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「重力加速度は9.8である。」
!
「その件については、
　明日、私から彼に話します。」



古代　善＝美

© P J Partridge c/o flickr as ‘gothphil' CC BY-NC-ND 2.0!
https://www.flickr.com/photos/phil_p/2082804280

https://www.flickr.com/photos/phil_p/2082804280


中世　神＝美

Photo by LenDog64, from flickr CC BY-ND 2.0!
https://www.flickr.com/photos/lendog64/5395868030/

https://www.flickr.com/photos/lendog64/5395868030/


近世　真理＝美

Augustus Welby Northmore Pugin; 
Nottingham Chapel (1842-44)

Photo: © Copyright Roy Hughes!
http://www.geograph.org.uk/photo/2878125 !
CC BY-SA 2.0



近代　自然科学・進化論・唯物論

Le Corbusier, Villa Savoye, Poissy, 1931 Photo by Valueyou, from English Wikipedia CC BY-SA 3.0!
http://en.wikipedia.org/wiki/File:VillaSavoye.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/File:VillaSavoye.jpg
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World	  map	  of	  Koppen-‐Geiger	  climate	  classifica8on

M. C. Peel, B. L. Finlayson and T. A. McMahon (2007) Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification, Hydrology and Earth 
System Sciences 11:1633-1644, supplement CC BY-NC-SA 2.0 http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/11/1633/2007/hess-11-1633-2007.html

http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/11/1633/2007/hess-11-1633-2007.html


Taketomi	  island









-‐Typhoon	  (more	  than	  50m/s)	  aMacks	  every	  year	  
-‐Tropical	  climate	  
-‐Na8onal	  Heritage	  for	  its	  tradi8onal	  form



Stonewall of 
coral limestone

Stonewall of 
coral 
limestone, 
Himpum

Evergreen broadleef tree

Red roof, tile



Modelize	  from	  actual	  plan

N

Analyze	  by	  case	  studies	  
Variable	  element	  
-‐stone	  wall	  of	  coral	  limestone	  
-‐red	  roof	  
-‐evergreen	  broadleaf	  tree	  
-‐arrangement

Input	  condi8on	  data:	  
Wind	  Direc8on:	  SSW	  (typical	  
summer	  seasonal	  wind)	  
-‐Ordinary	  5m/s	  
-‐Typhoon	  25m/s

CFD	  (Computa8onal	  Fluid	  Dynamics)	  Analysis



0m/s 1 2 3 4 5m/s

Scenery	  is	  apperance	  of	  Balance	  
	  /	  usage	  of	  wind	  
	  /Protec8on	  from	  wind	  
!
Not	  the	  each	  element’s	  func8on,	  
but	  total	  control	  as	  a	  whole
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未来
建築意匠

過去
建築史



Sano
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Handmade Japanese Paper

久米康生『和紙文化研究事典』法政大学出版局、2012年、p.53、資料2を元に作成
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肖像権の都合により	  
ここに挿入されていた	  
画像を削除しました



OSBボード＋飛駒和紙＋高吸水性ハイドロゲル
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中小型船舶の建造量の推移
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国土交通省資料「中小造船業について」p.4を基に作成!
http://www.mlit.go.jp/common/001012589.pdf

http://www.mlit.go.jp/common/001012589.pdf






造船所での放射柱の製作と温熱測定
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写真提供：!
東京大学附属図書館

＊



写真提供：!
東京大学附属図書館

＊ ＊



昭和8年(1933)卒業アルバムより















　『東京帝国大学一覧　自明治39年至明治40年』より



旧図書館の配置と
現在のキャンパスの空間軸

旧図書館と正門との関係を
示すエントランス

旧図書館と噴水、現在の図書館
の配置の関係性

出典：東京大学総合研究資料館特別展示実
行委員会（編）『東京大学本郷キャンパス
の百年』東京大学総合研究資料館、1988年

＊



＊画像提供：清水建設株式会社





言表の普遍性と固有性
コンテクストへの依存性


