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　日乍年12月23日から本年2月9］1までインド滞在中

の見聞を毎1；目．1記につけていたので，これをかいつまん

で建築を主題とした記事として本誌に掲載する．この旅

行には二つの目的があって，一つは印度の南端近くの

Bangaloreで開かれた第三回理論および応用力学国際会

議へ日本代表として出席することであi｝（A、，一っは

印度側の費用で旅行した関係でBombayの北方Ahme・

dabadにおける紡績工場新築のための構造設計の指導を

行5ため（B）であった．もともとインドについてあま

り基礎知識がないので旅行中，尾崎彦朔：新しいインド

（三一書房），堀田善衛；インドで考えたこと（岩波新書）

等を読んでインドおよびインド人を理解するよう努めた

が，滞在期間がちようど堀田氏のそれと同じなので氏の

著書にはわたくしと同じ体験が文学的によく盛られてい

るように思った．インドは12月～2月は一．・年中で最も

職捲ゴ

露轡

蹴

寒轍隈
写真1．Bangalore，　Inst．　of　Science

　　　（右下がSeth教授）
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写真2　Mysore，　Krishnarasagar　Dam下の公園

涼しい季節であり雨はぜんぜん降らず，ただ1日それ．も

約2時間ほど来明の降雨をAgraで経験Lただけであ

る．これがやがて来る雨期のための早天かと思うと，

Corbusierの’ w十にみるものすごい排水管のよ5な樋の

必要も納得できるような気がする．たしかに印度は広

い，Bangaloreは緯度はかなり南だが高地のため涼しい

というのが当りているし，Ahmedabadは朝は涼しくて

も日中［．，ワイシャツーつでもやりきれない感じであり，

Delhi，　Chandigarhでは合の上衣1よ日中も着ていたし，

Simlaでは下幻こ毛のシャツとスプリングを着てまだ寒

いといっt；具合で，目本の夏と冬が同時に体験された．

面積口本の9倍というから普通見る印度の地図はよほど

拡大して想像しないと実感から遠ざかる．

　1948年の独立，Neruhの社．会主義型社会政策第2次

産業5ケ年計画（今年が3年目）等々近代社会の建設は着

々行われているという．わたくしが会議のときに案内さ

れたMysoreのKrishnarasagar　Dam？，　Chandigarh

写真4　Madrus，民家
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から迎れて｝．∫ってもらった建設中のBhakra　Damや，

車中で見，飛行機から眺める半砂漠地帯に建没され，ま

たは建設中のDamだとか，各大学，研究所の研究施設

特に流体力掌関係の施設の充実していろ：とや，Bom・

bayやNew　Delhi，　Calcutta市内で建設され，また目

下建設中の共同住宅，官衙，事務所などの各種逮物を見

ると，全く近代印国家が古いイント’から放げ出て現われ

たよ5に感じるであろう．

　しかしBombay飛行場から市内へ人る［1tから一枚の

毛布にくるまって歩道に寝そべっている宿無しの数々と

美しいBemhay湾に沿うMarine　Roadの清潔さとの

対比，統制経済とポンド不足を裏づけるような物価高，

面倒くさいような官僚主義の臭い，一目で分るような国

民生活の一般水準を思い起す．たしかに広大な半砂漠地

帯を抱え二んでしかも人口密度は日本の半分程度とあれ

ばまた頷ずける二とではあるが，人口Calcutta　700万，

Bqmbay　300万，　Delhi　200万というのに，これが「日府

内にのみ密集しているように見え郊外にはすばらしく，

うらやましいような建ぺい率をもって住宅群が建設され

ている．そしてわたくLが始終会っていた中産階級以上

の人々の生活は£国民のそれのほんの一部に過ぎないは

ずだということも思い起す・

　インドは今明治維新に相当する時期であり，やっと産

業革命の時代に入ったばかりだという．そして堀田氏な

どは農村もとCうによっては鉄器時代に入っtcか入らぬ

写真5　Bombay，　Marine　Roa　の遠望

写真7　Ahmedabad，回教礼拝堂
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ところがあるとまで述べている．わたくLの述べること

も示す写真もこれを国民への分布率まで問いつめられる

と資料ははなはだ不足である．ただ国民の1，2割だけ

が近代文明の恵みに浴しているのだということを常々イ

ンド人以タトの人々から聞いていたことを付’記しておく．

II．国際会議とインドの大学・研究所

　第31』理論および応用力’r会議は1957年12月24

日から27MまでBangaloreのlnstitute　of　Science

で行われた，わたくしが到着したのは初日ではあったが

Dr．　S．　R．　GuptaのPresidentia！Address力二すんだ直

後でDr．　B．　R，　Sethがその批評をしていた最中であっ

た．Gupta氏もSeth氏もともにKharagPurのInsti－

tute　of　Technologyの教授で，Seth氏には前会議で吉

識教授も，またつい近頃谷一・郎教授もお世話になってお

り，中西先生からもよろしく伝えてくれと言われた世話

好ぎな非常に親切な人で，まkなカ・なかの饒舌家であ

る，インドのおもな教授や．外国の学者にはHalf　Time

Addressが与えられているが，二れについて一つ一つ長

い判半と感謝の辞をSeth教fi－一人が引受けている形で

あった．Gupta教授のPresidential　Addressは

　　Some　Modern　Treロds　in　the　Design　of　Frame

　　Structures，　Theory　of　Design　Based　or　Plastic

　　Failupe

と題し，近年流行のLimit　Designに関する一般論であ

写真6　Bombay，アパート群

写真8　Ahmedabad
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る．専門以外の分野については研究テーマがTはたして時

代に合致Lているかどうかは判別でぎないが，応力関係

では面白1．・テーマがいくつもあり，欧米の諭文に比して

著しい開きは感じられないし，また非常によく勉強し特

に文献をよく見ていることには感心け二．会議の内dの

詳報は割愛するが，BangaloreのInstituteけ特に些気

力学および流体力学の研究設備が充実しその方面の研究

者が多く，したがって土地柄下記皿の項目の諭文が多か

ったのだと思う．そして論文一般について印度側の研究

は英国的またはドイツ的なアカデミー臭があワ創意を感

じさせるピリッとした論文は少なく，二の点ソ連の論文

とけ好対象と見受けた．Abstractsに掲載された言命文は

　エ　　Elasticity，　PIasticity，　Rheology　27奉扁

　皿　Fluid　Mechanics，　Aerodynamics，　Hydrodyna－

　　　mics　36編

　皿Ballistics，　Vibrations，　Frictions，　Frictions

　　　and　Lubrications　5編

　IV　Statistical　Mechanics，　Thermodyna皿ics，　Heat

　　　Transfer　9編

　V　Mathematics　of　Physics，　Statistics　and　Com・

　　　putation　12編

でForeign　De！egatesとして参加予定はソ連，米，中

国，エジプト，ビルマ，ハンガリー，チェコスロバキヤ，

南オーストラリヤ，日，ポーランド（名薄順）から計20

名であり，全体として100数十人の会合であった．特に

写真9　Ahmedabad，図書館1957年，　Corbusier

写真11　Abroad，Dilware　Temple〔11　thG）
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印象的だったのはソ連MoscowおよびLeningradから

Iliushinほか2名の教授が通訳同1トでソ連アカデミー

からのかなi）の数の図書の寄贈と，　Bangaloreおよび

KharagpurのInstituteにメダルの贈呈をやり，極め

て派手な外交的ジエスチュアを示したことである．

　2E－［目のVisit　to　Departments　of　the　Instituteに

はCivil　Engineeringの研究室を見せて貰った，主と

してアーチダムとPrestressed　Concreteの実験をやo

ており，平面応力の問題について前々から研究が多いら

しく，解析的にはPrestressed　Concreteにおける端部

の応力解析を丹念に行っていた．教授1，助教授3，講

師3，助手2，で年間20，　OOO　rS（1，500，000円）の研

突費を使っているとのこと．隣bの流体力学の研究室に

比較すると小規模であるが，帰りに寄ったKharagpurの

Instituteの該当硬究室等と共にアムスラー等はすでに

automaticのものをのみ使用しており，実験装置の整備

されているのには感心した．

　会議中見学が2ケ所あり一っはIndian　Telephone

Industry他はHindustan　Aircraft　L．　T．　D．で共に政

府経営の工場で，後者は古寺院見物のたあ参加しなかっ

たが，前者の見学について思い起すことは，オランダの

肝

乳

灘
　　叩

写真10　Dilware　Temple（11　thC）
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マークの人った機械が多かったことと，天井から垂れ下

った大きな扇風機による冷労とである．そLて工場とか

ダムとか政府の支炉する施、［孟は絶体にL∫：真をとらせない

のもこの国の特色であろう．また技術者も欧米の入達の

指導を受げているように伝見受けられないし，古いイン

ドはこのような空スの中では全く感じられなかった．

　New　Delhiで政府の．建設関係のchiefであるDewan

氏が案内してくれたRoad　Instituteば主として路面舗

装の研究に重点をおいているが，建物のi’t下と基礎の問

題も重要なテーマとして取り組んでいる研究所であり，

この種の研究所は財団法人組織1こなっていてBuilding

Research　Institute外10数個所あり，いずれも政府の

委託研究を行っている．これらからNeruh氏の社会主

義政策のあらわれの一部を強く感じとることができた．

Ill．インドの建築（主として鉄筋コンクリート）

　今行っているインドの建築は日本で行われているもの

とひどく隔りがあるとは考えられない．セメントはどの

現場できいてもインド産であり，P・S・コンoリートも各

所で使われているし，Delhiにはすばらしい政府経営の

工場がある．小住宅はほとんど煉瓦造であるが煉瓦寸

灘・vx4”
氏E3・t・　N地t”で・本・規格・磯分大

きめになっている．煉瓦はコンクリートの約ユt6の単価

であるから鉄筋コンクり一卜造でも壁はもちろん煉瓦積

である・ただしChandigarhのCorbusierの作品である

写真13　Chandigarh，　High　Court，　Corbusier
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写真15　Agra，　Akbar　Palace（16　thC）
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州庁舎と法務庁とは外壁もコンクリートであった，コン

クリート」すべて硬練りで小規模の建築ではザ．1レにつめ

たコンクリートを：女人夫が頭に飛せて運搬したり男尺夫

が梯子をかけてリレー式に持ち上げている．Ahmedabad

で調べた各種材料費および賃銀の一部を示すと

コンク11一卜

鉄　筋

大　工

大工（coolies｝

煉瓦．エ

2rsift3〔27，8eo円！立坪〕

2．37rs／lb〔62，000円／t〕

5．5rs／day〔410円IH〕

3．5

5、5

Mtj・こ工　｛ceolies｝　2．0

鉄筋工　　　　5・0

〃

〃

〃

［260　〃　〕

〔410　〃　〕

〔150　〃　〕

〔375　〃　〕

換算は1ルピー（rs｝±75円とし起鋏筋の高いのに輸人

品・あ・t：…思・．型猷嘉2樋常・”一結

を使うそうだが示きれた数字に疑問があるので単価は省

略する．労賃が非常に低いび）が目立っが1日1ルピーで

十分暮せる生活水準を考えねばならない．

　通常の鉄筋コンクリート造事務所建築が．建築だけで

25　rs／ft2〔66，000円／坪〕，官庁工事だと20　rs，ift2〔53・000

円／坪〕，Cerbusierのデザインだと約L6倍になるそう

で，なるほどと苦笑した．労賃が安い割に工費が目立っ

て安くない理由は特に鉄が高し・のと仮枠の木材（1”以

．L）が高いか，メタルホーム使用のためだ1十とは考えら

れない．

　インドでも建物を特に耐震構造にする法規があって，

写真14　Agra，　Fort（16　thC）

写真16　Agra，　Taj　Mahal（17　thC）修理中
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震度0．05をとることになっている．そしてIndian

Standard　1953年のLoadingの項には風温度，収縮

地震の考慮を要する場合には管轄官庁の認可を経なけれ

ばならぬというのが書いてある．またそのときの材料の

許容応嬢は33去％高められる・とも齪されている・

わたくしの見た地震記録は近くは1934年Benga1・Bihar

両州（印度東部）における大地震と13世紀にDelhiの

Qutb　Minar（石造の塔234りの最上階2階が崩壊した記

録だけであった．印度では地震よりもむしろExpansion

Jointを問題としており（後述），これを無視した建物の

亀裂が日本におけるそれよりもひどいということも聞い

ている．要するに建物の熱膨張や収縮については，雨期

に対する雨仕舞の問題と同程度の考慮が必要なのであ

る．

iv．　Ahmedabadの紡績工場

　Ahmedabad市は北緯約23°東経約72°，　Bombay洲

にあり，Bombay市から北方へ約500　kmのところにあ

る人口約100万の都市で，回教の旧都ではあるが，現在

インドにおける紡績工業の中心地である。ここには約

40数個の紡績工場があって，その生産方式の特徴は原

綿から染色された織物まで一貫作業を行っていることで

あり，また工場経営者は一つの工場の拡張を行うことよ

りは，別の工場を建設して，何個かの別個の工場の経営者

となっていることである．したがってわたくしの関係し

た工場の経営者も4個の紡績工場を持っているという．

　Ahmedabad市の工場建築は日本と同様鉄骨構造や鉄

筋コンクリート構造および煉瓦造であるが，設計上の重

点を挙げるならば

　A．暑気（3月90～100°F，5月105～110°F）に対

　　処するため換気冷房を行うが，その換気量を最小に

　　するために建築の容積を最小に計画する．

　B，雨期の雨量は非常に多く（年平均25～35inch

　　1946年には1日24inchの雨量）その他に雨樋の

　　計画には日本以上に神経を使わなければならない．

　C．新しい機械を輸入する場合これを収容するため

　　に建物の一部（特に屋根）の改造が可能であること．

　D．温度差（1，2月とS月および昼夜による温度差

　　は20°～30°C程度とみられる．Delhi官庁工事では

　　120ノ～150’に一つ温度差45°Cをみておき1”／2を

　　とっている）によって鉄筋コンクリート構造物では

　　伸縮が生じる．この伸縮の量は温度差の大きいほど

　　大きく，これに対して伸縮目地をとることが建築上

　　の常識であるが，印度ではこれを日本以上に忠実に

　　実行している・

　E．　地震〔前章参照〕

　F．』本構造は鉄筋コンクリート構造とし，外壁に煉瓦

　　を使用する．
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　G．工場建設は何期かに分れて建設される予定で，

　　しかも別棟の増築ではなく，連続した建物で計画ざ

　　れねばならない．

　H．わたくしが渡印する前，BombayのEngineer

　　から数案が提出され，それぞれ構造物の工費が概算

　　されていた．そしてわたくしの案もこれらの工費を

　　上回らないことを条件とする．またなるべく屋根に

　　は鉄筋コンクリート曲面板を使って貰いたいと．

　1・　これは条件とは言えないかも知れないが，イタリr

　　一のNervi教授（近代建築において構造設計者と

　　して世界的に著名）から本工場担当の建築家に協力

　　の申出が来ている．この建築家日く　Nervi教授に

　　は氏独特の癖があって自分はこれを好まない．東洋

　　人である坪井に期待するところが大きいと・

というわけで滞在正味25日足らずで，大げさに言えば

発明に近いものを残して来ることを要求されたわけであ

る．

v・新形式の鉄筋コンクリート工場

　1926年Zeiss　Dywida9屋根としてドイツで行われ

た円塒殼（シリンダーシャーレ）は，最近日本の紡績工

場でもしばしば用いられている薄肉鉄筋コンクリート板

屋根の紀元である．その他の工場，競技場，格納庫など

に用いられている球形殼，または矩形平面の覆いとなる

ために球形殼を鉛直平面で切った切断球殻等は日本でも

実施されるようになって来たし，また施工上有利なハイ

パボリックパラボロイド（矩形平面板を三隅で押え，一

隅を持ち上げて出来る曲面）屋根も日本でも二，三試み

られた．しかし前に述べた各種条件はこれら既存の形式

では満足されないものである．

　ハイパボリックパラボロイド屋根にはこの際うまい使

い方がありそうに思え，掌日いじ　．〈ってみたが屋根勾配

が3／10以下になると強度上有利でないし，これ以上の

勾配では条件Aが満足されない．また構造全体として造

型的にもよい案が出来なかった．

　紡績工場の敷地は決定されており，流れ作業に適当な

機械配置は先方のEngineerにまかされていたし（17

図），また柱割も3種類位の比較検討ですむ状態であっ

たので，わたくしの仕事は建築計画全体から見れば一部

であったかも知れないが，建物の一つのユニットをいか

に建築するかということに集中されたのである．

　条件Bから三つの辺は平面上にないと雨じまいが悪い

のでこれを解決するには矩形平面板の3辺の長さを変え

ずに一辺だけを擁ませて出来るコノイダル・殼が実施可

能である．しかし新しくはPlants　Bulletin（英）とい

う紡績の雑誌にEaston　et　RobertsonによるBreatagne

の工場で鋼構造で出来た美しい工場があり，この系統の

ものをやっては他所のまねごとになってしまう．

17
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第　17　図

　照明を人工照明だけにするという徹底した条件がない

のでトップライトは必要である．これを考慮しつつ考え

たのは曲面の形として，まず

　　F＝五（x2一の（ンLの

．をとってみた，これはX－±a，ン＝±bで平面上にあり

x，y方向の断面はパラボラでx＝O，　y－Oすなわち中

心ではライズカ　Aa’b2になるような曲面である．この

曲面は各所で球形穀その他各種の曲面の特性をもってい

る．この力学的解析は次の非線型式を解くことに帰す

る，
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第　18　困

＋｛1－（÷）3｝吾｝］一・

・舳＋畢［｛ト（テ）2際・・一翫鶏

　　　　　＋｛・一（t）：｝舞］＝＝P（x…）

　ここにφは応力函数，WはZ方向の変位，　hは殼
殻，・・ヤ・グ轍・・板剛R，・P…nve，…　一・舞、

＋　∂t　である，この実用的近似解は大した労力を要
　δプ
せず解くことができる．この曲面をX，yに平行な鉛直

平面で切断すると2方向の光線のみとウ入れる図のよう

な屋根が構成され，極めて偏平な曲颪でも力学的には同

じライズをもつ単純な曲面（ハイパボリックパラポロイ

ドを標準として）よ．りもはるかに有利であり，採光面積

も単に北方光線のみをとる窓面積に比べれば／2倍に

なるという利点がある（18，ig図）・
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　B（雨しまい〉とD（伸縮目地）とについては図（19）

のように解決し，4本の柱は屋根面の伸縮に対し松葉の

ように開閉させる算段から行ったものである．

　本5章を研究報告に代rcて本稿を終る．

　　　　　　　　　　　　　　　　　（1958．　6．　9）
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