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設計作業や施工において、これほどまでにツール自体
が建築自体に影響を及ぼした事があっただろうか。
CADの出現と汎用にしたがって、新たな造形や斬新
な建築の空間の実現が可能になっていることも稀では
なくなってきている。Alejandro Zaera-Polo+Fars
hid Moussaviによる横浜港国際客船ターミナルのコ
ンペ当選案やP-アイゼンマン、古谷誠章等、これまで
の物質性に立脚した建築空間の概念から一歩離脱した
試みも見られる。
恐らく、プログラムという概念も情報化、電子化の時
流と決して無関係ではなかろう。
一方、ゼネコンのように生産性を強く要求される環境
下においては、設計・施工を通した一環CAD化が、
メーカーも巻き込み設計図書の完全な複合図化を可能
にしている。
これまでの鉛筆と製図板の一義的な関係から、生産機
能まで含めた建築の概念と直結し身体化されつつある
CADを、第一線で活用されている方々に、その可能
性や展開も含めて寄稿していただいています。
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プログラムによるデザイン
濱野 慶彦
（Ⅱ部８期）
ＡＡＬａｂ代表
9 0 年代の初頭から、建築デザインにコン
ピュータを利用するプロジェクトを行って来
た。きっかけは磯崎新アトリエ設計のディズ
ニー本社ビルあたりだったと思う。記憶してい
る方々も多いだろうが、オフィスの中央に日時
計のあるコーン状の中庭が設けられた建築であ
る。当初この外壁をタイル貼りする予定で、そ
のタイル割りをコンピュータでパターン・シ
ミュレーションすることになり、幾つかのプロ
グラムを開発した。結局、仕上げがスタッコに
変わり、ここではこのプログラムは採用されず
に終わったが、次の京都コンサートホールで
は、フラクタル・ゆらぎ・ランダムの理論を応
用したプログラムで天井のデザインが計画さ
れ、９５年に完成している。一見奇妙な突起物
が天井全体に散らばったデザインであるが、そ
の基本には音の波形を白色ノイズ（ランダム波
形）から、ゆらぎの波形、フラクタル波形とた
どるロジックが隠されている。
同じく磯崎新アトリ
エの依頼で次に行った
のは人工島の計画で、
ここでは人工生命のロ
ジックを都市計画に応
用した。つい最近、海市
展として新宿のＩＣＣ
写真1
でこの計画の展覧会が
行われたばかりである。この展覧会に合わせて
ウイルス感染を模した一種のライフゲーム・プ
ログラムを開発してみた（写真１）。これは都市
計画の中の負のシミュレーションのようなもの
である。
こうしたプログラムによるデザイン計画に関
して、現在はシーラカンスの設計による（仮称）
鴻巣市文化センターの屋根形状をプログラムで
検討する計画が進んでいる（写真 2,3 模型）。

写真2
（2）

写真3

これは３次曲面をもった屋根をコンタ状の構
造体で構成する試みで、幾つかの制御点を設け
ることにより、内部ボリュームと外観形状を微
妙に調整して、デザイン検討が出来るようプロ
グラムされている。

写真4

具体的な手順としては、Auto CAD上から今回
開発したプログラムを呼び出し、各通過点等を
入力することで、３次曲面とコンタ形状を計算
し、結果をAutoCADの３次元データとして出力
するといったものになっている（写真４、５、６

写真5

写真6

操作画面）。このプログラムはまだ未完成だが、
開発には中国のプログラマとの共同作業を試み
ている。
ＣＡＤを使った設計図書の作成は既に一般化
したが、プログラムをデザインに直接応用する
ことはまだまだ始まったばかりのように思う。

ワタシの周りのＯＡ環境
伊藤 学
（Ⅰ部20期）
鹿島建設
（株）
A/E構造設計部
今回は、CAD特集ということで原稿を依頼さ
れましたが、今の私の仕事が、システムの開発、
メンテ、OA 環境整備であり、また、入社して
10年程経ちますが、設計を支援するための道具
が随分変わってきてるので、CAD 以外も含め
て、OA 環境全般について、思いつくまま書き
ます。（まとまってなくてすみません。）
＊構造設計部を取り巻くOA環境の変化
［入社時（'87年）］
設計に使用する計算機は、大型計算機とオリ
ベッティのコンピュータ（２台）、それと、電卓
（１人１台）でした。
大型計算機は、新耐震設計法に変わる時に開
発した一貫構造計算システム（KIND）、高層建
物解析システム（FAPP）、有限要素法による汎
用構造解析システム（KANSAS）等に利用、オ
リベッティでは、準備計算から断面設計分野に
至るプログラムを部員が開発し、設計に使って
いました。
［'88年〜'93年］
EWS を導入し、対話型処理による EWS 版
KANSAS、KIND のプレ・ポスト処理システム
を開発。大型計算機並の解析もできるようにな
りました。
個人レベルでは、ラップトップ型 PC を導入
し、ネットワークを構築し、オリベッティのプ

ログラムの移植や、n88Basic で開発した個人プ
ログラムの整理も含め、合計53本のソフトをク
ライアント／サーバ方式で運用し始めました。
この頃から、PCの一貫計算プログラムが登場
し、SS1、BUILD. 一貫を導入、使い易さから、
一貫構造計算システムは大型計算機から PC へ
移って行きます。
'90年にスーパーコンピュータを導入し、弾塑
性地震応答解析など、より複雑で大規模な解析
も設計時に容易に行えるようになりました。
文書作成には、J-Star（XEROX)、一太郎、Rupo
を主に使用、表計算ソフトにロータス 123 を利
用しています。
［'94年〜'96年］
'94 年度から Windows3.1 に切り替え始め、'96
年度には、１人１台Windowsマシンの環境が整
いました。ワープロ、表計算機能は、Office シ
リーズを標準ソフトとしています。全社レベル
では、イントラネットの構築、ホームページの
開設、E-Mail の活用が始まりました。
［'97年〜］
3 月に WindowsNT に移行、また、ビル内の基
幹ネットワークを10Baseから100Baseに切り替
えました。市販ソフトもクライアント／サーバ
型が出始めていて、NT 版 BUILD. 一貫、SS1 も
ネットワークによるライセンス管理型になり、
自席での利用が容易になりました。
WinNTにより大規模なシステムも開発できる
ようになりましたが、今後は、大型計算機、
EWS、そして、PCを効率よく組み合わせた環境
を整えていく予定です。
新しいプログラムは Visual Basic により開発
していますが、n88Basic のプログラムは、いま
だに、昔のラップトップ PC で利用しています。
ハードの進歩に置いていかれてます。
＊ＣＡＤについて
A/E では、'83 年頃に EWS ベースの CAD を導
入し、トレーサーの方が専門で図面を描いてい
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ました。５年前、設計者自らが図面を作成でき
る CAD 環境を構築するために、PC で利用でき
る CAD として、AutoCAD を選びました。建築、
構造、設備それぞれが、使いやすいようにシス
テムを自社開発、カスタマイズしています。
建築：兼松エレクトロニクス（株）
設備：稲妻 PRO（中電コンピューターサービス）
構造：adpack-PRO 構造オプション（（株）構
造計画研究所）
＊adpack-PRO構造オプションについて
AutoCAD上で動く構造図作成用の市販品を調
査しましたが、適当なソフトが無かったため、
自社開発に踏み切りました。
本システムの開発に際しては、過去１万枚以
上の作図実績のある EWS ベースの CAD システ
ムを参考にしており、実用的で、ユーザに馴染
みやすいシステムとなっています。
S 造・RC 造・SRC 造は勿論のこと、HiRC 工
法・KM 工法・KFS 工法等の鹿島固有技術に至
るまで幅広くサポートしており、全ての構造に
対して適用可能です。
具体的な効果の事例は次のとおりです。
●マニュアルレスで操作できるようメニュー
デザインを行っており、設計者自らが操作でき
るようになった。
●学会基準／社内標準等のうち、作図に関す
る各種構造規定を盛り込んであるため、図面の
品質が向上した
●構造図特有の表現をサポートしており、作
図効率が向上した。
●断面表作図機能をサポートしており、バラ
ツキのない断面表を効率的に作図できるように
なった。
'97 年 3 月以前は Windows3.1 にて運用を行っ
てきましたが、現在はWindowsNT3.51上で運用
しています。システム構成は、以下のとおりで
す。
鹿島仕様変更用パッチ
構造図オプション 2.0
adpack-PRO2.0
AutoCAD R13J
WindowsNT3.51/95
現在構造設計部では、ほぼ全パソコンで構造
P-CAD システムを使用できる環境を整えてい
て、ネットワークロックによる同時利用50ライ
センスのうち 30 ライセンスほど使用されてい
ます。
AutoCAD for Windows 上で動く構造図用アプ
リケーションは、他のＣＡＤソフトにおされ需
要が少ない等のため、殆ど発売されていないの
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が現状です。
（株）構造計画研究所では DOS 版
の構造図用アプリケーションは販売していまし
たが、Windows 版は開発コストとの兼ね合い
で、開発を見送っていました。しかし、鹿島が
開発した本システムを商品化するのが得策との
判断から、現在、adpack-PRO 構造オプションと
して、販売されています。
（株）構造計画研究所ＨＰ
http://www.kke.co.jp/major/soft/P-FIRST.HTM

日建設計における最新ＣＡＤ利用方法
の実態
近藤 彰宏
（Ⅰ部21期）
日建設計
●ＣＡＤの運用体制
（２つの流れ）
日建設計におけるＣＡＤの運用体制としては
大きく２つの流れに分けられる。１つは建築意
匠をはじめ、構造図、設備図などの設計図を作
成する流れと、対外的なプレゼンテーションを
行う流れである。
●セルフＣＡＤの推進
東京本社においては、建築意匠の実施設計図
作成は 30 人ほどのＣＡＤオペレーターが中心
となって担当している。建築意匠の基本設計図
作成は、パソコンＣＡＤの導入当時（1987 年）
には全てＣＡＤオペレーターが担当していた
が、1990年頃からは徐々に設計者自身が利用す
るようになり、1995年には設計者が自ら利用す
るＣＡＤを「セルフＣＡＤ」と名付け、その推
進を図った。現在は、ＣＡＤオペレーターと共
存するかたちでセルフＣＡＤを推進している。
パソコンＣＡＤは特定せずに、M i n i C A D や
AutoCAD などを設計者が自由に選んでいる。
●プレゼンテーション室によるＣＡＤ
セルフＣＡＤを推進する一方で、対外的なプ
レゼンテーションを効果的に、先端技術を視野
に入れながら作成する部署として、プレゼン
テーション室を設けている。主な業務はコンペ
やプロポーザルのプレゼンテーション支援であ
る。手描きのパースから、ＤＴＰ、２次元ＣＡ
Ｄ、３次元ＣＧ・アニメーション、マルチメディ
アタイトル、ホームページまで、あらゆるプレ
ゼンテーションを作成している。機器は主に
Macintosh を使用し、ほかに Windows95 やＥＷ
Ｓを併用している。
以上の２つの流れをＣＡＤ化の両輪として推
進している。

●設計者とプレゼンテーション室の連携
プレゼンテーションの大きな流れとしては、
設計チーム側である程度の計画の検討・設計を
行い、比較的早い段階からプレゼンテーション
室のメンバーが最終プレゼの様式・方法などを
設計チームと共に検討する。そして、設計が固
まったところでプレゼンテーション用のＣＧ制
作にとりかかり、同時にＤＴＰで提案書の構
成・入力を始める。以前は手描きのメモによる
指示であったが、設計チーム内でＣＡＤが使わ
れ、変更指示はＣＡＤデータによることが多く
なったため、修正作業にかかる時間と労力が減
少し、伝達内容も明確になった。また、設計者
自身によるＣＡＤプレゼンテーションが行われ
る例もでてきた。

ＣＡＤを使ってみて

湯沢 弘江
（Ⅱ部16期）
（株）
山田守建築事務所
私も今年で入社３年目となりました。現在私
の勤めている事務所はＣＡＤを使って図面を描
いています。ＣＡＤを導入し始めた時期はよく
知りませんが、今のように１人１台コンピュー
タを持つようになったのは私が入社する前の年
からだそうです。設計室の中はローパーティ
ションで１人１人のブースに区切られ、皆それ
ぞれのコンピュータに向かって図面を描いてい
ます。
うちの事務所で使用しているＣＡＤソフトは
AutoCAD です。私は大学の授業でほんの少し
習った位で、機械オンチでコンピュータの事も
全く分からなかったのですが、一応１ヵ月もす
●ネットワークに接続されたＣＡＤ
ると、普通に図面を描くことは困らない位にな
1996年に導入された社内電子メールシステム れたので、使い易いソフトなのではないかと思
「NICS（Nikken-Sekkei Information&Communicati います。所内では、R12J と R13J という２種類
on System）」により、ＣＡＤデータを添付した のバージョンがあります。13J の方は昨年入っ
メールのやり取りがきわめて簡単にできるよう たもので、約半数が使っています。新しいバー
になった。
ジョンが入るのは良い事なのですが、文字が化
さらに、NICSはインターネットとも接続され けたり寸法の設定が異なったりと問題も幾つか
ているため、NICS とは接続されていない社外 生じています。今の所は古いバージョン形式で
に対しても、E-mail を用いれば、自由にＣＡＤ 保存するということで対応しています。図面の
データが送れるようになった。海外出張にノー データはネットワーク上で保管し、みんなで共
トパソコンを持参し、会社とメールやＣＡＤ 有しています。
データのやりとりを行いながら、クライアント
出力はＬＥＤというプロッターを主に使って
にプレゼンテーションをするケースも現れてい いてＡ１もＡ３も出力しています。このプロッ
るようである。
ターは出力速度が速くて以前主に使っていたＨ
Ｐとは比べものになりません。200 枚以上の１
●設計者による思考ツールとしてのＣＡＤ
物件の原図を１日あれば余裕で出力できるの
日建設計のような組織事務所においては、 で、今ではなくてはならない存在です。
チームで思考し生み出していくことが組織の特
ＣＡＤを使ってみて、一番便利だなぁと感じ
徴であり、そのためにデジタルなデータを共有 たことは、前の物件のデータや他人のデータを
することは強力なツールとなる。そういった意 活用できること、又、図面のレイアウトを後か
味においてＣＡＤ化は非常に快適な環境を生み ら調整できることです。反対に言えば、よく内
出していることは以上にご紹介してきたことで 容が分かっていなくてもデータをつなぎ合わせ
十分おわかりいただけたと思う。
てなんとなく図面が描けてしまうので恐ろしい
しかしながら、
「個人が建築を思考し、生み出 ことなのですが・・・。
すためのツール」としてのＣＡＤの使いかた、
今後もＣＡＤを使っていく上では、きちんと
つまり、いままでフリーハンドスケッチで行っ 考えて描くということを見失わないようにする
てきたことに変わるような（またはそれ以上 ことが大事だと思います。私が使えるぐらいで
の）使い方をする機会がまだ少ないように感じ すから本当に誰にでもＣＡＤは使えるものなの
る。そういう使い方を意識する、それが今後の で、敬遠している方も一度使ってみてはいかが
課題であると個人的には思う。
でしょうか。
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from Freshers

広瀬 郁氏、原田 賢一氏が
第6回東京都学生卒業設計コンクール
野沢 孝之
（Ⅰ部32期）
'97で銀賞と銅賞を受賞
（株）
I.N.A.新建築研究所

新社会人 −３ヵ月後−

学生生活を卒業し、社会人としての生活を始
めて、早くも３ヵ月が過ぎまし た。会社の場所
が、大学に近く、学生の時に住んでいた所も変
わることがなかったので、また入社前の少しの
間、アルバイトで通っていたこともあったの
で、始めは社会人とし ての実感はあまり感じら
れないのではと思っていましたが、実際に働き
だしてみると、新 社会人としての緊張を感じて
ばかりでした。上の人にも、肩の力をぬいてと
よく言われて いました。しかし、もうそれも
３ヵ月が過ぎ、だいぶ慣れ、仕事のペースも
徐々につかめ るようになってきました。
設計部は、主にコンペや公共のものをやって
いるチーム、マンションのチーム、ショッピン
グ関係のチームと大きく３つに分かれているの
ですが、自分は現 在、マンションのチームに配
属され、あるマンションの実施設計のお手伝い
をしています。偶然にも、今の仕事を担当して
いる上の人が、理科大の卒業生なのですが、大
学の先輩と いうせいもあり、
さまざまな助言を
頂き、毎日が仕事をこなすと同時に、勉強とい
う 忙しい日々が続いています。今の仕事が、マ
ンションというせいもあるかもしれません が、
思っていた以上に仕事のペースが早かったの
で、はじめ戸惑いもありました。しかし、 今は
少しずつそのペースにも慣れてきました。
入社して、今のチームに配属されるまで、あ
まりマンションをよく見たこと がなかったので
ほとんど知らなかったのですが、今まで学生の
ときによく見ていた建築と違 い、分譲マンショ
ンは、商品という性格が強く制約をかなり受け
るため、難しい所だと強 く感じました。
はじめのうちは、未知のことばかりなので、
どんな仕事でも勉強と思い、受 け入れて行こう
と、現在いろいろなことをやっています。しか
し、１つの物件の締切りが 近づくと、その仕事
をこなすことに精いっぱいとなってしまい、そ
の仕事からいろいろ学 ぼうという方を忘れがち
になってしまうこともしばしばあります。ま
た、毎日仕事を覚え る量も多大なため、不安を
感じたりもします。しかし、上の方々がその都
度アドバイスし てくれるため、助けられていま
す。おかげで、ペースもだんだんつかめてき、不
安もへっ てきて、今では自分の興味ある分野で
の仕事、と同時に勉強ができることに喜びを感
じて います。
（6）

はみだしチクリ

会報前号に載せました96年度の卒業制作・卒
業設計で広瀬 郁氏（Ⅰ部）、原田 賢一氏（Ⅱ
部）が、第６回東京都学生卒業設計コンクール
'97（日本建築家協会関東甲信越支部主催、審査
委員長：槇 文彦）でそれぞれ銀賞と銅賞を受
賞しました。ちなみに今年度は金賞の該当者な
しでした。
なお、前号に掲載されておりました模型写真
は両氏の作品が入れ替わっていましたので、お
詫びして訂正いたします。

支部活動報告
東京理科大学工学部・理工学部建築学科中国地
区同窓会今秋開催に向けて強い熱意を見せられ
る初代地区会長の澤田氏
松塚 展門
（Ⅰ部８期）
松屋産業株式会社
光陰矢のごとし、1995年３月10日広島市の繁
華街八丁堀の居酒屋『ろいず』にて記念すべき
中国地区同窓会の発会式ならびに懇親会が開催
されて以来早二年の年月がたった。
建設業に向けられる、期待と改革の波は容赦
なくこの中国地域にも押し寄せている。
個人ベースでの日常の交流はこの支部の発会
のおかげで以前よりは極めて多くの交流がもた
れるようになった。日常の仕事に追われがちな
毎日ではあるが、我が同窓の方々からの連絡に
は自ずと心が弾む。
ところで、本年の大河ドラマは『毛利元就』、
中国地方はちょっとした観光ブームにわきたっ
ている。これにあやかる訳ではないが、三本の
矢のごとく一致団結の地区同窓会は今後の建設
業界を生き抜く上で極めて重要な要素となるも
のと思われる。とにかく、今秋の中国地区同窓
会を、おおいに盛り上げたいものである。

ビッグコミックスピリッツ連載中の「ぼくんち」がいい

現場見学会のご案内

住戸計画
１.戸境壁は乾式軽量壁（ＳＬＰ）を採用
２.外周部に柱型、梁型のでない居住空間
３.独立性の高いアルコーブ
４.開放的で眺望のよい天井までの窓開口
５.恐怖感をやわらげる逆梁
６.二重床、二重天井
７.安全性を考慮し内倒しとした手すり

築理会では、年１回現場見学会を開催してお
ります。今回は下記の要領にて実施いたしま
す。本建物は 50 階建の超高層住宅で平成 10 年
3 月竣工に向けて内装工事の最盛期ですが、構
工法についても資料に基づいての説明を予定し
ています。皆様、お誘い合わせの上ご参加下さ
い。
建物概要
工事名称：晴海一丁目地区第１種市街地再
開発事業 2 街区Ｂ・Ｇ棟（民開）
建設工事
所 在 地：東京都中央区晴海一丁目 5 番地
設
計：住宅・都市整備公団東京支社
三井建設（株）一級建築士事務所
施
工：三井・清水・松村・新井建設工事
共同企業体
敷地面積：7,087.82m2
建築面積：5,532.66m2
延床面積：78,480.37m2
階
数：地上 50 階、地下 2 階、塔屋 2 階
住棟計画
住棟形式は約 12m × 12m の吹抜を持つ「ボイ
ド型住棟」です。ボイド型であること、柱をバ
ルコニーの先端に設けることにより外形を
41.9m × 41.9m と大きくし、耐震性を高めてい
ます。住戸内では全電化、住宅用スプリンク
ラーの採用により安全性・防火性を高めていま
す。

１．日時
平成９年９月26日（金） 14:00〜16:00
２．集合場所
地下鉄有楽町線月島駅3番出口付近13:30
又は現地現場事務所13:45
（月島駅より徒歩約15分：地図参照）
３．当日スケジュール
14:00〜14:30 建物・構法概要説明
14:30〜15:30 現場見学
15:30〜16:00 質疑応答
４．定員 先着20名様
５．お問い合わせ先
築理会事務局 小泉
TEL 03-3260-4271（内線3482）
FAX 03-3260-6316
7.申し込み方法
次頁のデータ確認カードの通信欄に「見学会参
加希望」
（同伴者がある場合その方の氏名も）とご
記入のうえ9月10日（水）までにFAXにて事務局
宛ご返送下さいますようお願い申しあげます。
定員オーバーとなった場合は事務局よりご連絡
さしあげます。

●意見、大募集!
「日経アーキテクチュア」では、建築 CAD に
関して次のような人の意見を求めています。
条件に当てはまる方でぜひ何か言いたいとい
う人がいれば、連絡先を明記の上、FAX で日経
アーキテクチュア編集部の森宛(FAX 03-52108123)に御意見をお送りください。記事の参考
にさせていただきます。9 月 20 日までにお願い
します。
１．
CADを導入したけれど、
今ではほとんど
使っていない。
２．
ここ1年でCADを本格的に導入し、
今では
かなりのエキスパートになった。
３．
CAD化は進めているが、
CAD一辺倒には疑
問が残る。
４．
CADは絶対に使わない。
はみだしチクリ

吉祥寺の超有名店

焼肉李朝園は、たしかにうまい

（7）

インフォメーション
◆97年度
「築理会研究セミナー」
下半期の予定
今年度から、雑誌等にも公示することにし、広く一
般の方々にも参加頂けるよう開かれた形態をとるこ
とになりました。
同窓、同僚の方お誘い合わせの上、奮ってご参加く
ださい。
第3回 10／2
（木） 井口 洋佑先生
（本学教授）
テーマ：
「メキシコ建築見聞」
第4回 10／31
（金） 田村 明先生
（法政大学名誉教授）
テーマ：
「まちづくりとは何か」
第5回 11／28
（金） 平野 道勝先生
（本学教授）
テーマ：
「建築センター評定について」

場所：理窓会館 3階会議室
（神楽坂2-13-1 3260-0725）
時間：19：00〜20：30
会費：一般 2000円 築理会員 1000円
理科大学生 無料
（尚、
築理会員で今年度年会費未納者は、
一般料金になります。
）
問合わせ：東京理科大学 小泉まで
03-3260-4271
（内3482）
◆現場見学会開催
今年の現場見学会は超高層住宅です。
詳しくは７ページをご覧ください。

平成9年会費納入のお願い
現在会費の納入をお願いしております。前号でもお知ら
せした通り、本年より築理会では、会員の皆様にさらに会費
納入をして頂けるよう、納入者の方々へのメリット増大に
取り組みました。
未納の方には振込用紙を同封しております。
今後の築理会発展のためにご協力をお願いします。

年会費
口座名
郵便振替
銀行振込

５,０００円
築理会
００１１０ー５ー１７１９５２
三菱銀行神楽坂支店 普通 4335597

募集します！
会報委員会では、築理会報の各コーナーへの記事を募集
しています。
「こんな特集して！」や「こんな宣伝がしたい！」
「最近これおもしろいよ！」など、どんな些細な情報でも首を
長くしてお待ちしております。
また、建築にこだわらず、お
いしい料理の作り方や、うまいラーメン屋情報、あなたの楽
しい旅行記、その他の記事・情報、また、はみだしチクリにも
どんどんお寄せください。
そして、この会報作成に携わりたい人も募集します。あな
たも一緒にビールを飲みながら、会報を作ってみませんか。
築理会あてＦＡＸにてお知らせください。

データ確認カード返送のお願い
住所、職場、部署等に変更のございます方は、下記データ
確認カードにご記入の上、築理会事務局までご返送下さい
ます様お願い致します。
最新データに基づいた名簿作成、編集のためご協力をお
願い致します。
送付先：建築学科事務室内・築理会事務局
名簿作成委員会
築理会員データ確認カード
ふりがな：

記入日：19 /
卒業年

（旧姓）

名前：

（

期
Ⅰ部

編集後記
先日、大阪出張の際、2年ぶりに神戸の街を徘徊しました。
週末かつ夏休み中のため、恐らくいつもより人通りは多
かったのでしょうが、2年前の瓦礫の山からは、想像も付か
ないような復旧ぶりにただ目を疑い、安堵の気持ちに加え、
それ以上の不安感にさいなまれました。
この性急な復旧の影でいまだ傷をぬぐえない生活を強い
られている人々の声なき声が、聞こえてくるような気がし
たのです。
この瞬間、我々の商売がいかに表層的な整形外科的作業
に過ぎないか、真の復興にはきわめて部分的な寄与しかな
しえない、一見何事もなかったような街の表情を見て「建築
は建築以外のものにはなりえない」ことを改めて痛感した
のは、なんとも皮肉な話ではないでしょうか。 (伊谷 峰)
築理会報97秋号
97年9月発行 Vol.19
編集長 ：伊谷峰
編集委員：森清、伊藤学、安達功、
渋川克也、平賀一浩
印刷発送：グローバルシステム株式会社

/
年3月
研）
Ⅱ部

ふりがな／勤務先：

TEL

ふりがな／部署・役職：

FAX

電子mail：
現住所：（〒

）

TEL

FAX

電子mail：
現住所以外の安定的な連絡先,具体的な連絡方法及びＴＥＬ：

所属学会
（

日本建築学会
）

（

）

（

）

（

）

通信欄

お手数ですが拡大コピーをしてＦＡＸにてお送りください。
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