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明治日本の産業革命を支えた世界文化遺産

「軍艦島をはかる 」  
    第 3 回テーマ：日給社宅（16～ 20 号棟連結建物）をはかる 
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濱本 卓司（HAMAMOTO Takuji ）
本学建築学科の教授として、平成 28
年 3月まで、建築構造学の教育・研究
の分野で活躍。建築学科の主任教授を
９年務めた。日本建築学会では、いく
つもの委員会の委員長・主査を務める。
平成11年には、「海洋シェルと大規模
浮体の流力弾性応答に関する一連の研
究」で日本建築学会賞（論文）を受賞。

レポート：青年委員会　三好敏晴（H10 卒）

講師：濱本卓司、中村陽一

2018年3月24日　二子玉川ライズ「夢キャンパス」

主催：東京都市大学　協力：せたがや eカレッジ

　「軍艦島建築群の中でもっとも気に入っているのが日給社宅で
す」。第３回目（最終回）となった “軍艦島をはかる ”は、濱本先生
のラブコールから幕を開けた。１年前の 2017 年 3月 25 日に第１回
目、そして、2017 年 9 月 30 日に第２回目を終え、今回は、16 号
棟～ 20 号棟が廊下で連結された「日給社宅」に焦点を当てる。
まずは、ドローンの映像により日給社宅の位置を確認。島の北西（外
海側）の中央あたりに海に対して平行に配置された廊下で連結され
た５棟の住宅棟群である。第１回目で紹介した 30 号棟の次に建設
されたとても古い建物になる。

島が鉱山として活発だったころ、軍艦島は “ 緑なき島 ” と呼ばれて
いたが、現在は建物の間や、屋上には草木がはびこり緑の島となっ
ている。建物の窓枠、手すり、仕切りなどに木材を多用している。
塩害につよい木材も徐々に劣化していき、建物から落下し、腐食・
分解され土に返っていった。そして、鳥などにより運び込まれた種
子はその土壌に根をはり、島に緑をもたらした。屋上には島外から
土壌を持ち込んで農園がつくられていたため、その土壌の上に植物
が繁茂している。
日給社宅は重層構造で、上層は住環境がよいが、下層は日光も届か
ず風通しも悪い。このため、少しでも下層に日光を届けようと、上
層にいくほど、わずかであるがセットバックした構造にしている。
20 号棟の屋上には木造の消防団の独身寮があり、19 号棟の屋上に
は弓道場があった。狭い島内では屋上の有効利用が重要で、屋上農
園も ”緑なき島 “では貴重な場所だった。
室内には竈、廊下には貯水用の水槽が見えた。木造の間仕切り、戸
は朽ちて崩壊し、室内・廊下に散乱している。
そして、5棟の建物が海から波風によって、直接的な被害を受けな
いように、廊下は防潮廊下としての役割を担っている。
前回までに紹介してきた建物と同じように、日給社宅も増改築を繰

日給社宅

ウェアラブルカメラにより記録した画像データベースをもとに、柱
と梁の損傷状況を 5段階（赤＞紫＞黄＞緑＞青：青が健全）に色分
する。それによると、中間層（4階～ 6階）の損傷が進んでいるこ
とが分かる。5階、6階には最も損傷度合いの激しい赤で示された
部位もあった。自重崩壊と地震崩壊の可能性を解析した結果では、
自重で崩壊する可能性は低いが、地震崩壊の可能性を予測するため
に行ったプッシュオーバー解析によれば、震度 5程度で崩壊の危険
性があることが示された。しかし、軍艦島では 100 年過去まで遡っ
ても、震度 4以上の地震は 1度しか起こっていない。熊本で震度 7
が観測されたときでも、軍艦島は震度 3程度であった。それが今で
も劣化が進行した軍艦島の建築群が何とか形をとどめている理由で
もある。

部材の劣化損傷

り返している。最初に 16 号棟、17 号棟を 9階建てで建設し、次に
18 ～ 20 号棟を 6階建てで建設、そして 18 号棟、19 号棟は上層に
3層増築して、9階建てとなった。

20 号棟はもっとも新しいが、防潮廊下から飛び出した部分があるた
め、他の棟よりも劣化の進行が見られる。岩盤の平地部分を利用し
ながら建てられており、岩山から這い出すような形状をしている。
柱や梁も直接岩盤に固定している。故に、建物は上階ほど大きく、
トップヘビー（建物上部の荷重が大きいこと）となっている。岩盤
側の建物との隙間をうまく利用して、階段や棟を繋ぐ廊下が設けら
れており、立体的な回遊性が生まれている。
ここで、近接する 56 号棟の話が挿入された。濱本先生の気になっ
ている建物らしい。最初の小学校跡地に建てられた三菱職員の社宅
で、ゆったりとした間取りになっており、敷地からはみ出た部分は
京都清水寺の舞台のように、柱と梁によって支持されている。その
柱と梁は、顕著な劣化が進行している。また、日給社宅と島内最大
の 65 号棟をつなぐ位置にあり、階段や渡り廊下が複雑に立体交差
し、それが軍艦島の中でもより魅力的な空間をつくり出していると
感じた。

落雷や度重なる風雨などの影響によりセンサーの故障頻度は高く、
修理や改良の作業のために何度も上陸しているらしい。最近ではそ
れも徐々に安定化し、貴重なデータが自動的に大学に送られてきて
いる。その成果の一例として、連結した５棟の建物がどのように揺
れているのかというアニメーションが示された。

振動センサー

日給社宅屋上

56号棟56 号棟

日給社宅（16～ 20 号棟）

20

19

18

17

16

日給社宅（廊下）日給社宅（中庭）

緑に覆われた日給社宅の屋上に、モニタリングシステムのエネル
ギー源となる太陽光パネルが 2台設置されている。そこから延ばし
た電源・通信ケーブルが、劣化した建物の内部に入り、空中ケーブ
ルとなり隣接する棟を抜けて電気と計測データを送っている。
外部の調査はドローン、内部の調査はヘルメットに取り付けたウェ
アラブルカメラにより行う。柱と梁の劣化状況を部材ごとに確認し
ていき、建物の健全状態をシミュレーションするデータを蓄積して
いった。
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中村 陽一（NAKAMURA Youichi）
1938 年札幌市で生まれ、終戦後の
1945 年一家で樺太より引き揚げ、端
島（軍艦島）へ移住。父親が端島の三
菱砿業株式会社の鉱長であったため、
中学一年まで端島で過ごす。昭和 38
年武蔵工業大学建築学科を卒業され、
清水建設、住友不動産において設計か
ら工事監理にて活躍。現在は、世界文
化遺産に指定された第２の故郷である
軍艦島の功績を語りついでいる。

150 年前、世界が求めたエネルギー ･･･ 黒い石。青空農園、ＴＶの
普及率 100%（同時期東京で 10%程度）。災害、自然の暴威、護岸
の決壊、海上都市 ･･･ そして、終わりの時、1971 年閉山 ･･･ 端島（軍
艦島）の一生を凝縮した 10 分程度のＤＶＤが上演された。前回ま
での講演の記憶が甦ってきた…。

端島とは

当初、草木のない小さな島にすぎなかったが、採掘技術の発達と共
に、島の周りを６回にわたって埋め立てている。その都度、長年に
わたる海との壮絶な戦いから島を守る護岸堤防の拡張を繰り返し、
現存する島の形となった。長崎地方独特の接着材（赤土と石灰の混
合物）を用いた天川（あまがわ）護岸の跡を見ることもできる。

この島の生命線・護岸について

第１回～３回で、島内でも代表的な 10 棟程度の建物を取り上げて
きた濱本先生が、講演の最後にどうして軍艦島をはかり続けるのか、
講演を振り返りながら話された。
「はかる」と題して、映像（視覚）・音（聴覚）・振動（触覚）を人
間の五感に例えて、軍艦島の朽ちゆく建物を捉えてきた。人間の脈
を測るような技術を建築分野に導入しようと考え、振動計測を主と
して建物の健康状態を診断する研究を 30 年以上してきた。しかし、
それは専門家にしか分からない情報のため、誰もが分かる “ 見える
化 ” した技術として開発する必要性を感じていた。そこで、従来の
振動（触覚）に加え、映像（視覚）・音（聴覚）を取り入れてモニ
タリングすることを考えた。建築物の長寿命化のためにも、誰もが
わかる技術で、ライフタイムモニタリングを行えば、適切な時期に
適切な補修・補強を行うことができる。
ＷＴＣのテロによる崩壊、東日本大震災の津波は、建物が密集する
街区や町を破壊した。これまでの建物単体を対象とする診断技術で
はなく、建築を群として捉えることの重要性を感じていた。そんな
時に如学会のツアーで軍艦島に上陸し、それまで考えてきたことを
研究できるフィールドとして軍艦島が最適だと直感した。
首都直下型地震や南海トラフ巨大地震に備え，今後は建築群として
大局的な観点から捉えたビックデータを活用して、想定外事象に対
処することが重要である。
軍艦島の建築群は、人間でいうところの終末期。終末期の建築問題
を取り上げていくことがこれから必要である。2020 年東京オリン
ピックが終わると、超高齢化社会を迎える日本。私たちの身近に、
軍艦島が経験した建築群のスラム化、さらに廃墟化が現実になる危
険性が見え隠れしている。そんな近未来に備える技術を目指して、
研究を続けたいと思う。

軍艦島をはかり続ける意味（濱本名誉教授）

島には木造平屋の棟付き長屋が主流だったが、出炭量が増加に伴い
炭鉱夫が増えた。狭い島内で様々な工夫がなされてきたが、いよい
よ木造建築では対応できなくなった。
そこで、炭鉱長がシカゴの高層鉄筋コンクリート造を視察し、端島
に高層住宅が必要であると判断した。そして、西洋の建築技術を学
んだ技術者によって、米国式カーンシステム（カーンバーとリブバー
を組み合わせた米国式異形鉄筋システム）が採用され、30 号棟や日
給社宅が建設された。故に、日給社宅は、島内で 2番目に古い鉄筋
コンクリート造9階建ての鉱員アパートである。日給で労賃を支払っ
ていたことに由来して、日給社宅と命名された。5棟を並列に配置
し全棟の西側（外海側）に廊下棟を配している。廊下は防潮廊下と
呼ばれ、長さ 60 ｍ巾 3.4 ｍで炊事洗濯、共用空間として使われて
いた。共有空間率は 40%と大きく、大正末期の同潤会アパートの
倍近くあった。住戸にはテレビ、冷蔵庫等もあり、島の生活水準が
高かったことがわかる。住戸総数 254 戸、１階には、書店・質屋・
酒屋・倉庫・ビリヤード・食堂・小料理屋・集会所があった。炭坑
竪坑のエレベータ以外、島内建物にはエレベータはなかった。

日給社宅とは

軍艦島の世界文化登録が行われると、2017年7月に韓国映画「軍艦島」
が封切られた。「軍艦島は地獄島・監獄島」世界各国で、この捏造映
画が放映されている。その後も、事実に反する書物や絵本の出版が
相次ぎ、元島民は端島の名誉に反するとして、「真実の歴史を追究す
る端島島民の会」を発足させた。三菱社は、大正 6年、高島・端島
に 150名の朝鮮人を炭鉱夫として雇った。彼らは家族と共に暮らし、
その子供たちは小学校で一緒に学んでいたという記録がある。
軍艦島の真実【https://www.gunkanjima-truth.com】をご覧頂きたい。

戦時朝鮮人徴用で誤解が世界に拡大

明治から閉山までの各時期の炭鉱に関わる遺構・遺物が遺存してお
り、これらを適切に保存・活用することが、端島が世界文化遺産で
あるための原則である。長崎市がまとめた修復・整備活用計画によ
ると、2018年から30年間を3段階に分けて、徐々に整備する計画で、
護岸と炭鉱施設が最優先で、島の最頂部に位置する 3号棟の維持を
優先する考えである。しかし、3号棟は 1959 年に建てられた最も
新しい高層 4階建てアパートで、30 号棟や日給社宅の方が、歴史的、
技術的にもはるかに価値がある。どうやら、3号棟が島の最頂部に
あるため、その劣化崩壊が軍艦島としてのシルエットに影響をおよ
ぼすことを心配しているようである。
端島の維持には莫大なコストがかかり、どのように捻出するかが最
大の課題である。端島自体が稼げる島になる必要がある。そこで、
高島にビジターセンターを建設し、そこで観光客はレクチャーを受
けた上で、端島を見学する。見学ルートも現在の限られたコースで
はなく、島一周のコースを整備すれば、稼げる島になるはずである。
第１回目から、常に課題とその解決案をもって、軍艦島の保存にエ
ネルギーを注ぐ中村陽一さんの姿に熱くなった ･･･。

軍艦島のあるべき姿について提案

「今日はとても良い天気ですね。桜の下で一杯やっていてもおかし
くないのに、わざわざ来てくれてありがとう。」中村さんらしい語
り口調で、3回に渡る軍艦島の最終講演第２部が始まった。

屋上に林立するテレビアンテナ軍艦島

あまがわ護岸東側護岸

(2,1)  -1- 如学会NEWSレイアウトP6-7(最終).pdf 2018/09/20 14:40:07(2,1)  -1- 如学会NEWSレイアウトP6-7(最終).pdf 2018/09/20 14:40:07


