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橋の床組の軽量化の研究を主たる研究とし，木コン

（昭和27〜28年度）10）

クリート桁，軽合金の橋への応用の研究，合成トラス

水道用高級鋳鉄管が横浜市および大阪市において各

橋の設計ならびにその実測等を行なってきた・以上の

所で破裂し，それを防止するためにはその原因が十分

研究と平行して構造物特に橋のひずみならびに振動測

研究されなければならないと考え，冶金学的研究なら

定により橋の強度試験および設計上の重要問題の解析

びに鋳造後の冷却の不均一に基づく残留応力の力学的

を行い，すでに荻原橋，市川橋等数橋について，実測

解析を行った．研究の結果によると残留応力は適当な

し，強度の調査，補強方法，設計上改善すべき点等に

仮定を設けて計算した結果では想像以上の大きい応力

ついて研究してきた．また最近は吊橋の耐震性につい

が存在することが判明した．対策についてはバンドの

て模型実験から設計方法の研究を行って今日に及んで

効果について実験的研究をしたが，水圧を減ずる方法

いる．昭和26年までの研究は荒川一夫助手に，それ

で既設管については一応破損からのがれているように

以後昭和32年7月までは川崎寛司助手に，昭和32

思われる《文部省科学試験研究費）．

年以降今日までの研究は中村卓次助手により分担され

3・橋梁軽量化に関する研究（昭和28〜30年度）

ている．福田教授は昭和27年に第4回万国橋梁構造

径間の大きい橋梁特に道路橋において全荷重のうち

会議およびアメリカ工学百年祭に日本代表として出席
した．

久保助教授は1953年セメントモルタルの塑性とク
リープで土木学会奨励賞を受けた．

研究業績の主要なものについて

1．木コンクリート桁の試作研究（昭和24〜25年
度）

コンクリート床版と木桁とを力学的に一体になるよ

自重の占める割合は極めて大であって，橋梁の自重を
軽減することは荷重増大に対する補強方法であると同
時に，大径間橋梁の架設を経済的に可能にし，またわ
が国においては下部構造の耐震性を増大する意味にお
いて重要なことである．このために箱型断面桁，床組
の格子構造等の理論ならびに実験的研究を行った（文
部省総合研究費）．

4・

市川橋の強度試験（昭和26−32年度）11）

うに合成すれば引張には弱いが圧縮に強いコンクリー

市川橋は架設後30年にならんとしている橋である

トを圧縮フランジに，圧縮よりはむしろ引張に強い木

が，コンクリート床版は破損され，また振動も大きい

材を引張ウエブとして使えるために，材料の節約と同

ように思われたので，その科学的調査をはじめた．ま

時に耐荷力の大きい桁を作ることができる．本研究は

ず静的ならびに走行自動車による動的測定を行い，第

この種の桁を試作して荷重試験を行い，理論的研究結

1回の調査を終えた．その結果端部の斜材に設計許容

果の実証と，実用化する場合に注意すぺぎ事項を明ら

応力以上に大きい応力が発生していることを発見し，

かにしようとしたものである．本研究により切欠部で

市川橋の実状を明らかにした．次に自重軽減のために

はその深さによってコンクリートの圧潰と斜引張破壊

コンクリート床版をバックルプレート床版と置換え

の2種の破壊が起っているが，釘を辻りどめに使用し

た．これにより1スパン（54m）で約70

たものは予想していたより遙かに大きい強度をもって

ることができたが，この床版とりかえにともなう市川

いることがわかり，同時に福田教授の理論が一般的に

橋の強度試験を行い，さらに詳細に調査した．バック

妥当なものであることが結論された（文部省科学試験

ルプレート床版の試験ではB！eichの理論式が一応適

研究費）．

2・水道用鋳鉄管の破裂の原因ならびにその対策

100

ton軽くす

用できることをたしかめ，振動性状は軽くしたために
予想に反してよくなっていることが明らかにされた．
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さらに振動性状のみ明らかにするために，起振機によ

橋の実験結果からシングルウエブでは断面が不足する

る橋の上下部構造の減衰エネルギの実測を行い市川橋

ので，ダブルウエブの設計を提案した（文部省科学試

では上部構造部分で消費されるエネルギが下部に比し

験研究費および総合研究費）．

7．鋼床版の試作研究（昭和33年度〜）

てはるかに大きいことが判明した（一部文部省科学研

鋼床版が床組軽量化の目的に最近数多く使用されて

究費，一部建設省研究補助金）．

5・

土木構造物の模型による応力解析（昭和27〜

いるが，有効巾の問題，穴のまわりの応力集中等未解

決の問題が多いので，1・2×1・5mの鋼床版模型を作

31年度）

力学的に複雑な構造物の応力解析を模型によって行

り，実験的に鋼床版の解析を行うとともに，拙象化し

うことは従来もしばしば行われてきた．研究室におい

たものについて理論的解析を進めたいと考えている

て，スキュープレート，スキューラーメンの小型模型

（一部文部省科学試験研究費）．

8．吊橋の耐震性ならびに橋の振動減衰に関する研

による応力分布を測定しその力学的性質を明らかにし

究（昭和30年度〜）18）

た．またクリッフ゜アングルについては10cm巾の単

吊橋の耐震設計法は全然未解決であるので，模型

純引張について実験し，その結果の解析から曲げねじ
を受けるクリップアングルの応力，変形を理論的に明

（長さ5m）を作り，振動台上に載せその振動台の振

らかにした．光弾性によるトンネル覆工の応力解析も

幅，ならびに周期と吊橋模型の振幅，：塔の変形等につ

行い，トンネル覆工の模型との相似性を求め，実際ト

いて実験した．また同時に耐震計算の理論を作り，実

ンネル覆工のたえうる強度はかなり弱いものであるこ

験値と比較し，その妥当性をたしかめた．吊橋の耐震

とを明らかにした（一部文部省科学研究費，一部受託

計算にはその減衰常数が重要であるのでこれについて
実測し，その値を実在橋について求めた（受託研究費）．

研究費）．

合成トラスの研究（昭和31〜32年度）15・17）

現在吊橋の水平横振動について検討している．また吊

合成桁の考え方をトラスに応用し，それを設計し新
潟県中宿橋を合成上路トラス橋として設計した．昭和

橋の減衰係数の実体を解析するため，10mの模型吊
橋を作り，自重，hangerの張力，支持条件，補剛桁

30年末に完成したが，昭和31年4月に載荷試験を

の強度等による減衰係数の変化を実測中である（中間

行い，その妥当性と設計上の注意事項を究明した．実

試験研究費）・

6．

桁橋の振動減衰の実験結果によると，減衰係数は自

験結果によると，合成トラス橋は実用上十分安全であ
り，二次応力は考える必要がないこと，上路ワーレン

重によってほとんど変化せず，むしろ支持条件に大き

トラスの副柱材の左右にある上弦材の応力計算に際し

く影響されていることが明らかになった．多スパン桁

ては逆キングポストトラスの理論を応用すべきである

橋については相模大橋で実測した（文部省科学研究

等の結論をえた．また赤城根橋の設計に際しては中宿
発
（1）

表
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久保：市川橋の振動試験について，第1回日本道路会議論文

集，1953．
（12）

福田・久保：相模大橋の強度試験：応力測定委員会報告，19

費）．

論

文

（13）

福田：橋梁設計上の最近の傾向について，生産研究，7，11，

1955．
（14）久保：アスファルトモルタルの力学的性質について，第3回
日本道路会議論文集，1955・
（15）福田：合成トラス橋について，土木技術・11・4・1956・
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著書（福田教授）
1949．河出書房 差分法

1950．壮文社木構造学
1957．岩波講座 現代応用数学 差分方程式
1957．オーム社 新制橋梁工学

55．

101

226

生

産

研

究

星埜研究室（昭和24年度〜）
教

授

星

埜

和

土質力学および交通路工学
土質力学の基本理論とその応用に関する研究，なら

度）

びに道路を中心とした交通現象と交通路に関する工学

自動車の走行に適する道路の構造，特に曲線部およ

的諸問題の研究を行ってきた．研究は榎本歳勝助手と

び勾配部における自動車の運動と構造の関係を研究

金子豊助手によって分担されている．

し，いくつかの実測を行い，構造規格の具体案を示

星埜教授は昭和28年8月スイス国で開かれた第3

し，緩和曲線の設計法を確立，クロソイド曲線の数値

回土質力学基礎工学国際会議に日本代表として出席，

表を作成してその用法を明らかにした（一部文部省科

昭和32年5月東京で開かれたECAFE主催交通安全

学研究費）．

セミナーに日本代表の一員として出席，また昭和33
年3．月末より約2カ月間にわたり生産性本部派遣視察
団の一員として米国道路建設状況を視察した．

4．

道路鋪装の路床路盤の安定工法を施工するにあたっ
て，土砂その他の粒状材料を路上でかきおこし，粉砕

星埜教授の論文「土の力学における塑性の基本理論

と三軸試験への適用」に対し昭和30年5月土木賞が
授与された．

し，混合するためのロードミキサを試作改良して実用
化した（建設省建設技術補助金）．

5．

高速走行時における路面とタイヤの横すべり摩擦抵

（昭和24年度〜）
土およびアスファルト混合物の変形と強度に関する

研究を行うため，数種の三軸試験機を試作し，緩速載
荷と急速載荷による開放式試験ならびに密閉式試験の

抗に関する研究を第2部平尾教授，亘理教授らと共同
で行っている（建設技術研究補助金）．

6．構造物基礎の支持力と沈下に関する研究（昭和

方法を確立するとともに，数多くの試験データを求め
て，変形と破壊の現象を追究し，体積変化と間隙圧の

影響を明らかにする研究を行った（一部文部省科学試

26年度〜）

日比谷・日活国際会館，国立国会図書館，東京都・
西新井橋および葛西橋，ならびに農林省八郎潟干拓堤
防などの工事における構造物基礎の支持力と沈下に関

験研究費，一部中間試験研究費）．

する土質力学的研究を行った（受託研究費）．

土の力学の基本理論4一一9）（昭和24年度〜）

三軸試験結果にもとついて，土のような塑性の変形

7．

と破壊に関する力学理論を組みたて，土の力学に新ら
しい分野を開拓した．その後セン断によって体積変化
を生ずる土の力学理論を組みたて，理論をさらに拡張
道路構造に関する研究10−−15）

土と壁体の摩擦抵抗に関する研究（昭和33年

度〜）

ケーソン沈下の際に壁体と土の摩擦抵抗を軽減する
目的で実験的研究を行った（受託研究費）．

8．

することに努めた（一一部文部省科学試験研究費）．

3・

路面とタイヤの横すべり摩擦抵抗の研究17）（昭

和32〜33年度）

1・土およびアスフアルト混合物の三軸試験1ny3）

2・

ロードミキサの研究16）（昭和30〜32年度）

（昭和24〜28年

発

表

道路交通容量および交通事故の研究（昭和33

年度〜）

論

（1） 星埜：土の三軸試験と塑性力学，生産研究，6，8，1954，
（2） 星埜：土の力学的性質と間隙圧の影響，生産研究，8，5，19

（9）

文
星埜：セン断によって体積の変化する土の力学理論生産研

究，11，3，1959．

56．

（10）

星埜：自動車輸送と道路構造，生産研究，2，12，1950・

（3） 星埜：榎本，金子：土の圧密急速三軸試験，土木学会第12
回年次学術講演会，1957・

（11）

星挫：自動車の運動と道路構造について，道路11・12・19

（4）星埜：土のよ5な塑性材料の変形と破壊についての基本理
論，土木学会論文集3，1949・

（12）星埜：カーブを曲る自動車の動きについて（動きの実測と道

（5）

and

（13）

Soil

影響）について，道路，10，1949．

Hoshino：Fundamental

Breakage

of

Soils．

Theory

Proc．2nd

of

plastic

International

Deformation

Conference

on

50．
路構造の影響）生産研究，3，11，1951．
星埜：自動車のガソリン消費量を実測した結果（特に勾配の

（14）

星埜：道路工学（上），コロナ社，1957・

（6）星埜：土の塑性理論に対するCoenen博士の討議に答う，土

（15）

星埜，八十島，越：自動車の曲線走行に関する2，3の実験，

木学会誌37，11，1950．

第4回日本道路会議論文集，1957．

（7）星埜：土の力学における塑性の基本理論と三軸試験への適

（16）星埜：ロードミキサーについて，日本建設機械化技術講演集・

Mech．

and

Found．

Eng・．

Ie−10，1，1948．

用，土木学会論文集，21，1954（昭和30年土木学会土木賞受賞）・

1956．

（8）

Proc．

（17）

Found．

1951，

Hoshino：AGeneral

Fourtn

International

Eng．16／7，

102

1，1957。

Theory

of

Conference

Mechanics

on

Soil

of

Soils，

Mech．

and

星埜，三木：日活国際会館建設地の土質，生産研究，3，10，
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丸安研究室（昭和24年度〜）

教授丸安隆和
測量学・土木構造学
測量学については，地上写真測量とその応用，航空
写真による大縮尺図作成の問題，天然色航空写真など

を解決し，体系づけた（一部科学試験研究費）．

2・

33年度）

について研究を行い，最近になって，航空写真による
地質解析に関する研究を行っている．これら一連の研

究は昭和24年以来大島太市助手により分担されてい

天然色航空審真に関する研究6）（昭和30年〜

航空写真を判読用として用いる場合，天然色写真で
あることが好都合である．しかし，高空から写した天
然色写真はヘーズその他の影響で．地上における場合

る．

土木構造学の分野においては，コンクリートの品質

にくらべていろいろ困難な問題がある．これらの問題

管理とこれに関連する諸問題について研究し，これに

を解決し，正しい色調の航空写真を得るための実験研

は水野俊一助手が分担した．この研究に続いて，高炉

究を実施して，一応の成果を収めた（一部文部省科学

セメントの使用方法についての研究を行い，現在に及

試験研究費）．

んでいる．この研究には，小林一輔技官が分担してい

3．

コンクリートの品質管理に関する研究7〜9）（昭

る．なお，4部今岡助教授と共同して，新らしい薬液

和24年度〜）

注入による地盤の固結方法の研究を完成した．

コンクリートを大量に打込む現場では，コンクリ

丸安教授は

地上写真測量とその応用

年度，土木学会賞を受賞，
結法

に対し，26

薬液注入による地盤の固

ートの品質を均一に保つことは大切なことである．こ
のための品質管理の方法についての研究を行い，あわ

せて，コンクリート試験方法についての検討を行い配

特許・

1・地上写真測量とその応用に関する研究1〜5）（昭

合設計を行うときの平均強度のきめ方について合理的
な方法を提案した．これらの成果は，学会示方書にも

和24年度〜）
地上写真測量により，大縮尺図をつくる作業につい
て，その基本事項から応用に到るまでの一貫した研究

取入れられ，広く利用されるようになっている・
4．新らしい薬液注入による地盤の固結方法10−．12）

（昭和24〜昭和29年度）

を行い，その体系を確立した．その応用例として，佐

久間ダムのほか，ダム地点の測量が8箇所，岩石掘量

よる地盤の固結および漏水どめ工法を発明し，多くの

算定への利用，ダムの洗掘調査，古文化財の測定等，

相当広範囲に利用し，それぞれの場合についての問題
発
（1）
35，

8，

12，

表

1950．

地上写真測量用乾板とその処理について，土木学会誌，35，
1950．

（3）地上写真測量の図化方法と地籍測量への応用について，土木

学会誌3fi，12，1951．
（4）地上写真測量のダム地点測量への応用，生産硯究，4，8，19

52．
（5）

現地にこれを適用して好結果が得られた．

論

文

（7） コンクリートの試験方法に関する2，3の問題について，土
木学会誌，36，11，1951．
（8）現場コンクリートの品質管理に関する問題，セメント・コン

地上写真測量とその土木工学への応用，土木学会誌，35，5・

（2）

従来の薬液注入工法に改良を加え，新らしい薬液に

地上写真測量による岩石掘削量の測定，発電水力，4，25，

クリート，60−−61，1951，
（9） コンクリートの配合設計を行うとぎ目標とする平均強度のぎ

め方について，生研報告，5，1，1956・
（10） 新しい薬液注入による地盤の固結方法に関する研究，土木学
会論文集，12，1952．
（i1） セメントおよび薬液注入によるダムの仮締切および漏水防止
の施工例，土木学会誌，38，5，1953・

1956．
（6）天然色航空写真に関する研究，土木学会論文集，60（別冊3

（12）

−2），

の漏水どめを行った施工例，土木学会誌39，6，1954・

1959，

コンクリートの壁体中に薬液注入を行い，トンネル覆工から

安芸・井口研究室（昭和24年度〜）
教

授（併任）

助教授

井

口

安

昌

芸

絞

一

平

水工学
河川，特に改修工事の対象となる河川の河床の形態
の長期的な変動を，河川工学の立場から研究している・

この研究については，昭和30年以来高橋裕研究員が
一部を分担している．また，河川および海岸の水理現
103
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生

象の模型による解析も研究対象としている．これにつ

産

研

究

では，流出条件の変化を検出することはできなかった

いては臼井茂信助手が分担している．井口助教授は昭

が，多摩川上流部の浮流土砂の流下現象についてある

和32年4月から昭和33年2月までの問，フランス

程度の分析に成功した．この研究には林野庁の補助を

政府の招きによって，グルノーブル大学，フランス国

受けた．

立水理研究所およびドーフィネ水理研究所に留学し

4．

石狩川の変遷に関する研究（昭和31年度〜）

メアンダーの発達した河川のショートカット工法に

た．

1・筑後川の変遷に関する研究1

5）（昭和28〜30年

よる改修を受けたものの代表的な例として石狩川をと
り，改修工事による河床の長期変動の経過を分析する

度）

代表的な改修河川であった筑後川に昭和28年にコ
ウ水による大規模な堤防欠壊が起ったことにかんがみ
て，筑後川について河床および流出機構の長期変動を

ことを試みるものである．

（一部科学研究費総合研究

費）・

5．

求めることを試みたもの．河川改修の計画を立てるに

河口の導流堤の効果に関する研究8）（昭和29〜

31年度）

当たり，あるいは改修された河川の維持に当たり，河

砂浜の河口に対する導流堤の河道安定効果を求める

床の長期変動を考慮に入れる最近の機運に，この研究

ことを試みたもの．この研究の一部は新潟県鯖石川に

がひとつの動機を与えている（科学研究費，総合研究

ついて行い，また一部は愛知県赤羽根港口について行

費）．

った．鯖石川については，過去の河口の変動を気象要

2．

信濃川旧川の河床変動に関する研究6）（昭和27

素と関連づけることに成功した．赤羽根港口について
は水理模型による実験的研究を行った

〜28年度）

信濃川旧川の全区間の，放水路開削以来の河床変動
の経過を求めることを試みたもの，この研究の結果が，

6．

貯水池のコウ水余水吐きに関する実験的研究゜）

（昭和27〜昭和29年度）

信濃川旧川の安定化工事の計画に基本な要素として取

千葉県小糸川の三島貯水池および新潟県佐渡郡新穂

入れられた．新潟県との協同による．

3・

（一一i部受託研

究費）．

多摩川の浮流土砂に関する研究7）（昭和27年

川の新穂貯水池に対するコウ水余水吐きのために与え
られた設計を水理模型による実験的研究によって検討

度）

多摩川流域の水源地の造林の発展にともなって生じ

したもの，いずれの場合にも，この研究によって相当

たと考えられる流出条件の長期変化による浮流土砂の

多額の経費を節約し得るように設計を改良した（受託

流下状況の変化を求めることを試みたもの．この研究

研究費）．

発

表

論

文

安芸，井口，高橋：筑後川の洪水，河川研究の一方法，生産

（5）

研究，5，12，1953．
（2） 安芸，井口，高橋：筑後川の流出機構ならびに洪水流の変化
に関する研究，科学技術庁資源局資料，8，1957．

（6）

（3）

1954．

（1）

安芸，井口，高橋：Some

lation

between

River，

Storm

Publication

Considerations

Rainfall
no

42

de

and
1

Storm

on

Flood

Runoff

Association

on

Flow・Re・
the

Chikugo

Internationale

d

Hydrologie 1956．
（4） 高橋：筑後川の流出機構の変遷に関する研究，科学技術庁資

安芸，井口，高橋：信濃川の河相，生産研究，5，1，1953・

井口，高橋：旧信濃川の土砂の堆積機構，新潟県旧信醸川河
状調査委員会報告，1953．

（7）

井口：多摩川上流部の浮遊土砂について，生産研究，6，4，

（8）
g，

井口，田宮：新潟県鯖石川の川口の移動について，生産研究，

5，

（9）

1957．

井口，臼井，高橋：千葉県小糸川の貯水池の余水吐きの模形

試験，生産研究，6，6，1954。

源局資料，8，1958．

三木研究室（昭和24年度〜）

助教授 三木五三郎
土質工学
本研究室で行ってきた研究分野は大別すると次のよ
（a）

基礎地盤土の実際調査と，特に地盤土の原位

置調査方法の研究
（b）

路床・路盤土の性質の究明と安定処理工法の

研究
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（c）

土地侵蝕対策における土質工学の応用

（d）わが国に分布する土の工学的特性の調査と土

うになる．

性図の作製
（e）

1．

その他

基礎地盤土の実際調査と，特に地盤土原位置の

調査方法の研究（昭和25年度〜）2・9・14）

229

究11巻第6号
この実際調査については，1949年からの日活国際

1950〜54年には鹿児島・宮崎の白砂台地，長崎県下

会館基礎地盤土調査（1951・10）を初めとして，建物・

の地すべり地帯，多摩川流域等について土地侵蝕対策

船台・橋梁・地下鉄・水道管等の基礎の調査・軟弱地

を考えたが，特に白砂台地の侵蝕機構について初めて

盤上の盛土の安定性の調査検討等枚挙にいとまがない

土質力学的な考察を行った（1951・1）ことはその後の

が，特に1950年ころより原位置において土の強さを

この方面の対策工事や研究に示唆を与えた．その他災

測定するサウンディング方法の研究に力を入れた．す

害に関連して河川堤防を土質工学的に構築する必要の

なわち，わが国に初めて標準貫入試験を導入してその

あることを確めた研究（1955・3）も行っている．

有用性を確かめ，その後小型貫入試験機や押込みベー

1951〜53年に千葉・愛知・福島の各県の工学的土

（1957・6），さらにオランダ式

性図を作製した機会には，土の分類法の土性図の作図

の静的貫入試験をわが国の実際地盤で用いる場合の特

法の関連性について研究した（1956・6）が，その後火

ン試験機を考案試作し

性を研究し，最近これらの代表的な各種サウンディン

山灰土のようなわが国に広く存在する特殊な土の工学

グ試験結果の問に考えられる実用的総括的な式を提案

的性質の究明と分布に関する研究を続けている．
3・その他（昭和24年度〜）3・5，7・1°）

発表した（1959・3）．

2，

路床，路盤土の性質の究明と安定処理工法の研

究（昭和32年度〜）1・4・6，8，11

これに関する研究の一つとしては先に千葉県下の実
際の道路について支持力測定法を中心とする研究を行
ったが

その他の特殊な研究としては城の石垣の安定性の考
察，陸上競技場のトラックの土質を定量的に測る研究

v13）

（1953・7），その後各種締固め機械の性能試験

等があげられ，また最近は土圧の実測を伴う幾つかの
研究を始めている．

なお以上に述べたような研究活動と同時に，土質工

から始めてn−一ドスタビライザの研究試作に協力し

学の内容を一般に広く理解普及させ，土質試験法を制

（1958．3），最近では車輌のトラフィカビリティ判定法

定・指導するといった教育的活動も数多く行ってきた

の研究（1958．5）や一軸圧縮試験を中心とした安定処

（1953．6，1953．8，1955．7，1957・9）が，これはこの

工学が極めて新しい分野のものだからである．

理土試験法の基礎的実験（1958・7）を続けている・

発

表

（1） 三木：白砂台地の土質力学的特性と崩壊対策経済安定本部
資源調査会土地部会資料，138，1951・
（2） 三木，星埜：東京日比谷日活国際会館建設地の土質，生産研
究，

3，

10，

1951．

（3） 三木：土質試験，土木設計便覧，丸善，1953・
（4）三木：道路路盤の強さの現場試験例，土と基礎，2・1953・
（5）
（6）
7，

3，

三木：土質力学演習，オーム社，1953・
三木：土質工学的にみた河川堤防破壊の問題点，生産研究，
1955．

（7）三木，小野，星埜，加藤共訳：テルツアギ，ペック，土質力
学，基礎編，応用編，丸善，1955．
（8） 三木：工学的土性図調査の意義と問題点，第3回日本道路会

議論文集，1956・

論

文

（9）

三木：地表附近の土の力学的性質を調ぺる二，三の原位置試

験装置の試作と実用例，土木学会第12回年次学術講演会講演概
要，1957．
（10） 三木：道路安定処理工法，機械化施工最近の傾向，建設機械
化協会，1957．
（11）三木：n・一一ドスタピライザーの現状と将来，建設の機械化，
97，

1958．

（12）三木，今村：トラフィカビリテイの判定法と実測例，土木学
会第13回年次学術講演会講演概要第】【部・1958・
（13）三木：道路の安定処理に用いるソイルセメントについて，生
産研究，10，7，1958．
（14）三木：基礎地盤調査に用いる各種のサウンディング方法につ
いて，生産研究，11，3，1959．

建築学関係

小野研究室（昭和24〜31年度）
教

授

小

野

薫

建築生産学・建築構造学
建築構造設計法の合理化という立場から終局荷重設
計法（Ultimate

Load

Design）の研究を行った．この

小野教授は昭和32年1月11日死去された・
受賞 ラーメンの解法に関する研究 で昭和18年

研究は助手田中尚が担当し一貫して今日まで続けられ

度建築学会学術論文賞を授与された．

ている．また建築材料の効果的使用という面から，主

1・

としてコンクリートに関してその調合設計法，施工法

現在，わが国の建築構造物の設計法は許容応力度を

および無破壊試験法の研究を行った．この研究は助手

終局荷重設計法に関する基礎的研究1，2）

基礎にしている．すなわち

佐治泰次が担当した．佐治は昭和31年6月16日九

（1）設計荷重Pに対して，主として弾性理論によっ

州大学工学部助教授として赴任した．

1て応力を求める．
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生

（2）適当な材料安全率nを定めて，応力のn倍が材
料の降伏点または強度を超えないように断面を定

産

研

究

（5）弾塑性ラーメンの停留原理とその応用
2．

める．

＝ンクリート無破壊試験法3〜8）

型成されたコンクリートの強度はコンクリート型成

という方法である．この方法に対立する設計法として

と同時に採取されたコンクリートでテストピースを造

終局荷重設計法が，最近各国で研究され，実際に用い

り，その試験結果から推定するのが普通であるが，施

られ始めた．その根本の思想は構造物の強さの基準を

工の条件を異にするので実際に型成されたコンクリー

構造物が崩壊を起す荷重の大きさにとる考え方であ

トの強度とテスト・ピースの強度との問にはかなりの

る．したがって安全率は材料強度と応力の比率ではな

開きが生ずるおそれは十分にある．このためもし型成

く，崩壊荷重と使用荷重の比率を安全率とするわけで

されたコンクリートの強度を直接知り得る試験法が見

ある．このように考えた安全率を荷重係数と呼んでい

出されるならばそれは非常に優れた管理法となるので

る．終局荷重設計法の内容は次のように要約できる．

ある．本研究においては，試験機としてブリンネル硬

（1）使用荷重に荷重係数を乗じた荷重を終局荷重と

度計とボーマン試験機を用い，試験機にあらわれる結

する．

果とコンクリート強度との関係を統計的に調査して強

（2）終局荷重によって，ちょうど構造物が崩壊する

ように断面を定める．したがって，断面の強度は

度の判定法を示した．

3．

終局強度理論による．

コンクリー・トの調合設計に関する研究および仮

枠にかかる側圧の研究8

・・13）

当研究室ではこの設計法に種々の検討をくわえると

いかにしてよいコンクリートを経済的に打込むかと

ともに現行設計法の不合理な点を指摘して終局荷重設

いうことがコンクリート工事における最も重要な問題

計法に対する研究の必要性を説き，さらにすすんで終

であるのは当然であるが，本研究においては，まずコン

局強度理論を研究して次のごとき成果をあげることが

クリートの調合設計に関して若干の考察を加え，さら

できた．

にコンクリートのWorkability測定法において従来一

（1）軸方向力を考慮したラーメンのLimit

Design

般に用いられているスランプテスト法に優るFlow−Up

（2）鉄筋コンクリート壁体のLimit

Design

Methodを提案し，次いでコンクリート打込中仮枠に

（3）鉄筋コンクリート床版のLimit

Design

かかる側圧を測定してコンクリートの施工の合理化を

（4）弾塑性ラーメンの変形について

はかった．

発
（1）

表

田中：終局荷重設計法に関する基礎的研究，生研報告，39，

1955．
（2）小野，田中：建築物のリミット・デザイン，理工図書，1956，
（3） 小野，佐治：ブリンネル携帯用硬度計によるコンクリート強

論

文

（8）佐治：コンクリート無破壊試験（その6）建論，31，1955．
（9） 佐治：仮枠にかかる側圧の測定 建報，13，1951・
（10）佐治：生コンクリートの側圧について 建報，18，1952・

（11）佐治：コンクリートの調合設計に関する研究（第1報）建論

度の判定（その1）建論，24，1953．

33，

（4）小野，佐治：同上，建報，27，1954，
（5）佐治：コンクリート無破壊試験法（その3）建報，29，1954・
（6）佐治：同上（その4）建報，28，1954。
（7） 佐治：無破壊試験による既存コンクリートの強度推定（その
5）建報，28， 1954．

（12）佐治：コンクリートの調合設計に関する研究（第2報）建報，
33，

1950，
1950．

（13）佐治：コンクリートのWorkability測定法について，生産研
究，8，1，1956．

渡辺研究室（昭和24年度〜）
教

授

渡

辺

要

建築環境学
主なものは次のようである．（1）建築物の地域性に関

greedaysおよびcooling

degreedaysと地域性との関

する研究のうち，特に建物の熱的性質，暖房負荷，寒
係を明らかにし，さらに建物の結露防止（特に表面防
地建築における防寒・防露の研究（2）建築音響特にオ＿諺垂露）のための床・壁．天井などの構造物の熱貫流率を
ディトリアムの音響，材料の音響特性に関する理論お

求め，この値を元にして全国を数区の気候区に分け，

よび実験的研究を行ってきた．

これを建築気候区と呼び全国の市町村別の一覧表と地

1・建築物の地域性に関する研究1−．．16）（昭和24年
度〜）

この研究の内容は（i）わが国各地のheating
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図を作製した．

（ii）以上の区分を行うための基礎的研究として，

de・

気温・湿度・風速の三者を総合した体感温度の一般式
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を求め，これにより冬季体感気候区と名付ける区分を
行い全国をa，b，

（iii）

暖房負荷の研究として暖房設計用地中温度の

材料の吸音と遮音に関する研究を行い，特に合板，石
綿板，木毛セメント板，有孔ハードボートなどについ

実用解を求めた．

（iv）

第5部の新館に音響実験室を設けた．この実験室は
残響室と無響室とからなり，これを利用して各種建築

cの三区に大別した．

暖房設計用戸外気温のとり方は各国・各人区

区である．現段階において暖房負荷計算用の戸外気温
として最も合理的であるとされている方法，すなわち

ては種々な実験を行い，実際の建築設計にそのまま利
用できる各種の資料を得た．
（iii）

超音波を利用した模型実験によるエコー防止

の研究

冬季4カ月（12，1，2，3月）間，毎日の毎時観測気
温の97・5％以上が設計用戸外気温より高くなるよう

室内でエコーが発生することは最も悪い音響障害の

な気温をとる方法に従って各地10力年の観測値から

一つであり，これを防止するためにしばしば拡散体を

これを求めた．この研究も今後進める予定である．

取り付けることが実施される．しかしその効果につい

（v）建築材料のvapour

Permeabilityに関する実

験的研究を行っているが，その成果の一部は発表済み

て理論的な検討を行うことには，各種の困難な問題が
あるので模型実験による検討を行った．

（iv）AuditoriumのTailor

である．

文部省科学試験研究費などの補助によって行ったもの
であり，名古屋工業大学教授小島武男，東大総合試験

Making

Systemに関

する研究

以上（i）〜（v）の研究の一部は北海道庁・建設省・

完成したオーディトリアムの音響特性は必ずしも設
計通りであるとは限らない．そこでその原因を研究し

所助教授斎藤平蔵，東北大学助教授長谷川房雄，明治

できるだけ設計値に近づけるために工事の各段階で音

大学助教授篠原隆政，東大大学院学生宮路栄二諸氏の

響測定を行い，設計通りに工事が進んでいるか否かを
確かめながら施工を進めることを実施し，神奈川県立

協力によるものが少なくない．
2．建築音響に関する研究17・18）（昭和24年度〜）

音楽堂，読売TVホール，栃木会館，千代田区公会

この研究は助手石井聖光の分担研究で，東大大学院

堂，世田谷区民会館などについていくつかの成果をあ

学生木村翔君がこれに協力した．

げた．

（v）以上の諸研究を行うために，いくつかの特殊

（i）室内の音場分布理論に関する研究
幾何音響学的理論によって室内の音場分布理論を求

測定機器の研究試作を行った．その主なものは，ブラ

め，これを実験によって確かめ，さらに過渡状態の場

ウン管直視型生研式残響計，音源装置，模型実験用コ

合について考察した．

ンデンサスピーカ，マイクロホンなどである．

（ii）

各種建築材料の吸音および遮音に関する研究
発

表

論

文

（1）渡辺：寒地アパートの防寒防露構造，建報，24，1953・
（2） 渡辺：北海道住宅改善研究報告書，2，1953・
（3） 渡辺：東北地方の建築気候区と防寒防露構造，建報，33，19

（10）

渡辺：構造力学と計画原論からみた寒地ブロック構造の防露

55．

研究報告，1，1953。

上の矛盾点と原論的対策，建報，29，1954．
（11）

渡辺：寒地住宅の暖房熱経済に関する研究，北海道住宅改善

（4）

（12）渡辺：保温壁の経済的厚さ，建報，9，1950．

（5）

（13）渡辺：建築気候区およびディグリーデーに関する研究文部
省試験研究報告，1950．

渡辺：建築設計の地域性に関する研究，昭和29年度文部省
科学試験研究報告．
渡辺，小島武男：関東・中国・四国および九州地方の建築気

候区と防寒防露構造，昭和31年度文部省科学試験研究報告．
（6） 渡辺，小島武男：申部・近畿および山陰地方の建築気候区と
防寒防露構造，昭和30年度文部省科学試験研究報告．
（7） 渡辺，小島武男：中部および関東地方の建築気候区と防寒防
露構造，建論，54，1956．
（8） 渡辺：各種塗料による防湿効果の比較，建設技術研究報告，
1955．

（9）
建幸浸，

渡辺：寒地建築における壁体隅角部の温度分布と防露対策，
27，

（14）渡辺：気候区と防暑対策，生産硫究，2，7，1950・
（15） 渡辺：わが国の暖房ディクリーデー，衛生工業協会誌25，

3，1941，
（16）

渡辺：暖房設計用地中温度と地下室の暖房負荷，建論，60，

1958．
（17） 石井：オーディトリアムの室内音響設計と施工に関する研
究，生研報告，8，2，1958，
（18）

石井：拡散体を取り付けた壁面からのエコーの分布に関する

超音波を利用した模型実態，建論，61，1959．

1954．

星野研究室（昭和24年度一一）
教

授

星

野

昌

一

建築装備学
建築設計計画を建築材料の性能，装着法などにもと

ついて基本的に研究・試作する目的で次のようなこと
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生

産

研

究

を行った，

方面に使われる傾向を生じているので，その材料の適

1・

性に応じて各種用途に使用される場合の適正な使用法

軽金属の標準仕様の研究1・2）（昭和24〜27年

と各種材料の形状，材質，装着法などの研究を行い，

度）

日本軽金属協会，日本建築学会の要請によって建築
に用いられる軽金属の標準仕様書原案を作製し，その

日本建築学会の材料施工標準仕様書の原案をつくり、
その解説を担当してとりまとめている．

解説書をつくった．この間軽金属を外装，屋根，内装，

5・色彩調節と建築配色の研究4）（昭和28年度〜）

建具などに試用してその標準施工法の研究を行った．

色彩調節の理論を建築に適用する場合その材質，使

軽金属軽量組立家屋の研究（昭和25〜27年度）

用箇所，意匠効果などについて特殊の考慮を払う必要

軽金属を外装，内装にもつ単位パネルの組立試作住

が多く，建築配色の基本方針を確立する必要があるの

宅をつくり，簡易耐火構造として住宅金融公庫の試作

で，各種材料の色調をしらべ，それらの適正な組合せ

住宅をつくり（中野，千葉）公庫法，公営住宅法改正

を研究し，配色理論の確立の基礎資料をつくっている・

2・

6．建築材料の防火性能に関する研究（昭和30年

の機運をつくって不燃構造を優遇する途をひらいた

度〜）

（一部文部省試験研究費）．

軽量鉄骨組立家屋の試作研究（昭和28年度〜）

軽量不燃構造がようやく実際的にかなり用いられる

薄鉄板を軸組とするパネル式組立家屋の研究を進め

ようになり，建築基準法の改正まで実現するようにな

3・

軽量不燃組立書庫の試作（千葉，神田），軽量組立住宅

ってきたので，新たに制定される簡易耐火構造の屋

の試作（千葉，名古屋，東京その他全国各地）をつづ

根，内外装などの防火性能を定める基礎資料をうるた

けてすぐれた防火性能，断熱性，防錆性などたしかめ

めに各種建築材料の防火性能を，新たに考案した輻

ている（一部生研中間試験研究費，担当桑田技官）・

射，火焔併用加熱炉で試験し，在来のガス炉では不可

4・プラスチックス建築材料の標準仕様の研究3）

能であった表面の炭化，着火，発焔，展焔などの総合

（昭和29年度〜）

的な研究を行い．難燃化の実際的な指導研究を行って

新らしい材料であるプラスチックスが建材として各

発

表

いる（担当田村技官）．

論

文

（1）

建築用軽金属ハンドブック，軽金属協会，（委貝長星野教授）・

（3）JASS：プラスチック工事，日本建築学会（主査星野教授）．

（2）

JASS：軽金属工事，日本設築学会（主査星野教授）

（4）

星野：色彩調節と配色，丸善・

坪井研究室（昭和24年度〜）
教

授

坪

井

善

勝

建築構造学
a）建築構造学の立場から殻構造等新構造法に対する
理論的解析および実験的裏付けや，高層建築に不可

最初の応急バラックから次第に経済的でしかも不燃
性，耐久性のあるものが強く要望されるようになり，

欠の鉄骨鉄筋コンクリート構造に対する実験，耐震

これらの見地から壁式構造が選ばれた．住宅の平面計

壁の研究等，建築構造に関する基本的研究を行って

画を検討してみるに個々の住宅の隔壁その他外壁間仕

今日に及んでいる．

切壁を構造計算に忠実に取り入れることができれば，

b）

特にはり型や柱型を設けないでも所要耐力を確保でぎ

国際会議出席
3rd

nics

Congress

に出席，

of

Theoretical

and

Applied

Mecha・

る見通しを立てた．このように板で構成された構造体

印度においてBangalore，1957年

に関する忠実な力学的解析1・2・3）は至難なことであっ

12月24日〜27日，その後1958年2月9日まで

たが，模型や実物実験4・5）により今日では「公営のア

Bolnbeyの北方Ahmedabadにおいて紡績工場建設

パート」と云えぽほとんど「壁式アパート」を想像す

に関する構造計画の指導を行った．

c）受

賞

日本建築学会学術賞．1941年．「矩形板の構造力
学的研究」

日本建築学会作品賞．1953年．「愛媛県民館」

1・

壁式鉄筋コンクリート構造および耐震壁の研究

戦後の住宅不足を緩和するための国庫補助住宅は，

108

るまでにこの壁式構造は普及している．その間1952
年壁式鉄筋コンクリー一卜造設計規準が立案発表され，

さらに1955年にこれを改訂し6），今日では公営アパ
ート以外，各方面の建物がこの壁式構造を採用して設
計されるようになった．なお一般鉄筋コンクリート構
造における壁体の勇断に対する弾塑的変形に関する諸
性質をこれらの研究とともに解明し耐震壁設計の指針
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を与えた．
大助教授

（担当者

田治見宏

現九大助教授

富井政英・現日

3．鉄骨鉄筋コンクリート構造に関する研究

両研究員）

鉄骨鉄筋コンクリート構造の主要な全部門にわたっ

2・殻構造に関する研究
殼の力学的な本質を理論的実験的に追求して，設計
上の指針を得ようとするものであり，なお，これら弾

て理論的実験的に研究を行っている13〜17）．

本構造は，鉄筋コンクリー．．．卜構造と共通の性質をも

っているが鉄骨一鉄筋と合成材であるだけにさらに複

性論に立脚した研究と併せて弾塑性域に亘る研究が継

雑である．特にせん断破壊については破壊機構および

続される各種鉄筋コンクリート殼構造の破壊機構につ

部材の形，荷重状態，応力の分布状態等種々の現象が

いても追求している・理論的研究としては，偏平球殼7）

混在し，これらすべての現象を満足するような実験式，

が，ベッセル関数を応用して解かれ方形プラン上に球

理論式も確立されていない．当研究室においてはせん

殼をかけた識断球殼9），H．

断破壊機構を根本的に解明するためにせん断力をうけ

P．シェル10），

conoidicalシ

ェル等，各種のシェルについても，周辺の支持効果を

る梁，せん断力と軸方向力を受ける柱等についてcom−

考慮して差分法を適用した解析がなされている．さら

bined

に，4次曲面を有する殻が解析されて，建築構造への

ら根本的にあらゆるcombined

stressを受けるコンクリートの破壊論的見地か
stressによるコンクリ

適用の可能性が示唆され，原子炉の容器ならびに支持

ートの破壊機構および破壊時の主応力間の相関々係を

構造として応用される曲面構造についても，二つの殼

調べて終局せん断耐力を理論的に究明している．なお

構造の連続性を扱い，超球関数8）を応用した解析が試

本構造の新らしい計算規準を創設するに当たって当研

みられている．このほか，殻の挫屈11），円筒殻の耐震

究室の広範囲な研究成果の指針によるところ少なくな

問題12）などについても理論的，実験的に研究を行って

い．

いる．

（担当者

員，大学院学生

青木繁・秋野金次・角野晃二各研究
発

表

1950．

坪井善勝：耐震壁の応力解析（壁付ラーメンのせん断変形），

（2）
建論

46，

1953。

（3） 坪井善勝：壁式鉄筋コンクリート造の構造計算法について，

特殊コンクリート造設計規準日本建築学会，1955，11・
（4）富井政英：鉄筋コンクリート板のせん断抵抗に関する研究，
生研報告，6，3，1957．

（5）富井政英：ラーメン付壁板の対角線加力に関する実験的研
究，建論，60，1958，10．

（6＞坪井善勝：特殊コンクリート造設計規準，日本建築学会！t
1955，

11．

（7）坪井善勝，秋野金次：Design＆Construction
Concrete
on

（8）

Roller

Shell

Structure

of

Non・Uniform

System．生研報告，5，4，1955・

of

Thickness

Reinforced
Supported

9・

坪井善勝，秋野金次・鄭洞：球形殻の非対称曲げ理論，建築

学会論文報告集，60，1958．10・

（9）

若林実特別研究員一一現在Lehigh大学

留学中一，大学院学生

末永保美）

川口衛）

坪井善勝，田治見宏：開口を有する壁体について，建報，6，

（1）

（担当者

坪井善勝，青木繁：実験による戴断球穀の特性の考察（1〜

・3），建築学会論文報告集，31，33，54，1955・5，10，1956・9・

論

文

2），建築学会論文報告集，57，60，1957・7・1958・10・
（11） 坪井善勝，角野晃二：非線型殼構造一般式，第8回応力連合

講演会，1958・9・
（12） 坪井善勝，川口衛：逆対称曲げをうける円筒殻の弾性実験
建築学会論文報告集，60，1958・10・
（13） 坪井善勝，若林実：鉄骨鉄筋コンクリートに関する実験的研
究，（その1），偏心荷重を受ける柱の実験建築学会論文集，48，
1954．3．
（14）坪井善勝，若林実：鉄骨鉄筋コンクリートに関する実験的研
究，（その2），曲げモーメントを受ける梁の実験建築学会論文
集，

49，

1954，

9．

（15）坪井善勝，若林実：鉄骨鉄筋コンクリートに関する実験的研
究，（その3）仕口の実験，建築学会論文集，50，1955．3．
（16）

坪井善勝，若林実・末永保美：鉄骨鉄筋コンクリートに関す

る実験的研究，（その4）せん断力を受ける響の実験 建築学会
論文集，55，1957・2・
（17） 坪井善勝若林実，末永保美：鉄骨鉄筋コンクリートに関す
る実験的研究，（その5）輔方向力とせん断力とを受ける柱の実
験，建築学会論文集，56，1957．6．

（10）坪井善勝，青木繁・川股重也：HPシエルに関する研究（1，

高山研究室（昭和24年度〜）
教授（併任）

高

山

英

華

建築配置および機能学（都市計画・地域計画）
研究所設置とともに高山教授は本学工学部教授を本

1

−3）（昭和28年度）

務とすることになったが，併任教授として当研究所5

市街地の土地利用構成は都市計画の基本となるもの

部池辺研究室に研究室をおき，主として都市計画・地

である．わが国に適当したその用途別割合や合理的組

域計画に関する実態調査を行い，設計上・建設上・経

合せを各都市の特性に応じて研究する必要があり，そ

営上の諸問題を明らかにし，その実現方策につき検討

の最も複雑な巨大都市東京について，実態の分析およ

を加えている．

び若干の基準を求めた．

1．市街地の土地利用構成の合理化に関する研究

2．

大都市および周辺都市の施設の配置基準に関す
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生

産

研

究

区画整理の立体化に伴ないその実施のため，標準的

る研究4〜5）（昭和28年度）

主として東京を中心とした，いわゆる首都圏域内に

街区・具体的街区について各種の計画例を作成し，立

ついて，東京をはじめ周辺各都市についてその規模，

体区画整理に伴なう建物設計上の問題点を明らかに

性格の概定に対応する各種施設の配置基準を求めた．

し，その解決策について検討した．

3・

大都市における空閑地について6）（昭和29〜

5．都市再開発についての研究8−

10）（昭和30年

〜31年度）

30年度）

東京区部について，航空写真等の資料によって空閑

前記3，4などの研究に基づき，再開発の予想せら

地の分布，規模，形態，利用状況などを算定し，今後

れる地域を選定して実態調査を行い，設計上，建設上，

の都市発展傾向，緑地確保の必要性，住宅建設用地の

経営上の問題を明らかにし，その実現方策につき検討

取得などに関する基礎的資料を求めた．

を加えた．

4・立体区画整理に関する研究7）（昭和29年度）
発
（1）

表

高山：東京都区部における土地利用効率，建報，24，1953・

（2） 高山：大阪市における土地利用構成と人口密度の分布につい
て，都市計画，6，1953・
（3）高山：市街地の土地利用構成に関する研究，都市計画学会報
まヒ誰
ヨ

1953．

（4）

高山：大都市および周辺都市の構成に関する研究，都市計画

ロ

学会報告書，1953．
（5） 高山：大都市および周辺都市の適正規模ならびに施設の計画
基準に関する研究，都市計画，12，1954・
（6） 高山：東京都区部空閑地調査報告書（1，ff），限定頒布，19

6・住宅地選定調査について11）（昭和30〜32年度）

論
55，

文
1956．

（7）

高山：立体換地における建築設計の基本的事頃，都市計画学
会報告書，1954．
（8）高山：建物不燃化の諸要因に関する研究，建報，29，1954．
（9）高山：都心部における併存アパートの成立条件についての研
究，住宅公団調査研究報告書，1955・
（10）高山：東京都区部周辺の住宅地開発について，住宅公団調査

研究報告書，1956．
（11）

高山：名古屋市およびその周辺の住宅立地に関する研究，住

宅公団調査研究報告書，1957・

勝田研究室（昭和24年度〜）
助教授

勝

田

高

司

建築環境学
建築環境学の立場から，自然換気および空気調整に
関する基本的研究を建築設備を対象とした応用研究と

による換気量の実体を求め，換気計画指針を得ようと
するものである．

を行って今日に及んでいる．昭和25年までの研究は

自然換気に関する既往の基礎的研究にもとづき，計

勝野邦夫助手に，それ以後のそれは後藤滋，寺沢達二

算によって求めた値を実物アパートの測定値と対照す

両助手により分担されている．
1．

住宅の暖房負荷に関する研究（昭和24〜29年度）

るため，建設省建築研究所と共同研究を行った．実測
の結果はよく計算値と一致し，建具すきまおよび換気

住宅の暖房負荷を解析し，地域性およよび熱経済の

口による換気量の外部風速との関係，窓による室内通

立場から住宅暖房の経済的可能性を明らかにしようと

風率，および換気筒断面など計画上の基準資料を作成

するものである．

することができた（一部建設省試験研究費）．

住宅暖房負荷の変化を求めるにさいして，建具すき
まによる換気量の計算法を，実験的研究にもとづき明

3．

室内空気分布に関する研究（昭和28年度〜）

窓による通風ならびに機械換気あるいは空気調整を

確にし，また，地域性に関しては，気温統計資料を利

行うとき，建築の用途に対して適正な空気分布がえら

用して，全国各地のディグリーデーを求める．

れるような，窓の構造および配置ならびに吹出ロディ

各種の住宅平面構造および外部風速に対して，単位
面積当りの暖房負荷を容易に求めうる図表および本邦
ディグリー・デー図を作成し，断熱構造の経済的評価
の体系を得た（一部科学試験研究費）．

2．

コンクリート・アパートの通風換気に関する研

究（昭和27〜28年度）
鉄筋コンクリート造アパート等不燃構造の普及にと

フユーザおよびダクト・システムの計画資料を求めよ
うとするものである．

窓による通風に関しては，アパート，小学校などの
模型実験および総合試験所と協同による実物実験を行
った．また，機械換気および空気調整に関しては，全

方向微風速計を試作し，倉庫，車庫，事務所，図書
館，公会堂，工場，地下鉄墜道など現場において測定

もない，この安全衛生上換気の問題が重大化したので，

を行い資料を集積しつつある．なお，勝田は書庫の空

窓および換気口の適正な大きさ，ならびに建具すきま

気調整に関して，国会図書館の要請により米国に出張
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調査を行った（昭和30年度），

箱形およびマフラー形消音器については一応の結論

窓に関しては構造による特性および開口比と通風率

を得た．総合的効果については実施例につき測定を行

との関係が明らかにされた．吹出ロディフユーザに関

い実用上の目的は達せられたが補足研究を続けている

しては必要な実験室設備をまだ得られないので，基本

（一部科学研究費，受託研究費）．

的な研究として等温吹出のそれにとどまらざるを得な

5・金属製窓サッシの気密および水密に関する研究

い状態で，まことに残念である（一一一部科学研究費）．

（昭和31年度〜）

4．高速ダクト・システムにおける騒音制御に関す
る研究（昭和31年度〜）

各種のサッシの実物試験により，それの気密水密性
能を明らかにすると共に，用途，目的に適合する標準

理論ならびに実験的研究を行い，各種の減圧消音吹

形式を求めようとするものである。

出ユニットおよび消音器の特性を明らかにする．

建物周囲条件の換気通風に及ぼす影響に関する実験

各種のディフユーザ，ダンパ等からの発生音の測定，

的研究の結果を導入して，すきまによる換気量計算の

箱形消音器およびマフラ形消音器の基本的形式から建

体系を強化し，池辺研究室と協同して窓開閉機構に関

築設備的に考慮される各種の変形等につき消音特性を

し，気密水密の基本的事項について研究を進めている．

測定する．さらに，数種の減圧消音吹出ユニット総合
性能を比較して，総合判定資料を作成しようとするも
のである．

引違い，上下，開き，片引，はめころし等各種の鋼
製あるいはアルミニューム製サッシに関して多くの資
料を得た（一部科学研究費，委託研究）．

発

表

論

文

勝田：住宅暖房の基礎的考察，建報，2，1949・7・

10．

勝田：自然換気に関する実験的研究，（昭和26年度日本建築学会学

勝田，後藤，寺沢：地下車庫を有するビルディングの空気条件につ
いて，建i報，28，1955、2．
同上，高速ダクトシステムにおける吹出ロユニットに関する実験

術論文賞受賞），生研報告，1，2，1950，8．

勝田，後藤：軽金属住宅の室内気候，建報，13，1951・8・
勝田，後藤：コンクリート・アパートの自然換気計画，建報，20，
1952，

10．

勝田，後藤：全方向微風速計の試作，生産研究，5，3，1953・8・
勝田，藤井，今野：コンクリート・アパートの換気に関する研究，
建論，

47，

1953．9．

建報，

言禽，

勝田，寺沢：小住宅の建具すきまによる換気量，建報，25，1954，
2．

35，

1956。

勝田，後藤：建物周囲条件の換気通風におよぼす影響，建論，53，
1956，
勝田，後藤，寺沢：スティール・サッシのすぎまによる換気量，建
57，

2，

1957．7．

同上：マフラー形共鳴吸音ダクトの実験，建論，57，2，1957．
同上：ダクト系の騒音制御について，衛協誌，32，6，1958・

騰田，寺沢：住宅暖房の経済的可能性について，建論，27，2，1954・

池辺研究室（昭和24年度〜）
助教授

池

辺

・

陽

建築機能および配置学
建築，都市等の人間の生活空間を機能的な立場から

トル化する際の基礎資料として現在建築学会，その他

把握し，諸要素に分解し，空間構成を近代工業に結び

において種々の面から検討されており，今後の日本の

つけるための基本研究を行っている．これまでの研究

建築寸法の一つの基準をなすものである．

には多くの大学院学生，研究生が研究に協力している

が，昭和24年以来，関文子技術員が研究室の運営を
分担している．

1・

モデュラーシステムに関する研究1）（昭和26年

度〜）

空間構成に使用する各部の寸法関係を系統化し，家
具から都市に至るまでに，寸法的秩序をつくり出そう
とするものであって，建築工業生産化の基礎的事項と

2．

モデュラー，コオディネイション（M・C・）に

関する研究2）（昭和26年度〜）

MCはモデュールの実際の適用にあたって，必要な
課題で，材料の規格寸法，建築構造，平面計画等すべ
ての分野にわたっている．建築を各要素に分割し，そ
の接触面で寸法をおさえてゆくことは，建築部品の工
業化に対して重要である．しかしこの決定には多くの
実験を必要とする．当研究室では多くの試作住宅そめ

して現在世界で取り上げられている問題である．本研

他を通じて，この研究を行ってきたが，住宅公団，建

究室においては，これに対し，数学的研究，人体動作

設省公営アパート等のMCに関する研究を行い，また

の分析，空間研究，その他について，理論的および実

現在軽量鉄骨建築のMCの研究を行っている．

験的研究を行い，現在GM方式と呼ぶ2進法的モデュ
ール数列を完成した．この数列は現在建築寸法をメー

3・

建築各部の標準化に関する研究3）（昭和24年

度〜）
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生

MCの研究を基礎として，建築の各要素を標準化し
工業化の基礎条件をつくろうとするものであって，主
として住宅用部品の研究を行っている．窓，壁，床等

産

研

究

えられるものが見出され，現在はこれらのものについ
てさらに検討を重ねている．

5・

金属製窓サ・ソシの設計研究（昭和31年度〜）

の構造の検討，仕上材料の選定などの問題を含んでい

この研究は勝田研究室と協同して，気密，水密がよ

る．独立した諸要素である家具類については，すでに

く，しかも経済的なサッシの標準設計を作ろうとする

標準キッチン，収納ユニット，イス類等について，設

ものであって，鉄製，軽金属製等のものについて，研究

計試作を行っている．

を進めている（一部文部省科学研究費，受託研究費）・

4・住居の基本型に関する研究4）（昭和24年度〜）

6．

日本入の住居型は現在居住様式，設備程度等多くの

この研究はSRの一部として道川海岸に施設を行う

点で非常に混乱している．本研究室にその基本型をつ

ために行った研究であり，坪井研究室と協同して行っ

くりだすために試作住居No・

たものである．テストスタンド，計測室，テレメータ

1よりNo・60に到るま

ロケット実験施設の建築的研究（昭和30年〜〉

での設計を行い，その結果について検討している．こ

室等について，研究設計を行い，実施した（一部文部

れらの設計を通じて，面積，面積配分，住居組織，階

省科学研究費）・

層構成等の多くの点が解明され，幾つかの基本型と考
発

表

（3）池辺：建築標準化基礎理論および実験的研究，建報，1951．
（4） 池辺：住宅組織の分折，新建築，28，1，1953，
（1）池辺：標準寸法へのアプローチ，国際建築，20，2，1953．
（4） 池辺：住居デザインにおけるコアの意義，薪建，29，11，19
54，

国際建築，1955．

（4）

について，生産研究，19，12，1958。
（2） 池辺：GMについて一モデュラーコオーディネーション，
国際建築，25，7，1958．

（4）池辺，市川清志：下関市土地利用計画一試案，都市計画，
1，

1956．

（3）（5）

池辺；鋼製サッシの規格について，材料と設計，3，1957．

（3）（4）池辺：住宅No・34，新建，32，2，1957．
（4） 池辺：土地の価値について，新建，32，3，1957．
池辺，佐々木，関：Xn

＝

2n

2

K（K−1．2…9）であらわされ

るデュールにモついて，建報，57，1957，
（4）池辺：地方性の問題，建築文化，126，1957．
138，

池辺：数値選択の理論：モデュール基礎理論，学会論文集，
1958．

利用，学会研究報告，44，1958．
（2）池辺・中原：G・M・モデュールによるモデュラーコーデイネ
ーション，学会研究報告，44，1958．
（1）（2） 池辺研究室，佐々木：モデュール検討の一方法，学会論
文集，60，1958．
（1）（2） 池辺研究室，池辺：G・M・Moduleの特性分折，学会論
文集，60，1958．
（1）（2）池辺研究室，池辺：G．M．モデュールにおけるスペース
スタディの意味，学会論文集，60，1958．
（2）池辺：公共住宅のモデュラーコオー一・一ディネーション，国際建

（3）（4）池辺，池辺研究室：工業化のためのデザインへ，建築文
イヒ，

60，

（1）（2）池辺，佐々木：2を底とする等比的展開のモデュールの・

池辺：住いにおけるコンクリートの意味，新建，31，11，19

56．

（1）

文

（1）池辺：建築工業生産化のためのモデュ・一一ル（標準数）の確立

（1）

（1）池辺：基本数値の探求一生活のモデュ・一ルを掴みだす一

15，

論

築，

25，

6，

1958。

1958．

田中研究室（昭32年度〜）
助教授

田

中

尚

建築生産学・建築構造学
小野教授死去の後，建築生産学の講座は一時昭和32

科学者計画によって米政府より招聰され目下Bownk

年2月〜昭和32年12月生産技術史の関野教授が兼
任されたが，昭和32年12月田中尚の助教授昇任と

Univ・の応用数学科に1力年間の予定で留学中である．

ともに関野教授の兼任がとかれ，田中尚の担当とな

受賞

終局荷重設計法に関する一連の研究

った．研究は小野教授時代から一貫した終局強度理論

1・

を中心として行われたが，昭和32年度の後半から

田中助教授は非常に利用度の高い理論

Structural

AnalysisだけでなくLoad

Analysisをも

で昭和、

32年度建築学会学術論文賞を授与された．
終局強度理論に関する研究

関する考察

累加強度に

を発表した．この研究の成果は，すでに

含めて建物の安全を考えて行こうとする研究が行わ

各方面で応用されている．

れ，大学院学生花井正実がこれを担当した．また外部

ん断耐力に関する理論的研究

よりの委託によりパイプ構造物に関する実験的研究が

うがなかった鉄筋コンクリートのせん断耐力を理論的

行われ，研究生森富五郎，永田康夫，吹上慎一，吉田

に究明しようとしたものである．

軍治が担当して実験を行った（昭和32年4月〜34年
3月）．

田中助教授は昭和33年10月デメリカの客員研究

112

鉄筋コンクリート梁のぜ
は従来全く手のつけよ

2．建築物の構造設計に関するOperations

Re−

search
花井正実は建物の安全に関してLoad

Analysisなし
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第11巻第6号
tにStructural

Analysisのみ如何に精密にAnalysisし

Operation

Researchに応用できることを知った．

ても無意味なことを説きさらに現行設計法の不合理性

3．

を指摘し，建物の安全は確率をもって表示されるべき

永田康夫，吹上慎一・らは構造上種々の不明確な点を

パイプ構造物に関する実験的研究

であることを述べ，その確率は人命に対する保証と経

有するパイプ構造物を実験的に究明した．まず長短柱

済的条件によって決まることを説明したが，その後の

バイプの圧縮試験からはじめて個材，組立材，接手金

研究によって先に提出した理論の一般的拡張を行うこ

とによってLimit

Analysisにおける安全荷重域の意

味を明確にし，さらにそれが建築物の構造設計の
発

表

（1） 累加強度に関する一考察，論，57，1957，7．
（2） 鉄筋コンクリート梁のせん断耐力に関する理論的研究，論，

具，溶接強度等に関して実験を行い第1〜32報にわた
る報告書にまとめた．これらの成果は近く発表の予定
である．

論

文

60，

1958．10．

（3）建物の崩壊に対する安全の確率について，論，60，1958．10．

関野・浜口研究室（昭和24〜32年度）
教助生

授響

技

関浜術

野。史

隆

克一

研究所の開設と同時に生産技術史の研究専門分野が
設置されたが，当初の考え方として将来管理，統計に

主として当研究室員が「生産研究」に交互に分担執
筆した．その題目は次の如くである．

関する数個の専門分野とともに第7部（経営）を形成

1・建築物の運搬法の発達（関野）2・ガラスの発達

する計画であった．したがって該部の設置をみるまで

（浜口）3・動力技術の発達（村松）4．軽金属の発達

当分の問第5部（構築）に置かれることになった．

（村松）5．写真の歴史（浜口）6．インダストリアル・

実際には建設技術史．特に建築技術史に中心をおき

デザイン（〃）7・指金とSteel

Square（関野）8．冷

古代，中世，近世の技術体系を基礎として，生産技術

凍・冷房（村松）9．尺度の歴史（関野）10・展示技術

全般に関する歴史的研究を行うとともに，ことに近代

の進展（小槻貫一）11．プラスチックス（村松）12．

技術の急激な発展にみられる諸法則の研究，および技

輸送の歴史（〃）13・自動車前史（飯田喜四郎）14．

術に関する啓蒙，普及への協力のために文献，資料の

手工業の歴史（伊藤要太郎）15．分析化学史（第4部

収集，調査を行うことを目的としてきた．

今岡稔）16・Technocracy（村松）17．水道の歴史（飯

関野教i授は，昭和25年9．月15日，文化財保護委
員会事務局建造物課長に転出し，昭和32年3月31日
まで併任の状態にあり，その間浜口助教授は当研究室

田喜四郎）18・計算の道具と機械（村松）19・精密工
作と大量生産（〃）

2．技術史を方法論とする現代建築の評論1−−8）（昭

の推進者であったが，昭和32年8月31日辞任し，
建築評論家として現在活躍している．

この間，助手伊藤鄭爾は当初から，村松貞次郎は昭

和29年7月1日から当研究室の研究に協力した．
因みに関野教授は，昭和27年パリにおける「武装紛
争時における文化財の保護に関する政府専門家会議」
に日本政府顧問として，昭和31年パレルモにおける「考

和24〜32年度）
浜口助教授は，技術史を方法論とする現代建築の評
論を試み，建築および工芸のデザインと内外の建築思
潮等についての考察を発表した．

3・

明治時代の工学（昭和25年度）

開国百年記念文化事業会編纂の「明治文化史」全14

巻中第5巻学術編の編纂委員東京理科大学教授矢島祐

古学上の発掘を規制する国際原則についての政府専門

利氏に協力し，関野教授・村松助手は自然科学編中明

会議」に日本政府代表として出席し，ユネスコ国際記

治の工学を概説し9），また村松助手は，日本工学創生

念物委員会委員に任命され，パリのユネスコ本部で開

期の若干の問題点について論文を発表した10）．

催された委員会に出席した．浜口助教授は，昭和27

4・建設技術の歴史11）（昭和30年度）

年6カ月間アメリカに出張して，国際教育協会主催の

東京工業大学教授加茂儀一氏編の毎日ライブラリ

濁際芸術開発計画に参加し，あるいはニューヨーク近

「技術の歴史」の一章として村松助手は建設技術史を

代美術館に協力して，被我近代建築の理解につとめた．

1・技術史ノート（昭和25年1月〜26年8月）

執筆近代建設技術の誕生から今日に及んで概説した．
5．

日本古代木工技術についての研究12−・14）

（昭和
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生

24〜26年度）

産

研

究

った．

静岡市の登呂遺跡の発掘は昭和22年度登呂遺跡調

7，明治以降の建築技術の近代化について（昭和25

査委員会の試掘をもって開始し，昭和25年度まで3

〜32年度）

力年間の本発掘がなされた．関野教授は建築学関係調

関野教授は，明治・大正・昭和の建築の概説を行

査委員として参加し，低地に営まれた住居趾の平面と

い18），同時に村松助手は，明治時代における新構造

出土構築材について研究し，鉄の道具使用当初の技術

技術導入の経緯について研究した19・20）．

8・奈良市民家の抽出調査と木造建築耐用年限の研

を考察した．また静岡市教育委員会の委嘱をうけて昭

和26年4月伊藤要太郎と住居境によって復原家屋を，

究

関野教授と伊藤助手は，木造住家の無作為拙出調査

昭和27年3月倉庫趾によって復原倉庫を建設した．
その間静岡県韮山山木遺跡の調査を行った．また関野

を奈良市に関し，昭和25年12月〜26年1月の問

教授は中国との関係において日本の仏教建築導入以前

行い，さらに昭和29年経年調査を実施し，特に家屋

の日本の木工技術の始源について考察を行い，村松助

年令構成を明らかにし，家屋群における耐用年限判定

手は，日本固有の製鉄法であるタタラに関し最近の事

の可能性を示し，住宅生産および管理における耐用年

情を調査した15）．

限の計画理論の一斑を了した21），

6．

その間伊藤助手は，家屋耐用年限理論について家屋

指金使用法の考察16・17）（昭和25〜26年度）

群における再帰理論を発表した22，23）．また伊藤助手は

関野教授は主要な日本の大工技術である規矩術を研
究し，その数学上の位置を明らかにするとともに，技

奈良における民家の歴史的裏付をするため特に中世奈

術として指金独特の使用法のあることを指摘し，アメ

良の民家の文献的砕究を行い，特に借屋の生成過程を

リカのSteel

考察した24ny27）

Squareとの比較においてフェンスを指

金に応用することにより，指金の使用法の近代化を計

（文部省科学研究費，住宅研究所研究

費）．
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（11）村松：建設技術の歴史，「技術の歴史」所収，1956・
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関野：住居趾と倉庫吐の建築学的考察，日本考古学協会編

関野研究室（昭和32年度一・．i）
教

授

関

野

克

生産技術史
浜口助教授辞任の後，伊藤・村松両助手の協力を得

学技術史の根本資料を体系づける予定でいる．

て，引きつづき生産技術史とくに建築技術史の研究を

行っている・
1・

tUT7

日本科学・技術史の根本資料の収集（昭和33

年度〜）

関野教i授は昭和33年11月，日本科学史学会にお
いて日本科学技術史の学術資料としての文化財につい
て講演を行ったが，いずれ各分野の協力の下に日本科

114

2．

文化財保存科学の研究1）（昭和33年度〜）

関野教授は，文化財研究所保存科学部長を併任して
ロ1

いるので，文化財の保存科学の研究を行っているが，

この研究を通じて過去の技術の解明の手段が得られて

いる．
3．

奈良県今井町民家の調査研究2・3）（昭和31〜33

年度）（文部省科学試験研究費）

究11巻第
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関野教授と伊藤助手とは，本学工学部の太田助教授，

都立大学稲垣助手等の協力で，わが国の伝統的な木造
民家の技術的系譜を明らかにすべく，奈良県今井町に
おいて民家の総合的調査を実施した．文献収集ならび
に実測調査を通じ，近世以降の町屋の構造，平面の推
移，経過について若干明らかにすることができた．
4．

日本における建築の近代化に伴なう木造建築の

崩壊（昭和33年度〜）
日本の木造建築は明治維新以降，西洋建築の手法が
輸入されたため将来の建築構造の座から退く運命にあ

を行い．併せて文献史料の収集検討を行っている（文
部省科学研究費）．

5．

建築家についての調査4・5）（村松）（昭和32S年

度）

日本建築家協会の委嘱によって村松助手は，昭和32
年同協会員の全員および非協会員の調査を行い，建築
家の組織，ならびに役割とその体系を明らかにした．
6．

日本の民家の調査研究6）（伊藤）（昭和32年度

〜）

伊藤助手は中世民家の研究をまとめ，特に技術史的

ると考えられる．これらの関係と見透しをつけるため

見地から木割術という建築技術をメルクマールとして

技術史的研究を計画し，長崎，熊本，鹿児島，富岡お

住居を定義づけ，中世町屋の生産形式を明らかにし，

よび長浜に現存する幕末，明治初期の洋風建築の調査

さらに近世住居との関連を考察した．
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