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 「春」が待ち遠しい季節になりました。私たち
の五感（視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚）それぞ
れで「春」を感じ、気分も高揚して、お出かけした
くなります。感覚と感情から導き出された個性
を「感性」と呼んでいるそうですが、最近は一日
中パソコン、スマホに向かい、視覚優位の情報
が溢れており、豊かな感性が次第に閉ざされて
しまわないか心配になります。
　今回のテーマ「五感に響く豊かな建築空間」
では、五感が目覚める「森林浴」、別荘地「軽
井沢」が紹介されています。「森林浴」はナチュ
ラルキラー細胞が増加してより健康になるそう
です。「軽井沢」の静寂は、純粋に心身を休め
安らかに過ごせるそうです。このように、私たち

には“自然とつながりたい”という本能的欲求
があるみたいです。
　一方、私たちが、日々活動や生活している建
築空間は、安心安全をベースとして職場環境
や生活環境などを整え「豊かなくらし」を実現
することを目的にデザインされています。
　今までは、平均的な準快適環境を設定して
デザインしてきたものが、ICT（情報技術）に
よって、ベストなパーソナル快適環境へと変え
ることができるようになってきているようです。
　建築空間の中に自然環境を再現するバイオ
フィリックデザインがありますが、オフィスの中
に植栽・緑を設置して創造性向上やストレス軽
減、自然界の心地よい音を再現した空間、直

感的、感情的にメッセージを伝える最適な香り
空間の事例が紹介されています。
　高齢者や障がい者だけではなく、誰もが生
活し易くなるように都市や生活環境をデザイン
するためのユニバーサル実験施設、感情面が
センシティブである高齢者や子供たちの「感
情」を適切な生活環境色でコントロールして快
適な居場所とした事例も紹介されています。
　この特集が少しでも、豊かな感性を取り戻す
ヒントになれば幸いです。
 「五感」というテーマの調査検討に、ご多忙な
中、ご尽力頂いた方々、執筆者の方々に、深謝
致します。

 (M.T.）
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■■■ はじめに
　建築空間とは建築によって生み出される3次元空間であり、その機能
は人の活動を効果的に推進・支援することである。これまで、建築空間は、
物理的特性（形状・寸法、温熱・空調環境、照明環境、音響環境）、建
築物の強度・耐震性、窓と出入り口の大きさや位置、あるいは設備の省エ
ネルギー性能などによって評価されてきた。
　しかし、最近では、建築空間の価値を上記のような物理的特性のみな
らず、その空間内にいる人がその空間に対して持つ感覚や感性という観
点からも考えるようになってきた。空間に関するこうした感覚や感性の問題
は建築の分野だけでは無く、内装の分野も大きな影響力を持つ。建築工
事で言えばA工事とB工事までが建築の仕事であり、C工事は内装の仕
事である。このため、建築空間の価値は建築と内装で明確に分かれると
されてきた。
　ところが、新たな空間の構築においては、こうした分離が明確では無く
なり、建築と内装の役割が相互に依存・影響するように変化してきた。さ
らに、情報空間という言葉が示すように、新たな空間概念が建築空間に
入り込み、建築空間はそれらすべてを考慮しなければ人にとって豊かな空
間を創造することができなくなってきた。
　こうした観点から、本稿では新たな建築空間に求められる新たな機能
を人の感覚・感性という観点から考えてみたい。なお、建築空間に関する
新たな視点については、建築の専門家が別の視点から学術的に述べられ
ていると思われるため、ここでは私見を述べたい。

■■■ 豊かな空間
　豊かな空間とはどんな空間なのか。国土交通省は「これまでの取組み
の深化に加え、新技術と一体となった新たな取組み(サイエンスとアートの
融合)を進めていくこととしています。これにより、生活空間(住空間、公
共空間、移動空間)における利便性や快適さを高めるとともに、「真の豊か
さ」につながる、日本人の感性(美意識)を取り入れた新しい生活空間づく
りを目指します」（1）と述べている。
　この言及によると、感性＝美意識となっており、感性＝五感による印象
評価という観点からの、本特集で述べる感性とは少し異なる。このため、
ここでは豊かな空間とは、上記と異なり、五感に基づく印象評価が高く、
快適な空間と定義したい。美意識を考慮し、アートな空間を堪能する前提

条件として、まずは五感に基づく印象評価と快適性が高い空間でなけれ
ばならないと思われる。アートな空間＝快適空間ではない。
　さらに、国土交通省の豊かな空間は生活空間を対象としているが、1日
のうち、多くの時間をそこで過ごす業務空間（ワークスペース、ワークプレイ
ス）についても豊かな空間である必要がある。もちろん、業務においては、
空間の機能に関しての優先順位は業務の遂行に関する効率性であるが、
それだけでは人中心の業務環境とは言えず、業務環境といえども豊かで
快適な環境でなければならない時代になっている。

■■■ 空間の機能性
　人の生活空間および業務を行う3次元の構造物によって作られた空間
は建築構造体だけではなく、内装や情報機器など、その空間に存在する
すべてのものが含まれる。こうした空間をここではD空間とよぶことにする。
ビルの工事にA、B、およびC工事の分類があるため、C工事に加えて、人
が工事無しで設置する機器や装飾品を加えた実際の建築環境空間をA、
B、Cに続くDとして表現した。
　D空間の機能性は次の通りである。すなわち、人や物を収容する格納
機能、地震・台風・火災・水害などから人や重要設備を守る保安機能、
人の身体的健康悪化を招かない保健機能、視覚作業のための照明機
能、暑さや寒さで衣服だけでは体温維持ができなくなることを防ぐ冷暖
房機能、良質な空気を取り込む換気機能、騒音を防ぐ防音機能、インター
ネットやWi-Fiが装備され、PCやタブレット、スマートフォンなどが使える情
報通信機能、研究・開発や営業・販売など企業や団体の経営・経済的
活動が効果的に推進できる執務支援機能、人が集まり会議や講演会な
どを行う情報交換支援機能、休憩ができるリラックス支援機能、さらには、
必要に応じて更衣、授乳、祈り、瞑想、シャワー、睡眠、運動などに関する
特定機能などがある。こうした機能を持つことで人の生活や業務が支障
なく遂行できるため、これらはD空間の必要条件となる。

■■■ 空間と人の感性
　上述の機能を持つD空間は人の生活・業務行為を効果的に遂行する
空間となるが、それだけでは人の快適感や満足感を高めることはできない。
たとえば冷暖房機能において室温を適正な値にしたとしても、すべての人
がその室温を快適と感じる訳では無い。また、休憩エリアが殺風景で窓
の無い倉庫のような場所でパイプ椅子しかない空間では、リラックスを十

人の感性(五感)で実感する
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同志社大学大学院　理工学研究科　情報工学専攻　教授
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分に支援しているとは言い難い。すなわち、機能を持つということと、そ
の機能が空間内のすべての人に対して十分な性能（パフォーマンス）を発
揮しているかどうかは別の問題である。D空間は人が関係する空間であり、
人の感覚や感性が各機能に関する性能評価の基準となる。
　このことが明確に分かる一例として、照明環境における照度について述
べる。照度とは光源からの光で照らされた平面が受ける明るさのことであ
り、1カンデラは“周波数が540テラヘルツの単色放射のある方向における
放射強度が1ステラジアンあたり1/683ワットである”と決められている。こ
の定義だけなら人に無関係に光度を決めることができる。しかし、この色と
は別の色の光度は、人が異なる色の光を見たときに同じ明るさに見えるか
どうかという被験者実験の結果をもとに決められた視感度曲線を用いて
補正した値としている。すなわち、光度や照度という物理量は人の感覚を
基に決められた物理量であり、心理物理量と呼ばれる。
　さらに、同じ明るさと感じたとしても、その明るさを快適と感じるかどうか
は各個人によって全く異なる。これが感性である。感性とは人の感覚から
得られる快・不快や美醜に関する心理的評価である。
　こうして、D空間の機能に対して人の感性的評価が空間の価値を大き
く左右することになる。全く同じ機能を持つD空間であっても、フロアカー
ペットと壁のクロスを変化させるだけでも1万通り以上の感性的変化をD
空間に与えることができる。もちろん、室温、湿度、照度、照明の色温度、
窓の位置や大きさ、窓から見える風景、デスクの色や高さ、椅子の色やクッ
ション性、パソコンの画面の大きさや業務ソフトの使いやすさなど、D空間
でのあらゆる要素がそこで活動する人の感性的評価の対象となり、最終
的には空間の快適性に統合されると思われる。

■■■ 快適空間　
　快適な空間は、そこで生活や業務を行う人がストレスなく、心地よいと感
じるD空間である。しかし、私は、人が感じる快適性はスカラー量ではなく、
ベクトル量であると思っている。すなわち、快適性は、そのD空間での人の
活動の目的に応じて評価軸が変化すると思われる。
　私は、D空間の機能性には多くの種類があり、その機能性に対しての感
性的評価が統合されて快適性が生まれると前述した。すなわち、快適性
は多くの感性的評価のベクトルの統合となり、快適性はベクトル、すなわち
多次元となる。その基底となるベクトルはD空間における人の活動の目的
である。
　D空間での人の活動を挙げると、執務（企画・提案・計画書作成、報
告書作成、調査、メール、電話、会計処理、プレゼン資料作成など）、会議

（大別すると創造的会議と連絡・調整会議に分かれる）、情報伝達、発表、
学習、相談、食事、休憩、読書、テレビの視聴、映画鑑賞、音楽鑑賞、談
話、室内運動、室内遊戯、仮眠、睡眠など、種々の活動がある。それらの
活動に対してそれぞれの快適性が存在すると思われる。
　すなわち、PC作業における快適性、読書における快適性、あるいは食
事における快適性などは、それぞれ異なった複数の前述の多くの機能に
関する重み付けの感性評価の統合として表現できる。たとえば、食事の
場合には個人差はあるが、照明の明るさは少し下げ、色温度も少し低い方
が快適である。一方、数学的な問題を紙面で解く場合には照明は明るく、
色温度は高い方が快適である。照明の照度と色温度だけでも人の感性
的評価は大きく異なり、その空間でどんな活動をするかに依存して快適性
が高い空間の機能に関する感性的評価は異なる。
　我々は、オフィスにおいて調光・調色型LED天井照明器具の照明の
最適制御を行い、各個人が望む選好照度と選好色温度を個別に提供す
る知的照明システムを研究・開発し、品川駅前のコクヨ株式会社のオフィス、
東京駅前の新丸ビルや六本木ヒルズ森タワーなど合計8カ所のオフィスに

おいて1～ 9年間にわたる実証実験を行ってきた。その結果、各執務者
は執務に最適と自分が考える照度と色温度を選好したが、その値は執務
者によって大きく異なるものだった。それらの経験を基に執務内容と照度・
色温度の関係を示したものが図1である。
　このことから、D空間の快適性は、人の活動の種類や目的、および個人
の選好によって大きく異なることが分かる。したがって、今後は、各感覚に
対する感性的評価の平均値をもとにD空間の機能水準を考えるのではな
く、各個人の感性的評価を個別に高めるパーソナルD空間が重要となる
だろうと思われる。最近では、オフィスの中にも個人スペースを作る動きが
加速しており、個人ごとに変更可能なD空間を作ることが課題となる。

■■■ 五感に基づく快適空間
　国の科学技術振興機構は平成27年12月から令和2年3月まで、リ
サーチコンプレックス推進プログラムを実施し、国内外の異分野融合によ
る最先端の研究開発、成果の事業化、人材育成を統合的に展開するた
めの複合型イノベーション推進基盤を作ることを目指している（2）。わたしは、
その中の“けいはんなリサーチコンプレックス事業（3）”における異分野融合
開発分野で超快適空間の創造に関する研究に取り組んでいる。そこで
は複合的な環境における快適性を主観的評価だけでなく、心電図や脳波、
あるいは脳血流などの生体情報に基づく客観的評価も加え、人のマルチ
モーダルな感性を評価する「超快適空間の創造」を目指している。
　私はこの研究プロジェクトで照明の色温度と冷暖房における室温との
相互作用で体感温度がどのように変化するのか研究している。図2はそ
の結果の一例であるが、夏の冷房時に、照明の色温度を高めることで室
温を2℃上げても空間の温熱快適性は変わらないこと、また冬の暖房時
に照明の色温度を下げることで室温を2℃下げても空間の温熱快適性変

図1　照明の照度と色温度の平面上に示した執務内容の適正領域

図2　体感温度に及ぼす照明の色温度の影響
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わらないことを発見した。このような定量的な評価は世界初である。
　マルチモーダル環境で夏季の涼しさを体感するためには、室温を下げ
るだけで無く、湿度を下げること、照明の明るさを下げること、色温度を上
げること、水が流れる音や風鈴の音など涼しい音響、適度でランダムな空
気の動き（風）、部屋の壁や天井の色や模様を寒色系で夏向きにすること、
さらには薄手の衣服や半ズボン、サンダルなど風通しが良い履き物、フロア
カーペットはウッドデッキ状のもの、窓から見える景色は木陰や森林の小川
にする、ミントや柑橘系の香りを漂わせる、人の五感を総動員して、それら
の統合的な感覚として涼しさを感じる環境を作るのがベストであろう。すな
わち、夏の暑さや冬の寒さを室温・湿度制御だけで行う時代は、そろそろ
終わりにするのが良いと思われる。
　かつて、日本では夏と冬で建具を入れ替えることが一般的に行われて
きた。特に京都では夏になるとふすまを簀戸（すど）に、障子を御簾に
替え、畳の上には籐の網代や籐筵を敷き、風通しの良さや感覚的に涼し
い環境を作ってきた。一方、現代のビルでは、季節や時刻、天候に関係
なく、一定で均質な人工的環境ばかりである。冷暖房設備のお陰で温
熱環境的にはよりよくなったと思われるが、季節感が消え、夏でも長袖と
スーツとネクタイで仕事をする人もいるなど、人はあまりにも自然から距離
をおいてしまった。
　こうして、物理的・機能的に良いとされる人の感性の平均値という、あま
り意味のないエビデンスを基に空間が設計され、種々の設備とエネルギー
を大量に用いて快適と思われる均一・均質な空間を作ってきた。そこで
は人の五感は不要であり、各個人がそうした空間に合わせて生活や業務
を行って来た。しかし、これからの時代は、持続可能な開発目標を達成す
るSDGs（4）や、建物内での人の健康やウエルビーイング（幸福感）を認定
するウエル認証（5）など多くの先進的な空間に関する議論、提言、基準など
に沿って、D空間の機能性に人の感性を大幅に取り入れた快適空間でな
ければ、その空間はウエルビーイングな空間ではなくなる。

■■■ ITと快適空間
　IT（情報技術）は快適空間作りに大きな役割を果たす。D空間におけ
る温熱制御機能、換気機能、情報処理機能、情報伝達機能など、多くの
広義の空間機能はITによって大きく進歩している。たとえば、人のいる場
所をセンシングして、その場所だけにその人が選択する照明環境や空調環
境を提供するパーソナル環境の構築においてはITは不可欠である。IT
により位置情報や温度分布情報など多くのセンシングデータと、各環境設
備のきめ細かい制御が可能となり、これまで平均的な準快適環境を、ベス
トなパーソナル快適環境に変えることができる。
　今後もIoT（すべてのものがインターネットに繋がる）やAI（人工知能）な
どの技術が飛躍的に進展し、5Gの高速ワイヤレス通信技術の進歩と相

俟って、D空間の快適性を向上させる試みは大きく発展すると思われる。
　我々が研究・開発している疑似窓システムは、情報技術を用いて、窓が
できない部屋や、窓を作っても景観が良くない部屋に良好な景観を図3の
ようにライブ映像で映し出すことで、部屋内の人の快適性を大幅に向上さ
せることを狙っている。窓から見える風景には空、植物、そして動くものが
良いというウエル認証での基準もある。空が見え、植物が見えることでバイ
オフィリアが実現できるほか、天候が認知でき、自分の行動計画にも他の
人とのコミュニケーションにも役立つ。

■■■ 感性の個人差とパーソナル環境の重要性
　これまでの議論で、D環境の快適性を高めるには環境の多様性・可
変性・選択性が重要であると述べた。それを簡単に実現する環境はパー
ソナル環境である。そこでは他の人に遠慮することなく、温度、湿度、音響、
視野内の風景、装飾物など自分の好みに合わせられる。
　近年、パーティションなどをなくし、固定席もなくし、コミュニケーションを活
性化するオープンオフィスが多くなってきた。しかし、オープンオフィスを実現
した企業では、オープンな環境では仕事に集中できないという問題も出て
きている。
　そこで注目されるのが電話ボックスのような個人スペースである。シェア
オフィスの世界的大企業でもあるWeWorkでも最近は個人ブースが多く
なってきている。こうしたパーソナル空間では、環境因子をすべて多様化
し、可変化し、選択することが可能となる。課題があるとすれば狭いスペー
スのため閉塞感があるが、その閉塞感が集中度を高めることもある。また、
パーソナル空間に疑似窓を取りつければ、外の良好な風景を眺めて開放
感を味わい、リラックスすることも、疑似窓を消して業務に集中することもで
きる。こうして個人の感性に合わせるにはパーソナル空間は重要となる。
　ただし、パーソナル空間と、複数の人との共有空間の共存も重要である。
人は集中作業で籠もりたいときもあれば、仲間と議論する場所も必要であ
り、さらには無駄話でお互いの親睦を深める空間も重要である。最新のオ
フィスにはオープンキッチンやバーカウンターがあるなど、多様なD空間を併
せ持つことが重要なポイントである。

■■■ おわりに
　D空間（私の造語）に関して、結局は人の感覚や感性が空間の快適性
を評価することになることを述べた。D空間の価値は人の主観的評価に
よって決まり、最大の快適性は空間の多様性・可変性・選択性にあるこ
とを述べた。その意味でパーソナル空間がますます重要となるが、共有空
間とのバランスが必須であることも述べた。また、快適性という言葉は、読
書快適性や休憩快適性など、その空間での活動の目的を明確にしないと
混乱することも述べた。五感ベースの快適なオフィスはAIやIoTでのパー
ソナル化・最適化が次のステップとなり、私はそれをE空間と名付けたい。
読者の皆さまには、この拙稿は読み流していただき、本特集の各論文で
インスパイアされ、本特集が新たな建築空間の創造に役立つことを願って
います。
　最後に、本特集の巻頭論文を私のような浅学非才、かつ専門外の人間
が書かせていただいたこと、編集委員の皆様に厚く御礼を申し上げます。

参考文献
（1）https://www.mlit.go.jp/common/001296835.pdf
（2）https://www.jst.go.jp/rc/
（3）https://keihanna-rc.jp/
（4）https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html
（5）https://www.gbj.or.jp/well/about_well/

図3　実環境に導入された疑似窓
奈良県立医科大学ICU 3X3 Lab FutureのCO2の部屋
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生
せ い

に寄り添う色・赤
～空間の色彩がヒトの味覚・嗅覚に

及ぼす影響を探る～

大手前大学　教授・博士（生活環境学）

山下　真知子

　色を生活の中に採りこみ、気分を盛り上げるにはどうすればい
いのか、といった講演や取材をたびたび受ける。それほど皆が関
心を持つ色だが、意外と色を意識して生活の中に採りこんでいる
人は少ない。私たちは視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚、から得る情
報で生きている。私たちがこれらの五感を通して得ている情報量
を100％とすると、視覚でキャッチする情報量は実に90％近くある
という。であれば視覚情報のほとんどを占める色が人々の関心事
であることも頷ける。おいしく見せるのも色、快適な気分にさせるの
も色、色はにおいや温度、情緒にまでも人に与える影響は大きい。
　私はヒトの暮らしの中で生 し々く存在するものは「感情」ではな
いかと考えてきた。自身の「喜・怒・哀・楽」の感情と向き合うこと
は「生きる」ことそのものではないかと考えてきた。自身の感情の
記憶を色で表現するワークショップをすると、参加者は色から生々
しい記憶が蘇る、という。色が自己と向き合うきっかけになるという。

　私は十数年前から人々の暮らす環境色を心理面から探ってきた。
暮らしの環境色と言うとインテリアの色を思われるかもしれないが、
個人居宅の色でなく社会的弱者のための生活環境色だ。それは
生活リハビリ期にある高齢者施設や発達期にある子どもたちの学
校施設の「色」である。高齢者も子どもたちも自ら環境を選ぶこと
が難しい。そして両者とも感情面がセンシティブである。彼らの感
情に寄り添った生活環境色を採りこむことができれば、学校や施
設が彼らにとって快適な居場所になったり、感情コントロールの自
助支援ができるのではないかと考えたのだ。
　今日に至るまで、空間の色彩がヒトの味覚、嗅覚、広・狭感、時
間的体感、記憶に及ぼす影響がどのようなものか、基礎的な研
究※（1）に着手してきた。この基礎的なテーマに取組む前、実践的
研究の一環として取り組んだのが高齢者施設内の色彩環境の
実態調査だ。高齢者が安心して暮らせる環境色とは何か※（2）、と

探ってきた。
　訪問した施設は退院して自宅での生活を再開させるために一
時療養しながら生活機能を回復させる施設で、比較的新しい施
設の内装には自然の木目やそれを模した色が採り入れられ、落ち
着いた環境が意図されていた。和風ホテルのような施設のあちこ
ちには、リハビリのために作られた折り紙やぬり絵が展示されてい
た。落ち着いた木の色が続く薄暗い廊下に飾られたそれらの作
品は目立たず、かえって地味で寂しい印象だった。不自由な手先
を駆使しながら時間をかけて一生懸命折り上げた折紙やぬり絵の
数々には、落ち着いたしつらえとは対極にある作者の活力や躍動
感を感じたのである。作り手の意図した環境と使い手の「生の環
境」は食い違う、と感じた瞬間である。高齢者は自らの「生の環
境」を選ぶことはできない。同じように子どもの「生の環境」もまた
子ども自ら選ぶことができない。
　そのような子どもたちの心理・教育的支援を目的※（3）として西宮
市内の小・中学校のトイレ壁の色彩改修を実践してきた。この活
動は10余年間に亘り、これまで赤系、緑系、青系等の5色相それ
ぞれの色の明度（明るさの度合い）と彩度（鮮やかさの度合い）の3
段階、全15種類の色でトイレの壁をそれぞれ塗装し、事例ごとに塗
装前と塗装後の比較心理評価調査（第一印象・明暗・寒暖・軽
重・広狭・におい軽減効果・清潔感効果）を行ってきた。事例は
21校200事例を超え、6800名の児童・生徒が調査協力してくれた。

色は自己と向き合うきっかけになるツール

社会的弱者を支援するための「色彩環境」

（やました　まちこ）
大学卒業後、民間企業にて26年間デザイン・商品開発専門職を経て、カラートレンドアナリストとしてマーケティングに従事。その後大学院で支援を軸
とした全人教育、感性を育む授業開発をテーマに研究し、やがて支援と長年携わってきた色彩が繋がり弱者支援に向けた色彩環境のあり方へと発展。

「高齢者施設の回復期ケアを目的とした施設空間の色彩設計に関する研究」で博士号取得。教育施設や高齢者の医療・福祉施設における色彩環境
在り方を色彩心理学・色彩デザイン領域からアプローチ。「色のチカラで社会貢献」をスローガンに市民教育・青少年教育に取り組み現在に至る。著
書に、『色の魔法で子どもがかわる　みんなの学校トイレペイント・ガイド』『アタシの昭和お洋服メモリー』（ドニエプル出版）『現代社会を生きるキーワー
ド-「いろ」を学び「いろ」を生かす-』（大阪公立大学共同出版会）『まちこ先生の[いろ]講座』（大覚寺出版）などがある。
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特集  「五感に響く豊かな建築空間」
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に寄り添う色・赤～空間の色彩がヒトの味覚・嗅覚に及ぼす影響を探る～

　さて、色彩心理効果には一般定説※（4）がある。色が明暗、寒暖、
軽重、広狭などに及ぼす影響を説いたものだ。ところが、学校トイ
レの実践研究を重ねるうちに児童・生徒に協力してもらった印象評
価調査の結果とこれらの定説との間に多くの齟齬が生じ始めたの
だ。ここで分かった結果は寒暖感を除いてすべて色彩心理効果
の定説を覆してしまったのだ。さらに各色相とも鮮やかになればな
るほど「におい軽減効果」が見られるということが分かったのである。

　そこで、暮らしの中に欠かせない味・におい・広さ・狭さの印象・
記憶・時間滞留感覚などと色彩環境がどのような相互作用を生
み出すのか、検証実験を重ねることにした。　
　ここでは「味覚」と「嗅覚」が環境の色によって私たちにどのよ
うに影響するか、その結果を辿ってみる。
　まず、色彩空間が及ぼす「におい」への影響だ。実験に使用し
た色彩環境は赤・橙・黄・緑・青・紫の6色相の部屋モデルで
ある。結果は図1に示した通り、赤空間ではバニラ臭・腐敗臭と
も強調され、橙、黄空間では腐敗臭が強調されバニラ臭が抑制さ
れる。緑空間ではバニラ臭も腐敗臭も抑制傾向にあり青空間で
はバニラ臭は抑制された。紫空間ではバニラ臭の強調と腐敗臭
の抑制傾向が見られた。興味深かったことは、補色である黄と紫、
赤と緑の空間それぞれが、真逆の傾向を示したことだ。
　次に「味」についての結果だ。図2に示した通り、甘味について
強調傾向が見られたのは、赤・橙・黄・紫の空間で、青・緑の空
間では抑制傾向にある。苦味について強調されるのは赤・緑の
空間で、黄・橙・青・紫の空間では抑制傾向が見られた。いずれ
にしても赤の空間は味の良・悪、においの良・悪とも強調される。
逆に青の空間は抑制されるということが分かった。一昔前、巷で

ダイエット効果があ
ると青いカレーが
話題を呼んだこと
があった。カレーは
黄色いものだとい
うイメージが強い私
たちにとって青いカ
レーとはいかにも食
欲がわかない。た
だそれだけのことだ
と思うが、こうして
青という色に見えた
味覚の抑制効果を
見れば、あながち
頷けないでもない。
　集中や記憶を促
す 空間 色は何色
だろう。赤と青の
空間で記憶につい

ての実験を試みたところ、成績が良かったのは赤の空間であった。
室内色「赤」と「青」の生理的・心理的効果の定説では「赤」は興
奮色といわれ、「青」は鎮静色といわれる。また、巷ではまことしや
かに「赤」は認知機能が低下する色、「青」は集中力がアップする色
といわれている。これも不確かな説であることがわかった。
　また、ヒトの時間感覚について「赤空間は実際の時間経過よりも
長く青空間は実際の時間経過より短く体感する」と耳にしたことは
ないだろうか。これも確かめてみた。同じ被験者に6色相の部屋
モデルで、3分経たと思った時点でプラカードを挙げさせた。赤空
間では3分経てもプラカードを挙げない者が多く、逆に青空間では
1分過ぎた時点で既に3分経ったとする者が多かった。つまり「赤
は実際の時間よりその経過を短く感じ、青は実際の時間よりその
経過を長く感じる」結果で、通説とは合致しなかった。ちなみに赤
空間の中は圧迫感があり異様な環境だ。しかし被験者たちは心
地よさそうに、中には実験中に寝てしまう被験者もいた。こうして研
究結果を見るたびに「赤」の特異性を感じずにはいられなくなった。

　ヒトは原初的な生きる力として暖を取り、食するための火の赤、
沈みゆく太陽を惜しみ、昇る太陽の朝焼けを仰ぎ、「生きる居場所」
としての「赤」を崇拝してきたのではないか。中世のヨーロッパで
は子どもたちに赤いものを身に着けさせることが「魔除け」である
と信じられていたように、人間の暮らしに寄り添ってきた色が「赤」
ではなかったか。そういえば、私たちの体の中には「赤」がいっぱ
い詰まっている。まさに生きている証が「赤」だ。
　私たちの傍らにあり、皆が関心を持つ色。使い方ひとつで「生
の支援者たる色」。色は、物理的な支援を行うわけではないが、
私たち自身の心に語りかけ、私たち自らの自助力を覚醒させたり妨
げたりする影響力を持つ。視覚情報のほとんどを占める色は使わ
れ方ひとつで、良くも悪くも私たちの生活環境に大きな意味を放つ。
今日から赤色を意識して生活の中に採りこんでみよう。自ずと生き
ている実感がわいてくるはずである。

生
せい

に寄り添う色・赤

私たちの暮らしと色彩環境との相互作用

参考
※（1） ・空間の色彩がヒトの味覚，嗅覚に及ぼす影響に関する研究　日

本色彩学会学会誌2017年41巻5号p.25-28/・空間の色彩がヒト
の広さ・狭さの印象に及ぼす影響について─立体可視化装置CAVEで
の心理評価検証実験の試み、日本色彩学会学会誌2018年42巻6
号p.40/・空間の色彩がヒトの記憶力に及ぼす影響について─立体可
視化装置CAVEでの心理評価検証実験の試み、日本色彩学会　視
覚情報基礎研究会　第37回

※（2） ・高齢者の回復期ケアを目的とした施設空間の色彩設計に関す
る研究博士論文、武庫川女子大学、国立図書館/・感情からイメージ
される色彩について─高齢者の回復期ケアを目的とした施設空間の色
彩設計に関する研究─大手前大学論集9, 289-316, 2008

※（3） 学校トイレの色彩改修後のユーザー印象評価とVR再現モデル
による被験者の印象評価の共通点と差異点について─立体可視化装
置CAVEでの心理評価検証実験の試み─、日建学近畿支部研究報告

（環工）、第50 ～ 56号
※（4） 小町谷朝生監修　内田・宇田川共著『色彩用語ハンドブック』早

稲田教育出版 2002

色彩心理効果の一般定説を覆す検証結果

図２　空間色が及ぼす味覚の強調・抑制傾向

図1　空間色が及ぼす嗅覚の強調・抑制傾向
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あらゆる空間の音環境を整え、快適性とアクティビティを高める

バイオフィリックサウンドデザイン
「KooNe（クーネ）」とは

株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント　エグゼクティブ・プロデューサー／エンタテインメント・ラボ長　
一般社団法人　KANSEI Projects Committee 理事　一般社団法人　ストレスオフ・アライアンス 理事

榎本　誠也

　私たちが暮らす市街地の空間と、森や川、海などの自然に囲まれた空間
では、「音の周波数」が大きく異なることをご存じでしょうか。
　市街地の空間に於いては、自動車のロードノイズやクラクション、交通機関
の音声放送、緊急車両のサイレンなど人工的な音が多く聴こえてきますが、
一方自然の空間では、木 の々葉擦れの音、鳥の囀り、川の流れる音、海のさ
ざ波の音など豊かな環境音に囲まれ、とても心地よい音に溢れています。
　上記の通り、市街地と自然の空間では音の種類も大きく異なり図1に示
す様に周波数分布が大きく異なることが分っています。
　また、私たち人間の可聴領域は約20kHz以下と云われていますが、大
自然の空間ではそれを遥かに超える周波数が存在しているのです。この音

（例えば木 の々葉擦れの音）は聴こえる領域から聴こえない領域がシームレ
スに繋がっており、聴こえない音は「感じる音」として私たちのカラダに伝わっ
ていると考えられています。これらの豊かな「感じる音」を自然の要素が失わ
れた都市（市街地）に再生出来ないものか？ と考えたのです。

　オーディオメディアの歴史をたどると、1950年代 LP（レコード）、
1972年 オーディオ用カセット  
ここからデジタル信号化となる
1982年 CD
1992年 MD、1999年 SACD（DSD）・DVD-Audioなど
2003年 圧縮音源配信 iTunes Store（MP3、AACなど）、
2012年 ハイレゾ音源配信（FLAC、DSD）
　仮に1999年頃をハイレゾ音源の出現とすると、約20年前に飛躍的な
音質の向上が実現しています。
　図2にハイレゾ音源（超高音質の収録・再生）の特徴である解像度と周
波数特性に関して示します。左図は音の解像度を示し、CDと比較すると
約500 ～1,000倍の分解能がありオリジナルサウンド（アナログ）に近い表
現が可能になっています。右図（左）の周波数特性ではハイレゾ音源の方

が高域の高周波数を表現しているのに対して、CDでは本来存在する音が
表現できていません（右図（右））。これらの技術を使用する事で、自然界の
原音に近い音質と周波数を録音できる環境が整いはじめました。

　私たち人間には先天的に「自然を好む性質」が備わっており、またこの自
然環境の音が人間のリラックス感を促すとの仮説（バイオフィリア仮説：1980
年代に田舎から都市に移り住むことにより様 な々ストレスが引き起こされる事
を認知したアメリカの心理学者エドワード・O・ウィルソンによって最初に普及さ
れました。これは自然界での人間の進化によりもたらされた遺伝的遺産だと
考えられています）を基に2008年頃からハイレゾ音源技術を用い自然環境
に存在する「感じる音」（森・川・波の音）を収録し始めました。
　同時にこれらの音源を単にBGM的（従来からのスピーカーを人に向け、
聴かせる音響設計）に再生するのではなく、あらゆる空間で人が自然の環境
に居る様に体現する再生技術（自然音源の解像度と高周波数を含む音
の再生及び自然環境の音場（鳥は上から、川は下から感じる）の再生）に関
しても研究を重ね、バイオフィリックデザイン（人間中心に考えられるデザイン
原理の中にバイオフィリア仮説を適用し、建築環境における自然とのつなが
りを向上させるもの。バイオフィリックデザインは、精神的・肉体的な幸福を向

上させるための手段として効果がある
と証明されており、建物や空間内で
の認知機能も向上されます）の実践
として空間音響デザインという手法に
辿り着きました。そして2013年にサー
ビスを開始したのがバイオフィリックサ
ウンドデザインKooNe（クーネ）です。

 

　KooNe（クーネ）には、空間の居心地（快適性）とパフォーマンス（機能

音の追求で解った大自然に存在する「感じる音」の発見

豊かな自然の音が収録可能となった技術の向上

（えのもと　せいや）
熊本県出身。「森」「川」「海」の自然の環境音をハイレゾ（超高音質）音源で収録し、自然の音環境を都市に再現する「空間音響デザイン」のコンセプ
トを提唱。同時に、人の感性を可視化して統合（五感と三つの間（時間・空間・人間））された知覚体験を科学する一般社団法人KANSEI Projects 
Committeeを設立し、目に見えない「音」や「香り」が人に与える影響（リラックスやアクティビティの変化等）の研究を行い、2013年に空間音響デザ
インソリューション「KooNe」（クーネ）を事業化。高ストレス社会におけるリラックスや人のパフォーマンス向上を目指し、オフィスの「リフレッシュルーム」
や「コミュニケーションゾーン」、公共図書館、商業施設、病院など、あらゆる空間に「バイオフィリックサウンドデザイン KooNe（クーネ）」を提供している。

あらゆる空間に「自然の要素」を取り入れるバイオフィリックデザイン

バイオフィリックサウンドデザインKooNe（クーネ）とは？

（ハイレゾ（ハイレゾリューション）
音源の登場）

図1

http://www.koone.jp/

図2
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特集  「五感に響く豊かな建築空間」

バイオフィリックサウンドデザイン「KooNe（クーネ）」とは

性）の向上を目的として3つの要素があります。
①自然の要素をそのままに　「人にやさしい音」
・最高音質レベルでの収録と再生（高周波数を含むハイレゾ音源）
・自然のリズムを取入れた収録と再生（時間・季節感・1/fゆらぎ）

　 図3に示 す
通り、一日の単
位では朝、昼、
夜の森の環境
音の変化を、ま
た一年の単位
では四季の移
ろいを再生しま
す。四季の変
化では、季節毎
に収 録された
様 な々ロケ地の
音が再現されま
す。これらは、私
たち人間の生体

リズムと同期する様に設計されており、自然の環境が希薄になっている都市
生活に自然のリズムを取り入れ、それを体感出来る様に考えられています。
②心地良い音空間づくり　「快適な環境音」
・自然界を表現し快適性を生み出す（空間音響デザイン）
・心地よい音響再生システム（特許保有）
　従来の音響設計（人に音を伝える為にスピーカーを人に向ける設計）で
は、場合によっては会話の邪魔になったり、疲れを感じたり、また空間の場
所によって音量の差が発生したり、という課題を感じていました。
　そこで、図4に示す様に音の反響（間接音）を利用し、人をやわらかく包
み込む音空間を再現して人に音を聴かせない、出しゃばらない音、人が心
地よく感じる新しい概念の音響設計として「空間音響デザイン」を考案し、
人が感じる音空間の課題を改善しました。

　また同時にバイオフィリックサウンドデザインとして自然を感じる（鳥のさえ
ずりは上から、川の音は下から）音場を考慮してそれを実現しました。

ハード面では、従来の一般的なハイレゾ対応のスピーカーサイズでは建築物
に実装することが困難でした。そこで開発されたのが、スピーカーの存在を
感じさせない超小型のハイレゾ対応KooNe（クーネ）専用スピーカーです。
③人間の反応の可視化　「健康と幸福の創造」
・リラックス効果の検証（心拍数・自律神経・オキシヘモグロビン等の測

定など）
　KooNe（クーネ）で創造された音や空間が人にどの様な影響を与えるの
か、を検証し可視化する事は、「音」という見えない価値を提供する上でと
ても重要な取組みと考えています。
　下記に脳の沈静化を可視化した論文の一部をご紹介します。

Article
Physiological and Psychological Effects of Forest and Urban Sounds Using High-

Resolution Sound Sources
Hyunju Jo 1,†, Chorong Song 1,†, Harumi Ikei 2, Seiya Enomoto 3, Hiromitsu 

Kobayashi 4 and Yoshifumi Miyazaki 1,＊
1　Center for Environment, Health and Field Sciences, Chiba University, 6-2-1 

Kashiwa-no-ha, Kashiwa,Chiba 277-0882, Japan
2　Department of Wood Engineering, Forestry and Forest Products Research 

Institute, 1 Matsunosato, Tsukuba,Ibaraki 305-8687, Japan
3　JVCKENWOOD Victor Entertainment Corporation, 1-2-20 Higashi, Shibuya-

ku, Tokyo 150-0011, Japan
4　Department of Nursing, Ishikawa Prefectural Nursing University, 1-1 

Gakuendai, Kahoku,Ishikawa 929-1210, Japan
＊ Correspondence: ymiyazaki@faculty.chiba-u.jp; Tel.: +81-4-7137-8184
† These authors contributed equally to this work.
Received: 14 June 2019; Accepted: 21 July 2019; Published: 24 July 2019

　KooNe（クーネ）の森林の音と、都市の交差点の音とを比較したところ、
●右前頭前皮質におけるoxy-Hb（オキシヘモグロビン）濃度の低下（図6）
●LF/HFの減少 ●心拍数の減少 ●「快適」、「リラックス」の感情の向上
●気分状態の改善　本研究の知見は、森林由来の聴覚刺激が生理学
的および心理的側面に緩和効果を誘導することを実証しました。

Figure 1. 
Experimental 
set-up for 
auditory 
physiological 
measurement. 
NIRS: near-
infrared 
spectroscopy; 
HRV: heart 
rate variability.

Figure 3. Time-dependent changes in the oxy-hemoglobin (oxy-Hb) concentrations 
in the right (a) and left (b) prefrontal cortex during 60 s exposure to the forest vs. 
city sounds. Data are expressed as mean± standard error (n = 29).

・居心地感、コミュニケーション、集中力、創造力の効果検証（アクティビティ
デザインへの応用）

　KooNe（クーネ）有無による検証として、図書館での感性評価では居心
地感の改善や緊張感の緩和、雑音のサウンドマスキング効果が検証され
ました。
　オフィススペースでは、快適性の向上、コミュニケーションの活性化、集中
力の向上、想像力の向上が検証され、改善が見られました。
　これらのアクティビティ検証の多くは、一般社団法人KANSEI Projects 
Committee（略KPC）によって検証されました。KPCでは、統合された知
覚体験（五感による知覚と、3つの間（人間、時間、空間）の関連性等）を
科学し、新しく創造される感性価値を可視化する研究を行っています。
 　　　　　　　　　　　　　　　　http://kanseiproject.com/

　社会システムが高度になるにつれ、求められるのはハイパフォーマンスと
ハイスピードなライフスタイル。これまでとは比較にならないほどの、未曽有
のストレス時代がやってきています。個人を取り巻くストレスの量は、もはや
キャパシティを大きく超え、蓄積したストレスが心身に引き起こす「ストレス性
疲労」を抱えている人が増加しています。WHO（世界保健機構）の報告
によると、うつ病患者は2012年時点で3億5,000万人を越え、2030年に
は疾病の第1位になると予測されています。「ストレス性疲労」は世界的な
解決課題となっています。
　私たちは、人に寄り添い人を中心としたデザイン原理である「感性デザイ
ン」や「バイオフィリックデザイン」を用いることで現在の様 な々環境を抜本
的に見直し、空間の快適性を飛躍的に向上させ創造性・幸福度・生産性
を高めることを目指し、感性（五感）が拓かれた素の自分で居やすい「場
づくり」から持続可能な「社会」を創造する一助となることを願っています。

感性デザインの実践による生産性の向上

ハイレゾ音源を用いた森林および都市の音の生理学的および心理的影響

図3

図6

図4

図5

KooNe専用スピーカー
SP-DD01SSD
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マルチモダリティーと
空間の感性デザイン

一般社団法人KANSEI Projects Committee　代表理事／リサーチディレクター

柳川　舞

　私たちが感性デザインの研究の中で注力している分野は、マルチ
モダリティーと言われる複数の感覚種による統合された五感体験を
可視化するという試みである。同一空間、同一の時間の中で、視覚、
聴覚、嗅覚、触覚、味覚の五感の刺激がどのように統合的に人間
の評価や行動に影響しているのかを各感覚種に分解した上で検討
し、組み合わせた状態での空間の人間の行動変容を分析する。
　人の感性を可視化する試みは、五感刺激の受容とそれぞれの刺
激の認知メカニズムが複雑であること、人間の生体的にも個人差が
あること、エンドユーザーの人生における体験などで解釈が変わる
ことなどの理由で、一つの感覚種だけでもかなりの専門性が必要と
なる。感性という世界観は多様な分野の学術的知識を重ね合わせ
て解釈することが不可欠となる。

　嗅覚は特に複雑で、人間が識別できる匂いは10000種類とも言
われ、人間が匂いを受け取る受容体も390個もある。私たちは鼻
で息をする度に、一日何万種類もの匂いを意識もせずに嗅いでいる
ことになる。朝のコーヒーの匂い、春が来る前の草の匂い、雨が降
る前の匂い、パンが焼ける香ばしい匂いなど、匂いには環境を理解
する五感情報だけでなく、人の気分を揺さぶるような要素がたくさ
ん含まれている。私たちは、嗅覚刺激によって無意識のうちに感情
やムードが影響されている。
　企業が自社ブランディングに香りを使うのは、香りが感情と記憶
に深く結び付いているということからきている。複雑な香りは言葉
では表現しきれない量のメッセージや情報を持つことができ、その
情報は香りを嗅ぐことによって感覚的に顧客とコミュニケーションさ
れる。ブランドが特別な顧客体験をさせようと設計した空間には、
ビジュアルデザインなど、言語でない感性の情報が既にデザインとし
て落とし込まれており、香りや音も同じように同空間でのブランドの
メッセージを運ぶことができる。香りの場合は特に、嗅神経が脳の
情動を司る部分に直結しているので、理論的に考える前に直感的、
かつ感情的なメッセージを伝えることができる。

　成功する香りのブランディングには、そのブランドが表現したいメッ
セージが香りに含まれ、同空間の要素と統合されることで体感型の
コミュニケーションを実現することが大切である。感情的にブランド
と結びつく特別な体験を香りでサポートすることで、その香りと共に
長い間そのブランドを記憶していることが、ブランドロイヤリティーに
繋がる。

　共有空間にアロマを使用する場合、一つの空間に同時に1種類
の香りしか使用できないため、なるべく嫌いな人がいないような香り
を選択したいと願う。テクニックの一つは、香り自体を複雑にブレン
ドすることで、香りの好き嫌いを明確に分けさせないことである。共
有空間の香りは、個人の好き嫌いではなく、その空間のインテリア
に合っていて、そこで過ごす人たちの理想的な体験をサポートするも
のが最適なものとなる。
　空間に対する香りの選択で重要なのは、同一空間での五感要素
の組み合わせの最適化となる。例えば、ハイエンドの五つ星ホテル
のロビーで使用されている高級感あふれる香りを、公園の公衆トイ
レで使用しても、その香りに対して、高級ホテルと同じような高い評
価は得られない。フレグランスとしての液体は全く同じ香り分子で
構成されていたとしても、同空間の他の五感要素が変化することで、
同じ嗅覚情報がその空間に最適でなくなってしまう。
　最適な香りを選択するには、香り単体が良いかどうかだけでなく、
ホテルのロビーの空間に存在する他の五感要素である、インテリア、
色、音、光などとの組み合わせが、その空間を最適化しているかど
うかを検討する必要がある。このようなマルチモダルな空間をデザ
インするには、五感要素が統合的に空間に創造する価値の構造を
理解することが必要となり、その価値構造は、人の感性に訴える空
間作りの根本となる。

　香りや音などの五感要素の評価は、もう一つの重要な概念であ
る3つの間「人間」「時間」「空間」によっても変化する。ストレスを緩

はじめに

（やながわ　まい）
KPC感性デザインリサーチディレクター、NEKIRIKI Production株式会社代表取締役兼CEO。メルボルン大学文学部（言語
学）、シドニー大学大学院経済学部、広島国際大学大学院心理科学感性デザイン学科修了。在日本オーストラリア大使館に着
任、商務官としてオーストラリア企業の日本への誘致、共同新規事業開発などのプロジェクトを担当した後、外資系の香りの空間
設計をする企業の子会社を東京に設立。香りを使った数多くの企業ブランディングや公共施設の快適性向上に取り組み、現
在も中央大学理工学部博士課程後期で嗅覚と感性工学の研究を続ける。元フェザー級プロボクサー、プロキックボクサー。

香りを使った感情的ブランディング

アロマとマルチモダルな空間設計

五感と３つの「間」



新都市ハウジングニュース Vol.95 2020. 冬● 9

特集  「五感に響く豊かな建築空間」

マルチモダリティーと空間の感性デザイン

和させたり、コミュニケーションを活性させるために香りや音を空間
設計に取り込む場合、まずその空間を利用する「人間」の情報が不
可欠となる。
　空間に施した感性デザインが有効な場合、その空間での人間の
行動がポジティブに変容する。例えば、高級時計の小売店に最適
な香りを入れた場合、陳列された品物をさっと見て通り過ぎていた
顧客が、店内に滞留する時間が伸びる。滞留時間が長くなると、そ
れだけ店員が顧客が会話を始めるチャンスも多くなる。効果性の高
い五感の設計は、無意識のうちにその空間にいる人たちの行動を
ポジティブに誘発する。
　「時間」の概念もまた、空間の中に存在する五感要素の評価を左
右する。水族館などの施設は、昼間と夜では来館者の層が異なる
という特徴を持つ。昼間は子供づれなどの家族が多いのに対して、
夜の水族館は大人が多く、水族館の雰囲気を重視した顧客層が集
まる。このような空間では、昼間の香りと夜の香りを時間帯で変え
ることにより、同空間でも2つの顧客層をターゲットにして、時間に
よって2面性を持たせることができる。昼間はフレッシュな自然の香
り、そして夜になると少し高級感と甘さのニュアンスを残した香りで、
大人的な雰囲気を演出する。我々が感性評価などの手法を用いて
空間に最適な香りを検証する場合、朝と夕方、夜の時間帯での環
境で香りの最適性を検証する。

　Human Centered Design（人を中心に考えたデザイン）が求めら
れてきている中、空間設計にバイオフィリックデザインを取り入れる
という概念が普及してきた。人類は何万年も自然と密接に生きて
きたため、DNAのレベルで自然と継続的につながっておきたいとい
う欲望があるという。バイオフィリックデザインは自然の癒し効果や、
自然生態系に存在する活力増進の要素を空間デザインとして落と
し込んでいくものである。
　建築物の中にいても、植物の要素、木漏れ日の要素、水の要素
などを感じることで、人がほっとしたり、集中したり、リラックスするよ
うな空間をデザインし、幸福度や創造性を向上させるという目的を
持った空間設計となる。バイオフィリックデザインは、単純に植栽を
室内に入れ込むというだけでなく、人間にポジティブに影響する自
然の要素をあらゆる空間デザインに取り込んでいくものである。
　急速な都市化により、人間は一日の大部分を建築物の中で過ご
す。たくさんの人たちに、多種類の用途で使用される想定で建て
られた建築物は、個人の嗜好性や、それぞれの空間での人間のア
クティビティーを重視して設計するのは難しい。一般的に汎用性が
高い素材や無難な感性の要素で構成される空間が多い。多数存
在するエンドユーザーの色の好みがわからなければ全体を白く塗り、
音がうるさくないように防音し、臭いの好き嫌いがないように消臭す
るという方向でまとめていくと、世の中に無機質な空間が増加する。
無機質な空間は、感性を構築するための五感情報が大幅に削除さ
れているため、人の感性に訴えかける空間設計とは真逆のアプロー
チとなる。
　バイオフィリックデザインのように、自然が持つ癒しや活力を与える
要素を空間デザインに落とし込んでいく場合、マルチモダルの組み
合わせを取り込むことで、その空間にリアリティーを増すことができる。
森に行けば、木が生えているだけでなく、花の香りがし、鳥が鳴き、風

がそよぐ。室内空間にバイオフィリックデザインを施す際に、植栽を視
覚的にデザインするだけでなく、適切な香りや音も設計に組み込んで
いくことで、私たちが現実の自然環境で体験するものにより近くなる。
空間設計にマルチモダルを組み合わせることで、リアリティーを増した
統合的感覚をその空間のユーザー体験として提供することができる。

　働き方改革などにも見られるように、オフィスでも人間の生産性を
向上させようとする動きが活発化してきた。単純にマネージメントか
らの指示を出しやすくしたり、短時間で大量の仕事を処理するため
のオフィス設計ではなく、人間の創造性や本来持っている感性を生
かして、個々のパフォーマンスを上げていくような職場環境が求めら
れるようになった。オフィスのあり方自体の価値観も変化し、中で働
く人間のアクティビティーを理解した上で、その働き方をサポートする
空間設計が注目を浴びるようになってきた。
　働く人達の行動を分析して空間設計に感性デザインを取り込ん
だ例もいくつかある。例えば、通常昼休みに食事をするためだけに
利用されていた企業のリフレッシュルームに、植栽、ハイレゾ自然音、
香りなどの要素を組み合わせたバイオフィリックデザインを導入した
ところ、昼休み以外の時間の空間利用者数が増加した。お昼休み
以外には、あまり利用されないリフレッシュルームは思った以上に多
く存在し、空間に感性デザインを取り入れるだけで、利用率の増加
が見込める。リフレッシュルームでの人の行動も変化した。バイオフィ
リックデザイン導入後は、食事をとるという行為だけでなく、内部の
打ち合わせや、会議室を予約するまでもない軽めの相談事など、社
員のコミュニケーションが活性した。リフレッシュルームなどの共用ス
ペースは、普段交わることのない他部署間の社員なども交流できる
場となるので、人中心のデザインを施すことで、社員間での質の高
い雑談を活性させるなど、生産性向上に寄与するポジティブな行動
変容が見られた。
　オフィスだけでなく、ハイエンドのマンションや高齢者施設にも感
性デザインを取り入れた空間設計が求められている。変化の少な
い室内で、音や香りの組み合わせを春夏秋冬で変えることで、マ
ンションのエントランスの季節感を演出することが可能となる。また、
人が集う高齢者施設を設計する場合も、高齢者のみならず、違う年
代の人たちの感性を理解した上で、その空間に適切な五感要素を
組み込むことで、高齢者だけでなくその家族も来やすい場所となる。
　Human Centeredの建築を目指す上で、どのように五感刺激を
空間に合わせて最適化するのかという課題が残る。我々が空間に
感性デザインを取り入れていく上では、個人的な嗜好性による五感
要素の選択ではなく、感性工学の手法などを取り入れて、客観的に
五感要素の優劣がつくような心理的検証を行なっている。さらには、
感性デザインを取り入れた空間で、五感刺激によって誘発された行
動変容が、ポジティブなものであるかを数値化することもある。
　経済が発展し、モノが溢れる時代になると、人々は物質的価値よ
りも精神的価値を重視する傾向にある。
　建築や空間デザインにも、効率性や便宜性のみならず、Human 
Centeredの人を中心に考えた設計が求められるようになった。今後
も空間に対してどのように感性デザインを取り込み、人の感性に訴え
るような空間づくりをしていくかというのが、注目を集めるテーマとなり、
人にも環境にも優しい感性豊かな建築が増加していくと思われる。

生産性向上と空間設計

バイオフィリックデザイン



●新都市ハウジングニュース Vol.95 2020. 冬10

五感がひらく森の魅力 
～健康を支える森林浴～

一般社団法人　森と未来　代表理事

小野　なぎさ

　人間には五感と言われる五つの感覚があります。見る、聞く、触る、
香る、食べる。わたしたちは普段、この五つの感覚をどれだけ使って
いるのでしょうか。あるデータによると、五つの感覚のうち、私たちは
日常で87%視覚を使っていると言われています。その他、聴覚7%、
触覚3%、味覚2%、嗅覚1%の割合です。インターネットで検索すれ
ば、行ったことがなくても、触れたこと、見たことがなくても、知ってい
る情報として判断することができます。また、食事を食べる前に安全
かどうか匂いを確認することもほとんどしなくなり、畑から収穫され
た野菜は食べていても、土に触れることは少なくなりました。体調を
崩し、しばらく寝たきりで過ごした経験のある人は、その後思うように
歩けなかったという経験があるかと思います。同じように、人間は五
感という素晴らしい感覚を持っていますが、使わなくなってしまうと、
だんだんと使えなくなってきてしまいます。

　 森の中に
入ると、感覚
を通じてたく
さんの 情 報
が一気に飛
び込んできま
す。色とりど
りの木 、々小
鳥 のさえず

りや葉っぱが擦れる音、青 と々爽やかな森の香り、肌を撫でる風の
心地、五感が一斉に開き身体のセンサーが反応するのです。そして、
この香りはどこで嗅いだかな、この音はいつ聞いたかな、と過去の
記憶や感情までも呼び起こします。
　わたしは、これまで2,000名ほど森へご案内をしていますが、森へ
入った多くの方が「懐かしい」と言います。昔、おじいちゃんの家の裏
山に入った時の香りがする、小学校の時に森で遊んだ感覚を思い出
した、など同じ空間に入ってもそれぞれの記憶や感情が思い返され

ます。わたしはこのような、感覚と感情から導き出された個性を、「感
性」と呼んでいます。一人一人異なり、育った環境、聞いた音楽、食
べたもの、見た景色、読んだ本、など今日まで体験してきた全てのこ
とが重なり合ってその人の感性がつくられていきます。しかし最近は、
同じような空間で、一日中パソコンに向かい、視覚優位の情報で物
事を判断することが増えました。このような生活を続けていると、自
分だけが本来持っている豊かな感性は次第に閉ざされてしまいます。

　森林浴という言葉があります。海水浴、日光浴、と並び自然の三
大浴の一つとして使われています。森林浴は1982年当時の林野
庁長官が提唱した言葉で「森林の中にはフィトンチッドと呼ばれる殺
菌作用を持つ揮発性成分が存在し、森の中にいることが健康な体
をつくる」ことから一般的には“樹木に接し精神的な癒しを求める
行為”等として使われている言葉です。山を登り、森の中で何かア
クティビティーをせずとも、緑を浴びる、緑に浸る、ことで森林浴をす
ることができます。森に入ると気持ちがよくて、リフレッシュする。そん
な体験をしたことがある方も多いと思いますが、近年この“森に入る
となんとなく気持ちが良い”が、具体的にどのような効果があるのか、
医学的にわかってきました。

　森林浴は病気の予防、健康増進に効果的だと言われています。
その要素として、①森が放出している物質を浴びること、そして②森
で五感が反応することによる影響、だと言われています。
森が放出する物質：人間の身体によい影響を及ぼしているのが、樹
木から放出されるフィトンチッドという物質です。フィトンチッドという
言葉は、ロシアの発生学研究者B.P.トーキン博士によって、1930年
代ごろに生まれた造語で、「フィトン」は「植物」を意味するギリシャ語、

「チッド」は「殺す」を意味するラテン語に由来しています。このフィト
ンチッドとは名前の通り、葉や幹をかじられないように害虫が嫌う物
質を発散させて追い払ったり、ときおり殺虫作用のある物質を出す
こともあり、植物や微生物、昆虫、動物、人間にいたるまでいろいろ

日常で使っている五感

森林浴

森林浴による健康効果

森でひらく感覚

（おの　なぎさ）
東京農業大学 地域環境科学部 森林総合科学科卒業後、森を人の健康に活用したいという動機から企業のメンタルヘルス改善に関
わる事業に携わり、認定産業カウンセラー、森林セラピストの資格を取得。約１０年間で、森林を活用した研修プログラムの開発、健康
リゾートホテル事業、海外のメンタルヘルス事業の立ち上げを経験。これまで15年間で述べ2,000人を森へ案内し、全国の地域と連
携し森林資源を活用した観光プランづくり、企業研修、人材育成を実施し、執筆や講演活動を行う。2015年一般社団法人 森と未来を
設立、代表理事に就任、“森林浴”、“森を感じる自分の時間”に着目し国内、海外で活動を行う。2019年～ 2022年林政審議会委員・
地球環境小委員会委員に就任。著書に『あたらしい森林浴』学芸出版社（2019.7.20）。
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な形で働きかけます。根から地中にフィトンチッドを出し、ほかの植
物が根の周りに近づくことを防いだり、大気中に放出して、他の植
物の種子の発芽を抑えることもあります。そしてこの物質が、人間に
とっては癒し効果となることがわかっています。
森林浴に反応する五感の働き:
　森を観る:緑を見ると癒されると感じる人が多いのは、太陽の光、
花などの落ち着いた光や色が、心身をリラックスさせてくれるからで
す。千葉大学環境健康フィールド科学センターの宮崎良文教授の
研究チームによると、人は森の風景を眺めると血圧が下がり、脳活

動も沈 静 化
することがわ
かっています。
また、（国 研 ）
森林研究・整
備 機 構 森 林
総 合 研 究 所
の高山範理ら
の研究によれ

ば、太陽が木 を々照らして落ちる「木漏れ日」が、緊張感や不安感、
疲労感を下げることもわかっています。
　森を香る:嗅覚は五感の中でもダイレクトに脳に刺激が届く感覚
です。香りを楽しみ健康にも役立つアロマテラピーは、近年ますま
す普及しています。樹木や花、葉の香り以外にも、雨上がりの森や
落ち葉の香りなど、実際に森の中に入るとたくさんの香りを感じます。
前に述べたフィトンチッドを含む香りを吸収することで、副交感神経
が刺激され、血圧や脈拍が低下し、ストレスを感じた時に腎臓皮質
から分泌される「コルチゾール」の濃度（唾液中のストレスホルモン）
が下がることがわかっています。さらに、日本医科大学の李卿（りけ
い）らの研究では、フィトンチッドの吸収と森林浴によるリラックスの
効果により、人間の身体が持つナチュラルキラー細胞（がん細胞や
ウイルス感染細胞などを見つけ攻撃するリンパ球のこと、以下、NK

細胞 ）が増加す
ることも世界で初
めてわかりました。
森林浴によるNK
細胞活性の上昇
効果は、1カ月ぐら
い持続することも
明らかになってい
ます。日帰りで森
林浴を行った場
合にも同じ効果が

見られ、日帰りの場合は1週間くらい持続するそうです。
　森に触る：森へ入ると、足の心地よさにも気がつきます。普段、硬
いアスファルトの上を歩いていると足とアスファルトとの間にクッション
がないため、足や膝・腰にダイレクトに負担がかかります。ソールの
厚いスニーカーを履くと足の負担が軽減されるように、森の中は歩く
道自体が落ち葉のクッションになっているため、足腰への負担がとて
も少なく歩くことができます。　
　森を聞く：森を歩いていると、色 な々音も聞こえてきます。鳥の鳴
き声、葉の揺れる音、小川のせせらぎなど、森の中は無音ではなく
自然の音で溢れています。時間とともに変化する不規則な変動を

「ゆらぎ」と呼びますが、風に揺れる木の葉の動きやせせらぎなど
の森の中で聞く音は、不規則さと規則正しさが調和した「1/fゆら
ぎ」のリズムを持つことがわかっています。人間を含む自然界の生
き物はすべて1/fのゆらぎを持っています。人工環境では、1/fに
該当するゆらぎが少なく、心身にストレスをもたらす要因のひとつと
なっていることから、森の中に入ると、人間の心拍ゆらぎと自然界の
揺らぎが同調し、心地よさを感じます。「1/fゆらぎ」のある森の音を
聞きいていると、脳がリラックスした状態となるため、ストレスの緩和
にも役立ちます。
　森で光を浴びる：森の中は緑のフィルターが80%の太陽光線を吸
収し、真夏日でも適度な日光浴が可能となります。太陽を浴びると
私たちの皮膚が感知して体内でビタミンDが生成され、骨を形成し
ます。紫外線でお肌の日焼けやシミ・ソバカスを気にする方も多いか
もしれませんが、夜になると眠くなるのは、光を浴びることによって体
のリズムがコントロールされているためです。この体内時計を整えてく
れるのが、脳から分泌される「メラトニン」という眠気を誘う働きを持
つホルモンです。メラトニンの分泌は、太陽の光を目に取り込んでか
ら約14時間後に始まるため、朝に太陽光を浴びることで夜に体が
眠くなる、というわけです。さらに、太陽の光を浴びると、感情を整え、
心を安定させる働きを持つ「セロトニン」という物質が体内で分泌さ

れるため、うつ
病などの予防
にもなると言
われています。
　朝夜関係な
くスマホやパ
ソコンなどの
強い光（ブルー
ライト）を目に

浴びる現代の生活でも、なるべく朝は太陽の光を浴び、夜も強い光
は控えるようにすると、質の高い睡眠をとることができるといいます。

　ふかふかの落ち葉の道を歩き、植物や土など様 な々自然に触れ、
適度な太陽を浴びながら樹木から放出されるフィトンチッドを吸収す
ることで得られる、さまざまな効果をおわかりいただけたでしょうか。
このように五感を通して様 な々刺激を身体が受け取ることで、自律
神経のバランスが整うこともわかっています。これら多くの研究成果
をふまえると、改めて森と人には分かちがたい共生関係がもともと存
在していたと考えざるをえません。地球上に人間が誕生したのは今
から500 ～ 600万年前、完全な二足歩行を始めた原人ですら200
万年前のことです。歴史で習った当時の原人の暮らしを想像してみ
れば、人間は森の中で暮らしてきたことも想像に難くありません。こ
の200万年という歳月の中では、ビルの中で働き、コンクリートの家
で生活をしはじめたのは、たった数秒前の出来事とも言えるでしょう。
森と人の長い付き合いを思えば、その環境に身を置くことで身体の
細胞が喜び、バラン
スが整い、元気にな
れるというのは、容
易に想像がつくの
ではないでしょうか。

現代人を救う森と人の関係
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五感の刺激による
「価値創造」オフィスを

目指して

　現在、オフィスを取り巻く環境は、
●生産性、創造性を高め、いかに「価値創造」を実現するか？
●環境経営、健康経営をいかに具現化するか？
●人材のリクルート＆リテンション効果をいかに高めるか？
等、課題が輻輳しており、企業は、これらの課題を解決し、競争力
を高めることが求められている。
　現在、課題解決の方策として、執務行動に応じて場所を選択し
て仕事をするABW（Activity Based Working/Workplace）を採
用する企業が増加している。

　ABWでは、その時の仕事内容や気分・体調によって、執務行
動別に最適された場所を選択して仕事を行う。最近では、テレビ
や雑誌でも取り上げられており、多様な機能を有した魅力的なオ
フィスを実現している多くの事例が報告されている。

　現在、ABWの導入が一般化しつつあるとも言える状況であるが、
その一方で、ABW導入が目的化傾向（ABWさえ導入すれば、課
題解決するという思い込み）を示し始めている。これを解消する
ためには、以下の考え方が求められるのではないか？
●執務行動の真の目的である「価値創造」とオフィスとの関係に

フォーカスした考え方
　→ Value Based Workplace（VBW）
●表出する執務行動を引き起こす要素である「五感」を通したパー

ソナルな視点とオフィスとの関係にフォーカスした考え方

　→ Personality Based Workplace（PBW）
　前者が本質的であろうが、現時点では、「価値創造」は、直接測
定できないこと、オフィス環境要素との因果関係が特定できないこ
とから、後者に基づく「人の五感を刺激し、「価値創造」行動を効
果的に誘引する場づくり」が重要となるだろう。

　前述のPBWが効果的に機能したオフィスでは、「空間」ではな
く、「そこで働く人」が主役である。これは、オフィスの評価軸が、

「Workplace for all」から「Workplace for each」に移行するパラダ
イムシフトである。このパラダイムでは、オフィス計画者・管理者は、
そこで働く人に寄り添い、「五感」を刺激して「価値創造」行動を
誘発する仕掛け・仕組みの創出が求められる。この仕掛け・仕組
みの導入事例を見てみよう。
●視覚 →下記以外に明るさ・照明、色等、多くの事例あり
・内部吹抜：空間の全体視を実現し、コミュニケーションを誘発す

ること等が狙い（詳細は後述）。
・植栽・緑：バイオフィリア＊1の考えを取り入れたバイオフィリックデ

ザインの導入。オフィスの緑化は、ストレスを減らして人を幸福にし、
生産性と創造性を向上する。オフィスでの緑視率＊2が10 ～15％
あると、創造性向上やストレス軽減に繋がる＊3と言われている。
＊1 バイオフィリア：1984年にアメリカの生物学者エドワード.O.ウィルソン

によって提唱された「人間には“自然とつながりたい”という本能的
欲求がある」という概念

＊2 緑視率：人の視界に占める自然の緑の割合を測る指標
＊3 緑視率10 ～15％効果：2017年3月から行われた豊橋技術科学大

学の松本博名誉教授と長崎大学の源城かほり准教授との連携に
よる研究結果

●聴覚
・ハイレゾ自然音：ハイパーソニックエフェクト＊4を利用したハイレゾ自

然音等を環境音として流して、居心地の良さ感じさせることが狙い。
・サウンドマスキング：特殊音を流すことで、会話漏れを減少する

手法。特殊音のひとつであるホワイトノイズは、空調音と類似し、
ストレスの原因になる可能性があるため、調音されたヒーリング音
楽等を利用する方法もある。
＊4 ハイパーソニックエフェクト：脳科学者大橋力によって1990年代に

発見された「周波数が高すぎて音として聴こえない高複雑性超高
周波（40kHz以上）を含む音」が脳の最深部を活性化する現象。
熱帯雨林の環境音等に含まれている。

現代日本を取り巻く課題とその対応方策

価値創造行動の活性化を目指すABW

「Workplace for all」から「Workplace for each」へ

ABW の次へ

株式会社竹中工務店　ワークプレイスプロデュース本部　グループ長

平山　朋史
（ひらやま　ともふみ）
1993年東京工業大学総合理工学研究科社会開発工学専攻修了。同年、(株)竹中工務店入社。
1996年より、FMコンサルティング、ワークプレイスコンサルティングを担当し、現在に至る。

図1　ABW：執務行動や気分によって場所を選択して仕事を行う

ソロワークスペース
1人で仕事を行うスペース
集中度や必要なツールにより

様々なタイプがある 

デュアルワークスペース

2人で画面を見ながらじっくり
作業したり、1on1ミーティング
等、対話するスペース   

チームワークスペース
3人以上でアイディア出しや
価値創造のための情報共有

を行うスペース 

リチャージスペース
飲み物を飲んだり、会話する等
によりリフレッシュやリラックス

するためのスペース
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五感の刺激による「価値創造」オフィスを目指して

●嗅覚・味覚
・アロマディフューザー：リラックスしやすい環境や集中しやすい環

境等、場所に適した演出を行うことが狙い。
・飲料・お菓子：嗅覚・味覚を刺激し、人を集めるマグネット効果

を有する。人が集まるとコミュニケーション発生機会が増加する。
●触覚
・手触りの良い内装・家具：床の歩き心地、デスク天板の触り心地、

チェアの座り心地等、体に接触する内装や家具は、人が気持ち
よく仕事に取り組むための要素。

　人が最も多くの情報を受け取る「視覚」に関する取り組みとして、
大規模な内部吹抜空間の設置が増加している。吹抜は、空間を
縦横に繋ぎ、全体視を可能とし、気付きを促す。さらに、吹抜空間
にゆるやかな階段を設置し、移動容易性を高めることで、コミュニ
ケーションを活性化し、アイディア交換・集合知創出等の「価値創
造」行動を誘引する。コミュニケーション活性化は、「価値創造」を
高めるための代用特性のひとつであり、特に「価値創造」活動が
求められるR&D施設においては、様 な々形態の吹抜が見られる。

　一方、内部吹抜空間は、温熱・気流・光環境等に「ゆらぎ」を
もたらす。執務デスクが均質に並べられた伝統的なオフィスの場合、

「ゆらぎ」は、ノイズと捉えられていた。一方、ABW（PBW）を実
践する場合には、「ゆらぎ」は環境の多様さを助長し、働く場の特
徴の要素となる。「価値創造」を行うには、発散思考と収束思考の
行き来が求められるが、吹抜空間がもたらす「ゆらぎ」は、このス
イッチとしても機能する。つまり、吹抜空間は、空間の全体視・コ
ミュニケーション機会の増加に加え、「五感」の刺激による執務行
動のモードチェンジ機能を有していると言える。
　ただ、ABWと同様、内部吹抜空間の設置が自己目的化しては
ならない。吹抜空間を設置することがその組織に最適なのか？気
付きとコミュニケーションの発生によるセレンディピティ（幸運な偶然
を手に入れる力）が起こるように個人と組織が自律的に行動する
ことができるのか？等、十分に検討しなければならない。

　竹中工務店では、各拠点でのイノベーション活性化を目的とした

改修工事を行った（2018年竣工：大阪本店(御堂ビル)、東京本
店、2019年竣工：技術研究所）。その中で「五感」に関連する取
り組みを中心にその一部を紹介する。

●御堂ビルイノベーションスペース整備プロジェクト
築53年のビルに吹抜空間を新たに設置し、内部階段（閃き階段）
を配置することでコミュニケーション活性化を実現。

●東京本店イノベーション改修プロジェクト
緑溢れるワークラウンジ（KOMOREBI）を設置。バイオフィリック
デザインにより、植栽を配置（緑視率10 ～15％）するとともに、水
盤を設置して水音がかすかに聞こえることで、リラックス・集中効果
の向上を実現。

●技術研究所リニューアルプロジェクト
竣工当時の外部中庭を内部化し、大階段を設置。多様な人が行
き交い、これまでにないコミュニケーション醸成を実現。トップライ
トからの自然光をルーバー制御することで人が気持ちよく仕事がで
きる多様な空間を演出。

　今回は、「五感」と「価値創造」を中心に考察したが、現時点では、
これらの関係を定量的に正確に把握できているとは言えない状況
である。進展著しいセンシング技術を活用して、「五感」を通じた感
性の刺激と「価値創造」との関係が明らかになる時代もすぐそこに
あるだろう。感性の刺激により、知的生産性を高め、各企業にとっ
て競争力の源泉となるオフィスを構築することをご支援させていた
だければ、この上ない幸せである。

「五感」刺激装置としての内部吹抜空間と執務環境の「ゆらぎ」

おわりに

竹中工務店の取り組み

写真1　吹抜内部に階段を設置した空間イメージCG

写真2　コミュニケーションを活性化する「閃き階段」

写真3　緑をテーマとしたワークラウンジ 「KOMOREBI」

写真4　中庭を内部化した執務スペース中央大階段

図2　全体視を実現する内部吹抜空間の断面イメージ

吹抜を介した空間の全体視
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ひとの感覚から
デザインを考える

鹿島建設株式会社　建築設計本部　品質技術管理統括グループ　環境・性能グループ　チーフ

原　利明

　20数年前になるだろうか、まだEテレではなく教育テレビと言

われていた頃、上岡龍太郎氏の最後のテレビ出演番組「日本の

話芸」を見た。上岡氏は「門外不出の映画がある。」と口火を切り、

映画のストーリーを描写も含め語っていく。映像は、スポットを浴

びた上岡氏がたった一人。数台のカメラで引いたりアップという単

純なものであった。最後の場面は老婆が入水自殺を行うというも

のだ。自殺のシーンをカメラマンが撮影したため自殺ほう助になる

ことから公開できない映画となったと言う。終わりに上岡氏は「こ

んな映画を撮りたかった。」と締めくくった。

　これを見ていた自身は、まるで映画を見ているように頭の中に映

像が浮かび上がった。落語は、その語りによってまち並みや横丁の

ご隠居、旦那やおかみさんなどの登場人物が聞いている人それぞ

れが頭の中でイメージを作り上げる。「音」とは斯様に興味深いも

ので、反響の大きな音を聞くと教会などの建築をイメージしたり、玉

砂利の音で神社を想起させられたりすることもある。このように音

情報から様 な々空間をイメージすることができる。近年の研究では、

聴覚情報で視覚野の活動が活発になることがわかってきた。

　このような伝える側（作り手）と受ける側（使い手）の関係は、と

ても豊かな環境を創造できるのではないだろうか？

　私たちは、本当に視覚情報だけで空間を認識しているのだろう

か？ 例えば混雑した駅のホームで階段の位置を視覚情報だけで

見つけているだろうか。階段を上り下りする足音でそれを発見して

はいないだろうか。空間を認識する情報としては、視覚情報が約

8割とも言われているため、それ以外の感覚器官でどのように空間

を認識しているかを意識するのは難しい。そこで、視覚情報が得

られない全盲の人の空間認識にフォーカスを当てて考えてみたい。

あるプロジェクトで、全盲の人の普段歩きなれた最寄り駅から自宅

までの歩行状況について調査を行ったことがある。その結果、大

変興味深い知見を得ることができた。

　改札を出て誘導ブロックに沿って最寄り駅を出る。そこは公園

となっているため誘導ブロックは敷設されていない。少し斜めに

歩を進め、排水溝のグレーチングを探し、それに沿って進む。グ

レーチングが切れる辺りで、その右横のアスファルトと植栽帯の土

との境界を探り、木の根っこのふくらみを確認し、進路を切り替え

るポイントを見つけ出していた。右手には公園の噴水があり左手に

は子供たちが野球を行っているグラウンドがあった。その両方から

の音を頼りに直進し、公園の出口の車止めを確認する。併せてそ

の横にある灰皿からの煙草の匂いも場所の特定に利用すると言

う。公園を出ると歩道に沿って進み、横断歩道で歩道が傾斜して

いるところを探す。そして車の往来の音を聞き、横断歩道を渡る。

　このように視覚情報以外の聴覚や触覚、さらには、灰皿の煙草

の匂いまで情報として活用し、空間を認識していることがわかる。

　空間を認識するには、視覚情報が圧倒的に優位なため、普段

我々はこのような情報を意識レベルに引き上げることはない。しか

し、実際は視覚以外にも聴覚や触覚、嗅覚などをフル回転させ空

間を認識しているのである。

＜視覚について＞
　視覚情報は言うまでもないが、少し視点を変えることで新たな

デザインの可能性が見えてくる。

　写真1は、自身が勤務する鹿島KIビルのアトリウムを渡るブ

リッジ周辺である。そのブリッジには、足元に巾木照明が仕込ま

れており、この光で通路の幅がよくわかる。また、その奥が明る

いため、そこに人や物があるとシルエットが浮かび上がり衝突防

止の注意喚起ともなる。さらに、この2つの光で進行方向も明

ひとは視覚だけで空間を認識しているだろうか？

ひとの感覚と空間認識

（はら　としあき）
1990年鹿島建設（株）建築設計本部建築設計部入社。その後2004年から2年間（一財）国土技術研究セン
ターに出向。出向先では、国のバリアフリー施策に関する調査・研究を行う。2006年復職。現在に至る。中部国
際空港ターミナルビル、東京国際空港国際線ターミナルビル、新千歳国際空港国際線ターミナルビルなど国内の
主要空港のユニバーサルデザイン検討会委員をはじめ、国のユニバーサルデザイン、バリアフリーに関する委員も務める。
現在、（一財）日本福祉のまちづくり学会副会長。

ひとの感覚に訴えかけるデザインの可能性
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確となる。このように単に明るさを確保するだけの「光」ではなく、

進行方向や注意喚起などを照明計画で情報提供することも可

能となるのである。

＜聴覚について＞
　音も空間の認識には重要な情報となり得る。例えば、天井の高

さを変化させることで音の響き方が変わり、それを利用して場所を

認識させることもできる。また、吹き抜けは他のフロアからの様々

な音が聞こえ、そのことが場所を特定する手がかりともなる。噴水

のように同じ場所でいつも同じ音が流れていると、それもサウンド

マーク（音のランドマーク）として機能させることも可能である。この

ような音はその音を必要としない人にとっては耳障りになることが

少なく、音サインによる騒音問題（非利用者とのコンフリクト）を回

避できる可能性がある。

　写真2は鹿島KIビルのアトリウムである。ブリッジの下やアトリウ

ム周りの会議室周辺は天井が低いため、足音の反響が異なり、そ

のことで場所を認識する手がかりとなる。さらにアトリウム内の騒

音を音のマスキング効果を利用して消すための噴水は、この水の

音がサウンドマークともなっている（写真3）。

＜触覚について＞　
　触覚による情報提供は誘導ブロックがその代表的なものであろ

う。しかし、通常の床材でも少し工夫することで十分な情報提供

が可能となる。例えば、カーペットと石やタイルのように硬さの違う

床材の組み合わせや御影石の表面の仕上げの仕方の違い（磨き

仕上げとバーナー仕上げなど）のように表面の粗さの違う床材の

組み合わせなど素材の感触の違いを変えることで、場所や進行方

向、注意に関する情報を提供することもできる。

　写真4の建物は床材を変え、安全に歩行できるエリアと歩行に

注意が必要なエリアを提示するデザインを試みた事例である。こ

のような床材の感触の違いをルール化することで、床のデザインで

空間の情報を提示することが可能となると考えている。

＜嗅覚について＞
　空間を認識するために嗅覚を利用した事例は自身では体験した

ことはないが、トイレの男女を区別するために匂いを使った事例が

あると聞いたことがある。一方で、蕎麦屋やコーヒーショップのよう

な店舗固有の匂いは、まちのランドマークとなっているのではない

だろうか。

　超高齢社会を迎えた我が国。様々な身体能力を持つ多様な

人々が住み続けられる豊かな環境整備が求められている。これ

までのように視覚情報だけで設計するのではなく、聴覚や触覚な

どのひとの感覚に訴えかけ、さらにそれらを重ね合わせてデザイン

することで、一つの感覚器官からの情報取得が困難になったとし

ても他の感覚器官からの情報でそれを補完することが可能となる。

このようにひとの感覚に訴えかけるデザインは、多くの人が使いや

すい豊かな環境を創造する可能性を持ち、これからの時代のダイ

バーシティを支えていくものになるのではないだろうか。

豊かな環境づくりに向けて

写真1　鹿島KIビル　ブリッジ 写真2　鹿島KIビル　アトリウム

写真3　鹿島KIビル　サウンドマークとなる噴水

写真4　柏瀬眼科　測定検査室

安全な歩行エリア：塩ビシート
注意が必要なエリア：タイルカーペット



●新都市ハウジングニュース Vol.95 2020. 冬16

リゾートタウン軽井沢の
五感で実感する豊かさ

U&P デザイン株式会社　代表取締役　会長

古庄　真一郎
（こしょう　しんいちろう）
1984年大分大学大学院工学研究科修士課程修了。建設環境工学修士。鹿島建設株式会社にて、3D-CAD/BIM、現場
情報化等に携わる。2018年6月鹿島建設を定年退職後、U&Pデザイン株式会社代表取締役会長に就任。3D-CAD/BIM
に関するコンサルテーション、アプリケーション開発、アシステッドリビングホーム（A. L. H.）の企画・開発等を手がける。

　鳥のさえずりで静かさを感じ、木 の々ざわめきで風を感じ、薪ストー
ブの炎の温もりで冬を感じる…。
　東京から新幹線で約1時間、車でも2 ～3時間で、足を運ぶこと
ができる軽井沢は、避暑地であると共に、今や季節を問わず楽しむ
ことのできるリゾートタウンである。
　ハイシーズンには、多くの観光客が訪れ、道路は渋滞、駐車場

も満杯になる。
旧軽銀座の商
店街は、多くの
人でごった返し
ている。最近
は海外からの
旅行者も多い。
　軽井沢には、
政 治や経済、

文化を動かしてきたという歴史的な面もある。近衛山荘、伊藤別荘、
東郷別荘、重光別荘等 、々権力の館が集中していたのである。戦後、
夏の間には、鳩山別荘に官邸が移ってきたと言われている。
　夜な夜なパーティーを開き、交流を重ね、高度成長の源を作った
経済人、時代を制し、成功した実業家や芸能人等 、々軽井沢を愛し
た人達の数に限りはない。
　1888年（明治21年）、カナダ生まれの英国聖公会宣教師のアレ
クサンダー・クロフト・ショーが別荘を建設したことが軽井沢の避暑地
としての始まりであると言われているが、他の行楽地と少し違うのは、
アウトレットモールがあるとか、有名なレストランがあるとか、世界遺産
があるとか、そういう基準ではなく、純粋に、心身を休め、安らかに
過ごすために、別荘を持つ人が多いからであろうか。
　何十年も軽井沢に行き来すると、地元の人達との交流も深まる。
地元生まれ地元育ちの人も居れば、東京生まれ東京育ち、春から
秋の間だけ軽井沢で店を営業し、冬の間は暖かい所へ帰るという
人も居る。また、普段は都会に住む別荘族が、軽井沢の店で顔なじ
みになり、仲良くなるということも珍しくない。一期一会のつもりで訪
れたのが、いつの間にか、第二の故郷のようになるのは、地元の人
達が、優しく受け入れてくれるおかげである。
　東京のように、何でもあるわけではないし、どこへ行くにも車が必
要なので、決して便利な生活ではない。夏は涼しくクーラーも必要
ないが、冬、雪はかなり降るし、春や秋でも、朝晩は氷点下近くなる

こともある。し
かし、電 車の
時間などを気
にすることもな
く、自分のペー
スで 生 活 す
る。寒ければ
薪ストーブを焚
き、雪景 色を
楽しむ。自然

に抗うことなく、受け入れて生活するのは、都会でストレスを受けなが
ら生活するのとは大きく異なる。都会では、救急車のサイレンや電
車の響き、バイクの騒音までも、日常の一部として、当たり前になって
しまっているが、軽井沢で、木 に々囲まれ、星や月の光の静寂に包ま
れていると、そのような都会の喧騒をあらためて思い出すのである。

　軽井沢には、いくつかの温泉がある。1915年（大正4年）開湯し
た星野温泉。北原白秋や島崎藤村など、当時の文壇を代表する文
人たちが、この地に逗留した。今では、「トンボの湯」をはじめとする
温泉施設が、内外の観光客や地元の人達の体を癒やしている。
　温泉の湧く地が、別荘地として開発されるのは、理にかなってい
るが、軽井沢に温泉地としてのイメージはあまりないのではないだろ
うか。活火山の浅間山を間近に拝する土地だから、温泉が湧いて
も不思議ではないのだが、いわゆる温泉地、例えば草津に行くとい
えば、温泉に行くと誰しも思うのとは少しイメージが異なる。軽井沢
に行くと言われて、温泉地に行くのだとは誰も思わないだろう。熱海
や伊豆・箱根にも別荘は沢山あるが、温泉地にある別荘というイメー

ジが強い。軽
井沢では、熱
海や伊豆・箱
根と違って、個
人 の 別 荘 で
は、温泉を使
うことはできな
い。申請しても、

「軽井沢は遊
興歓楽街を作

離れて初めて感じる都会の喧噪

避暑地と温泉雲場池

ショーハウス記念館

トンボの湯（設計：東 環境・建築研究所／東 利恵）
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特集  「五感に響く豊かな建築空間」

リゾートタウン軽井沢の五感で実感する豊かさ

らず、別荘の人たちにも静かな旅館の温泉に入りにきてもらっている。
プライベートな温泉を認めればその伝統が崩れてしまう」（元星野リ
ゾート会長・故人）というような理由で、認められないのである。
　別荘から温泉まで、片道約５キロメートル、高低差数百メートルの
山道を歩いて往復すると、良い運動になる。季節毎の草花を愛で
つつ、さまざまな別荘を鑑賞しながら歩くのである。そして、自然に
囲まれた温泉に浸かると、どういう気持ちで設計したのだろうかとか、
使い勝手はどうだろうかとか、無意識に考えている。そして、もちろん、
温泉は体を癒やし、英気を養ってくれるのだが、浸かっている時は、
帰ったら何をしようかとか、どういう料理を作ろうかとか、何気ないこ
とを考えているのである。
　この、どうでもいい果てしない想いが、実はふと新しいアイデアを
生むきっかけになることがある。自然の程良い刺激と、温泉によるリ
ラックス効果が、新しい発想の素になるのではないかと思う。
　軽井沢では、多くの小説家や芸術家が、無数の作品を創ってき
たが（誰 と々あげると紙面が、尽きてしまう）、それぞれの想いは、いっ
たいどれほどの量になるのだろうかと思うと、気が遠くなってしまう。
　感性を研ぎ澄ませ、人々への多くの感動を与える、豊かな芸術の
エネルギーの源が、確かに軽井沢にはある。

　軽井沢を代表する唐松、中央分離帯もその大木の三笠通りを進
むと、右手に旧三笠ホテルが見えてくる。
　1905年（明治38年）に竣工し、文化人、財界人が多く宿泊した。
日本人の設計であるが純西洋風建築である。建築様式はアメリカ
のスティックスタイル（木骨様式）、扉のデザインはイギリス風、下見
板はドイツ風だそうだ。太平洋戦争中は、1944年（昭和19年）、休
業し、軽井沢が駐日外国人の主要疎開地として指定されたことか
ら、外務省の軽井沢出張所が設置された。戦後米国陸軍第一騎
兵師団に接収され、進駐軍の施設となる。1952年（昭和27年）、米

陸軍使用終了後、三
笠ハウスの名称で
営業を再開し、1970
年（昭 和45年 ）ま
で営業を続けたと
いう（『ウィキペディア

（Wikipedia）』より）。
　軽井沢は、年間
100日は霧といわれ
ている。三笠通りは

もちろん、別荘地は多くの日、霧に包まれ、数メートル先が見えなくな
ることもある。この霧は、湿気を持ち込み、建物にはあまり良くない
と思われるが、霧が出ると、あらゆる音が吸い込まれるように、静寂
が訪れ、霧に浮かびあがる唐松の木 は々、幻想的で趣がある。
　三笠ホテルも、戦時中、あるいは戦後、米国に接収された時も、今
と同じように、時に霧に包まれ、しっとりと佇んでいたのだろうか。

　歴史的建造物としては、先述のA. C. ショーの別荘を初め、外国
人別荘や外国人ゆかりの教会があげられる。また、日本の上流階
級の人 に々よる豪華な西洋風建築（旧徳川邸、睡鳩荘など）もある。
いずれも軽井沢独特の雰囲気を醸し出している。
　一方、一度は見たい最近の建築物もある。石の教会  内村鑑三
記念堂（設計：ケンドリック・ケロッグ）、軽井沢ニューアートミュージアム（設

計：西森陸雄）、軽井沢千住博美術館（設計：西澤立衛）等である。
　ソニー株式会社元名誉会長・故 大賀典雄氏より、「軽井沢大賀
ホール」が軽井沢町に寄贈された。大賀氏は「爽やかな風と美しい
自然にめぐまれた軽井沢に来ると心も身体も生き返ります。唐松の
林を散策しながら小鳥の声を聞けば、ベートーヴェンのように音楽が
心に浮かんできます。（中略）ホールが町の音楽文化とともに育って

いくことを期待
しております」
と述べている

（軽井沢大賀
ホールホーム
ページより）。
　建物が、歴
史や文化に大
きく関わり、人
はその 機 能・
形態、環境か
ら、より多くの
事を感じ、そし
てまた何かを
生み出していく
のである。

　軽井沢を訪れたら、旧軽銀座やハルニレテラス、あるいはアウト
レット等でのショッピングも良いが、できれば、自然に囲まれ、ゆっくり
と流れる時間を楽しむのが良い。地場の食材を仕入れ、自分で調
理して、友人達と、楽しむのも良い。野に咲く草花の綺麗さ、自然
の美しさに気付く。野鳥もさえずり、ニホンカモシカさえ見ることもある。
猿や熊は、時にはやっかいであるが、都会では滅多に会えるもので
はないから、それも貴重な体験となる。
　このように、都会では気付かなかった色 な々ものに気付き、感じな
かったものを感じることができるのは、贅沢に時間を使えるからであ
る。忘れていた五感が呼び起こされ、豊かさを実感するのである。

　軽井沢を離れるとき、碓氷軽井沢インターチェンジへ向かうバイパ
ス道の急カーブの先、目の前に広がる高岩山。日本の風景とは思え
ない岩峰は、新緑をまとい、若 し々いエネルギーを感じる姿、紅葉の
美しいが儚さを感じる姿、落葉し、岩肌の雪に耐え春を待つ姿など、
季節毎にその様子を変える。
　「リゾート」とは元 「々何度も通う場所」という意味だそうだ。軽井
沢から離れる時の景色を目に焼き付けながら、高速に乗る頃には、

名残惜しさと
共に、すでに
次の訪軽に想
いを馳せてい
るのである。

名残惜しさ、再訪への想い

五感で実感する豊かさとは

歴史的建築と最近の建築

幻想的な深い霧に包まれる唐松の木立

石の教会　内村鑑三記念堂（設計：ケンドリック・ケロッグ）

軽井沢大賀ホール（設計・施工：鹿島建設株式会社）

高岩山（群馬県安中市松井田町）

旧三笠ホテル（設計：岡田 時太郎）
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■はじめに
　わが国は、少子化や人口減少を伴う超高
齢社会にあり、今後さらに、住宅・建築をと
りまく環境は大きく変化していくことが予想
される。このため、高齢者や障害者だけで
なく、誰もが生活しやすくなるように都市や
生活環境をデザインする計画技術の研究
開発が必要とされている。
　建築研究所では、住まいや日々の生活
における安心・安全につながる設計・計
画手法の確立、普及に向けて、ユニバーサ
ルデザイン実験棟（以下「UD実験棟」）を
整備、活用し、建物を利用する様 な々人を
対象とした数々の実験や検証を行っている。
本稿では、建築研究所で実施したバリアフ
リー・ユニバーサルデザインに係る研究等の
取組みとUD実験棟の概要について紹介
する。

■主な実験・研究
（1）乳幼児連れ利用者に配慮したトイレブー

スに関する研究　
　“多機能トイレ”は、ショッピングセンター
などの多くの商業施設や駅・空港ほか不特
定多数が利用する公共施設等に設置され、
普及が進んできている。その一方で、文字
通り多くの機能を兼ね備えるトイレであるが
故に利用が集中し、車椅子使用者など本
来利用を想定する、そのトイレしか利用でき
ない利用者が使いにくい状況であることが
近年の課題となっている。そこで多機能ト
イレの混雑を解消する方法として、利用者
が必要としている機能を見直し、利用者の

一部を他のトイレに誘導すること
で利用の分散を図る計画手法を
検討した。本研究では、乳幼児
連れ利用者向けのブースを別に設
けることで利用の分散が可能であ
ると考え、当該利用者向けに兼ね
備えるべき機能および広さについ
て最適となるトイレブース（個室）
の検討を行った。検証実験（写
真1）では、便器やベビーチェア、
オムツ交換台を備えた実大のトイ
レブースを設置し、被験者（乳幼児および
その保護者）にベビーカーごと入室してもら
い、ブース内での使いやすさの評価を得た。
実験の結果から、不便なく利用できるブース
の最低面積（1,400mm×1,600mm）と機
器の配置を提案した。

（2）階段の蹴上げ（けあげ）寸法の検証実験
　建築基準法では建物用途別に階段の
蹴上げ・踏面の寸法が定められている。既
存建築物を転用しようとする際、元の建物
の階段寸法が新たな用途に合わず大規
模な改修工事を要することがあり、既存ス

トック活用の障壁となることがあ
る。国土交通省では、時代の変化
に対応したストック活用促進のた
め関係基準の一部を見直す検討
を進めている。検討課題の一つ
に、少子化に伴う学校の合併にお
いて既存校舎を活用しようとする
際、小学校と中学校とで階段寸法
が異なることがあった。このため、
中学校の校舎の一部を小学校の
用途で活用することを想定した階
段の蹴上げ寸法の検証実験とし
て、それぞれの基準に即した模擬
階段を作成し、児童を被験者とし
た階段昇降の安全性評価を行った

（写真2）。実験結果を踏まえ、従

建築研究所におけるバリアフリー・
ユニバーサルデザインへの取組み

国立研究開発法人　建築
研究所　建築生産研究グ
ループ　研究員

髙林　弘樹

国土技術政策総合研究所　
住宅研究部　住宅ストック
高度化研究室　主任研究官

小野　久美子
（たかばやし　ひろき）
2017年千葉大学大学院工学研
究科博士後期課程修了。2018
年国立研究開発法人建築研究
所入所。博士（工学）。

（おの　くみこ）
千葉大学工学研究科修士課程修了。
1998年建設省建築研究所入所。建
築研究所建築生産研究グループを経
て2019年4月より現職。博士（工学）。

写真1　
トイレブースに関す
る検証実験

（上：試験体配置
風 景、左：トイレ
ブース内での検証
実験の様子）

写真2　階段の蹴上げ寸法に関する検証実験の様子
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来16cm以下であった小学校の階段の蹴
上げ寸法を、安全措置を付加するという条
件付きで中学校の階段と同じ18cmの蹴上
げ寸法に緩和する平成26年の告示改正
がなされた。

（3）車椅子降行時の安全性に関する研究
　車椅子利用のためのスロープの踊り場の
寸法の規定は、上り坂を走行する際の休息
を意図し、車椅子の転回に必要な寸法から
決められたと考えられている。一方で、火
災等非常時での避難を考慮すると、車椅
子の降行時（下り坂を走行する際）の車椅
子使用者の走行安全性の検討も必要であ
るが、これまで十分な検証・検討がされて
いなかった。本研究では、必要な踊場寸
法についての分析として、スロープにおける
斜路部の「勾配」や「高低差」と、踊場にお
ける水平部分の「広さ」や「形状（曲がり角
度）」の関係について、車椅子の走行軌跡
の動作解析と感覚評価実験を行った。そ
の結果、車いすの速度やスロープの高低差
から必要な踊場寸法の予測が可能となり、
踊場寸法が1.5mでは安全の確保が難しい
場合があることが明らかとなった（写真3）。

■UD実験棟について
　建築研究所のUD実験棟は、構造関係

の既存実験棟の大規模改修を行い、バリ
アフリー新法が制定された年でもある2006
年4月より供用が開始された。バリアフリー・
ユニバーサルデザインに係る研究・実験に
特化した、国内の公的研究所においては数
少ない施設である。
　UD実験棟には、バリアフリーに関わる
基準等についての検証実験、建物内の事
故対策に係る建物各部の寸法や納まり等
の評価実験、非常時の安全避難行動など
のシミュレーション実験等を行うための空間、
装置が設置されている。

（1）動作分析実験場
　動作分析実験場は、主に大きな空間規
模を必要とする実験を中心に行う空間であ
り、勾配可変デッキ、昇降天井吊り下げ装
置、超音波式3次元行動追尾システム（写
真4）等の設備・機器が整備されている。
これらの設備等を用いて、前述の車椅子走
行の安全性に係る実験や、劇場・ホールで
の火災等発生時において観客を適切に避
難誘導するための群衆制御に関わる実験、
日常災害（建物内での転倒、階段からの転
落など普段の生活行動上で発生する事故）
の要因分析等を目的とした大きな動作を伴
う実験等を実施している。

（2）空間行動計側室
　空間行動計測室
には、モーションキャ
プチャカメラと床反
力計（写真5）が備
わっており、人の動
作を3次元座標デー
タとして計測・分析
することが可能であ
る。ここでは、建築
空間内における身体
の動作のデータベー
ス化の実験や、建築

設備等の安全性お
よびバリアフリー性
検証のための実験
を行っている。

（3）スペーススタ　
　  ディ実験室
　スペーススタディ
実験室には、自由
な空間設定を可能
にする天吊式可動

間仕切壁や、水回り設備を想定し水濡れ
に強い床材や排水設備を設置している。こ
の実験室ではトイレ等の単位空間内での
動作の測定およびそれに伴う空間必要寸
法の根拠の算出、手すり等の設置位置の
検討の実験を中心に行っている（写真6）。

■おわりに
　少子高齢化・人口減少がより一層進む
今後の社会に向け、バリアが少なく多様な
人々が利用しやすい建物や街を目指し、建
築研究所では国土交通省および国土技術
政策総合研究所との連携、民間企業との
共同研究等を進めながら、バリアフリー・ユ
ニバーサルデザインに関連する研究の継続
と成果の反映、教育・広報活動に努めてい
る（写真7）。

写真4　超音波式3次元行動追尾システム

写真5　モーションキャプチャカメラと床反力計

写真6　浴室を対象とした実験の様子

写真3　勾配可変デッキを用いた実験の様子

写真7　車椅子乗車体験の様子（つくばちびっ
子博士）
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 「春」が待ち遠しい季節になりました。私たち
の五感（視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚）それぞ
れで「春」を感じ、気分も高揚して、お出かけした
くなります。感覚と感情から導き出された個性
を「感性」と呼んでいるそうですが、最近は一日
中パソコン、スマホに向かい、視覚優位の情報
が溢れており、豊かな感性が次第に閉ざされて
しまわないか心配になります。
　今回のテーマ「五感に響く豊かな建築空間」
では、五感が目覚める「森林浴」、別荘地「軽
井沢」が紹介されています。「森林浴」はナチュ
ラルキラー細胞が増加してより健康になるそう
です。「軽井沢」の静寂は、純粋に心身を休め
安らかに過ごせるそうです。このように、私たち

には“自然とつながりたい”という本能的欲求
があるみたいです。
　一方、私たちが、日々活動や生活している建
築空間は、安心安全をベースとして職場環境
や生活環境などを整え「豊かなくらし」を実現
することを目的にデザインされています。
　今までは、平均的な準快適環境を設定して
デザインしてきたものが、ICT（情報技術）に
よって、ベストなパーソナル快適環境へと変え
ることができるようになってきているようです。
　建築空間の中に自然環境を再現するバイオ
フィリックデザインがありますが、オフィスの中
に植栽・緑を設置して創造性向上やストレス軽
減、自然界の心地よい音を再現した空間、直

感的、感情的にメッセージを伝える最適な香り
空間の事例が紹介されています。
　高齢者や障がい者だけではなく、誰もが生
活し易くなるように都市や生活環境をデザイン
するためのユニバーサル実験施設、感情面が
センシティブである高齢者や子供たちの「感
情」を適切な生活環境色でコントロールして快
適な居場所とした事例も紹介されています。
　この特集が少しでも、豊かな感性を取り戻す
ヒントになれば幸いです。
 「五感」というテーマの調査検討に、ご多忙な
中、ご尽力頂いた方々、執筆者の方々に、深謝
致します。

 (M.T.）
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表　紙：アメリカ合衆国・シカゴ市、超高層
ビル発祥の地。
シカゴ市は1871年の大火により町
の中心部のほとんどの建築物が焼
失し、その後の再開発により超高
層建築物が相次いで建設された。

裏表紙：アメリカ合衆国・シカゴ市、シカゴ
建築センターリバークルーズ。
建築の街シカゴを川から見学する
ことができる人気のクルーズとなっ
ている。
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河野会長（理事会議長）挨拶

武井課長挨拶

理事会風景

　2019年11月21日(木)第2回理事会がグランドアーク半蔵門において開催され､

以下の議案について審議の結果､ 原案どおり承認されました｡

■2019年度第2回理事会
日時：2019年11月21日(木) 10:30 ～ 12:00

場所：グランドアーク半蔵門 3階 光の間

● 議長挨拶　河野　晴彦

● 来賓挨拶　国土交通省　住宅局住宅生産課　課長

武井　佐代里様

● 議案審議

第1号議案　2019年度上半期事業報告及び下半期事業計画の件

第2号議案　2019年度上半期貸借対照表及び正味財産増減計算書等の報告

並びに下半期収支予算の件

第3号議案　会員入会承認の件

● 報告事項

第4号議案　職務執行状況報告の件

第5号議案　会員の現況報告の件

2019年度第2回理事会の開催

総会・理事会
● 総会 
● 理事会 11/21
運営委員会・幹事会関係
● 運営委員会 11/6　12/4　1/8
● 表彰選考委員会
　・ＣＦＴ構造賞選考部会
● 広報部会 1/20
　・ＨＮ編集委員会 11/1　11/25　12/20　1/24
　・ＩＮ編集委員会 12/20
　・アーバン・ハウジング・フォーラム
● 調査研究発表会
● 知的財産権部会 11/22
● 情報・担当者連絡会
● 設備システム部会 11/29
● 耐火構造技術研究開発部会 11/7　12/5　1/9 
ＣＦＴ造普及委員会関係
● ＣＦＴ造普及委員会 11/13　12/11　1/15
● ＣＦＴ造適合部会
● ＣＦＴ造耐火設計部会 11/7　12/5　1/9
● ＣＦＴ造施工部会 11/27　12/9　12/25　1/14　1/29
● ＣＦＴ造施工管理技術者制度部会 11/11
● 技術普及小委員会
　・CFT国際普及WG 11/25　12/25

● CFT造技術基準等小委員会 12/2　1/20
● CFT造研究開発小委員会
　・ＣＦＴ造構造設計法研究会 11/14　11/15　12/10
　・ＣＦＴ造耐火設計法研究会
　・ＣＦＴ造施工技術研究会
● CFT造施工管理技術者更新講習
● CFT造設計/施工講習会
都市居住研究委員会関係
● 都市居住研究委員会 1/16
● 都市環境研究会
　･マンションLCP分科会 12/13　1/23
● 住宅計画研究会
　・次世代住空間分科会 11/11　12/9　1/27
　・都市型住宅分科会 11/14　12/12　1/23
● エネルギーシステム研究会 11/12　12/18
長寿命建築システム普及推進委員会関係
● 普及推進委員会
● 普及推進幹事会 11/28
    長寿命建築システム普及部会
    住棟インフラWG 11/5　11/20　12/19　1/17
    技術インフラWG 11/26　12/17　1/21
    長期優良住宅等検討部会 12/3
受託共同研究委員会関係
● 既存集合住宅･調査補修方法等研究委員会 

活 動 記 録 2019.11/1 ～ 2020.1/31
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 「春」が待ち遠しい季節になりました。私たち
の五感（視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚）それぞ
れで「春」を感じ、気分も高揚して、お出かけした
くなります。感覚と感情から導き出された個性
を「感性」と呼んでいるそうですが、最近は一日
中パソコン、スマホに向かい、視覚優位の情報
が溢れており、豊かな感性が次第に閉ざされて
しまわないか心配になります。
　今回のテーマ「五感に響く豊かな建築空間」
では、五感が目覚める「森林浴」、別荘地「軽
井沢」が紹介されています。「森林浴」はナチュ
ラルキラー細胞が増加してより健康になるそう
です。「軽井沢」の静寂は、純粋に心身を休め
安らかに過ごせるそうです。このように、私たち

には“自然とつながりたい”という本能的欲求
があるみたいです。
　一方、私たちが、日々活動や生活している建
築空間は、安心安全をベースとして職場環境
や生活環境などを整え「豊かなくらし」を実現
することを目的にデザインされています。
　今までは、平均的な準快適環境を設定して
デザインしてきたものが、ICT（情報技術）に
よって、ベストなパーソナル快適環境へと変え
ることができるようになってきているようです。
　建築空間の中に自然環境を再現するバイオ
フィリックデザインがありますが、オフィスの中
に植栽・緑を設置して創造性向上やストレス軽
減、自然界の心地よい音を再現した空間、直

感的、感情的にメッセージを伝える最適な香り
空間の事例が紹介されています。
　高齢者や障がい者だけではなく、誰もが生
活し易くなるように都市や生活環境をデザイン
するためのユニバーサル実験施設、感情面が
センシティブである高齢者や子供たちの「感
情」を適切な生活環境色でコントロールして快
適な居場所とした事例も紹介されています。
　この特集が少しでも、豊かな感性を取り戻す
ヒントになれば幸いです。
 「五感」というテーマの調査検討に、ご多忙な
中、ご尽力頂いた方々、執筆者の方々に、深謝
致します。

 (M.T.）
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ビル発祥の地。
シカゴ市は1871年の大火により町
の中心部のほとんどの建築物が焼
失し、その後の再開発により超高
層建築物が相次いで建設された。
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