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気になる会社

東京都との意見交換会
　CLA関東支部では、会員企業へのアンケート結果等を踏まえ、「受発注者間のパートナー
シップについて」を主なテーマに、東京都との意見交換会を行いました。概要は以下の通りです。
日時：令和元年11月5日（火）14:00～15:30

場所：都庁第二本庁舎 5階　5B会議室
出席者：東京都建設局 9名（公園緑地部の部長、課長クラス及び公園緑地事務所長など）
　　   ：CLA関東支部12名（支部長、副支部長、幹事、監事など）
当日は、発注方式関連、積算関連、協議・変更関連、受発注者連携関連などについて会員
企業の要望を伝えるとともに、東京都の考え方を聞くなど、活発な意見交換が行われました。

東京都建設局職員研修
　CLA関東支部では、東京都建設局の職員研修への講師派遣を行いました。概要は以下の
通りです。
日時：令和 2年 2月5日（水）午前：講義、午後：実習
場所：都立武蔵国分寺公園
出席者：東京都職員 20名（若手クラス主体）
　　　：講師 4名（午前）、5名（午後）
　当日はCLA会員企業以外に、（公財）都市緑化機構や
NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構の方も講師にお
招きし、主にユニバーサルデザインについて、講義及び実習
を行いました。現地調査、グループスタディなども行い、充
実した研修内容となりました。

［上］現地調査の状況
　［下］グループスタディの状況

❖ 動かせる緑陰ベンチの開発
　近年、都市部の夏季の気温は年々上昇する傾向にあり、熱中症の発症数も増
加している。ヒートアイランド現象や地球温暖化の影響が考えられ、早急な猛暑
対策が重要となるため、涼しい空間形成
技術が必要と考えられる。群馬大学と共
同開発した、「動かせる緑陰ベンチ」につ
いて、担当された東京都農林総合研究セ
ンター緑化森林科：佐藤澄仁様より情報
提供いただいた。
 

技術のポイント
①移動可能な涼しい空間：樹木による良質な木陰＋
ミストで涼しい空間を創出。多摩産スギ材のベンチで、
涼しい空間で休むことができる。簡単にベンチを折り
たため、キャスターで移動でき、かつ十分な耐風性
能を備える。
②利用者目線の暑熱対策：体感温度やWBGTと呼
ばれる暑さ指数、湿度、日照量などを測定し、開発。
③環境配慮：木陰の利用にこだわり、省電力で済むよ
うに、最適な高さにノズルを設置し、滞在する人に効
果的に涼しさを感じてもらえるような工夫をしている。
④ユニバーサルデザイン：車椅子を利用している方な
どにも十分に配慮し、デザインも重視。
⑤地域資源の循環に貢献：多摩産材を利用し、樹木
は都内の生産者のものを使用して、地域貢献。
　「動かせる緑陰ベンチ」は、屋外で簡単に涼しい空間形成できる緑化として、オ
リンピック・パラリンピックのレガシーともなるものであり、将来にわたり広く活用
できる技術として、さらに成熟させていくことが重要である。

CLA の 技 術  ・ 事 例 特 集
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図 1　動かせる緑陰ベンチ
の実証試験（2017）

図 2　ベンチ部分を折りたたみ
移動が可能

図 3　緑陰とミストによる黒球温度
低減効果

少し驚いた経験があります。ただし、産卵は
海で行うため、繁殖の時期には海までおりて
くる生活を送っています。南方系の種類で国
内では九州や南西諸島、伊豆諸島、小笠原な
どに分布しています。とても綺麗な色をしてい
るカニで、ハサミや甲羅の一部は紫色と黄色
の帯に彩られています。特に珍しい種類のカ
ニではありませんが、東京都では絶滅の恐れ
のある野生動物の一つとしてリストアップされ
ています。
　実はこのカニ、令和の文字が含まれるとい
うことで、改元当初話題となり、新江ノ島水

族館、かごしま水族館など各地の水
族館で展示されていました。今も展
示されている水族館はあるかもしれ
ません。ご興味あるかたは、是非足
を運んでみて下さい。 

（株）プレック研究所　橋口 徹

　新しい時代の幕開け。
　元号が令和に変わりましたが、今回は令
和の名に因んだ生き物についてご紹介します。
その名は、カクレイワガニ。名前の中に令和
が含まれているカニの仲間です。近代日本の
元号は、明治、大正、昭和、平成、令和と続
きます。その中で、生き物の名前の中に元号
の文字が含まれるのは、ニシキゴイなどの改
良品種の名前を別にすると、この令和のカク
レイワガニが初めてになります。
　カクレイワガニとはどんなカニなのでしょ
う？ カニと言うと、水の中にいる生き物を想
像することが多いと思います。とこ
ろが特に島に住むカクレイワガニは
標高数百メートルの山の頂上付近で
も見かけることがあります。筆者も
とある島の山奥でこのカニに遭遇し
たことがあり、こんな山の中で？ と

いきものコラム その 26 「令和のカクレイワガニ」

カクレイワガニ

今回はテーマにちなみ製図道
具のパイオニアである内田洋行
グループの「パワープレイス株式

会社」にお話をうかがいました。

　内田洋行グループは、2020年 2月に創業
110周年を迎えました。
　コーポレートビジョンを「情報の価値化と知
の協創をデザインする」と定め、お客さまの課
題となる「働き方変革」「学び方変革」「場と街
づくり変革」の支援に取り組んでいます。今回
取り上げていただいた文具事務用品もこうした
ビジョンのもと創業時から取り扱ってきました。
　パワープレイス株式会社は、空間設計・プ
ロダクトデザイン・ICTデザイン・デジタル
コンテンツの制作などを通して、様々なデザ
インとソリューションを提供する内田洋行の
100%子会社です。
　昨年は公共施設の建築設計にも取り組み、
山形県高畠町の図書館と屋内遊戯場をデザ
インしました。こうしたデザイン活動の中で、
私たちも使用するツールをアナログからデジ

株式会社内田洋行
https://www.uchida.co.jp/index.html
パワープレイス株式会社
http://www.powerplace.co.jp
住所●東京都中央区新川 2-4-7

タルへと変
化させてき
ました。今、
力を入れて
いるのはリ
アルタイム
3DCGを活
用したビジュアライズです。ゲームのように歩
き回るVRコンテンツや高精細なムービーを
作り、デザイン提案時・検討段階にお客様や
デザイナー同士でイメージを共有することで
コミュニケーションが活発になります。図書
館を設計する中でもこうしたビジュアライズが
とても効果的でした。
　空間設計やビジュアライズにご関心があり
ましたらぜひご相談ください。

山形県高畠町立図書館CG（外観）

図書館CG（内観） 屋内遊戯場「もっくる」CG

特集
ランドスケープのしごと

「アナログからデジタルへ─道具の変遷─」
CLAの技術・事例特集

CLA関東支部ニュース

黒球温度
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昭和、平成と時は流れ、令和の時代を迎えました。その間、私たちランドスケー
プ業界の仕事もアナログからデジタルへと大きく変わりました。今回の特集はい

かがでしたでしょうか。なお、特集記事の作成にあたり、協力（相談、企画、執筆、画像提供など）をして
いただきましたパワープレイス（株）の鈴木有吾様 、画像提供をしていただいた葛飾区公園課様に厚く御礼
申し上げます。（菊谷）



電卓
（draw系ソフト
表計算系ソフト

ワープロ系ソフトなど）

機械化

お世話に
なった
道具たち

デジタル技術で作成した図面類

設計作業で引く線は、手書きであろうと機械（以下、CAD）であろうと役割と目的は変わりません。
何が異なるのか？ 手書きの頃は、様々な道具を使用して図面を作成していましたが、パーソナルコ
ンピューター（以下、PC）が普及し CADが導入されてからは図面を描くというよりも PCを操作す
るという概念に変わってきています。「描く」から「操作する」新しい図面作成ツールの登場です。
手書きで作成した図面は描く人によって表現に差が生じますが、CADで作成した図面には大きな差はないと言えます。
手書きが主流だった時代の設計者が CADで図面を作成すると、「随分と楽になった」と感じることでしょう。
逆に手書き経験が少なく、ほとんど CADから始めた若い世代の人たちに、「基礎である手書きを習熟してから、

CADを扱うべき」などと言うことはナンセンスです。あくま
でも手段であるので、目的によって使い分けることが大切です。
また、CADを先に覚えたから手書きが不要ということでは
なく、CADと手書きという両方の視点で描くことが必要では
ないでしょうか。

鳥瞰図

スケッチ図（遊具広場東側を望む） スケッチ図（遊具広場南側から広場を望む）

スケッチ図（西側から自由広場を望む）

設計時点での計画平面図（西新小岩五丁目公園：葛飾区）

今でも使用頻度が高い道具
三角スケール、マーカー、色鉛筆など

気が付いたら全く使用しなく
なった道具
墨入れ、ホルダー、ドラフター、
キュルビメーター、プラニメーター、
模様道具、樹木印鑑、模様など

時々使用している道具
（試験など含む）
字消し板、テンプレート、三角定規、
T定規、平行定規など

設計の役割
用・強・美とクライアントの意向を満たす、
最適なカタチを追求する行為であり、
設計内容を、クライアント、エンドユーザー、
施工者に正確かつ、
わかりやすく伝えることでしょう。

・道具は変わっても設計の本質は
  変わらない！
・道具を大切に使いこなそう！
・最新の道具に挑戦しよう！

本
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号

を通して訴えたい
      つのこと3

からアナログ へ

現在、設計作業は機械化（CAD化）が進み、
図面の修正や構成などを効率よく行うことが
可能であり、一定の品質を確保することがで
きるようになりました。
ここに至るまでには時代背景と共に道具の進
化という変遷が存在します。
そこで、今回はかつてお世話になった製図道
具に焦点を当て、特集号とします。
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デジタル技術を活用して作成したスケッチ図な
どを葛飾区の公園設計を事例としてご紹介しま
す。モニターを通じ、様々な方向から確認する
ことが可能で、アウトプットすることができます。

写真提供：株式会社マービー（内田洋行グループ）
株式会社マービーは、主要製品群のひとつである Fabric Marker、Le Pen
等のホビークラフト向け文具製品を、日本国内およびグループ会社を通じて
全世界に供給しています。また国内向けには、工業高校や大学向けの工業設
計者養成のための設計用器具の製造供給を行っています。

※道具は主なものをピックアップしました。

三角スケール

三角定規 T定規雲形定規

シャープペン 刷毛研芯器

コンパスセット

スケッチ図（自由広場中心から北側を望む）

レトラテープ 模型 模型スケッチ図 着色平面図樹木印

製図台

線引き用具

定規

距離
面積測定器

着色材
運搬

テンプレート（円） テンプレート（円弧）

マーカー 色鉛筆 図面筒

キュルビメーター（アナログ） キュルビメーター（デジタル） プラニメーター

平行定規 製図板

文字板

墨入れ道具 字消し板ホルダ鉛筆

透写台

模様
イラスト
完成表現


