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住まいに関するあれもこれも・・・
いろんなお役立ち情報を まとめてお届けします！！
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しかし、実際に日本で三寒四温の現象がおこるのは真冬ではなく春先なのです。
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ＧＰＳの軌跡
世界一大きな落書き＆メッセージ

３

時代の流れとともに言葉の意味が変化していくことは良くありますが、
三寒四温は、やっと本来の意味として使われるようになってきたみたいですね。

最新“鍵”事情
鍵穴はもう古い！？
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４００℃の法則

平均気温の積算・・・約２００℃
最高気温の積算・・・約３００℃
２月１日から３月１日までの大阪
の気温。ちょうど半分位ですね♪

自分でできる開花予想

日ごとに暖かくなり、桜の開花が待ち遠

桜は、休眠打破が終わったころの２月１

しい季節になりました。春に咲く桜の花

日から毎日の平均気温を足して、その合

芽は、前の年の夏に形成されたあと休眠

計が４００℃前後になった頃に開花を迎

状態に。一定期間低温にさらされること

えることが多く、この現象を「４００℃

で眠りから覚め（休眠打破）、開花の準

の法則」と言います。日々の気温を足し

備を始めます。そして春を迎え、暖かさ

ていく積算気温は、植物の成長と深い関

で成長（生成）し、ピークを迎える３月

係があります。２月１日以降の毎日の最

下旬ごろに開花するという仕組みです。

高気温を足して、その値が６００℃にな

そして気になるのが桜の開花予想日です

ると開花する「６００℃の法則」も…。

よね。みなさんでも開花日が予想できる

こちらの法則は、最高気温を足していく

方法があるのですよ。

だけなので、開花予想はしやすいかも♪
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街のシンボルと耐震
どんなに難しくても、それが建物にとって最適な工法であれば何としてでも実現するという強い思い。
その強い思いがあったからこそ、姿を変えることなく、街のシンボルは存在し続けています。

＊通天閣 大阪のシンボルを守る耐震補強工事
大阪のシンボル“通天閣”は、今や屈指の観光地。日本だけでなく世界中から毎日たくさん
の人が訪れます。その通天閣は、単なる大阪の観光名所というわけではありません。
初代通天閣（１９１２年～１９４３年）には大阪の繁栄、二代目である現在の通天閣（１９
５６年完成）には戦後の復興という願いが込められているのです。
その願いを守り続けるために、２０１４年８月から耐震補強工事が行われました。
一般的な耐震補強工法では外観が変わってしまう。それでは大阪のシンボル通天閣ではなく
なってしまうことになる…。そこで考えられたのが脚部改修という工法でした。
建っているタワーの脚を切断して免震ゴムを挿入するという突拍子もない工法。この工法は
世界的にも例がないのだとか！
耐震補強の工期は約９か月。当初はこの期間、通天閣は営業を行わないという計画でした。
それでは、賑わいのある街の灯を消してしまうことになると、営業を続けながらの工事を実
行したのです。地上８ｍの位置に工事用ステージを組み、通行人が行き交う頭上での工事。
落下物防止などの安全対策は何重にも施し、時間帯に応じて作業内容を細かく設定する綿密
な工事計画と立て、実行されたのです。
通天閣の耐震工事には、さらなる難問が…。通天閣には、入場
ゲートや展示スペースなどがある低層階と展望台との二層構造
になっていて、渡り廊下で連結されています。地震が起こった
時、ふたつの建物の揺れ方が異なると建物に不自然なひずみが
生じ、崩壊する危険があるのです。そこで思いついたのが電車
の車両の連結部分。揺れの異なるふたつの車両をスムーズにつ
なぎ合わせている仕組みを取り入れたジャバラ構造を施しまし
た。それは、脚部改修より難しい工事だったのだとか。

この工事を期
に、初代通天
閣の天井画も
復活！免震装
置があるのわかりますか？

＊京都タワー 耐震性に優れた塔身部分の仕掛け

【モノコック構造】
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地下３階から地上９階までを土台に、すらり

それは、厚さ１２～２２ｍｍの特殊鋼板を円

とした塔が伸び、その上に円盤状の展望室が

筒につなぎ合わせたもの。骨組（鉄骨）はな

ある京都タワー。海のない京都の街を照らす

く、筒状の塔体で力を受け止め、全体を支え

灯台をイメージしたもので、１９６４年に誕

るという仕組みです。この構造は、飛行機や

生してから５０年を超えた今でも街を見守り

船などに使われるもので、塔状建築物では初

続けています。塔身部分と展望室を支える土

めての試みでした。京都タワーが耐えられる

台にかかる重さは、なんと約８００トン！秒

風速は、なんと９０ｍ／秒！まるで竜巻のよ

速５０ｍを超える台風や阪神・淡路大震災に

うな風の強さです。あらゆるものが吹き飛ば

も耐えてきた京都タワーの構造には、鉄骨が

されてしまう風速にも耐える設計なのです。

一切使われていないのだとか！

タワーへの仕掛けは、構造だけでなく内装に

京都タワーは、設計当初から地震や台風など

も工夫が施されています。２００７年の改装

の大きな外力に安全に抵抗させるために、他

をきっかけに、青で統一された落ち着きのあ

の一般建築物がもつ設計安全率を２倍以上も

る展望室に。そして、より快適に過ごせるよ

上回ることを想定されていました。そこで、

う音楽が奏でられています。その音環境を守

展望室を支える塔身部分は、モノコック構造

るために、床はカーペット敷きになっている

（応力外皮構造）が取り入れられたのです。

のですよ。みなさんお気づきでしたか？
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なまこ壁

蔵の街にある風景

なまこ壁通り（松崎/静岡県）
江戸時代の建物が建ち並ぶ情緒
あふれる街です

マーキング

日本には蔵の町と呼ばるところがいくつ

の上に漆喰を塗ることで、雨に流される

もあります。そこでよく見るなまこ壁。

ことを防ぎました。ただ、漆喰も水をた

この壁には美しさだけでなく、ちゃんと

くさん吸収する素材。本来は、直接雨が

した目的があったのです。

当たる場所には不向きなのです。そのた

火事が頻繁に起こっていた江戸時代には

め、雨がかかりやすい建物の下の部分に

江戸や大阪で町屋を土蔵造りにすること

は、板を貼りつけていました。でも板は

が奨励されていました。特に明暦の大火

火に弱い。そこで生まれたのがなまこ壁

後には御触書（おふれがき）までが出さ

だったのです。平面部分を平瓦で覆い、

れたほど。それほど土蔵造りは耐火性に

目地を漆喰で分厚く覆う。盛り上がった

優れていたのです。蔵は大切な物を収納

漆喰の形がなまこに似ているからついた

する場所。火事が起こって大切な物が焼

名前なのだとか。耐火性・防水性に優れ

けてしまわないように、当時の蔵は土蔵

ていたことから、蔵にも多く用いられた

が主流でした。でも土壁は水に弱く、雨

様式でした。見た目も美しいなまこ壁。

が降ると流れてしまいます。そこで土壁

現代でいうタイル貼りのようですね。

見覚えのない文字 書いてませんか？

ある日突然、玄関やポストに文字や記号

ぐに帰らずに玄関先でゴソゴソしていた

のようなものが書かれていたことはあり

らマーキングをしている可能性がありま

ませんか。誰かのイタズラ？いえいえ、

す。あらかじめマークの意味を決めてお

もしかするとそれは訪問販売員や空き巣

いて、その家の情報を仲間内でわかるよ

ＡＰ

が書いたマーキングかもしれませんよ。

うにしているのです。もちろん留守にし

〆

家にいると時折セールスマンがやって来

ている時間帯もです。文字や記号ではな

Ｍ・Ｗ

ることがあります。居留守や門前払い、

く、シールが貼られている場合もありま

玄関先で話を聞く、家の中まで通すなど

す。ガスメータや湯沸かし機などに印さ

対応はさまざま。この何気ない行動で、

れていることも…。そういう物が書かれ

彼達に情報が漏れている可能性があるの

ていないか日頃から気をつけることが大

です。話しが済んだ後、セールスマンが

切です。もしマーキングらしき物を見つ

すぐに帰るかどうか要チェック！もしす

けたら、すぐに消してくださいね。

ＧＰＳの軌跡

マーキングとその意味（一例）
◎

契約成立
アポ有（見込み有）
無理・諦めた
男性・女性
“ＳＭ301018”だと
独身・男性・30代
10時から18時は不在
という意味になるとか

【画像参照】カンナ整骨院
http://ka-n-na.com/2008/09/post-0ef9.html

世界一大きな落書き＆メッセージ

ステゴザウルス
走行距離…４４．４ｋｍ
所要時間…１時間５６分
他にもたくさんの作品があります
画像参照：Sketchbook of a GPS Artist
http://gpsdoodles.com/

左の地図、「誰、地図に落書きしたの」

日本にも負けず劣らず、世界一大きな作

とお母さんの声が聞こえてきそうですよ

品を描いた人がいたのです。キャンパス

ね。この落書き、恐竜好きな子が書いた

はなんと日本列島！やっさんことタカハ

落書きと思いきや、自転車に取り付けた

シ・ヤスシさんは、約６カ月間、車や自

ＧＰＳの軌跡で描かれたマップアートな

転車を使って、北海道から九州まで旅を

のです。自転車から降りることなく、一

しました。その移動距離はなんと約７０

筆書きで描かれています。これは、カナ

００ｋｍ！ギネスブックにも登録されて

ダ出身のアーティストStephen Lundさ

いるやっさんの作品とは…。

んの作品。ある日、GPSの軌跡がたまた

やっさんが描いた軌跡の模様は、こちら

ま動物に見えたことから始まったのだと

【手紙～Letter】https://www.youtube.com/

か！今にも動き出しそうな恐竜ですね。

watch?v=Mv-Q_-Cd_zg
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鍵穴はもう古い！？

みなさん、今使っている鍵は、どういう形ですか？
山形にキザキザの鍵、鍵の表面に穴の開いているディンプルキー。どちらも鍵を鍵穴に差し込んで回すタイプですよね。
今は、鍵を鍵穴に差し込んで回すなんていうのは古いのですよ。

【カードキー】
オフィスなど不特定多数の方が使用する扉に使われていた
「カードキー」や「テンキー」などの電子キー。ホテルに
宿泊した時に使ったことある方も多いのではないでしょう
シールタイプもあり、
携帯や車のキーに付け
ての使用もできます。

か。これら電子キーが一般住宅にも広まりつつあります。
電子キーは鍵穴が無く、鍵穴をつぶされる心配がないので
防犯性が高いのです。また、自動施錠機能がついているも

【画像参照】YKK AP：電池錠ピタットキー
http://www.ykkap.co.jp/products/door/electric/pitatto/

のも多く、鍵を閉め忘れる心配もありません。

【スマートキー】
車では一般的な「スマートキー」も住宅玄関向けのものが
続々と開発されています。「扉に近づくと開く」・「ボタ
ンを押したら開く」など、スマートキーは使い方が簡単な
ので、子供からお年寄りまで無理なく使用することができ
【画像参照】三協アルミ：キーガル

ます。近づくと鍵だけでなく、扉も開く機能も！手がふさ

http://aiumi.st-grp.co.jp/
products/entrance/keygal/

がっているときなどはとても便利ですよね。

【スマートロック】
更に鍵は進化し、スマートフォンで開閉ができる
「スマートロック」なるものがあるのです。
鍵の取り替えは不要で、今ある鍵の上から取付けるだけ。
開錠・施錠はスマートフォンで行います。遠隔で操作でし
たり、ＳＮＳで自分以外の人と共有することも可能です。
【画像参照】キュリオ
https://qrio.me/store/
smartlock/

「彼から合鍵をもらったの～♪」なんてドキドキが、これ
からの時代には無くなってしまうかもしれませんね～。

新築・リフォーム・住まいのことなら！
アルシュでは、ご自宅を公開していただけるお客様を募集しておりま
す。ご自宅にお伺いしての写真撮影・インタビューなどに、ご協力を
お願いします。また、楽しくなるようなひらめきや工夫でＥＣＯライ

株式会社

アルシュ

〒564－0063

arche

吹田市江坂町1丁目9番17号

フを楽しんでいる方のお話なども募集しております。その他ご質問や

ＴＥＬ : ０６－６３８０－５４２０

取り上げてほしい話題・住まいに関する疑問、我が家のペット自慢

ＦＡＸ : ０６－６３８０－５４２１

等々、是非お気軽にお寄せ下さいませ。

Email : arche@blue.ocn.ne.jp

皆様からの、率直なご意見・ご感想
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お待ちしております。

http://www.arche-arche.net

