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建築士事務所憲章 

建築士事務所憲章

一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会
一般社団法人 栃木県建築士事務所協会

建築士事務所は、建築や環境が文化の形成に占める重要な
意味を認識し、社会の健全な進歩と発展に寄与します。

　一　誠意をもって設計と監理の業務を遂行し、
　　　建築主の期待に応えます。

　一　健康で快適な生活環境の創造と、安全安心、
　　　持続可能で良質な資産の形成を図ります。

　一　自己研鑽を怠らず、職業倫理を高め、
　　　法令遵守と公益の立場に立って最善を尽します。

　一　設計意図の理解を施工者に求め、
　　　公正に工事を監理します。

　一　互いに信頼を深め、連帯の精神をもって、
　　　職務を全うします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  平成20年５月
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「すみれチャイルド」　　　　
　　　　　・・・遊び場を保育室に使う 　計画は、０歳～２歳児が通う既存保育園に３歳～５歳

児の保育室を既存の園庭の一部に別棟増築する園舎であ
る。「人間力を育む保育」を理念とし毎日が楽しい出来
事に出会うような施設づくりが望まれた。そこで「遊び
場を保育室に使う」をコンセプトとして計画し、遊び場
に出かけるのではなく保育室自体を遊び空間とした。建
物は、道路側に車寄せを設け、覆いかぶさるように傾斜
した屋内空間が登り、丘と大小の広場のある保育室と坂
道を抜け屋上広場に達する全体構成である。外観は、そ
の流れる内部空間がそのまま外形になり、まるで大きな
遊具のような園舎として通りに登場した。丘を登り、下
り、掴んだり、滑ったり、の体を使う遊び場や広場、ま
た丘の向こうの木々や青空、太陽そそぐ屋上広場や続く
坂道など、園舎全体が子ども達の好奇心と期待感を刺激
する園生活のステージとなる。

㈲アトリエ慶野正司一級建築士事務所
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念頭ご挨拶

念頭ご挨拶

　新年明けましておめでとうございます。会員の皆様方に
おかれましては、お健やかに新年を、お迎えのこととお慶
び申し上げます。また、当協会の事業活動につきましては、
会員の皆様方には、日頃よりご理解ご協力を賜り厚くお礼
申し上げます。
　昨年12月の衆議院選では、与党が圧勝し、本年はより強
固な安倍政権のもと、与党の政策が継続、実施されること
でしょうが、建設産業は消費拡大、デフレ脱却の原動力と
ならなければならない基幹産業として、その役割を獲得し
ていくためには、業界全体の強靭化を一刻も早く進めてい
くための政策と、自らの決意を固め、取り組んでいく必要
があります。
　いよいよ今年度から2022年の栃木国体、2020年の東
京オリンピックの練習地招致にむけ、県のスポーツゾーン
の整備が始まりました。栃木県ではその他、地方庁舎等県
有施設の建て替え計画も、順次設計の発注がなされていま
す。とても感謝しなければならないのは、そのほとんど全
ての業務を県内の当協会員に受注させていただいたことで
す。県内の建築工事の設計は、県内の建築士事務所で十分
対応できると判断していただいたのだと思います。我々協
会員はそのご判断と期待にこたえるため、協会員が一丸と
なって自立的監督体制のもと、業界全体の建築の質の向上
を図り、すばらしいスポーツゾーンの形成、新庁舎等の完
成につとめてまいります。そして、今後共栃木県の建築が、
官・民問わず、クライアントのため、そして地域の人々の
心の原風景として、よりよいものとすることが我々の命題
だと考え、活動を続けてまいります。
　さて、今年度は設計三会（日事連・士会連・ＪＩＡ）が
進めてまいりました「建築物の設計・工事監理の業の適正
化及び建築主等への情報開示の充実に関する共同提案」を
踏まえ、昨年６月に改正建築士法が議員立法にて成立いた
しました。この法律により、書面による契約締結の義務化、
それに伴う大臣の定めた報酬基準（告示15号）に準拠した
対価での契約締結の努力義務化、管理建築士の責務の明確

化、一括再委託の禁止範囲の拡大、建築設備士の役割の明
確化等、大変重要な事項が示されております。我々は、設
計三会・国交省での打ち合わせを踏まえ、この春から周知
普及活動を推進し、又この活動を通じて会員増強にもつと
めてまいりたいと思いますので、皆様のご協力をよろしく
お願いいたします。
　又、今年度中に改正品確法が施工される見込みですが、
これは現在の建設業界の人手不足、工事費の上昇等、業界
全体が抱える諸問題を打開させるための法改正と解釈でき
ますが、それは品確法の基本理念と目的に、「現在及び将来
の工事の品質確保」「工事の担い手の中長期的な育成確保」
｢ダンピング受注の防止｣「下請契約を含む労働環境改善」
等が追加されたことによります。この法改正の理念を実現
するためには、国と地方公共団体、事業者が相互に緊密な
連携を図りながら、発注者共通の運用指針を策定していか
なければなりません。
　また、この中で特筆すべきは、公共工事の多様な発注形
態に対応するガイドラインが作られるということです。こ
れは、いわゆる「デザインビルド」に対応するガイドライ
ンですが、公共建築工事は、設計、施工、工事監理が分離
されるのが原則である、と思われていたことが、違う概念
で動き出そうとしているということです。しかし設計を含
む「建築行為」が将来ＢＩＭ（ビルディング・インフォメー
ション・モデリング）が普及していくであろうことを考え
ますと、「計画－設計－施工（工事監理）－メンテナンス－
解体」が一気通貫でサービスできるということですので、
設計と施工の関わり合いが、今後徐々に変化していくとい
うことに、我々は真摯に向き合っていかなければなりませ
ん。
　我々は、「産・学・官」の連携も含め、これまでの活動に
あいまって、時代の潮流に乗り遅れず、常にリードし更な
る発展を遂げたいと思います。引き続き会員の皆様のご協
力を心よりお願いし、会員の皆様のご健勝、ご多幸を祈念
申し上げ、新年のご挨拶といたします。

一般社団法人 栃木県建築士事務所協会

会　長　佐々木　宏　幸
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平成27年　新年知事あいさつ

一般社団法人栃木県建築士事務所協会会員の皆様、あけ

ましておめでとうございます。

知事３期目の任期が折り返しとなりました。私は、就任

以来、対話と協調による県民中心、市町村重視の考え方の

もと、県政を運営して参りました。今後とも初心を忘れず、

チームとちぎのリーダーとして、現場主義を徹底し、県民

の目線に立った県政を推進して参ります。

まもなく東日本大震災から４年となります。この間、私

は、震災からの復旧・復興に最優先で取り組んで参りました。

県民の皆様をはじめ、市町、関係機関等の御尽力とふるさ

ととちぎへの思いが、復興の大きな推進力となりましたこ

とに、改めて深く感謝を申し上げます。

さて、今年は、復興から成長への確かな歩みを県内に広

く行き渡らせ、県民の皆様が成長の成果を実感できるよう、

各種施策を積極的に展開していくほか、計画期間の最終年

度を迎える栃木県重点戦略「新とちぎ元気プラン」の総仕

上げを図って参ります。

東日本大震災以降、首都直下地震をはじめ大規模な自然

災害の発生が懸念される中、県民の安全に対する意識はま

すます高まっております。民間住宅の耐震化策や震災建築

物応急危険度判定業務の体制整備を通じて、県民の安全、

安心な暮らしを守るため、災害の発生を未然に防ぎ被害を

最小限に抑える「防災･減災」の視点に立った「災害に強い

まちづくり」の実現に取り組んで参りますので、建築士事

務所協会の皆様にはこれら各種施策の取組につきまして、

一層の御支援と御協力をお願い申し上げます。

現在、平成28年度を初年度とする次期プランの策定を進

めていますが、こうした課題に真正面から向き合い、未来

に希望と誇りを持てる力強いビジョンを描いて参ります。

2020年には東京オリンピック・パラリンピック競技大

会、その２年後には、本県で国民体育大会・全国障害者スポー

ツ大会が開催されます。この絶好のチャンスに“攻め”の気

持ちで、トレーニングキャンプ地誘致や観光誘客などを進

めて参ります。

県民の皆様にも、ふるさととちぎに愛着と誇りを持ち、

国内外にとちぎの元気と魅力を発信していただくようお願

いするとともに、私も「元気度　日本一　栃木県」の実現

に全身全霊を傾けて参りますので、より一層の御理解と御

支援をよろしくお願いいたします。

年の始めに当たり、私の所信を申し上げますとともに、

本年が会員の皆様にとって素晴らしい年となりますことを

お祈り申し上げまして、新年のごあいさつといたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成27年１月

栃木県知事

福　田　富　一
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第 20 号　1985 年 11 月 第 30 号　1988 年 5 月
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第 46 号　1992 年 5 月 第 50 号　1993 年 7 月

第 53 号　1994 年 8 月 第 55 号　1995 年 1 月

会報創刊号〜 58 号は、㈱梓建築設計事務所　鶴見真会員より寄贈されました。
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第 59 号　1996 年 10 月 第 63 号　1997 年 10 月

第 69 号　2000 年 1 月 第 79 号　2004 年 1 月
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第 82 号　2005 年 7 月 第 86 号　2008 年 1 月

第 91 号　2010 年 10 月 第 93 号　2011 年 10 月
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特　集

一日目
am6:00
　JR（宇）東口バス乗り場/FKDインターパーク集合
am11:15
　成田空港（第２）より、日本航空にて台湾（台北）へ
午後　台北市内観光へ

故蒋介石総統を偲ぶために建てられた台湾最大の公
共建造物［中正紀念堂］

夕食　台北101『欣葉』にて台湾料理の夕食
高さ509.2mで、地上101階、地下5階（2004年
竣工）（2007年にブルジュ・ハリーファに抜かれ
るまでは、世界一の高さを誇っていた）

二日目
午前　台北郊外観光へ
　　　・九份（チョウフン）観光
　　　　（「千と千尋の神隠し」のモデルになった
　　　　 といわれている）　
昼食　圓山大飯店（台北グランドホテル）
午後　台北市内観光へ
　　　・故宮博物館見学（90分）
　　　・忠烈祠　衛兵の交替式
　　　・ショッピング
夕食　「故宮晶華」にて広東料理

三日目
午前　　　出発まで自由行動、免税店へ
pm1:20　日本航空にて帰国の途へ
pm5:20　成田到着、宇都宮へ

台北研修旅行

台北101『欣葉』

中正紀念堂

忠烈祠　衛兵の交替式

台北101からの夜景

九份観光
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新年あけましておめでとうございます。平成26年度から
会員交流委員長を務めさせていただいております中村滋で
す。諸先輩方がいらっしゃる中、私のような若輩者が委員
長職を仰せつかり、身を引き締めて頑張ってまいります。

この委員会は年間を通してスポーツ大会、国内外研修旅
行、全国大会、新年会等の大きなイベントを担当しており
ます。その中で、去年就任して初めての業務が国外研修旅
行でした。山崎担当役員には当初より大変お世話になり、
委員の方々のご協力のもと企画を進め、正直初めてのこと
ですので、すったもんだの末、なんとか旅行当日を迎える
ことが出来ました。

総勢39名にて台湾台北に二泊三日行ってまいりました。
初日は台湾最大の公共建築物である中正記念堂や総統府な

どを見学。台北市内を一望できる夜景を楽しみながら台北
101での夕食。二日目は映画、千と千尋の神隠しのモデル
となった九份観光、昼食は楽しく飲茶、衛兵交替式がみご
とだった忠烈祠、故宮博物院は展示品がすばらしかった。
夕食は故宮晶華にて大賑わい。三日目は免税店で楽しく
ショッピング。と書いてしまえば簡単ですが、途中さまざ
まな小さいハプニングもあり、参加された皆様にはご迷惑
もお掛けいたしました。皆様のご協力により無事終了する
ことが出来ました。ありがとうございました。これに懲り
ずに、ぜひ今年も参加いただければ幸いです。

平成27年度につきましても、楽しいイベントを企画して
おりますので、皆様奮ってご参加いただけます様、お願い
申し上げます。

台湾台北研修旅行を終えて
会員交流委員長　中村　滋

圓山大飯店（台北グランドホテル）

忠烈祠　衛兵の交替式

台北グランド
ホテル　昼食

班長さんご苦労様

故宮晶華　夕食
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第２回アーキテクト栃木プロジェクト 2014

広報・渉外副委員長

　　　　　栗　原　　　弘

　昨年10月19日、マロニエプラザにて第２回アーキテク
トプロジェクト2014・マロニエ学生BIM設計コンペティ
ションが行われました。
　BIM（Building Information Modeling）を使用し、参
加者全員がグラフィソフト社の「Archi CAD」を使用して
24時間以内に作品を仕上げるという制約の中、27人がエ
ントリー。その中から10人を審査対象として選抜。5人に
各賞を授与するというものです。

○コンペ審査
　審査当日はプロジェクターに映し出された作品と資料を
見ながら審査を行いました。10作品を、コーディネーター
の池田靖史氏を口切りに各審査委員に作品の講評をいただ
き、最終的に５作品を選出しました。
 「24時間以内で設計」という厳しい時間制限のなかで、
各図面間の整合性が取れているのはBIMならではと思いま
す。また、断面モデルを詳細に確認ができることによっ
て、よりいっそう審査が綿密にできるように思えました。
　受賞された作品の印象として、見た目の印象はもちろん
のこと、内容と条件の整合性・造形力と総合力が優れてい
る作品が受賞されたように思えます。

審査委員
・隈　　研吾（建築家、東京大学教授／隈研吾建築都市
　　　　　　　設計事務所）
・内山　美之（建築家、ザハ・ハディド アーキテクツ）
・池田　靖史（建築家、慶應義塾大学教授／ＩＫＤＳ）
・福田　康文（とちぎ建設技術センター常務理事）
・佐々木宏幸（栃木県建築士事務所協会会長／AIS総合設計）

コンペ総括（隈研吾氏）
　24時間という制約された時間内で設計したことによって
腕が磨かれたのではないか。
　受賞された作品はどれもレベルの高い内容であったし素
晴らしい出来だったが、最優秀賞（隈研吾賞）を受賞した
作品はレンダリング・表現力ともにハイレベルで、特に目
を引くものがあった。
　これからもこのような短時間でのコンペを行っていって
もよいのではないかと思う。そうすることによって、設計
条件のまとめ方や表現の仕方というものが磨かれていくよ
うに思える。

第２回アーキテクト栃木プロジェクト2014



○コンペ表彰式
・最優秀賞（隈　研吾賞）
　　山本 尚平（芝浦工業大学）
・準優秀賞（内山美之賞）
　　中村 達也（芝浦工業大学大学院）
・準優秀賞（池田靖史賞）
　　古賀 直人（宇都宮大学大学院）
・準優秀賞（とちぎ建設技術センター理事長賞）
　　中岡 進太郎（宇都宮大学大学院）
・準優秀賞（栃木県建築士事務所協会長賞）
　　富谷 亮介（東京都市大学）
　表彰式では10人の中から上記の5人が選出され各賞と記
念品を授与され、そのあと各自5分の持ち時間で作品のプ
レゼンテーションと感想を述べた。和やかな雰囲気の中で
行われました。
　受賞した作品の共通点として
　●見せたいシーンが上手く表現できているか
　●どのように設計条件を捉え設計しているのか
　●デザインをいかに上手く表現しているか
　この３点がバランスよく、且つ、成果品として分かりや
すく表現できたものが受賞された5人の作品だったのでは
ないかと思います。
　今後、BIMという便利な「アイテム」を実務でどう生か
せていけるのか、そんな展望も見えたコンペティションで
あり、これからの仕事に効率よく生かせていければレベル
の高い設計ができるのではないかと思いました。

○特別講演・鼎談
■隈研吾氏
・日本の大学は、コンピューター教育が世界より20年遅れ

ている。
・BIMは普通の日常的な道具だ。
・1986年にペーパレスで教育をやった大学がある
　イギリスＡＡスクール

・伝統的な素材を新しく使わないと、ノスタルジックなも
のになってしまう。

・模型の反応が、世界では一番大きい。
・プロジェクトは模型で検討する。模型もcadを使わない

とできない。
・中国人は模型が好きで、安くできる。
■内山美之氏
・「難しくてできません」を解決するために３D cadがあ

る。
・cadを使うメリットは、フィードバックが早いこと。
・５～６人のチームが一番フィードバックが早い。・ザハ

事務所では、部門ごとにチャンピオンを決めて、チャン
ピオン同士で話し合いをする。決断が早くなるメリット
がある。

・BIMは、経済的な検討まですぐに出来る。データがすぐ
に出る。

・海外と日本では、発注の仕方、リスクの分散の仕方が違
う。

・BIMコーディネーターは高報酬で雇われる。しかし、工
程の遅れやミスの数だけ減俸になる。

隈研吾賞／外観１ 隈研吾賞／内観１
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隈研吾賞／内観２

内山美之賞／外観１

内山美之賞／内観

隈研吾賞／外観２

内山美之賞／外観２

池田靖史賞／外観

13
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池田靖史賞／内観１

とちぎ建設技術センター理事長賞／外観

栃木県建築士事務所協会長賞／外観

池田靖史賞／内観２

とちぎ建設技術センター理事長賞／内観

栃木県建築士事務所協会長賞／断面
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1. 経済学者・エコノミストによる今年の経済予測
　今年も、経済学者・エコノミストによる世界・日本経済
予測が出揃った。書店には景気動向に関する本が溢れかえっ
ている。超悲観論から超楽観論まで各人各様、自信たっぷ
りに自説の優越性を誇示し、他者の説を徹底的に否定して
いるが、私達は誰の見方を信じて良いのか分からない。
　昨年、「消費増税の日本経済への影響は軽微」と口を揃え
て主張していたエコノミスト達は、４－６月期のGDP統計
で大きなマイナスが出た時に、実に見事にしれっとしてい
た。私達は専門家に、政治・経済・社会等をも含めた全体
の中での判断を求めているのに対し、エコノミストは経済
問題が他の分野から独立しているかのように仮定して話を
進めて行き、自分の説が結果として誤ったのは所与の条件
が変わったからであり、自分の考え方には間違いはなく、
当然に責任はないと考える。しかし、世間ではこれを「無
責任」と呼ぶ。
　経済学者・エコノミストが示した経済予測・景気判断等
が結果として当たっていたのか外れていたのかを検証する
試みが「文藝春秋」誌、『エコノミストは信用できるか』（東
谷暁著　文藝春秋　2003）でなされているが、結果は散々
なものであった。
　1970 ～ 80年代の鋭い分析で名を成したある経済評論
家は、その後の分析の失敗で評価が急落したが、現在も信
奉者が存在するのが不思議である。中央官庁の幹部で現在
は大学教授である方は、前言を平然と翻すことで有名であ
るが、恬として恥じないばかりでなく、その時々の分析・
見通しを大きく間違える。大手証券会社の幹部の方は、景
気見通しは常にその方の逆を行った方が当たるとさえいっ
ている。こういう方々は、何度か見通しを大きく誤り、失
敗が明らかになった場合は、その世界から自然に退場して
行くのが普通であろうが、実に不思議なことにゾンビの様
に甦る。かつて、東西冷戦がソ連の自滅という形で終結す
る直前に、ソ連経済の崩壊が喧伝される中で、「共産主義経
済体制は構造的に強靱である。」と断言した高名な自由経済
学者がいたが、ソ連崩壊後、何の訂正もなされなかった。
　『エコノミストは信用できるか』の著者・東谷暁氏は、エ
コノミストについての３つの驚きを記している。

❶エコノミストのかなりの部分が、前言と矛盾したこと
を平気で述べている

❷エコノミストという論者達は、異様なほど自信に満ち
ている

❸エコノミストという人達は、方法論において何と禁欲
的なのか

という驚きである。

2. なぜ経済予測が外れるのか
　現在のように世界・日本の経済統計が容易に収集でき、
高性能のコンピュータにより分析が可能な状況の下で、高
度な経済理論に裏打された分析結果が、なぜこうも間違っ
た結論を導き出すのか、逆に不思議にさえ思える。
　社会科学は、社会や社会現象を対象とした学問であり、
経済学は複雑な事象を分析するために、種々の条件を設定
し、本質の単純化をはかる。分析の手法としての仮定の設
定が時として動かすことのできない定理のような存在とし
て、逆に全体を律する方向に行くことがあるといわれる。
日本の経済学者・エコノミストは、主としてアメリカ・イ
ギリスの大学に留学するが、自分がついた先生の考え方に
大きく影響される傾向があるといわれる。経済学には多種
多様な考え方があるが、「市場経済か計画経済か」「需要重
視か供給重視か」という２つの観点から大きく分けること
もできるし、また、「新古典派とケインズ派」と２つの学派
に分けることもできる。「新古典派」は「市場に任せれば需
要と供給が自動的に一致するため、政府が介入する必要が
ない」と考え、「ケインズ派」は「不況時には需要が不足し
て失業が発生するため、政府支出で需要を補う必要がある」
として、２つの学派の違いは、不況時に政府が景気対策を
打つべきかどうかという政策論争につながる。尚、近年は
新古典派が圧倒的な影響力を持っているといわれている。
　日本の経済学は、アメリカ・イギリス経済学の跡追いで
あり、日本独自の独創的経済学は未だ出現していないとい
われる。数学的には精緻な論文が数多く提供される（日本
の経済学者は数学者のようであるといわれる）が、独創性
が欠如しているが故に「ノーベル経済学賞」の受賞がない
ともいわれている。
　経済予測が当たらないのは、多分、世界経済・一国の経
済は複雑なもので、状況によって変化し、そこに「人間の
心理」が大きく係ってくるが、従来は「人間」を軽視して
きたためであろう。

税務シリーズ

No.21
統計のウソを見抜く

久保井会計事務所

久　保　井　一　臣
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　結局、最後は、専門家の意見はあくまで参考であり、経
済予測にしろ景気予測にしろ、自分自身で資料を収集し、
分析し、自分で考え、決断することが重要になる。

3. 近代国家と統計
　近代国家は、国家統治の人材供給源として「大学」をつ
くり、「官僚」を養成し、「国家統計」を国家運営の指標と
して利用した。「国家統計」は国家の重要機密として厳重に
管理され、非公開のものが多かったし、公開しても加工・
変形もされた。現在では、統計調査そのものの正確さ、資
料公開の程度に差はあるものの、各国において多くが公開
される方向にあり、自国民だけではなく他国民も利用する
ことができる。
　日本においては、明治以降、国家統計の整備を中心的に
担った「統計局」（現在の総務省統計局）により、全国で統
一された調査を実施し、国づくりに必要な統計が整備され
るようになった。
　戦後、「統計法」が施行され、公的統計は行政のためだけ
に使われるのではなく、国民が合理的な意思決定を行うた
めの情報基盤として提供される行政サービスと位置づけら
れている。日本の優秀な官僚機構の力の源泉の一つとして、

「資料・情報の独占」があったが、現在では、多くの国民が
これらに触れることができる機会が多くなってきている。

4. 統計のウソを見破る
　近年、情報化社会の進展とともに、統計学（社会の在り
様を正確に知り、社会の事象を説明する学問）そして統計
の必要性がたかまっている。私達が生活をして行く上で、
各種の経済統計を利用して行かなければならないが、注意
すべき点がある。
　先ず、経済統計の正確性である。日本の資料は正確であ
るといわれているが、他国の中には、集計された数字に政
治的理由等から手を加えることもあるといわれる。そのよ
うな場合には、自分の持っている情報のもとに正しいであ
ろう数字に近づけるための修正を加えなければ使いものに
ならないことになる。つまり、これからは統計の正確性が
その国の信用度をあらわすことになろう。
　私達は統計の正確性をどうしたら担保できるのであろう
か。

5. 良いデータ
　引用：『あやしい統計フィールドガイド』
        　 （ジョエル・ベスト著　林大訳　白揚社　2011）

❶良い統計には、作成に用いた方法についての情報が添
えてある

❷良い統計には、相対する意見が押し寄せる傾向がある
❸良い統計は一貫した尺度を用いる傾向がある

　良い統計は、開かれたものであることが多い。出所や作
成方法が公開されているという意味でだけでなく、方法を
めぐる異論にも配慮しており、それを定義や計測のやり方
を改良するために利用しようとしているという意味でも開
かれているのだ。加えて、良い統計は、異なる時点や場所
を比較するのに使えることが多い。
　良い統計の特徴を心得ておけば、信頼するに値するもの
である可能性が大きい数字と、疑ってかからなければなら
ない数字を区別する助けになる。

6. 注意点
　引用：『統計はこうしてウソをつく』
　　　　（ジョエル・ベスト著　林大訳　白揚社　2002）
　❶誰がこの統計をつくったのか
　❷この統計はなぜつくられたのか
　❸この統計はどのようにつくられたのか

　引用：『統計でウソをつく法』
　　　　（ダレル・ハフ著　高木秀玄訳　講談社　1968）

❶誰がそういっているのか？（統計の出所に注意）
❷どういう方法でわかったのか？（調査方法に注意）
❸足りないデータはないか？（隠されている資料に注意）
❹いっていることが違ってやしないか？（問題のすりか

えに注意）
❺意味があるかしら？（どこかおかしくないか？）

　数字が示している状態や意味が、利用者の解釈で変わり、
使われてしまう。つまり、利用者が統計を自分勝手に解釈・
利用してしまうわけで、充分に注意しなければならない。昔、
中央官庁に勤めていた方が、雑談の折に、「統計なんてもの
はいかようにもなる。」といっていたことが記憶に残ってい
るが、多分これは、大本の数字を操作するのではなく、そ
れを表現する方法、例えばグラフの利用等の中で問題点を
隠すことの可能性についていったものと推察できるが、心
すべきことである。
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コ  ラ  ム

女性にもてるためのワイン講座（2）
広報・渉外副委員長　新井　　孝

日々熱心に建築設計の仕事に取り組んでいる栃木県建

築士事務所協会員に、女性にもてるためのワインの共通

仕様を伝授するワイン講座の 2 回目は、ドイツ、イタリア、

日本その他の国のワインについてです。

女性同伴で食事をする際、お酒の飲める女性もいます

が、お酒に弱い女性は多いと思います。お酒に強い女性

でしたらどんなワインを選んでも失敗は無いのですが、

基本的にお酒に弱い女性に作戦なしにワインを勧めても、

飲んでもらえませんから、大体自分で飲む羽目になり、

酔っ払って前後不覚となって失敗します。そんな時に有

効なのがドイツのワインです。甘くて、酸味が有って、

ジューシーなドイツワインは、アルコール度数がやや低

く、甘美な口当たりですから、少しでもお酒の飲める女

性でしたら、必ず「美味しい！」の褒め言葉が出現する

と思います。ドイツ料理のホテルやレストランでワイン

リストをもらって、どのワインを注文しようかな、とい

う状況を設定しましょう。ここでもホテルやレストラン

の係員に、自分の意図を伝えて、思った通りのワインと

料理で、思った通りの予算で、素晴らしい食事のひと時

が過ごせれば、女性が大満足して、良い雰囲気になる事

受け合いです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

それでは本題に入っていきます。ドイツのワイン生産

量は全世界の 3％にすぎませんが、その知名度は高く

フランスと並び称されます。ドイツのワインは、フラン

スのワインと比較して、産地や生産者の格差が控えめ

な、均一な品質管理がされている特徴があります。ほ

とんどが白ワインで糖度を基準にして３つの等級に分類

されます。日本に輸出されてくるのは、その最上級のク

ヴァリテーツヴァイン・ミット・プレディカート ( 略し

て Q.m.P) です。その上、Q.m.P はワインの法律によっ

て、糖度の高さに応じて 6 段階に格付けされます。①

カビネット Kabinett  ②シュペートレーゼ Spätlese

　③アウスレーゼ Auslese　④ベーレンアウスレーゼ 

Beerenausles　⑤アイスヴァイン Eiswein　⑥トロッ

ケンベーレンアウスレーゼ Trockenbeerenauslese　

①から⑥に向かって甘くなります。要するに、甘いほど

高級なので、明解です。食事に合わせて飲むのは①②③

までくらいで、④⑤⑥は貴腐ワインと呼ばれ、デザート

ワイン利用が多いようです。①②にも甘口と辛口が有り、

相当差が有ります。あまりお酒好きでない女性が好むの

は②の甘口から③位です。③は男性化粧品の銘柄にあり

覚え易く、爽やかな甘さで、金額的にも何とかなる範囲

と思います。④以上の貴腐ワインは、蜂蜜に爽やかな酸

味を加えた様な豊かな驚愕の味わいで、④でも市販で数

千円～ 1 万円以上と相当高く、⑤⑥は市販２～３万円以

上となって、なかなか手が出ません。貴腐ワインとは、

白ワイン用最優秀品種リースリングやセミヨンがボトリ

ティス・シネレアという菌の働きで、果汁中の水分が蒸

発して、糖度が 40 ～ 60 度にも上がり、乾しブドウ状

となり、この貴腐ブドウから作られるワインのことです。

ドイツワインの品種はリースリングがほとんどです。

他に、セミヨン、ミューラー・トゥルガウ、シルバーナ、

香りの高いゲヴュルツトラミネールがあります。

ドイツワインの産地で有名なのは、モーゼルとライン

ガウです。モーゼルは碧いビンで処女の味わい、ライン

ガウは茶色のビンで熟女の味わいと評されます、味わっ

てみてください。半円形のビン（ボックスボイテル型）

が珍しいフランケン地方のワインは、フレッシュな酸味

の辛口ワインで、男性的なワインと言われています。

イタリアのワインに進みます。イタリアはフランスと

並ぶワインの大生産国で、世界の 20％以上です。フラ

ンスのシャトーのように知名度は高くありませんが、大

規模で、近代的は設備を有する有力ワイン商が安定した

品質のワインを作っています。イタリアのワインの代名

詞のようなキャンティーは、苞にくるまれた独特のフィ

アスコの姿でルフィーノ社から世界各国に輸出されてい

ます。キャンティーはフィレンツェの南側の地域です。

イタリア高級ワインは国の北半分に集中しています。プ

レミオヴィーニ社はワインの業界の名門で、ピエモンテ

地方産の《アンフォリオバローロ ( 赤 )》など地方色豊か

なワインのラインアップが特徴です。ドイツのワインと
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同様に女性に人気のあるスパークリングワインが有りま

す。マスカットの華やかな香り、やや甘口の爽やかな風

味を持つ《アスティ　スプマンテ　ガンチア》は、フラ

ンスのシャンパンに対抗するスパークリングワインとし

て評価されていますが、アルコール度数が７％で、酒飲

みには物足りません。

イタリアワインの品種は、赤ワインは、サンジョベー

ゼ、アリアニコ、テンプラニーニョ、ネッピオーロ、バ

ルベラなどで、豊かな果実味の濃厚な味わいが特徴です。

サンジョベーゼはイタリアの国民的人気で、ミドルボディ

のすっきりとした味わいです。イタリアレストランで多

く見かけるキャンティー・クラシコはサンジョベーゼの

代表選手です。白ワインはシャルドネ、マスカット、ゲヴュ

ルツトラミネールなどが用いられます。イタリアのワイ

ンはイタリアレストランで２千円位からあり、比較的安

価で助かりますが、高級ホテルのイタリアレストランで

は 1 万円位からなので要注意です。

日本でも、ブドウの生産は山梨県を筆頭に、山形県、

長野県、岡山県、北海道、福岡県の順で、各地方で、そ

れぞれの気候・土壌に合った品種が栽培されています。

世界中のワイン用ブドウ品種が栽培されていますが、甲

州種、マスカット・ベリーＡ種は日本独自品種です。北

海道では《ミューラー・トゥルガウ》、山形県では《山形リー

スリング・フォルテ》、長野県では《巨峰》、岡山県では

《マスカット・オブ・アレキサンドリア》使用のワインが

販売地域限定の個性あふれる産地ワインです。旅先での

楽しみや、お土産に気が利いています。

他にも、スペインのシェリー、ポルトガルのマテウス

ロゼやデザートワイン　ポートは世界のベストセラーで

す。アメリカのカルフォルニア地方、チリ、オーストラ

リアでも盛んにワインが生産されています。

参考文献
「World Wine Catalogue 1992 by Suntory」

株式会社マイナビ「ワインの図鑑」

リースリング

冷涼な気候条件を好む気品に満ちた高貴な品種
Riesling 白ワイン

サンジョヴェーゼ

イタリアを代表するトスカーナの赤品種

Sangiovese 赤ワイン

シュナン・ブラン

たっぷりとした酸味を活かし辛口から極甘口まで造られる

Chenin Blanc 白ワイン

ネッビオーロ

イタリア人も憧れるピエモンテ発のイタリア最高品種
Nebbiolo 赤ワイン

シャルドネ

世界中で栽培されている白ワインの代表
Chardonnay 白ワイン

テンプラニーニョ

イベリア半島の偉大な品種
Tempranillo 赤ワイン
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九州宇都宮氏のゆくえ
広報・渉外委員長　中村　清隆

『軍師官兵衛』
　大河ドラマ『軍師官兵衛』が終わった。黒田家は天下を取っ

た秀吉の命令で豊前国（大分県）に国替えになる。その地の豪

族が宇都宮氏であった。宇都宮鎮房は長政によって諜殺され

て、400年続いた九州宇都宮家は消滅した。黒田家によって、

宇都宮家の資料はことごとく破壊され、残念ながらほとんど

残っていない。鎮房の子朝房の妻・竜子が逃げ延びて男子（宇

都宮朝末）を産んだことでかろうじて血筋は保たれた。

　中世宇都宮氏については２年前の会報№96号で詳しく書いた

ことがあるが、その一文がこれ・

『豊前（大分県）にも宇都宮氏が　　
　宇都宮家初代宇都宮朝綱の父親と叔父の信房が支配権をめ

ぐって内部抗争になり、叔父は九州に渡り豊前に領地を得る。

時は平家を討伐した源氏の時代。西国に勢力のあった平家を追

い出したので、宇都宮叔父は手薄になった地で論功行賞の結果

領地を得た。

　元代議士の宇都宮徳馬氏はこの流れといわれる。

残念なことに、豊前宇都宮氏の痕跡・文献は豊臣の時代にほと

んど消されてしまった。

　下野・伊予・豊前と、400年の歴史を築いてきた宇都宮家

も、江戸時代に入る前に表舞台から姿を消したのである。』

あの松田聖子が・・・
　去年ＮＨＫ紅白のトリを努めた松田聖子（本名：蒲池法子）。

蒲池家は、鎌倉時代からの名門の家で、戦国時代は筑後国（福

岡県南部）柳川城主であった。蒲池家が宇都宮氏の血を引く家

柄であることは研究者の間で知られている。蒲池家の血筋が途

絶えそうになった時、宇都宮氏の一族から養子を迎えたとのこ

と。400年もの間その地を治めていたので、多くの有力な武将

とも姻戚関係にあったのは当然のこと。

コ  ラ  ム

（HP「地名と姓名のはるかなる関係」より 作成者 ken 氏）

宇都宮さん都道府県別分布
都道府県名　 宇都宮さん 　宇都宮さん率　   　人口（人) 
北海道 85 0.002% 5,666,539 
青森県  13 0.001% 1,467,788 
岩手県 65 0.005% 1,408,079 
宮城県 41 0.002% 2,370,280 
秋田県 6 0.001% 1,175,855 
山形県  0 0.000% 1,235,870 
福島県 12 0.001% 2,119,382 
茨城県 53 0.002% 2,992,538 
栃木県 18 0.001% 2,010,507 
群馬県 12 0.001% 2,031,975 
埼玉県 121 0.002% 7,007,036 
千葉県 123 0.002% 6,001,020 
東京都 285 0.002% 12,279,778 
神奈川県 214 0.002% 8,628,787 
新潟県 6 0.000% 2,463,961 
富山県 8 0.001% 1,118,518 
石川県 20 0.002% 1,180,565 
福井県 58 0.007% 828,285 
山梨県 3 0.000% 888,838 
長野県 100 0.005% 2,216,006 
岐阜県 40 0.002% 2,113,611 
静岡県 34 0.001% 3,785,811 
愛知県 154 0.002% 7,122,252 
三重県 24 0.001% 1,862,539 
滋賀県 20 0.001% 1,359,773 
京都府 83 0.003% 2,645,157 
大阪府 555 0.006% 8,824,033 
兵庫県 278 0.005% 5,580,858 
奈良県 40 0.003% 1,437,611 
和歌山県 22 0.002% 1,061,646 
鳥取県 8 0.001% 612,457 
島根県 73 0.010% 756,657 
岡山県 46 0.002% 1,951,213 
広島県 225 0.008% 2,878,219 
山口県 77 0.005% 1,517,219 
徳島県 8 0.001% 820,891 
香川県 33 0.003% 1,021,698 
愛媛県 1911 0.129% 1,485,557 
高知県 56 0.007% 810,237 
福岡県 437 0.009% 5,042,991 
佐賀県 17 0.002% 873,886 
長崎県 38 0.003% 1,506,417 
熊本県 154 0.008% 1,858,070 
大分県 477 0.039% 1,219,058 
宮崎県 137 0.012% 1,165,494 
鹿児島県 83 0.005% 1,778,687 
沖縄県 5 0.000% 1,337,974 
全　国 6,278 0.005% 127,521,623 

　宗円̶宗綱̶❶朝綱̶❷業綱̶❸頼綱̶❹泰綱̶❺影綱̶
　　̶❻貞綱̶❼公綱̶❽氏綱̶❾基綱̶満綱̶持綱̶
　　̶等綱̶明綱̶正綱̶成綱̶忠綱̶興綱̶
　　̶尚綱̶広綱̶国綱

宇都宮氏略系図
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400年ごとの大転換
　下の年表を見てください。かなり乱暴な整理ではある

が、豊前宇都宮家の年表を調べていて、おもしろいこと

に気づいた。日本の歴史がだいたい400年ごとに大きく

転換していることだ。

　年表以前の西暦400年から800年の間は、倭の政権

が邪馬台国王統から大和朝廷に移っていった時期。その

後、平安時代が400年、鎌倉・室町時代が400年、江戸

時代から現代までが400年というくくりになる。

　そうは言っても、江戸時代から現代までを見ても、明

治維新や第二次世界大戦がちょっと早いがその「大転

換」の時だったのかもしれない。平和を望む私としては

そうあって欲しい。しかし、明治維新や戦争以上の歴史

的大転換が、これから訪れるのかもしれない。（怖）

周期説一覧
経済の周期説（4大循環理論）
■キッチン循環（約40か月景気循環短期波動）・・・
　在庫変動が起因（英：ジョゼフ・キッチン）
■ジュグラー循環（約10年）・・・
　設備投資が起因（仏：J・クレメンス・ジュグラー）
■クズネッツ循環（約20年）・・・
　建設需要・人口に起因（米：サイモン・クズネッツ）
■コンドラツェフの波動（約50年長期波動）・・
　技術革新や戦争が起因（露：コンドラチェフ）

歴史の周期説
■神田昌典（歴史70年周期説）
　2011年 － 70年 ＝ 1941年
　　　　⇒→ 太平洋戦争勃発と震災
　2001年－70年＝1931年
　　　　⇒→ 満州事変と9.11同時多発テロ
　2006年 － 70年 ＝ 1946年
　　　　⇒→ 226事件とライブドア
　2008年 － 70年 ＝ 1938年
　　　　⇒→ ドイツでユダヤ人迫害＆リーマンショック
　2010年 － 70年 ＝ 1940年
　　　　⇒→ 大政翼賛会と民主党へ政権交代

140年前になると、
　　　江戸時代の末期⇒大政奉還⇒明治維新

文明の周期説
■1600年盛衰周期説

800年の準備期と800年の文明期が、西洋と東洋で交
互に起きている。（日本：村山 節）

一般社団法人

ざっくり豊前年表
西暦800年 平安時代 平氏の時代

1200年 鎌倉時代 源氏の時代
室町時代 宇都宮家

1600年 江戸時代 徳川家の時代
黒田家他

2000年 現代

2015.1    No.100
TOCHIGI  ARCHITECT  OFFICE  ASSOCIATION  BULLETIN

20コラム　九州宇都宮氏のゆくえ



LED 照明の普及と問題
ノーベル賞受賞で昨年大いに盛り上がった LED 照明

ですが、近年の大量普及に伴い従来には無かった新たな
課題が見えてきました。その一つがブルーライト障害で、
これは既に多くの人が知るところとなっています。

ブルーライトとは波長が 380 から 500nm の青色光
ですが、これは可視光の中で最も波長が短く、角膜や水
晶体で吸収されずに網膜の奥まで到達し、紫外線に最も
近い光です。

LED 照明にはこの光が含まれ、網膜障害又は障害まで
至らなくても眼精疲労の原因になると言われており、睡
眠への影響も懸念されているところから、特に低学年の
子供達への影響を懸念して、学校建築の現場では LED
照明への切り替えを慎重に進める所が出てきています。

これとは別に省エネ施策として LED 照明への切り替
えが至るところで行われるようになり、「眩しさ」が問題
とされる現場も出てきました。プールでは背泳の選手か
らの苦情、体育館ではバドミントン競技での支障、それ
に図書館では光沢紙の反射による読み辛さなどです。

古くて新しい無電極ランプ
大変効率的で省エネ効果の高い LED 照明ですが、

LED 照明自体の改良も進められている中で、使われる場
所の特長をつかんだ使い方が必要となっています。そん
な中で最近急に注目され出した照明器具があります。そ
れが「無電極ランプ」です。

無電極ランプは蛍光灯の親分の様なランプですが、
LED とも蛍光灯とも違う大きな特徴はその名前のとおり
無電極であるところです。つまり発光時に摩耗する電極
部分が無いため、価格は LED 照明と同程度でありながら、
寿命が LED の約２倍程度と大変効率的でブルーライト
をほとんど含まない安全な照明です。この発光原理は昔
から知られていましたが、近年の技術でようやくより高
効率になり実用化されたものです。

重量も放熱用のヒートシンクを必要としない分 LED 照
明とさほど変わらず、明るさも LED の様な直進的な「光」
ではなく、蛍光灯のような「空間を満たすあかり」が特
長となっています。体育館、プールから、特に目視の検
査ラインを持つ工場などでは省エネの為に一旦 LED 照
明を導入したものの、直進性の光と目視対象物の反射に

外部電磁誘導型ランプ（RTタイプ）
・フェライトコアでコイルを格納
・水銀蒸気が封入されていない
・広角に明るい
・ランプ発熱が少ない
・定格寿命は10万時間
❶ガラス内側：蛍光体
❷電磁誘導　　　❸フェライトコア
❹可視光　　　　❺コイル
❻高周波電流　　❼紫外線
❽アルゴンガス　❾アマルガム

内部電磁誘導型ランプ（VLタイプ）
・ガラス内部のカプラにコイルが巻かれる
・水銀蒸気が封入されていない
・狭角に明るい
・外部電磁誘導方式に比べランプ
　発熱が大きい
・定格寿命は6万時間

❶ガラス内側：蛍光体
❷アルゴンガス　　❸アマルガム
❹電磁誘導　　　　❺紫外線
❻可視光　　　　　❼コイル
❽フェライトコア　❾高周波電流

発光原理【光沢紙】見開きを寝かせて置いた場合

水銀ランプ400W

照り返しはそれほど強く出ない
が、薄暗さは、他と比べ、どんより
としている。

強い照り返しはない。筋状の光沢
の数や出方は水銀ランプに近い。

セラミックメタルハライドランプ

照り返しの艶はそれほど強くはな
いが、所々に数多く筋状の照り返
しが出ているのが特徴的。

LED

数は多くはないが、筋状の強い照
り返しの光沢が太く大きく出てい
るのが特徴的。

無電極照明ランプ
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よる、物の見えづらさや、検査員・現場作業員の眼精疲
労から再度無電極ランプに取り替える所が出てくるなど
の事例が発生しています。

人が感じる空間の明るさがルーメンやカンデラではと
らえられない「有効光束密度（瞳孔ルーメン：Plm）」で
あるため、最近では空間の明るさ感を数値として定量
化する手法が色々と検討されており、パナソニックでは

「Fue」、東芝ライテックでは「Weluna」と言う指標で空
間の明るさ感を評価していますので参考にして下さい。

水俣条約に伴う水銀の全廃と水銀灯の更改
2020 年を期限として、水銀使用製品の輸出入・製造

が禁止されます。いわゆる「水銀水俣条約」で、これに
より現在使用されている水銀灯の殆どは他の照明器具に
置き換える必要が生じてきます。

最新の照明器具の多くは既に同条約に対応済みである
ように、無電極ランプも対応済みですので、外部照明や
大空間に使われている水銀灯は今後数年で取替えが進む
と思われ、その用途に応じて LED と無電極ランプの使
い分けが起きると思われます。

これまでは高天井の水銀灯は「切れた球を取り替える」
事で対応してきましたが、計画的に全数交換の工事を計
画する必要がありますが、無電極ランプの定格寿命は約
５万～ 10 万時間と大変長いため、10 万時間の場合一
日 12 時間の点灯で 365 日使用でも寿命まで概ね 22
年となります。このため無電極ランプに切り替えた場合
は、球切れ交換用の昇降設備の設置が必要なくなると思
われます。

更に水銀灯の場合は点灯してから規定の照度に上がる

までの時間が問題となっていましたが、無電極ランプの
場合は LED と同様に瞬時点灯・再点灯となるため、停
電の際にランプ点灯の立ち上がりまで作業が再開できな
いと言うことも無くなり、製造ラインなどでは効率化が
格段に進むこととなっています。

無電極ランプの消費電力は水銀灯比で 1/2 ～ 1/4 で、
場合により照明器具の設置数を減らすことも可能です。

行政対応の遅れと無電極ランプの課題
各地の条例等で省エネ施策を推進していますが、対象

となる照明器具を「LED」に限定してしまった為に補助
金対象とならない地域がありますので、柔軟な運用が望
まれる事と、「LED 照明及び無電極ランプ等と同等の省
エネ効果が見込まれる照明器具」などといった書き換え
が望まれます。

しかしこの場合でも生産性向上設備投資促進税制の適
用を受けていることから一期での償却が可能ですので、
建物の用途に応じての採用提案は可能です。

もう一点の課題は、無電極ランプは技術的な特性上、
水銀灯をはじめとした HID ランプ（高輝度ランプ）照

明へのリプレース向きですが、現段
階ではまだ小型化が難しく、蛍光灯
や小型の店舗照明のリプレースには
不向きなことと、現在日本国内メー
カーとして全国規模での豊富な実績
を有している主要なメーカーはパナ
ソニック株式会社と株式会社プラス
アルファーの 2 社と少なく、海外か
らの輸入製品もありますがこれらは、
IEC 適 合、PSE 取 得、RoHS 適 合、
総務省型式認定取得など適合してい
ないものも多いため、製品選びには
充分な確認が必要です。

超寿命
24時間・365日使用して10年以上の「超寿命」
無電極ランプは、従来のランプ寿命や照度に影響していた消耗部材である電極がないため、
圧倒的な超寿命でLEDの約２倍の寿命を実現します。

Eco Loop

LED

セラメタ・メタハラ

高圧ナトリウム灯

水銀灯

その差 交換約11回分

その差 交換約8回分

その差 交換約4回分

その差 交換約2回分

東京都環境公社の「中小事業所向け熱電エネルギー
マネジメント支援事業」の助成対象事例
ア、ガスコージェネレーションシステム（エネファームを含む）
　　※設置が必須要件です。
　　※天然ガス等の燃料を使用し、高効率であること。
イ、太陽光発電設備及び蓄電池設備
　　※売電を目的にしないこと。
ウ、ＬＥＤ照明器具
エ、空気調和設備
　　※既設更新の場合は、既設機器より高効率であること。
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念のための措置をお願いします！
有限会社　日事連サービス
相談役  中　川　孝　昭

日経ＢＰ社の定期刊行誌・日経アーキテクチュアに「品

質トラブルに学ぶ」という連載講座があります。その第3

回として「大空間の天井が突然崩落　地震以外のリスクに

備えを」というレポートがありました。こうした建築物の

事故の報道に出会うと、つい建賠保険の事故であるとの想

定をしながら読んでしまうのです。保険屋稼業とは、つく

づく因果な商売ですね。

その記事の中で3点ほど気になることが見つかりまし

た。まず、その事故原因についてです。思い出されたのが

1997年に、偶然にも同じ静岡県内で発生した用途も同じ

室内プールにおける事故です。それは日事連・建築士事務

所賠償責任保険（建賠保険）のパンフレットに差し込まれ

た「最近の主な事故例」の3番目に紹介されているもので

す。「温水プールの換気不足により、天井幕内に結露が発生

し天井が剥離した」と事故の状況について記述されていま

す。1300万円余の保険金が支払われています。

この事故の処理の際に、天井付近の湿度は、常時80％以

上になっていると聞かされていました。日経アーキテクチュ

アのレポートには、一切この湿度のことが触れられていな

いので、この施設においては換気機能について万全が期さ

れていたのであると想像されます。天井材には、防湿性の

高いケイカル板も使われているのです。それでも、天井を

吊り下げているボルトには結露現象が発生し、その結合部

付近の劣化に寄与していたのではないかと、私は気になり

ました。

昨年9月26日のことでしたが、旅先の滋賀県大津市で、

地元建築士の方たちとの雑談の中でこの話を持ち出すと、

「その結露水には、塩素が相当の濃度で含まれていた可能性

もある」という指摘を受けました。夏季の混雑するプール

では、かなりの量の塩素剤が使用されるはずです。吊り下

げボルトなどの劣化に、大きく作用したのではないでしょ

うか。

「直接であるか間接であるかにかかわらず」地震
は免責

次に「原因は地震ではない」との小見出し付きで、分析

されている事故原因についての記述が気になりました。原

因は「材料の熱変形にあるとする仮説がある。」というコメ

ントもありました。落下した天井部分の重量は5トンを超

えるといいます。それを吊り下げていた吊りボルトやクリッ

プに、地震動が影響を与えないなどという想定は、技術面

に疎い単細胞の私にとっては認めがたいことです。クリッ

プが破損したり開いたりした原因の一つは、地震による振

動であったのだと思えてなりません。東日本大震災におけ

る茨城空港、東京都庁そしてミューザ川崎の天井崩落が思

い出されます。

東日本大震災の折には、その影響は大阪の高層ビルにお

いても、長周期地震動をもたらし館内に警報が鳴ったとい

うではありませんか。当時の静岡県内の震度が3ないし4で

あったことは、気象庁のデータ上に記録されています。ウェ

ブサイト情報によれば、その2日後の2011年3月15日に

は富士宮市で、震度6強を記録する「静岡県東部地震」もあっ

たといいます。このときは負傷者が48名も出ているのです。

さらに、8月2日には駿河湾を震源とする震度5弱・M（マ

グニチュード）6.1という地震も体験しています。その記

録には「静岡など強震」と注釈まで入っています。

保険事故と想定すると、保険会社はどう対応することに

なるのでしょうか。建賠保険もそうですが、あらゆる賠償

責任保険では、「地震」というリスクを、免責扱いにしてい

るのです。それも、保険約款上では「直接であるか間接で

あるかにかかわらず」との前提を設定した上での話です。

保険会社には、現行の地震保険制度の外枠で、地震リスク

に対応するだけの財務力がありません。

今回の事故に過去の地震の痕跡でもあれば、それが引き

金の一つになったのかも知れず、「間接的に地震が原因と

なっている」という保険会社による免責の主張もありうる

のではないかと、私は思ったのです。しかし、現実問題と

しては、保険会社サイドでも、2011年8月2日に駿河湾で

発生した地震が、間接的に原因となっていることを推定す

ることはできたとしても、それを証明することはとても難

しく、この天井崩落事故に対してそのような主張をすると

は思えませんが、それは保証の限りではありません。
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「8」の字がついて回る改修費用
さて、3つ目の問題ですが、いわば野次馬として気になっ

たことです。それは8.5億円かかるとされた改修費用のこ

となのです。単なる偶然であれば救われるのですが、ＪＲ

東静岡駅に隣接する磯崎新氏の設計になる複合施設「グラ

ンシップ」の外装材剥落事故の改修費用が、当初8億～ 14

億円と見積もられていました。（社）日本建築士事務所協会

連合会（日事連）の全国大会の会場となったこともある建

物です。こちらは8億6700万円の予算で、金網で屋根全

体を覆う形でほぼ改修工事が終了しているのを、11月17

日仕事のついでに現地へ足を延ばして確かめました。スレー

ト瓦の破片が剥落することを止めることはあきらめたよう

です。そして、改修費用は気味の悪いほど8億円台という

符号をみせるのです。

まだあります。新潟市の万代島にある朱鷺メッセの連絡

歩道橋落下事故の場合、当初の賠償請求額は8億9000万

円とされていました。ところが、最近になって「設計費を

含めた全体復旧費は、約2億5500万円」と報じられてい

たのです。（2014年5月23日号ケンプラッツ）仮に保険

会社が、当初の数字を基にして損害額を推定し保険金を算

出していたとしたら、30％程度に減額された損害額の比率

に応じて、支払保険金も減額しなければならなくなるでしょ

う。

「朱鷺メッセ訴訟が8000万円で和解へ」と2013年12

月25日号日経アーキテクチュアは「ニュース時事」のコラ

ムで報じました。古来、“嘘のニッパチ”と言われてきたも

のですが、どこまで行っても「8」の字がついて回る改修

費用なのです。

ともあれ、読者の皆さんには、建築物の耐震性というこ

とについては、万全を期していただきたいものです。でき

れば、過剰設計にならない範囲で、「念のため」の措置によっ

て、万一の備えとしていただきたいと思います。

（本稿は、2014年10月3日付の日経ＢＰ社ウェブサイト
上の「ケンプラッツ」のコラム「保険屋が見た『建築
のプロ責任』」第89回「つくり手の責任：落ちない天井、
横綱相撲で臨め」の元原稿に加筆修正を加えたもので
す。）　

国土交通省認定 M グレード

鋼構造物工事・耐震補強鉄骨工事
豊鉄工建設株式会社
〒321-3221 栃木県宇都宮市板戸町 3048-1
TEL 028-667-1693　FAX 028-667-6479
yutaka@yutaka-tk .co . jp

国土交通省認定 H グレード

鋼構造物工事業
氏家工業株式会社

〒321-0403 栃木県宇都宮市下小倉町 3725
TEL 028-674-3291　FAX 028-674-2895
kawasaki_uji ie@syd.odn.ne. jp

次 代 の 都 市 づ く り
        環 境 づ く り を 目 指 し て
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新入会員の紹介

新賛助会員の紹介

氏 名 

事 務 所 名

T E L / F A X

管 理 建 築 士 事務所登録

氏 名 

事 務 所 名

T E L / F A X

管 理 建 築 士 事務所登録

氏 名 

事 務 所 名

T E L / F A X

管 理 建 築 士 事務所登録

早乙女義明  （さおとめ　よしあき)

一級建築士事務所ワフ建築設計室 〒328-0031 栃木市日ノ出町1-18
TEL.0282－28－6234 FAX.0282－28－6234
1級第313085号　早乙女義明　　  （A）2962号

白石　光昭  （しらいし　みつあき)

一級建築士事務所　白石建築設計事務所 〒322-0046 鹿沼市樅山町458
TEL.0289－62－5908
1級第281777号　白石　光昭　　  （A）3191号

池田亜希彦  （いけだ　あきひこ)

株式会社 池田設計室 〒329-0414 下野市小金井六丁目６番地６
TEL.0285－37－7450 FAX.0285－37－7451
1級第318408号　池田亜希彦　　  （A）3375号

ケイミュー株式会社　宇都宮営業所
海野　剛正所長

住所　〒320-0833 宇都宮市不動前1-3-12
ＴＥＬ　028-633-7286　 ＦＡＸ　028-633-7287
H  P　http://www.kmew.co.jp/
E-mail　h-kobayashi@kmew.co.jp

営業品目・取扱商品名
●屋根材、外壁材、金属サイディング、雨樋

営業地域　全国、栃木県

株式会社 木の花ホーム
早乙女　正代表取締役

住所　〒322-0606 栃木市西方町本城62-3
ＴＥＬ　0282-92-0198　 ＦＡＸ　0282-92-0098
H  P　http://www.konohanahome.com
E-mail　info@konohanahome.com

営業品目・取扱商品名
●建築業・不動産業

営業地域　栃木県内

ニチハ株式会社　宇都宮営業所
越智　　勇所長

住所　〒321-0953 宇都宮市東宿郷三丁目１番12号 吉田エレクトロニクスビル７F
ＴＥＬ　028-633-5222　 ＦＡＸ　028-633-1785
H  P　http://www.nichiha.co.jp
E-mail　i-ochi@nichiha.co.jp

営業品目・取扱商品名
●内外装建材、住宅機材、断熱材

営業地域　栃木県全域

関東マルワ産業㈱
上野　裕之代表取締役

住所　〒321-0905 宇都宮市平出工業団地38-38
ＴＥＬ　028-663-1553　 ＦＡＸ　028-660-5015
H  P　http://www.kanmaru.co.jp
E-mail　sign-k@kanmaru.co.jp

営業品目・取扱商品名
●サイン・看板　全般

営業地域　全国
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酒井氏は昭和37年4月に酒井建築設計事務所の代表に就

き、昭和41年12月に有限会社、同46年4月に株式会社に

改組し、現在も代表取締役として同社を率いています。

団体等でも昭和47年5月から同50年9月まで県建築士事

務所協会理事、昭和50年9月から同63年5月まで（社）県

建築士事務所協会理事、昭和63年5月から平成6年5月ま

で同協会副会長、平成6年5月から同14年5月まで同協会

会長を務め、県内建築設計監理業界をリードしました。

これらの功績により、平成8年には建設大臣表彰（国土

建設事業功労）、同13年には藍綬褒章（建築設計監理業振

興功労）を受けています。

当協会としましては受章祝賀会を3月20日（金）にホテ

ル東日本宇都宮において開催を計画しています。

平成 26 年 秋の叙勲

平成26年秋の叙勲受章者が発表され、本協会関係では第九代会長酒井淳

氏が、建築設計監理業振興功労で旭日小綬章を受章されました。

本社/〒321-0904 栃木県宇都宮市陽東五丁目9番21号
phone.028（662）2511　fax.028（662）4278
URL http://www.pto.co.jp/pto/　E-mail s@pto.co.jp

紙、フィルム、CD・DVD、テレビ、ビデオ、インターネット……
自由にメディア（媒体）をお選びください。
メディアに合わせて、あなたの「伝えたい」を「カタチ」にいたします。

あ な た は 何 を 選 び ま す か？

CM003

QMS CERTIFIED FIRM

ISO 9001 審査登録
（株）松井ピ・テ・オ・印刷

本社／平出工場
JCQA-1327

EC00J0240 051
CM021

ファクティスは環境マネジメントシステム
ISO14001の認証取得工場です
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 ７月
  ４ ・日事連事務局連絡会議 銀座東武ホテルで開催 （藤田公行事務局長出席）
  　・耐震事前審査会開催 協会会議室で開催
  　・栃木県木材需要拡大協議会平成26年度第2回役員会・幹事会 栃木県木材業協同組合連合会会議室で開催 （夏目公彦副会長出席）
  ７・新常置委員会委員長会議開催 協会会議室で開催
  ９・栃木県建設産業団体連合会建設生産システム委員会 栃木県建設産業会館で開催 （佐治則昭副会長・藤田公行事務局長出席）
  　・耐震判定会開催 協会会議室で開催
14 ・栃木県建設産業団体連合会建設生産システム委員会建築部会 栃木県建設産業会館で開催
  （佐治則昭副会長・岡田裕理事・鈴木忠雄事務局次長出席）
16 ～ 18 ・第50回建設展・第23回ＡＰ展開催 マロニエプラザで開催　入場者数4,000名 （業務運営委員会）
17 ・広報・渉外委員会開催 マロニエプラザ小展示場で開催
  　・常置委員会正副委員長会議 マロニエプラザ小展示場で開催
  　・平成26年度栃木県建設事業関係功労者知事表彰授賞式 栃木県公館大会議室 （小林基理事受賞）
18 ・日事政研役員会 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
  　・日事連役員会 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
24 ・定例常任理事会開催（14：00 ～）・定例理事会（15：00 ～）開催　　協会会議室で開催
  　・平成26年度栃木県住宅耐震推進協議会通常総会開催 協会会議室で開催 （佐々木宏幸会長他関連団体役員18名参加）
25 ・栃木県管工事業協同組合連合会通常総会懇親会 ホテル東日本宇都宮で開催 （佐々木宏幸会長出席）
29 ・「ＢＩＭガイドライン」講習会開催 パルティとちぎ男女共同参画センターで開催 （参加者39名）
30 ・技術研修委員会開催 協会会議室で開催
31 ・栃木県建設産業団体連合会建設生産システム委員会調査設計業部会　
 栃木県建設産業会館で開催 　（藤田公行事務局長出席）
　  ・総務委員会開催 協会会議室で開催

 ８月
8月～ 9月　平成26年度小山工業高等専門学校インターンシップ実習生10名受入れ
 ＊8月中旬～ 9月下旬まで（10設計事務所5日間受入れ）
  １・平成26年度官公需確保対策地方推進協議会 県庁本館6階会議室で開催　 　 （藤田公行事務局長出席）
  　・建築設計三会会長会議 建築士会連合会会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
  ４・栃木県建設産業団体連合会建設生産システム委員会建築部会 栃木県建設産業会館で開催
  （佐治則昭副会長・岡田裕理事・鈴木忠雄事務局次長出席）
  ５・平成26年度住宅フェア栃木実行委員会理事会 とちぎ福祉プラザで開催 （佐々木宏幸会長出席）
  ７・新商品・新技術講習会開催 パルティとちぎ男女共同参画センターで開催 （参加者55名）
  ８・とちぎ住宅フェア出展者説明会 パルティとちぎ男女共同参画センターで開催 （小林基理事出席）
12 ・耐震事前審査会開催 協会会議室で開催
19 ・業務運営委員会開催 協会会議室で開催
  　・総務委員会開催 協会会議室で開催
20 ・耐震判定会開催 協会会議室で開催
21 ・定例常任理事会開催 協会会議室で開催
22 ・建築設計三会会長会議 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
  　・四会約款ＷＧ 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
25 ・栃木県建設産業団体連合会建設生産システム委員会調査設計業部会　栃木県建設産業会館で開催
　　　　　　　　　　　  （夏目公彦副会長・安藤寛樹専務理事・藤田公行事務局長出席）
27 ・日事連常任理事会 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
  　・「栃木の鉄骨建築を考える！」講演会開催 とちぎ福祉プラザで開催 （参加者74名）
28 ・平成26年度適合証明・既存住宅現況検査技術者講習会開催 パルティとちぎ男女共同参画センターで開催 （参加者90名）

 ９月
  ３・第2回アーキテクト栃木プロジェクト2014打合せ会議開催 協会会議室で開催

協 会 日 誌
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  　・企画委員会開催 協会会議室で開催
  ４・定例常任理事会開催 協会会議室で開催
  ５・耐震事前審査会開催 協会会議室で開催
  　・広報渉外委員会開催 協会会議室で開催
  　・総務委員会開催 協会会議室で開催
  ９・第2回アーキテクト栃木プロジェクト2014打合せ会議開催 協会会議室で開催
  　・会員交流委員会開催 協会会議室で開催
10 ・基本問題検討特別委員会 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
12 ・栃木県建設産業団体連合会建設生産システム委員会 栃木県建設産業会館で開催 （佐治則昭副会長・藤田公行事務局長出席）
  　・日事連通常理事会 日事連会議室で開催  （佐々木宏幸会長出席）
  　・日事政研役員会 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席） 
16 ・第2回アーキテクト栃木プロジェクト2014打合せ会議開催 協会会議室で開催
  　・総務委員会開催 協会会議室で開催
17 ・業務運営委員会開催 協会会議室で開催
18 ・経営委員会開催 協会会議室で開催
19 ・平成26年度第二期「建築士定期講習会」開催 パルティとちぎ男女共同参画センターで開催 （参加者17名）
22 ・耐震事前審査会開催 協会会議室で開催
24 ・日事連関東甲信越ブロック協議会 日事連会議室で開催
 （佐々木宏幸会長・三柴富男副会長・夏目公彦副会長・藤田公行事務局長出席）
25 ・定例常任理事会開催（14:00 ～）・定例理事会（15:00 ～）開催　　協会会議室で開催
26 ・技術研修委員会 協会会議室で開催
27 ～ 28・とちぎ住宅フェア2014 マロニエプラザで開催 （参加者5,200名）
　　　　　  平成26年度建築士事務所キャンペーン  （建築セミナー　参加者50名）
29 ・耐震判定会開催 協会会議室で開催
30 ・第2回アーキテクト栃木プロジェクト2014打合せ会議開催 協会会議室で開催

 10月
  １・ 企画委員会開催 協会会議室で開催
　　  日事連四会約款検討ＷＧ 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
  ３・ 日事連全国大会（東京大会） 東京帝国ホテルで開催 （佐々木宏幸会長以下11名参加）
  　・平成26年度建築技術検定・建築製図検定問題作成委員会 栃木県建設産業会館で開催 （小林基理事出席）
  ７・ 第2回アーキテクト栃木プロジェクト2014打合せ開催 協会会議室で開催
  ８・ 定例常任理事会開催 協会会議室で開催
10 ・ 広報・渉外委員会開催 協会会議室で開催
　　  会員交流委員会開催 協会会議室で開催
15 ・ 業務運営委員会開催 協会会議室で開催
  　・日事連四会約款検討ＷＧ 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
16 ・ 第2回アーキテクト栃木プロジェクト2014打合せ開催 協会会議室で開催
17 ・ 経営委員会開催 協会会議室で開催
19 ・ 第2回アーキテクト栃木プロジェクト2014開催 マロニエプラザにて開催 （参加者　約400名）
21 ・ 公共建築設計懇談会 日本建築家協会会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
22 ・ 栃木県建設産業団体連合会建設生産システム委員会 栃木県建設産業会館で開催 （佐々木宏幸会長・藤田公行事務局長出席）
27 ・ 栃木県総合スポーツゾーン整備における「とちぎ材」使用の提案に資する検討会
 林業センター「大ホール」で開催 （佐治則昭副会長出席）
29 ・ 定例常任理事会（14：00 ～）･ 定例理事会（15：00 ～）開催　　協会会議室で開催
30 ～ 11/1 ・ 海外研修・親睦旅行（台湾）   （佐々木宏幸会長以下39名参加）

 11月
  ４・ 耐震診断事前審査会開催 協会会議室で開催
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  ５・ 日事連四会約款検討ＷＧ 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
  ６・ 定例常任理事会開催 協会会議室で開催
  　・基本問題検討特別委員会 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
  ７・ 耐震診断判定会開催 協会会議室で開催
10 ・ 栃木県不動産会館竣工祝賀会 栃木県不動産会館で開催 （田村哲男常務理事出席）
12 ・ 栃木県マロニエ建築賞表彰式 県庁東館講堂で開催 （佐々木宏幸会長・藤田公行事務局長・高田祥子職員出席）
12 ・ 会員交流委員会開催 協会会議室で開催
13 ・ 平成26年度第三期「管理建築士講習会」開催 パルティとちぎ男女共同参画センターで開催 （参加者8名）
  　・日事連総務財務委員会 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
14 ・ 日事連平成26年度上半期監査会 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
18 ・ 平成26年度栃木県建設雇用改善推進大会 ホテル東日本宇都宮で開催 （三柴富男副会長他出席）
  　・政策懇談会 栃木県職員会館ニューみくらで開催 （佐々木宏幸会長・佐治則昭副会長出席）
20 ・ 日事連常任理事会 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
21 ・ 東京ガス株式会社　エネルギーソリューション総合展熱電プラザ2014見学会 （佐々木宏幸会長以下32名参加）
27 ・ 定例常任理事会（14：00 ～）･ 定例理事会（15：00 ～）開催　　協会会議室で開催
  　・新規登録建築士事務所「建築士事務所実務講習会」（東京都建築士事務所協会主催）
 東京新宿ワシントンホテルで開催 （竹内幹夫理事以下3名参加）
28 ・ 日事連定例理事会 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
  　・宇都宮電設会忘年会 宇都宮東武ホテルグランデで開催 （夏目公彦副会長出席）

 12月
  ３・ 新商品・新技術研修会開催 パルティとちぎ男女共同参画センターで開催  （参加者40名）
  ４・ 日事政研臨時総会 銀座東武ホテルで開催 （佐々木宏幸会長・藤田公行事務局長出席）
  　・日事連政経フォーラム 銀座東武ホテルで開催　 （佐々木宏幸会長・藤田公行事務局長出席）
  　・日事連全国会長会議 銀座東武ホテルで開催　　 （佐々木宏幸会長・藤田公行事務局長出席）
  ８・ 日事連関東甲信越ブロック協議会 日事連会議室で開催
 （佐々木宏幸会長・三柴富男副会長・夏目公彦副会長・藤田公行事務局長出席）
10 ・ 会員交流委員会開催 協会会議室で開催
11 ・ 日事連四会約款検討ＷＧ 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
11 ・ 定例理事会（17：00 ～）開催 ホテル東日本宇都宮で開催
12 ・ 企画委員会開催 協会会議室で開催
16 ・ 公共建築設計懇談会 日本建築家協会会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）
17 ・ 業務運営委員会開催 協会会議室で開催
  　・技術研修委員会開催 協会会議室で開催
19 ・ 栃木県鋼構造建築技術協議会理事会・総会 宇都宮東武ホテルグランデで開催
 （佐々木宏幸会長・佐治則昭副会長・夏目公彦副会長・藤田公行事務局長出席）
  　・広報・渉外委員会開催 協会会議室で開催
25 ・ 日事連四会約款本会議 日事連会議室で開催 （佐々木宏幸会長出席）

広  告  掲  載  の  お  願  い
協会では会報に掲載する広告を募集しています。

掲載料は下記のとおりです。

会報広告
掲載料

　1P（178×239）＝ 50,000円
1/2P（178×116）＝ 30,000円
1/4P（178× 57）＝ 20,000円

Ａ4版

賛 助 会 の 皆 様 へ
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11/21
「東京ガス　エネルギーソリューション総合展
　　　　　　　　　　　　　　熱電プラザ2014」見学会

　2014年11月21日（金）、東京ビッグサイトに於いて開催さ
れていた「東京ガス　エネルギーソリューション総合展　熱電
プラザ2014」の見学会に、夏目公彦副会長ほか31名で参加し
ました。当日は、エネルギーサービス、CGS（コージェネレー
ションシステム）、燃焼技術、まちづくり等のコーナーが数多く
設定されていました。また、会場で実施されているセミナーも
昨今の情勢に合わせたフレッシュな内容が取り扱われていまし
た。今回の見学会は、ガス･電気エネルギーに関するさまざまな
ソリューションを見学、体験できる貴重な機会でした。

技術研修委員会　岡田　裕

8/7
26年度　第１回新商品・新技術研修会 ①株式会社長府製作所宇都宮工場

・石油、ガス、電気の給湯器の新製品について
②株式会社サンハロー
・新商品　厚さ0.2mmの反射遮熱材超省エネ
・新技術　暑い熱、冷たい熱の97%を反射して建物
に入れない商品

③平河ヒューテック株式会社
・「自立型蓄電システム　HEWALE」について

（パルティとちぎ男女共同参画センター）

12/3
26年度　第２回新商品・新技術研修会 ①株式会社アイ・レック

⑴屋上防水エアーコントロール（AC）工法と断熱工
法との比較
⑵脱気筒の性能について
②産経商事株式会社
・水を使わない新しいタイプのエコトイレ「ウリ
マット」の紹介

③吉野石膏株式会社北関東支店
・「特定天井についてー吸音材に含めた天井材のご
提案」

（パルティとちぎ男女共同参画センター）

協 会 活 動 通 信

編集後記 酒井：会報100号に携わることができ、とても光栄に思
います。

大武：会報100号、JR東京駅100年、JR宇都宮駅130
年。新年挨拶と共におめでとうございます。

大髙：古い会報はPDFで公開したいと思います。

栗原：会報100号、記念号です!　編集頑張ります。
新井：ワイン講座を担当しています。何か参考になりま

すか。
中村：戦後70年、会報100号。まことにキリのよいこと

です。
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