

た。

(a)の よ うにすると100cmも つが
,

(b)の ようにすると50cmで下に曲がって

しまう。なぜか。

なぜかがわかるのが「力学」であり,そ

れなら (a)の ように使おうというのが

「設計」である, とのべた。皆わかったよ

うな顔をしていた。しかし,この問題,殊

にちょうど2倍 になることは,板の座屈が

わからないとわからない, 4年 生になって

も証明できないであろう。

えらい人の書いた力学書にも,雑談めい

た説明がある。

ティモシェンコの「材料力学」にチョー

クを捩ると「つるまき線状にわれる」とあ

る。サルバ トリーの「建築の構造」に「ぬ

れた布を板ると水が切れる」とある。

これらの雑談的説明は,力学をよりよく

理解させるものだと思う。

しかし,随分いいかげんな雑談もある。

「力の流れは水の流れのようなものだ」と

いうのがある。二次元の問題で,直交する

2方向の垂直応力の「和」はラプラスの式

を満足する。二次元流体の流線もラプラス

の式を満足するから,両者は相似である。

ただし,「和」 と相似なのである。一つが

他方より非常に大きい時だけ「力の流れは

水の流れのよう」といえるのである。

図 2は ,ピラミッドの中央部にある王の

間の話で,す ぐそはにもう一つあるのでは

ないか, という説明にフランス隊は (A)

のように上からの力は左右にわかれて直進

すると している。光弾性で実験 してみる

と,(3)の ように水の流れと似た伝わり

方をするのである。この場合,上からの垂

直応力が非常に大きく,左右の押さえる力

は小さいから水の流れのようになるのであ

る。

「もう一つ」の話ではないが,サルバ ド

リーは「建築構造のはなし」の中で,ピラ

ミッドの中の空間一般に

ついて水の流れで説明し

ている。さすがである。

しかし,円孔のある板

と,丸い杭のある水の流

れでは全 く違 うのであ

る。円孔付近の応力は,

圧縮も引張も起 こるの

で,「和」がわかっても

何もならない。

ゴムホースを曲 げる

(b)上 でりのとき

図 1 スチールスケールの片持ち

(A)フランス調査隊の仮定

亡解 箇解

図 2ピ ラミッ ドの工の間近傍の力の流れ

才グ多多´多~‐
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写真 2木 の圧縮破壌

と,断面がつぶれてきて抵抗がなくなる
,

これはよく実見するところである。これを

屈服という (→図3)。 竹の節は屈服防止に

役立つのだという説明がある。筆者もそう

思つていた。実験 してみるとそうでないの

である。図 4の ように,断面の形がほとん

ど変わらないうちに縦にわれてしまうので

ある。竹を割ったようにのたとえがあるよ

うに,竹 は円周方向のわずかな引張で割れ

て しまうのである (→写真1)。 竹の節はカ

学的なものでなく,枝が出るとか生物学的

なものであろう。

ついでに本の節のことも。節があると弱

ス
，

０
一）

ミ

松井源吾
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いといわれる。節の所で割れるようにとれ

る。写真2は ,同 じ材から切り出した,節

のある板 (左 )と ない板 (右 )の圧縮試験結

果である。節のある板の破壊線は節の近所

であるが,節 を回っている
`節

は丈夫なの

である。節の近所では,せんいが曲がるの

で弱いのである。 しかし,そ の耐力は10%

程度落ちるだけである。節を孔と考えるこ

とは間違っている。

力学の雑談は,数学や力学で証明できる

もの以外は,つつ しむべきもののようであ

る。

建築雑誌 7ο ′,05,Nο :θ Oθ 1990年 9月 号

:1・
た.

写真 1 竹の曲げ破壊

竹ol饉
`ず

ヨ議



2。 膜の力学 と数学

膜の力学 と数学

写真ABCIよ膜のたわみのモアレ写真てあつて,

縞は等高線を表している。

Aは円形の膜の中央を棒で突き上げたものである。

曲面の母線 |よ 対数曲線である。 Bは 突き上げを 3

「膜構造 デザインの系譜」 (1990 彰国社 )よ り

写真―D

個にしたものであるが,突 き_Lげ部分は,や はり

対数的である。

膜構造の中で, この突き上げ方式が一番多い。対

数曲線の美が認められたというへきか。

これらの縞,ど こかで見た曲線である。等角写像

である。膜のたわみは、 ラプラスの式を満足する。

写像を見ながら柱を立てる方法なども面白い。

写真Cは やはり円板に,円形アーチで突き上げ

たものである。海と島の博覧会のメインステージ

はこのかたちである。数学にのりそうな等高線で

写真―E

写真―A

写真―C 写真―F

.●



ある。アーチの数をふやしてアーチ群とし,アー

チ群間を膜的要素を強調したのがなら・シルクロ

ー ド博覧会の浅茅原エリアで,幻想的である。

これらと反対に,内圧の加わるものは,上からワ

イヤーで抑え込む,な ら・シルクロー ド博覧会の

□一 ドサットオアシス物語館の形式である。この

場合,膜の引張り力は,(内圧)× (膜 の曲率半径)

であるから,と ころどころでワイヤーで抑え,膜

の曲率半径を減らすことが有利である。

その極端なものは国際科学技術博覧会のテクノコ

スモスである。二重膜 (写 真D)で, lmお きに

「ひも」のトラスがあり,膜の曲率半径は小さい。

「ひも」 トラスは内圧により引張り力が与えられ

る。荷重による曲げ,そ れによる圧縮より大きく

引張られている。

薄膜の曲面の一部を取り出すと,平板と考えてよ

い。平板の応力は一般的に図-1のようなモール

の円で表される方向によって円上の値をたどる。

軸力だけの軸カドームは図-2のように,円でな

く点である。あらゆる方向に一様な圧縮で,せん

断応力もない。これを利用したのが,フ ライ・オ

ットーのマンハイムの多目的ホールの本格子シェ

ルであり,な ら・シルクロー ド博でも 3棟が本格

子シェルである。あらゆる方向に一様な圧縮であ

るから,格子はどっちを向いてもしヽしヽわけで,曲

面なりにどんどんのばしてもヽってもいいのである。

せん断応力はないから,格子の四角形をXブ レー

2 膜の力学と数学  5

スでとめる必要もない。

平面が複雑な時,軸カドームのかたちをどうして

求めるか。フライ・オットーは,鎖をぶら下げて

求めるということである.鎖は引張りしか効かな

τ(せ ん断応力)

σ (垂直応力 )

図 1 -般 的なモールの応力円

図2 軸カ ドームのモールの応力円

い.そ れでできるトームは引張りだけしか起きな

い。それを裏返せば,軸力だけの ドームとなる。

筆者はコムの薄膜 |こ 空気圧を加え,モ アレで等高

線を求めてし`る.I京理は同じである。

写東E, Fはなら・シルクロー ド博のドームのか

たちを決めた膜実験のモアレである。
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私の関係 した膜構造 (同書 よ り)

ア ジア大 平 洋 博 覧 会 :989

(r新建築」8905)

■ テ ンセ グ リテ ィ・ シ [ル ター

設計  集デ ザイン'11務

"i
構造設計 松 ‖1源 rl十 ′′|ヽ り L浮 来

施工  i′Ч武セ プ`ン・太陽 liた シ !ル ター

|「 事共同企業体

建築面積  3.672m'

高さ 4 4ni

構造 本造 アン ピグリテ ィ構造,′|1組膜

構造

膜材 塩化 し二―ル樹脂 ,― テ ィング・

ポ リ iス う′職 紺 布

■ 竹 の シ ェル ター

設計 来デザ イン :li務 所

構造設計 松 井源■,十 ′′トリ■

'7来施工 西武 セ ノヽン・太陽 li業 シェルター

エ事共同企業体

建築面積 432m'
高さ 40m
構造 竹造,骨組膜構造

膜材 塩化 ビニール樹脂コーテ ィング・

ポ リユ「ステル繊維布

■ 郵政 バ ビ リオ ン

設計 葉デザ イン事務所

構造設計 松 井源吾 +ア トリエ浮来

施工 悠木産 業

建築面積  18369m'
高さ 669m
構造 木造・竹造シングル・ レイヤー

ドーム,骨組膜構造

膜材 塩化 ビニール樹脂コーテ ィング

ポ リエステル繊維布

■ シル バー ハ ッ ト 1985(r新 建築」8501)

所在地 東京都中野区

設計 伊東豊雄建築設計事務所

構造設計 松井源吾 ―ORS事 務所

施エ バウ建設

敷地面積 403.46耐

建築面積 11999m'
延床面積  13881[IF

高さ 424m
構造 鉄筋コンク リー ト造,鉄骨造,骨

組膜構造

膜材 塩化 ビニール樹脂コーテ ィング・

ポ リエステ ル繊維布

海 と島の博 覧 会・ ひ ろ しま 1989

(r新建築」8909)

■ メイ ンステ ー ジ

設計 葉デザイン事務所

構造設計 松井源吾 +斎藤公 男+フ ジタ

エ業

施エ  フジタエ業

建築面積  1,336.94"
高さ 18487m
構造 スチールパイプ立体 トラスアーチ+

木造格子二方向吊 り屋根構造

膜材 塩化 ビニール樹脂コーテ ィング・

ポ リエステル繊維布

■ ビッ グ・ ウ ェイ プ (テー マ 展示 館 )

設計 左高啓三 +IIE国際環境研究所

構造設計 松井源吾

施工 TSP太 陽/太陽工業

建築面積 3,05545m'
高さ 30.9m
構造 空気膜構造 +ハ イプ リッ ト・サブ

サポー ト構造 システム

膜材 塩化 ビニール樹脂コーテ ィング・

ポ リエステル繊維布

■ ビッグ・ シェル (テ ーマ映 像 館 )

設計 左高啓三 十1lE国際環境研究所

構造設計 松井源吾

施工 TSP太 陽/太陽工業

建築面積  1,208.47m'

高さ 29.2m
構造 鉄骨造,サスペ ンション膜構造

膜材 塩化 ビニール樹脂 コーテ ィング

ポ リエステル繊維布

■ 豊 島 区 立 千 登世 橋 教 育 文 化 セ ン タ

ー 1987(『新建築,8711)

所在地 東京都豊鳥区

設計 菊竹清訓建築設言1事務所

構造設計 松井源吾 +ORS事 務所

施工 竹中工務店・株木建 設・望 月建設

共同企業体

敷地面積  3,14074m`
建築面積  1,89838m'
延床面積  10,07638m'
高さ 21 83nl

構造 鉄骨鉄筋コンク リー ト造,サ スペ

ンション膜構造

膜材 四ふ っ化エチ レン樹脂 コーテ ィン

グ・ガラス繊維布



3 松井賞の ことな ど

松井賞打合 せ会

(90. 5.24 オータニ なだ万)

構造設計者はもっと脚光を浴びるべき

―
 (建設通信新聞 1990.6。 19)一

わが国建築構造設計界の第一人者である松井源吾氏 (早稲 田大学教授)の古

稀 と来年 3月 の定年退職 を記念 して,「松井源吾賞」がつ くられ る。「す ぐれた

構造設計 をお こなった構造設計者に与 える賞」である。「設計か ら研究テーマを,

|

彎

儡マ・M勒

躙̈
響
・″・・
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研究成果 を設計 に」 を信条 として きた松井氏 は, これ まで数多 くの作品 をつ く

つて きた。その賞の意図 はなにか。 ご本人ではな く,松井氏か らの ｀
ご指名

″

で, この賞の事務局 をや つている西谷章氏 に聞いた。

一
そもそ もの きっかけはなんですか。

先生 は 6月 3日 に古稀 をむかえられた。それに来年 3月 には定年退職 され る。

ところが,こ れ まで先生の問下生,そ れは直接,教えていただいた人,構造設

計 を通 じての人 を合わせ ると400人 に ものぼる。そうしたなかで諸先輩がなに

かを とい うことにな った ものです。

一
松井先生の専門分野 はなんですか。

弾性力学です。 それ を構造設計 に応用 して, ここか ら研究 テーマを引 き出 し

て成果 をあげ,そ れ を実際の構造設計 に用 いる。その相互作用 を積極的にや っ

てきました。ですか ら新 しい構造形式がで きると,同時 に研究論文 を発表 され

るとい うことが多いのです。

一
そうした方法 を とつている人 は,あ まりいないですね。

坪井善勝先生 をは じめ,そ う多 くはあ りません。 しか し,松井先生はいつ も

いわれ るのですが,数字 を具体的に使 うのが得意な人 と,A,B,X,Yと いっ

たように最後 まで使わずにやる人がいていい。ですか ら, どちらが よくて云々

とい うことは,い えない と思います。ただ,こ の二つ をや つている人 は少ない

とい うの も事実ですが。

一
この賞の意図は,な んですか。

建築 デザインに対す る賞 はあ りますが,構造家が もらうものがない。 デザィ

ン賞の ときで も,構造設計者の名前 は出ない。 そこで構造設計者 に出す賞をつ

くろうというものです。 しか しこれはあ くまで も構造設計者 に,と いうもので

す。 その人が実際の建物 にかかわった ものが対象 とな ります。ただ,若い構造

設計者 に少 しで も励 みになれば とい う意図は,あ ります。 つまり構造設計者 は

もっ と脚光 を浴びるべ きだ ということです。

対象 は どこの大学で も,民間の構造事務所 で も,ゼネ コンの構造部門の人た

ちで も自由です し,公募です。



3.松井賞のことなど  9

-審
査員はどなたですか。

青木繁氏,内井昭蔵氏,菊竹清訓氏 ,斎藤公男氏,田 中弥寿雄氏の 5人の方々

ですが, これは松井先生が選 ばれた ものです。そして来年 6月 に第 1回の賞 を

出 します。原則 として受賞者 は 1人。賞金は 50万 円です。

一
この賞のために募金活動 をや っていますが。

4,000万 円を集める予定です。それ に松井先生 自身 も,か な り出 され ます。松

井先生 は利子で運営 をした くない,使い きって しまいたい とい う考 えで,そ し

て
｀
私が死 んだ らやめて しまいたい″

といってい ますが,周囲の人 たちはいつ

まで も残 したい と考 えてい ます。

松井氏 は昭和 18年早稲 田大学建築学科卒,大学院 を経 て 27年助教授,36年

教授。43年には早稲田大学理工学部校合で日本建築学会賞受賞。

西谷氏 は昭和 25年生 まれ,48年早稲 田大学建築学科卒後,米・コロンビア大
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4 術 と学

構造家のほ うか ら形 を言 うような ことは、

あまりな いですね。条件が幾 つもあ って、そ

れを満足す る構造 はこれがある と、 いうよう

なことで して。構造家のほ うか ら言 うと、な

かなか採 用 して くれな いです ょ。ただ、僕 は

曲線梁 をや つていて、水 の流れ と力の流れ と

同 じだ というので、水の流れのよ うに梁 を架

けた らいいだろうというもので して、体育館

で二つほ どや りましたね。一般 には、構造家

がやる前 に、構造計画 は出来 て いるものが多

いです。構造設計者たちは計算 の代 わ りとい

うような ことが、どうも多す ぎるの ではな い

かな。だ いた い、施主 と直接 会 うのがデザィ

ナーなんですね。そ こに問題 があるん じゃな

いで しようか。最近 は、構造 に対す る心配 が

あつて、施主 も構造 に関心 をもち始 め ま した

ね。僕 の場合 、こち らが年上 であるせ いもあ

つて、 とにか くデザイナー と一緒 に施主 と会

うことに して いるんです よ。 さらに、設備の

設計者 とも一緒だ と、なお いいですね。

以前、構造計画の本 を書 きま したが、一番

初めに梁の役割だ とか、床 は何 だ とか、構造

的な役 目につ いて書 いてあ ります。 それ は、

菊竹清訓 さん と仕事 を している とき一緒 に出

張すると、そ ういう話 をいつも して いて、 ぃ

ろいろと考えた ことを、その まま書 いたんで

す。改 まって、柱 は何 のためにあるか って言

われると、定義 は難 しいですね。構造 (の 人

―
 (「建築文化」90年 11月 号)

(イ ンタ ビュー )

間 )だ けだと、そういう反省 はあ ま りな いで

すか ら。

菊竹 さんは、構造 のアイデ アが出てきて大

変 ですよね。伊東豊雄 さんは、デ イテール が

大変です。葉祥栄 さん も一作 ごとに変 わ るん

で、一つずつ実験や らな いとセ ンター通 らな

いんです。

文章 でも書 きま したが、構造計画 は学 じゃ

な くて術 なんですね。だか ら、行 き当た りば

つた りの ことが多 くな ります 。 どうだ、 うま

いだ ろう、つていうよ うなものです。なぜ う

ま くいつたか ということが分か つて いれ ば、

それ と同 じとか類似 のもの に提案 ができ るわ

けです。

何処 の学校 もそ うら しいですが、構造 の志

望者 が減 ってきて います。僕 の想像 では、構

造 は難 しいことを教 えす ぎて いるん じゃな い

か と思 いますね。例 えば、デザイナー との打

合 せ で、僕 はいまだ に計算尺ひ とつです 。知

つて いる力学 の公式なんて、た い してな いん

です よね。学会の基準 なんか は法律みた いな

も のだか ら、あ らゆる事柄 を全部網羅 して い

な ければな らな いで しょうが、構造教育 はも

っ と簡単 で いいと思 う。研究 のほ うでは一般

的 な傾 向か どうか分か りませんが、学生 は優

秀 です し解析能力もあ ります。だけ ど、何 を

や るべ きかをこち らか ら言わな いと、ゃ らな

い。卒論 でも修論 でも、 こういうの をや った



らと言 う と、 150%の 出来 の をや つてき ま

す。 そ うい う意味では優秀 です。範 囲は狭 い

ですが 。 困 るのは、桁が違 つて いても気づか

な い こ とが あ ります。勘 というか、略算がで

きな い。例 えば、時計だ つてデ ジタルではな

くて、や つば リアナログと半分半分が いいと

僕 は思 い ます。時は、流れ て いるのですか ら

ね。計 算尺 はアナログです よね。解析解 は段

々難 しい数 学的に高度 なもの を解 けるよ うに

なるん です が、解 けても実 は、意味が分か ら

な いこ とがあ るんです。だか ら私 は、計算機

は研究 の害 だ と言 つて いるんです。若 い人 は

全部 、 コ ンピューターです けれ どもね。

設 計 で いうと、コンピュー ターが発達 して

ソフ トのプログラムなんかた くさんあ ります

よね。二度 と使わな いものは、 コンピュー タ

ーでは意味がないわけで、プ ログラム をつ く

るのは、 この次も同 じことをや る というので

つ くるんですよ。あれが、構造 の魅力 をな く

して いるん じゃないで しょうか。若 い人が事

務所 に入 る と、構造設計 の面 白さが分かるよ

うになる前 に、 自分の所 の コ ンピュー ター に

入れやす い構造設計 をす るよ うにな つて しま

うんです よ。 まあ、営業的 にはいいんで しょ

うが、残念 です。

若 い人たちが構造 をよ く知 らな いというこ

とは、構造家にも責任 がある と思 う。 この柱

はなぜ大 きいかと説明す る とき、たいてい構

造家 は、モーメン トが どうとか軸力が どうの

とか言 うんです。だ いた い力学 は、 どういう

のが強 いかは誰でも体験 して いるわけですか

ら、力学 用語 を使わな いで説 明 しなきゃいけ

ないと。僕 はそういう訓練 を、若 い頃ず いぶ

んや りま した。

4  イliと :学:  11

結局、構造計算は、モデル化 して いるわ け

ですよね。 これ を何 と考 ぇようか という こ と

ですから、 どんな小 さい建物 でも構造 計算 は。

高 い建物でいうとバネ と串 ダ ンゴのあれ です

よ。普通の建物 でも、 この梁 は効 くとか効 か

な いとか、何か仮定 して計算 して いるわ けで

すか ら。面 白いもので、構造模 型 をつ くつて

壊 した り、弱 いとか強 いとか あ ま りや らな い

んですよ。デザ イナーはよ くや ります が。つ

くるときは、部分的なもの をつ くります 。複

雑で図面で分か りに くいのは、模型 をつ く り

ます。

昔は、高層 というと、ちゃん と整然 と した

形 でなければセ ンターを通 らなか った ですね。

最近は、いろいろな ビルがあ りますね 。他 の

もの と変え よ うと して いるん ですかね 。 そ う

いうものとお付 き合 い して いる と、大変 です

よ。プラネ タ リウムがなぜ必ず あ るのか 、 よ

く分か らな いですが。 コンペ というと、構造

的 に危な つか しいの しか通 らな いみた いです

ね。構造家 と しては、仕上げ のな いのがや り

甲斐があ ります 。もっとも、余計 なものが付

いて いても、構造家 はそれ をはぎ取 って考 え

ますがね。

建物の規模 は大 き くな りま したね。ただ、

僕 が今 まで にや つた建物 の半 分 くらいは、無

くな りま した。全部、建 て替 え られ て います

ね。アメ リカで講 演 を した とき、司会者 が僕

を紹介 して、 この人 は1,000く らい建物 を設

計 したけれ ど500く らい しか残 つて いな いつ

て、それが一 番 うけて いま したね。外 国 には

そういうこ とはな いですね。建物 を大事 に し

ますか ら。              (談 )



5。 日立 シ ビックセ ンターの構 造計 画

―
円を構成する主部材 と円弧の副部材で球面体に

―

ORS事務所 依田定和

―
 (日経 アーキテクチュア 199o年 6月 11日 号)一

今回の工事の目玉となるのは,大 き

な吹き抜け空間の上部にブリッジのよ

うに配置された科学館と,そ こに食い

込むように設けられた,球形の天球劇

場である。

建物の 7階部分まではSRC造だが,

8。 9階部分を占める科学館は,2層分

の鉄骨 トラスを長辺方向外壁面 2列 に

架け渡した構造だ。科学館全体 として

は長辺方向が大架構となり,吹 き抜け

上部の最大スパンは39.6m。 この部

分に直径 264mの球体が配置される。

短辺方向スパンは26.4mで ,屋上

階の荷重が大きいために柱を斜めに配

置する架構とし,鉄骨量を少なくして

ある。

三角形を分割して球に近似

ここでの設計のポイントは, この巨

大な球体だった。球体を構築するため

に,三角形を面内で 2回分割して,こ

れによって得られた多面体を球に近似

する方法を用いた。これは球体では初

めての試みである。

今回の場合,球面を構成する部材が,

プリッジのように架け渡されたトラス

と,そ れに直交する架構の面を通る。

そのために,球体を支持する支点をで

きるだけ少なくする方針とした。

結果としては球面の部材を,円 を構

成する主部材と,そ れをつなぐ円弧の

副部材に分け,主部材が集まる接点を

支える方式の球面多面体を考えた。

まず,円形の主部材はその中心が球

の中心と一致する。赤道円が 1個 ,垂

直面の円が直交する格好で 2個,さ ら

に赤道に対して 60度 と120度傾斜し

た円が 2個ずつ直交して 4個,合計 7

個である。

このうち赤道は屋上階の梁の軸心に

一致しており,屋上からは球の上側半

分がドーム状に見える格好になる。こ

の球体を支持する支点は,赤道上に 5

つ,鉄骨 トラスに直交する8階梁に 2

つあり,合計 7支点である。

これらの支点を除いては,鉄骨 トラ



5.日 立ンビツクセンターの構造計画 13

スと球面の部材は,ほ とんどが互いに

部材の間を通るように構成されている。

それでも数力所交差している部分があ

り,例えば鉄骨 トラスの 9階の接点に

近い部分ではプレー トを大きくして,

球面部材の貫通孔を設けている。

また副部材は,各三角形の辺の中点

を結んだ三角形と,そ のまた中点を結

んだ三角形から構成される。これらは

すべて中心を球の中心と一致させた円

弧状になっている。

球体の表面積は1810耐。外装を覆

うチタン打ち込みCFRCパ ネルはこ

の三角形のパターンに合わせて割り付

けられ,その数は約 3700枚 に及ぶ。

RFL

9FL

8FL

7FL

OFL

5FL

4FL

3FL

2FL

lFL

」

一
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長辺方向軸組図
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5 日立シビックセンターの構造計画 15

研究室見学

(90。 11.28)

外 観

トラス階段



6。 松井研 と風

―
  (901年 10月 )一

18階建 の現工学部研究室棟 (現 51号館 )が建 ったのは昭和 42年である。霞

ヶ関 ビルはまだ工事中で, この時点で は日本一の高層であった。

現在 は筑波 に移 ったが,当時建設省建築研究所 は,戸山ヶ原 にある,理工学

部のす ぐそばである。台風時の風圧 を測定 させて くれ ないか と建研 か ら申 し出

あ り,と 上 の方の先生か ら話があった。聞 くと,建研 には,1個か 2個,英国製

の風圧計があるという。理工学部の建物 が他の研究機 関の研究材料 になるのは,

いか に も腹立たしい。 す ぐ,私費で英 国へ 10個 注文 した。台風に間 にあった。

これが松井研の風 とのつ きあいのは じめである。

当時,大学院にいた永井亮一君 を中心 に,風のにわか勉強をはじめた。 その

頃 はよ く台風が来て,多 くのデーターが得 られた。通常の ビルでは窓 に風圧計

をつけさせて くれない。わが研究室の ビル風圧のデーターは,風の研究者 に と

って,唯一の貴重な ものだった。 その後,関東地方 に台風が来な くなった。昭

和 45年の大阪万博のタワーが残 され る ことになったので,風圧計 を とりつけさ

せて もらった。 しか し,関西 にも来 な くなってしまった。

卒論,修論 に風関係 の ものが多か った。田村幸雄君 は,「 円筒の渦励振 に関す

る研究」で,須田健一君 は「高層建築物 に作用する風圧力 に関する研究」で工

学博士 となった。

ここ数年,台風が来 ない。研究室で も風 を研究す る人 もいな くなった。 この

風圧計 も,も う古いのだそうだ。撤去 す ることにした。記録 として残 したいの

で,田中聡君 に写真 を とって もらった。

目障 りな風圧計 を窓 に とりつける ことを,ガマ ンしていただいた,理工学部



の多 くの先生 に深 く感謝いた します。

6.松井研と風 17

窓ガラスにとりつけた風圧計

(外 側)

(内 側)



7。 南極 の風車の基礎

―
  (90年■0月 )一

南極の基地への物資の半分以上 は燃料だそうだ。 また,強風の 日が多い とい

う。風力発電 を試験的 にやることになった と,工芸大の田村幸雄君の話である。

田村君は風の専 門家である。基礎 を設計 して くれないか と。

基地 は,雪 と氷 の上 にある。氷 は数十 メー トル下で, L部は雪である。風車

は雪の上 に乗 る。氷 は丈夫で硬 いが,雪 は弱 く柔 らかい。雪の研究,い ろいろ

されているが,力学的には静的な実験である。風車 による振動 は動的である。

新たに実験の必要がある。

低温試験機
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手塚君 に相談すると,

木→竹→紙→今度 は雪 ですか と。

彼が調べて くれた ら,冷蔵庫の中に試験機が入 つている装置が あるのだ。金

属は低温 では もろ くなるので,主に機械 関係で使われている実験装置である。

早速,装置 をこの研究費 で買 つて もらった。

南極の雪の上部は比重 0.4だ そうだ。氷 をカキ氷の器具で細 片 にし,モルタ

ル試験体用のシリンダー につめ,木片でかる くつ きかため,比重がほぼ 0.4の

試験体 を作成,試験 を行 つた。 いろいろ実験 した結果,その耐力 は

長期 100g/cm2

短期  150 gr/crn2

としてよか ろうということになった。長期 とい うのは, 自重 と,風車 による振

動,短期 は,最大風速時である。

ヘ リコプターで運ぶ,二人 で持てる,組立 て簡単,な どの条件 か ら,木造 と

した。9月 3日 は,関電工で,組立て実習。2時間を予定 したが,それ より早 く

出来上 って成功。この 日,NHKと 日本 テレビが取材 に来た。実習 した基礎 ,ば

基 礎
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サイン

風 車

らしてそれが南極 に建つのである。基礎 の板 にサインをした。南極の雪の下 に,

わがサイ ンが埋め られ る,誇らしい気分 である。マルゲ ン南極 に。

他 の国の基地で,風力発電 は試み られたが,ど こも失敗だそうで,日 本 と西

ドイツが今 回はじめて との事。西 ドイツの基礎 ,吾々の もの と大変似 ている と,

極地研 の人の話である。

今 回の試作が,う ま く行 った ら,多数 の風車が作 られ るのだそうだ。成功 を

祈 っている。

11月 14日 朝「 しらせ」は東京港 を出発 した。年末 に南極 に着 くとい う。われ

われの基礎 も積み込 まれているはずである。



8。 「建築技術」Q&A

0床に開口部がある場合の剛床仮定

千代田区 構造設計(33)

b)ま た,図 2の よ うに A, C通 りの 2～ 4間 の梁 もとっ

てしまった場合 はどうすればよいで しょうか。

よろ しくお願 いいた します。

Q a)図 1の ような平面配置を した RC造 4階

建で, 4階の 3-B点 の柱があ りません。梁

は, R階 の B通 り 2～ 4問 , 3通 りA～ C間があ りませ

ん。 このように 4階の剛床仮定が成立 しない場合の解析

方法を,保有水平耐力の算定方法 も含めてご教示 くださ

い。

図 2

●籍

(a)R階 伏図

(b)B通 り輸組図

図 1
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A
早稲田大学教授 松井源吾

3階以下 は, 4階床の剛床仮定が成立 しますか

ら通常 の計算方法でよいのです。 4階部分につ

いてですが,長辺方 向は一般的には梁が圧縮,引 張 りに効

きますので,両 プロ ックを一体 とした考え方でよいで しょ

う。 しか し,両プロ ックが耐震壁の偏在などでね じれる場

合には,図 3の ようにな って,そ れぞれを独立 して考えな

ければいけません。

図 3

図 4

しか し,そのね じれが対称的であれば,図 4の ように梁

が圧縮 と引張 りに効きますので一体 と考えてよいで しよう。

短辺方向は,両 プロックそれぞれ独立 して考えなければ

な らないで しょう。また,ご質問の b)よ うに梁でつなが っ

てないような場合はもちろん独立 として考えます。



9 留学記

留学地紹介一カリフォルニア大学バークレイ校

清水建設株式会社 小川 寛

―地理一

バークレイは、アメリカ サンフランシスコのダウンタウンから車で約 20

分程の、丁度ダウンタウンとサンフランシスコ湾 を挟んだ対岸の丘に位置 して

います。キャンパスからは、湾の向こうに太平洋に面したゴールデ ンゲー トブ

リッジが見渡せ、気候は一年を通 じ温暖です。当地では、「ゴールデンゲー ト

ブリッジのす ぐ向こうから東洋が始まる。」と言われるだけあつて、中国 。日

本・タイ・ カンボジア・ベ トナムといつた東洋系の人間の多い土地です。その

為か、街にもキャンパスにも リベラルな雰囲気が漂い、 1960年 代後半のア

メリカの学生運動発祥の地 というのも、領けます。

―キャンパスー

バークレイは、 1868年 にUoC.L.A.な ど現在 9か 所あるカ リフォルニ

ア州立大学の本校として創立されました。公立である事が、バークレイの大き

な特徴です。お金の価値 とそれに見合う物の価値が一致するこの国では、授業

料の高い私立大学は、質の高い教育を売物 とし、その結果アメリカの トップス

クールは殆 ど私立です。安い授業料と質の高い教育を売物にするバークレイは

私、昭和 58年修士課程 を卒業 して以来、清水建設設計本部勤務です。幸運

にも 2年間海外留学させて戴ける事となり、平成元年 6月 末よリカ リフォルニ

ア大学バークレイ校土木工学科修士課程にて、勉強 しています。時折、先生に

お便りを戴 いているうちに、「縞に寄稿 してくれませんか。」とのお言葉を戴

きました。松井先生はじめ諸先輩方の簡潔にして的を得た文章に、到底及びま

せんが、文章を書くことの大切さを身にしみて感 じていた折、これもひとつの

機会と思い、筆をとります。何について書こうか、さんざん迷いましたが最も

身近な “留学地紹介''と しました。
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例外で、特に工学部ではその傾向は顕著です。アメリカの授業料を負担に感 じ

る国からの留学生が非常に多く、「工学部図書館で勉強 している学生の頭髪の

殆どは黒い。」と言えば少 し言い過ぎで しょうか。授業中、留学生が夫々の母

国語なまりの英語でしやべ りまくるのは、なかなか迫力があり授業に活気を与

えます。逆に、あらゆる人種から等 しく教職員・学生を採 らなくてはならない

という、公立である為の悩みもあります。学内新聞は、常に人種に拘る問題を

取上げ、その抗議集会で学内が騒然とすることもあります。

バークレイのもうひとつの特徴として、図書館の充実が挙げられます。学内

では、2つ の主要な図書館 と23の 図書館・図書室がオンラインネッ トワーク

でむすばれ、 700万 冊以上の蔵書が立ち所に検索できます。又、朝 8時から

夜 10時 まで、一年中どこかの図書館 。図書室は開館 しています。一昨年のロ

マ・プ リータ地震の翌朝も、いつも通 り開館 じ学生で閲覧室は埋まりました。

但 し、一部の書架は “転倒の恐れあり''と のことで閉鎖されましたが。

以上、簡単ですが留学地紹介とします。雑多で活気はあるが余 り品は良くな

い、というのが全体の印象でしようか、私は気に入っています。近くにお越 し

の節は、ぜひお立寄 りください。
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McLaughin Ha‖ Sather Tower

キャンパスからゴールデンゲー トプリッジをのぞむ



9 留学記 27

平成 2年 11月 26日

松井 源吾先生

拝啓  11月 18日 付けのお手紙受取 りました。卒論発表の前夜 との事。私も

我身の事を思 い出され、懐か しい限りです。また天皇陛下御即位記念切手を御

使い戴き有難 うございました。当地でも新聞・テ レビにて伝え聞いている事柄

ですが、実際に記念切手を拝見すると、今さらなが ら実感させられます。毎回

異なった綺麗な切手で御手紙を戴 く度、先生の御気遣いに感謝 しています。

11月 22日 ・木曜日はサンクス・ギビングデイ (感 謝祭)で休 日でした。

アメリカ人にとつて、この休 日は日本人の正月のようなもので、木・金・土・

日と連休をとって親元に帰 り家族で七面鳥の丸焼きを食べるのが習慣です。昨

年は我家でも丸焼きを料理 しましたが、この七面鳥、こぶりなものでも鶏の 2

～ 3倍 はあ り 3日 3晩食べ続けてもまだ余る有様、今年は止めました。友人に

聞くと、これも日本のおせち料理のようなもので、休み中の主婦の食事の用意

の手間を省 くものだそうです。サンクス・ギビングデイですが、もとは初めて

アメリカに辿 り着いた移民が食糧欠乏していた折に、七面鳥とカボチャを土着

のインデイアンに分けてもらつたのを感謝 したのが始まりだそうです。その後

国を取られたインデイアンにしてみれば、痛恨の 日ということです。

気候が温暖なバークレイでも厚手のセーターが欲 しい季節にな りました。寒

さに御注意され何卒御 自愛ください。                敬具

1
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10.後 藤正司先生喜寿の祝 詞

―
 (90年 10月 12日  湯島,ガーデンパ レス)一

先生,喜寿おめで とうございます。

私 は,卒業論文 で,当時,建築科の大学院にお られた後藤先生の御指導 をう

けました。

孔のあいた梁の応力が題 目で,弾性論で解いて,光弾性実験で確かめる, と

い うもので した。安東勝男君 と共同で した。

当時,早稲田には光弾性装置はあ りましたが,誰 も使 った ことはない とい う,

のです。後藤先生 は,本を片手の御指導で した。 ともか く,写真が うつるまで

が大変で した。 それだ けに論文では,実験が先で理論 は後 にしました。後藤先

生 に実験が先 とい う論文 はないよ, といわれて変更 しました。

あれか ら 40年余 り,ず っと光弾性 をつづ けてい ます。

私 は今年度の, 日本光弾性学会の学会賞 を受 けました。今 日,先生 にこの こ

とを報告出来て幸 いで した。あ らためて,光弾性 に入門 させていただ きました

先生 に感謝いた します。

先生の益々の御健勝 をお祈 り申上 げます。



11。 韓国稲 門建築会長来 日
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12.川島先生の写真
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クラス会,Dec.5th.1925

前列 右より二人目 川島先生,二人目 鶴田先生

メガネ 左端 富塚一弥氏

これらの写真 富塚一弥氏の御子息富塚不二弥氏 (昭 33卒,安藤建設)に よる。厚生中央病

院で同じ階に入院が縁である。



13.古 藤 田喜久雄先生追悼

―
 (早稲田大学理工学研究所報  No.23 1990.9.30)一

古藤田先生には、いろいろの面で、大変御世話になつた。

先生は、土質工学の大家であったが、吾々設計の実務家に対 して、適切な指

示を与えていただいた。一般に、学者は種々の方法 を示 し、設計者 に判断 しろ

という人が多 い。古藤田先生は、常に最適の方法 を一つ示されるのである。こ

れは実際設計者にとつて、大変親切で、ありがたいことである。私だけでなく

多くの人達の、多 くの建物の基礎が、先生の御指示で可能になったのである。

吾々、土質の素人が考えても無理だと思 う基礎の話に、出合 う場合がある。

これはや りた くないと思う。私の場合、このような場合は、もう一人の知人の

土質の大家に話す ことにしている。この人は、ダメだ という理由を明快に示 し

てくれる。それ をデザイナーと施主に伝えると、納得 してやめてくれるのであ

る。私の場合、この両先生のおかげで、基礎のクレームをうけたことがない。

この話、古藤田先生に話 したことがある。「私は早稲田だから」とおつしゃつ

た。もう一人の先生は官立の先生である。

数年前、関西の、斜面に建つ学校のことで古藤田先生に相談 した。小高い丘

のかなり急な斜面の中腹が敷地である。先生の判断は、学校が建てば、この斜

面は安定するが、今のままだと危険であるとの事。

この丘の裾 には多くの木造住宅がある。土質の大家の診断である、市役所が

あわてた。市が巨大な擁壁を作 らなければならないのである。所が、学校の計

画は一期、二期 、三期というようなのんび りしたものである。市役所から、学

校の工事を早 くしてくれと頼むのである。このようなことは、はじめての経験

である。ともか く学校が無事建って、私も市役所もはっとしたのである。

10年間ほど、私は建築セ ンターの高層の委員をつ とめたことがある。もう

やめて 10年 ほ どになる。古藤田先生は、私よりず つと前から、亡 くなられる
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まで、この委員をされていた。

私は、一年に何件か、高層の設計にかかわつている。高層の委員会に提出す

る。受理の時は、設計者が 30分位委員の前で説明す る。その後、委員会が受

理するか どうか、問題点などの相談をする。その結果 は、建築センターから設

計者に正式に通知される。数 日後である。

私の関係 した建物 の時は、その日の内に、古藤田先生が、お電話 してくれる

のである。待つ身になると本当に有難 い。それに、正式の話でない、委員会の

雰囲気についてもお話 してくれるのである。これも設計者にとつて有難いこと

である。

先生は、気配 りがこまやかで、心温かい方であった。

古藤田先生の生前の御厚誼を感謝 し、御冥福を祈 ります。



14.青 木安正氏追悼

青木安正氏 ,1990年 9月 6日 脳梗塞で亡 くな られた。1911年生れであるか ら

79歳である。

昭和 5年,早稲田高等工学校建築科卒業。高等工学校第 1回卒業生であって ,

同級 に故蛭 田捨太郎先生,故加藤清作氏がお られ る。

大学の記録 によると,昭和 9年,理工学部,技手補 とある。 この時建築科の

事務 に入 られた。昭和 13年,技手。私が建築科入学 は昭和 16年である。当時

は,事務主任 は別の人だった と思 うが,私達 が入学 してす ぐ,青木 さんが事務

主任 にな られた。以来,建設課の課長 にな られ るまで,ず っと建築科の事務主任

をされたのである。 この間,昭和 22年,技師補,昭和 29年,技師 とあるが ,

それは大学の資格であって,吾々は知 らなか った。

旧キャンパ スの建築科の研究室は,裏門か ら入 ってす ぐ左 の建物 の 3階にあ

った。階段 を上 り切 ると正面が事務室,左右が研究室。電話 は,青木 さんの机

の前の 1個だ けなのである。 したが って,事務所へ顔 を出す ことが多 くなるわ

けである。応接間などないので,卒業生が訪ねて来 ると,青木 さんの とな りの

イスに座 り込 む。ほとん ど全部の卒業生の顔 ,名前,勤務先 を知 ってお られた。

(私達の次の年か ら定員がふ えたので,あ まり自信 はないが,と い うことでぁっ

た。)非常勤講師 も部屋 はないので,青木 さんの とな りのイス。 こうして,青木

さんを中心 として,教員,事務員,卒業生が親 しい,私立大学 の建築科 らしい,

いい雰囲気で あった。

昭和 38年,建設課の課長。

安東君,穂積君などと一緒 に,理工学部の設計 をしたのは,青木 さんの建設

課長時代である。 その頃 までは,専任の教員 には設計料 は出ない。 しか し,設
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計手伝 いの学生のアルバ イ ト料,そ の他一切 の費用は建設課が負担。だか ら,

青木 さんは施主 と設計事務所の会計係兼任 の ような もので,大変だった と思 う。

吾々は,昔なじみ とい うことで,い ろいろ便宜 をはか って もらってあ りがたか

った。

昭和 42年～48年,産業技術専修学校事務長。

私が産専 の建築科主任 は,昭和 45年～49年であって,三度,お世話 になるの

である。私 はその前の二年間,理工学部の建築科の主任 であった。理工学部 の

主任 の時 は,何を提案 して も,ツ ブされて しまう, ところが産専の三田校長 は

意欲的で,何を提案 して も応援 して くれ るのである。戦艦 と駆逐艦の違いだな

昭和 37年卒のクラス会 (昭 61.10.24 新宿)

靱褥隣|
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と思 った。 この学校,志望者 は皆入学 させ るのが,初めか らの方針。一学年定

員 100人 なのに 300人位 にな り,3ク ラスにして先生 をふや した。また,い ろい

ろな講習会 を企画 し,そ れが皆,大当 りだった。初 めての こととい うと,事務

屋 さんはシブるものであるが,青木 さんは逆 に応援 して くれた。 うま く行 った

の も,そ のおかげであった。

昭和 49年施設部部長。

この頃か ら,大学でお 目にかかる ことは少な くなった。

昭和 51年定年退職。

しか し,大学の 100周年記念の募金で は,大いに活躍 された。何 しろ建築科

の卒業生 を一番多 く知 っている人である,大学 も仲々や るものだ と思 った。

昭和 37年卒のクラスは,卒業後 もよ くクラス会 をや るクラスである。青木 さ

ん とクラス担任だった私 と二人 を必 ず よんで くれる。昔話 に花が咲 いた。

昨年,快復 した とい うことで奥様 と同行,稲門建築会の理事会 にあい さつ に

来 られたのに,急逝 され本 当に残念 です。

青木 さんの,本当に長い生前の御交宜 を謝 し,御冥福 を祈 ります。



15。 天野晶彦君 追悼

―
 (90年 12月 13日 )一

天野君が 11月 22日 急逝 された。 この春結婚 された とい うのに誠 に残念であ

る 。

天野君 とはいろいろ縁が深 い。

彼が早稲 田受験の時の宿が ,私の家の とな りの雅叙園観光 ホテルだ った とい

つ。

高校の時,水泳の選手であった。専門はバ タフライ。一緒 に何度かプールヘ

行 った。太 った脚のバタフライで高い波が立つ。廻 りの泳いでいる連 中,上っ

てしまった。高校の選手の時,あ んなに太 っていたのだろうか,い つか聞 こう

と思 って聞 きそびれた。私 も中学の水泳の選手の頃はスラ リとしていたが,早

稲田の予科 に入 って,何に も運動 しないので急 に太 った ものである。

しか し,彼は,学生の時,自転車 による登 山の部にいた。急な坂 は自転車 を

かつ ぐのだそ うだ。何度話 を聞いて も,何故 自転車なのか,よ くわか らなか っ

た。

修論 は, リブ付 き板の, リブか ら板への応力伝達の模様 を,弾性論 と光弾性

で示 した ものである。結果 を,二次元的な図で表現 したのが,わか りよく印象

的であった。

毎年,12月 の初めに,鹿島松井研の忘年会がある。数年前,天野君の提案で

はじまった ものである。その写真 を「縞」 に出 したら,清水建設,大成建設 ,

それぞれの松井研が忘年会 をや るようになった。 どん どんふ えた ら,大変だな

と思 ったが, この三社だけだ った。

この春の彼 の結婚式は,都ホテルだった。私 は,こ の 10年 ,こ のホテルのヘ
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ルスクラブの会員で,週 に 2～3回 は通 っている。彼 は,そ の ことで,都ホテル

にきめたのであろうか。

謹 んで天野晶彦君の御冥福 をお祈 り申 し上げます。

投函されなかった年賀状

あけまして おめでとうございます

1991年 1月 1日

んァ総う少人は
｀`かりして

いてやし訳こ``ざしヽま
せん。を支5以来の

′月工」とZ人 て
｀`

無 事迎えて封。

オ与1,よ ろしく
1御

鮨華警 11。

〒351朝霞市栄町3-4-27シ ャルム第 2朝霞 501

皿 (0484)61-5341

天野 晶彦・八重子



16。 光弾性学会賞受賞

平成 2年 4月 吉日

日本光弾性学会賞・西田賞御受賞の御案内

早稲田大学理工学部教授

松井 源吾殿

日本光弾性学会

会長 河田

拝啓 桜も散り早くも初夏の趣を現してまいりました。松井源吾先生には、

益々御清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、日本光弾性学会の理事会において、松井先生の光弾性学に関する御

研究及びその御貢献に対 して、平成 2年度の学会賞 (西田賞 )を 授与 し、そ

のご功績を顕彰することに全員一致で決定致しました。つきましては、下記

により授与式を行いますので御出席下さい。

敬具

言:1

1.日 時 :平成 2年 6月 14日 (木 )、 13時より

2.場所 :青山学院大学総合研究所ビル 11階第 19会議室

日本光弾性学会 ‐総会場にて授与

(東京都渋谷区渋谷 4-4-25 Te1 409-8111)
3.お渡しする物 :賞状および副賞 (銀メダル )

以上

追記 受賞者は、6月 14日 (木 )、 18時からの懇親会に御招待する事に

なっておりますので、御出席賜 りますれば幸甚です。会場は隣の青学

会館です。

落ヽ
幸三`瞬
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(90. 9。  28

雅叙園観光ホテル)
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17。 川建技術研究所 20周年視察団

出 席 者

早稲 田大学理工学部 建築学科

国士館大学工学部  建築学科

関東学院大学    建築学科

愛知工業大学    建築学科

中部大学工学部   建築学科

松井  源吾

田中 輝 明

横谷  栄次

尾形  素 臣

塚越   勇

(順 不 同 )

随 行

川建名古屋  三 浦
川建東 京  吉 尾

(16:00〉 90分見学

(18:10)会 食

教授

教授

教授

教授

,力教授

スケジュール

6/18く月) 東京駅新幹線 八重洲北口  10140  集 合
松井・ 田中先生・吉尾

ひかり51号  東 京 (11:04)一―――――――新横浜 く11:21)
松丼・田中・尾形先生■古屋    掟谷先生・こ浦

― 名古屋 く]a:03)一―新神戸 く14:21〉
塚越先生

(昼食は車中にて)

〈15110)40分 見学 (QL・ メタル)本社より乗用車 2台

「

―神戸工場
(40分)|

トー技 研

L―住吉荘 石田常務
高田重役

6/19〈 火)

神戸市内 22:00 ター ミナルホテル

ホテル朝食后

帰 京

新神戸   名古屋    横
9:10-10:28-1

尾形先生
塚越先生
三 浦

京

２
東

一９
生

０
先

‥
谷

浜
２
損 生

生

先

先
尾

丼

中

松

田
吉

ひかり76号



48

鶉
憲ti`



17.川 建技術研究所20周年視察団 49



18。 釜 山,慶州の旅

―
  (90`年 8月 )―

毎年 8月 末は,大学では点検のた めに停電,断水で研究室 に入れない。一昨

年 はハ ンガ リーに,昨年はアメ リカに出かけた。

この 4月 か ら,釜山の東義大学 の副教授 宋浩山君が,外国人研究員 として,

私 の研究室 に留学 に来ている。彼 に釜 山近辺 を案内 して もらうことに した。

磐 田君 に航空券 を頼 んだ ら,大変安 いのが手に入 る とい うので,昨年 のアメ

リカ行 き と同 じメンバーで行 くことに した。

8月 21日 午後成田発。子供 さんの病気で,磐田君 は とりやめ。夕方,釜山の

空港着。宋君 と,韓国の正装の奥 さんが迎 えに来て くれていた。ガイ ドブ ック

の「日本 と違 うマナー」というところに,「先生は一番偉 い存在で,先生の こと

を悪 くい うと笑われる。」 とあった ことを思い出 した。

夕食 は,ホ テルの近 くの,海の よ く見 える丘の上の食堂で焼肉。宋夫妻 と奥

さんの弟 さん も一緒。さすが本場,少々食べす ぎた。ホテルはす ぐそばの Hotel

Azalea。

翌 22日 は釜山観光。最初が,郊外 の大宗台。海か ら高 さ 100mも あろうか と

思 う崖の上,い い眺めである。 この崖 は下か ら眺めるのがいいのです と。宋君

どん どん降 りてゆ く,帰 りの上 りを心配 しなが ら従 った。下 といって も,海は

まだず っと下である。正面の日本海 ,ふ り返 ると,切 り立 った崖が複雑 な模様

の断面,す ば らしい。心配 した とお り,帰 りの上 りは大変,暑いの と息切れで

死 ぬ思いであった。宋君 に案内はソフ トにとたのんだ はずだが,最初が これで

は と, これか らを心配 したのだが,以後 ,こ れほどハー ドはなか った。

市内 に帰 って釜山タワー に上 る。海抜 180mの丘の上の,高 さ 118mの塔で
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釜山 8月 22日

大宗台公園

釜山タワー

ある。人 口が 300万 の韓国第 2の都市は,海岸線 にそって東西 に長 い,それが

眼下 に広がる。

このタワーや後 で行 くお寺な ど,一般 に入場料が必要なのであるが,65歳以
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上 は, どこもタダである。 さすが敬老の国である。

昼食 は,サムゲタ ン。ひな鳥が まるごと入 っている,おかゆである。びつ く

りした顔 をした ら,女中さんが鳥 をほ ぐして くれた。

釜 山市立博物館 をみて,Paradise HOtelの サウナに入 る。つかれた足が軽 く

なった。

梵魚寺 を観 る。有名 な禅宗の大本 山。秀吉軍に焼かれて再建 した もの,以前

は もつと広 く大 きか った との事。 この辺 は,ど うも具合 の悪い所が多い。

夕食 は「さしみ」である。魚屋が,土間の上 に水槽 をな らべて,魚を泳がせ

ている。客が えらぶのである。何軒 もの魚屋が同 じような魚をな らべている。

宋君 はアナゴはどうだ という,敬遠 して,タ イ とヒラメ と車エ ビにした。 それ

梵魚寺
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を買 って料理店,「 さしみや」へ行 く。 これが 10階建 てで,各階客席。 この よ

うな店が軒並みである。 さ しみは量の多 さに圧倒 されたが,ア ラを煮て くれほ

っとした。車エビも生 ではそ う食べ られ ない,塩焼 きにして もらった。宿 は昨

夜 と同 じホテル。

翌 23日 は慶州。新羅千年 (BC 57～ AD 935)の 古都 である。

大陵園 (古墳公園),数多 くの陵が, されいな芝生 でおおわれて,松林の中に

点在する。10年ほど前 は荒 れ るにまかせ ていた もの を整備 した とい うことであ

る。

慶州 8月 23日

大陵園



54

大陵園

日本語 の勉強のため,無料で案内す る とい う女子学生,帰 りに叔母の家でお

茶 を とい う,それは土産物店であった。仲 々 うまい客引 きである。

昼 は韓 国食 ,そ の品数の多いのには驚 いた。昨年 ソウルでの韓国食 は,宮廷

料理, ここは庶民料理なのだろうか。魚 のカラアゲが うまかった。

鮪1石亭址 ,曲水の宴の遺蹟,歴代の王 が詩宴 を張 った という。

慶州国立博物館。 まず前庭のエ ミンの鐘 をみる。東洋最大の鐘だそうで,本

当に大 きい。 1専物館は 2階建ての鉄筋 コ ンク リー ト造。伝統的なデザインを細

部にまで考慮 して,全体 としては近代的 で感 じのいい建物 である。

一鶴
劇
●

趨
腰

燿
．卿
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飽石亭址
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慶州国立博物館

ついで佛 国寺へ。本当に大 きなお寺,韓国一の規模 とか。 このお寺 も秀吉軍

が焼いたそ うだ。 ここで も女子学生が無料で案内,土産物屋へつれて行 くこと

もない,アルバイ ト料 を払 お うとした ら宋君が とめる,約束だか らと。その代

り宋君は, 日本への留学の こと,い ろいろ聞かれていた。

夕食 は,魚の鍋。 この店 ,有名 らしく,観光バスが乗 り入れ る,皆,日本人

であった。

ホテルは最高級の Kyongju ChOsun HOtel,宋 君の義弟 のおかげで 4割引 に

して もらった。 ディテールが韓国調で上品であった。 この辺一帯 は,普門湖 リ
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佛国寺

ゾー トタウンといって,人造湖 を中心に開発 した,慶州の新 しい顔 である。 と

な りに東急 ホテルがある。遠 く,観覧車がみえる,遊園地 もある らしい。

24日 ,石窟庵 に行 く。車 を降 りてか ら,長い長い道の り,ま が りくねった山

路。救いは,ずっと木陰だ った ことである。暑いが,湿度 は低 いので,日 当 り

以外 は案外涼 しいのである。石仏 は撮影禁止 とい うことで,入場 券 の写真 を載

せる。花 同岩の仏像で本 当に美 しい。
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慶州 8月 24日

石窟庵

||■ |
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慶州か ら釜山へ,途中に通度寺 あ り。 この寺 には,新羅時代 に慈蔵律師が ,

唐か ら釈迦の合利 を持 ち帰 り,そ れ を奉安 されていることで有名。仏像 はな く,

舎利が埋 め られた所 をおがむのである。四大王 は,はでで生々 としている。韓

通度寺

:懲鸞 1鐵罐 轡轡
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国では,儒教 とともに仏教 も生 きているのだ と思 った。

釜山に帰 り,市場見物。多 くの店が並んでいる。雑然 とした ようで,け っこ

う便利 な通路があ り,活気 に満 ちている。宋君 の姉 さんが洋品店 を出している。

店番 を残 して,忘れかけた とい う日本語で,広い市場 を案 内 して くれた。

夕食 は宋邸 に招待 される。37歳で自邸が ある,え らい ものだ。そういえば,

釜山の市 内を通 っている時,10階建ての工事 中の ビル,こ れは私の構造設計だ

と。 えらいのだ。

食事 をした部屋 に,日本のタンスの大形の ような立派な家具があ り,日本 の

押入れの役 目を果すのだそ うだ。 これが螺錮で本当に立派である。

宋君の家の宴会,は じめに,飽入 りのおかゆ,こ れで安心,旅の終 りで もあ

り,大いに飲 む。終 ってホテルヘの途中,ネ オ ン街 を通 る。宋君,飲みなお し

ますか とい うのだが,歌舞伎町の何倍 もあろうか,上下左右の広が ったネオ ン

に圧倒 されて,健全 にホテルヘ。Lieberia Hotel。

翌 25日 朝,帰国へ。宋君夫妻見送 り,やは り奥 さんは正装であった。

宋さん一家

この旅行,移動はすべて宋君の運転である。本 当に大変だった と思 う。深 く

感謝 している。



19。  わが水泳― その9-

―
 (90年 8月 )一

新 日鉄のパ ンフレッ トNipppp Steel Monthlyは ,い つ もは読 まないのだが ,

この 8月 号 は長谷川逸子氏の対談がのっているので読 んだ。

このパ ンフレッ トは海の特集で,永畑 という人が

「日本人が海 と遊 びだ したのは,つ い最近の こと。 日本人の泳法 はすべて川

での泳 ぎ方だった。」

と書いている。 は じめて聞 く説であるが,間違 っていると思 う。

日本泳法の手 は常 に平 らで水 をおさえているだ けであるが, しか し,足 はす

べて前進 させる動 きなのである。

川の流れは早 くて,泳 ぐ早 さな ど問題ではないか ら,浮いていればいいのか

もしれない。昔,海兵 を中退 (終戦で)の学生,一緒 に泳 いだが,う ま くない

のである。海軍 は浮 いていればいいので,救助 を待 つのだそうだ。 この永畑 と

い う人,経歴 をみる と,熊本生れの熊本大学卒である。わが同級生,堤剛章氏

は熊本生れで,今,熊本 にお られ る。数年前の手紙 に,「昔泳 いだ川で泳 いだ ら,

音通 りの岩があった。」とあ り,う らや ましく思った ものである。地図を見 ると

熊本市街 は海か ら遠 い。わが佐渡 は,泳げるような川 はない。小 さ く浅 くて ,

鮎 しか泳 げない。唯一の大河国府川 は灌漑用で濁 っている。泳 ぐの は海である。

修之助叔父の「佐渡 の百年」に斉藤賢吉氏の話が載 っている。斉藤氏 は私の

父 と佐渡中学で同級である。大正 9年,ベルギーのア ン トワープオ リンピック

の水泳選手である。400mに 出場,準決勝 で失格。「途 中,ハ ワイで クロール泳

法 を習 った。」とい うことだか ら,それ までは日本泳法の抜 き手だったのであろ

う。斉藤氏 は,佐渡郡水泳大会 に「斉藤杯」を寄付 された。400mの 優勝者 に授
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与 される,第一 回は私だった。 (縞 ―その 2-p.67)

叔父は, この章 に,「水泳 日本の礎」と題 をつけ られている。水泳 日本,今で

はピンとこない。昭和 7年の ロスアンゼルスオ リンピックでは,400mを 除 く全

種 目の金メダルは日本だったのである。背泳では 3本の 日の丸が上 った。背泳

の金 メダ リス ト清川氏 は,後に兼松江商の社長 にな られた。オ リンピックが純

粋 にアマチュアだ った,古 きよき時代であった。

水泳で,手は自分で目にみえるが,足 はわか らない。足が意識せずに合理的

に働 くようにバ タ足の練習が重視 される。佐渡 中学 で もバ タ足の練習 はきつか

った。二年上の池田さん と私の二人 は,バタ足が得意だった。二人 とも自転車

通学なのである。ペ ダルをふむの とバタ足 と同 じ筋 肉なのだ ろうか。

バタ足の時手 にするのは,今はたいてい発泡 ステロールの板であるが,昔は

木の板であった。 ある時,学校が,選手名 を書いて一枚ずつバタ足用板 を くれ

た。池亀先生が腕 ぐみをして,選手名の字 をながめて,「 うまいな」 と。なるほ

ど達筆である。後 で,池亀先生の字だ と判 った。



20。 野村愛国氏来 日

佐渡へ (90.10.1～ 3)

まさ叔母さんの実家

真野町役場

‐  ■ _
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真野町役場

わが家にて (11.6)
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21。 甲州ぶ どう

―
  (90年 10月 15日 )一

昨 日,駅前の果物屋西村 に甲州ぶ どうが出ていた。早速,買 ってなつかしい

味 を楽 しんだ。

昔,佐渡のわが家の裏庭 には,三本 のぶ どうの木が あ り,そ れぞれぶ どう棚

があった。

「甲州ぶ どう」のぶ どう棚 は 5m× 10m,「 巨峰の原種のような黒 くて,皮の

かたいぶ どう」3m× 4m,「小粒で色が 甲州ぶ どうに似ているもの」2m× 3m,

それぞれ木 は一本である。 (図 の破線 )

現在は一本 も残 っていない。

わが家の甲州ぶ どうは有名 であった。小学校で毎秋行われる,農作物品評会

で,ぶ どうの部で常 に最優秀賞 を もらった。現在 の ように,世の中が農作物の

改良に熱心でなか ったのであろうか。

わが家の手入れ というのは,農学校 を出た従兄 に,冬に枝の剪定 をして もら

うだけなのである。

十五夜の 日には,新町中の知人 に配 るのである。子供の役 目。十数軒だった

ようだ。お返 しに何か もらえるので,い い役 目だ った。ぶ どうは, さし木が簡

単 である。30 cm位の枝の根 っこに,赤土のダンゴを くっつけて上 に (と いって

も新町は砂地である)に埋 めておけば,根が出来,芽が出る。 これ は,私の仕

事 で,毎年 10本位裏庭で作 った。方々に配 ったか ら,新町には,わが家 の甲州

ぶ どうの二代 目が方々にあるのではないか と思 う。

ある年,一本だけ根づかない,渡辺の伯父が見て,「源吾,逆さまで はダメだ

よ」 と。逆 さまだ った。



66

高級 のぶ どうは,皮 をむ く,あ れは苦手 で,甲州ぶ どうは皮 ごと口に入 れて ,

皮 だ け出す。一昨年,ハ ンガ リーのぶ どう園で,ぶ どう酒 と小粒の食用ぶ どう

をいただいた。甲州ぶ どうより甘か ったが,や は り皮 をむかない。
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甲州ぶ どうは,安いので数年前 までは,場末の果物屋 しかおいてなかった。

理工学部の近 くの小 さな八百屋 に時々出ていて,買 つた。この頃,懐古趣味か ,

三流の果物屋 に もお くようになった。目黒駅前の西村 も昨年秋 か らおいている。

やは リー流店 にはない。



22。  イ左:夕難と育ヒ

―
 (90年 10月 15日 )一

今 日,難波浩之君が,学位論文の草案 を持参,ついで に「 at」 という雑誌,佐

渡の ことが出ています, というので もらった。

佐渡の能舞台の ことが出ていて,「 日本全国の能舞台の 1/3は 佐渡 にある」と,

本当かな と思 う, ともか く佐渡が能が盛 んなのは確かで ある。

戦前 に,「家の光」 とい う雑誌に,「佐渡では馬車引 きが謡曲を歩 きなが らう

なるので ある」 とあつた。私 も実見 した ことがある。

「週刊新潮」90.11.1号表紙

佐渡の薪能



22.佐渡と能 69

佐渡では,能は教養 の第一のように考 えられていた。父が,謡曲を習 った こ

とがあった。音痴の 自覚 のない人の謡曲には参 った。す ぐ,自 覚 された ようで ,

ヤメて くれてほっとした。 その後,ラ ジオで達人 のそれを聞いて,す ごいな と

思 った。

佐渡中学の生徒だった時 ,日 野資朝卿の何百年祭 というのが あって,全校生

徒で,真野町竹田の阿佛房 まで遠足。 そ この能舞台で,真野小学,佐渡 中学同

級の,佐々木敏君が能 を舞 ったのである。私 まで,晴れが ましい気分だった。

昭和 30年頃か,あ るいは もっと前だ ったろうか。ともか く外 国人がいばって

いた頃である。建築科教室 の懇親会 を銀座のレス トランでや った。吉阪先生の

お世話 である。当時,外国への飛行機 はいつ出るかわか らない,そ のための レ

ス トランで 24時間営業。退屈 しのぎで外国人が歌 を歌 う。内藤多仲先生が突然

立 って,謡曲をや った。吾 々以外は全部外国人である。万雷 の拍手であった。

あの光景 はいつまで も忘れ られない。



23。 研究室の佐渡旅行

10. 30

―
 (90年 10月 30日 ～ 11月 1日 )一

新潟にて船を待つ

真野町役場へ



役場会議室

同議場

23.研究室の佐渡旅行 71

金峯荘での夕食

■■
==|



72

二次会

10.31

尖閣湾

新町のそば屋
「太―」



小木の港

23.研究室の佐渡旅行 73

親せきが集って

古稀を祝って くれた

(金峯荘 )



24。  最近 の
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西村功君結婚披露宴

(90.3.31

名古屋 布池カ トリック教会)
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24.最近のアルバム 75

ナジ君のお父さん送別会

(90. 5。  6 田中邸)
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六日会

(90.6.9 蔵前工業会館)

梶井氏より

中

田

氏

伊
藤
氏

梶
井
氏

西
谷
氏

橘

氏

伊
賀
氏



24.最近のアルバム 77

野村夫妻と相田夫妻

(90.6.14 サンパウロ郊外 野村さんの農場にて) 相田氏より

第 17回「輝友会」 (平成 2年 6月 16日  雅叙園観光ホテルにて)

， 践
務
■
　

．●
―
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江戸東京博

空気バネの免振実験

(90.7.12 住友電気工業)

‐1

・ 1

|■ |‐
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24 最近のアルバム 79

法華クラブ制振装置の

予備実験

(90,  7. 20

大林組研究所)

写真 寺村氏より

._鶴 .
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「ブダペスト風景」出版記念会

(平成2年 7月 28日 雅叙園観光ホテルにて)

策
鮮
一一̈一一一滋
´， 「

ラーツ氏歓迎会

(90.8.9 原宿)

，
１
％:‐

"



(90。 9.21 大限会館)

24.最近のアルバム 81

堤邸竣エ

(90. 28)
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(90.10.6 広島)
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最近のアルバム 83

江戸東京博 空気パネによる免振床の実験

(90.10.11 鹿島技研)
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千代田テクノエース

新社屋披露パーティー

(9o.10。 24 横浜 )



修士卒 15年の松井研

(90。 11.21 京橋)

24 最近のアルバム 87

ブダペス トエ大教授来日

(90。 11.20 わが家)

|

ら●贈餃‐.

(9o。 11.23

雅叙園観光ホテル )

、 1

斎
一
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大限会館

写真 生島氏より

昭 18年卒建築科クラス会  (90。 11.27) 筆者前夜骨折で欠席

帰り わが家の一階

写真 林氏より
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25。  フトσ)ネL北た

「松井源吾作品集」の礼状

June 26,1990

V′EIDLINGER ASSOCIATES

COnsulting Engineers

333 Scventh Avenue,New YOrk,NY 10001

Prof. Geneo Masui
Arch. Dep-t. of Waseda UniversitY
4-170 Nishiookubu
Shinjuku-ku, TokYo
Japan

Dear Professor Matsui,

I have iust received the book about your designs and I wish to congratulate you for your wonderful

activiry, and the exremely original and interestlng deslgns'

I regret to be unable to read Japanese, but the drawings speak clearly about the structures and I

haG strown your book to my colleagues'

Thank you again,

Cordallv yours, /ヽ
‐ ‐

    1

14θtri o 
θ`i.l o.\

/
(Ma五o SdVadoH)

MS:mc
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「構造計画入門」と「見える力学」の英訳本の礼状

「

~¬

国
NIKKEN SEKKEllNTERNAT10NAL LTD.

June 26, 1990

With best

Prof. cengo Matsui
Dept. of Architecture
waseda University
3-4-1 Okubo, shinjuku-ku
Tokyo 169, Japan

Dear prof. Matsui,

I have been famitiar with your nane and your works since thetime r was in JaDan studyii,g it u"triaa xlnxyustritsu of TokyoUniversity for pir.o. couise-in ar"niie"tural engineering.
I recently heard fron my friend Ur. Kevin cheng that some ofyour books have been puLlisned in rnglis;.
I $/ould like to thank you very much for sending me theEnglish copies of your-books,.- r1r.,a;o;".tl"" to StructuralDesign in erchiteclure'!r.and ;r.i"s".;.-iitrr roors are veryvaluable and r am-sure they wiff 6e-verf userul for ne.

A■ iC ^L r -.,



あ とが き

骨折で入院,も うニ カ月である。

足は, これで 4回 目。

最初 は,昭和 23年秋。東大構内,機械 の鵜戸 口先生の講義で登校時。編上 げ

の兵隊靴,裏に鋲が うつてあつて,道路 の斜面で滑 って転んで左足骨折。副木

をあてただ けで,入院せず。本郷か ら目黒 までタクシーに乗 った こと,当時 は

大変ぜいた くだった。

次 は,昭和 25年夏。教室の懇親会 で,千葉県勝浦,酔 って郵便局の入口のガ

ラスを割 って右足の足首 を切 った。マスイなしで,数針縫 って もらつた。翌 日,

松谷菊男君が,むかえに来て,満員電車で帰 った。入院せず。 この きずあ とは

今 も残 っている。

3度 目は,ヤ ケ ドである。昭和 40年代の初 めの頃。ね どこの中で,電気ア ン

カによるもの。酔 っていて,ヤ ケ ドに気がつかず。高田馬場 Big BoXで,学

生 と泳 いだ時の写真に,足に黒々 とヤケ ドのあ とが写 っていた。 このあ とは今

残 っていない。

はじめの を除いて,今回 も,酔っての ことで,全 く面目ない次第である。

(91.  1. 26)



(90.12.22 厚生中央病院 遠藤勝勘氏 より)
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