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遊環構造のモデル図と7つの条件

① 循環機能があること
② その循環（道）が安全で変化に富んでいること
③ シンボル性の高い空間、場があること
④ めまいを体験できる部分があること
⑤ 近道（ショートカット）ができること
⑥ 循環に広場などが取り付いていること
⑦ 全体がポーラスな空間で構成されていること
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時間的関係社会的関係

環境デザインの基本概念 ・すでにある物語を大切にする
・環境デザインとは総合のデザイン
・環境デザインとは関係のデザイン
・環境デザインとは参加のデザイン
・環境デザインとはフィードバックのデザイン
・[地球環境建築憲章]　
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弊社実績：市民参加のWSの風景

確実な業務遂行をすすめるための取組方針と取組体制
　  業務の取組方針 　  業務の取組方針　 

　  業務の実施手法 

　  設計上の特に重視する事項　 　  その他の業務実施上の配慮事項　 

　  工程計画及び動員計画　 
平成27年度内に基本設計を終えるために、設計業務着手後速
やかに関係者へのヒアリング、市民ワークショップを実施し、早
期の条件の洗い出しが必要です。

コスト縮減調整として、基本設計・実施設計の各段階で概算積
算・詳細積算を行い、確実にコストコントロールを行うように
図ります。

基本設計の段階で市民を中心とした３つ程度のテーマに関す
るワークショップをすすめて、担当課と共に市民の考え方・要
望をまとめ、設計へ反映させます。テーマとしては、例えば、
1)シティーセンターとしての市民の溜まり場のイメージや機能
2)舞台芸術の魅力を享受する立場、表現する立場から、大ホー
　ルの機能や性能に対して期待すること
3)市民の練習・創造・発表活動の場のあり方　など

劇場やスタジオ・練習室など、舞台芸術に特化した施設に関し
ては、現役で活動している舞台制作や舞台技術の専門家をア
ドバイザーとして迎え、設計方針や具体的な解決方法を協議し
て方針を導きます。

アートギャラリーや創造工房などの視覚芸術に特化した施設
に関しては、創作活動や美術展示の専門家をアドバイザーとし
て迎えて設計方針や具体的な解決方法を導きます。

基本的には市主管課との設計会議を中心にした検討と協議を
経て設計方針を方向付けし、特に重要な課題においては複数
の解決案を示して比較検討を深め、十分な協議を経て結論を
導くものとします。

■交流・意欲を喚起する設計手法・遊環構造の活用 ■WS等を通じた市民参加型の設計

私たちは日本建築学会等によりつくられた「地球環境建築憲章」に
基づく以下の５つのチャーターを実施します。周辺の緑の環境を
生かし、自然エネルギーの最大活用をはかれる建築を目指し、そ
れを可能とする専門家を配置し、最先端の技術手法を提案します。

■地球環境建築憲章に基づく提案

■現役舞台アドバイザーを交えた劇場・舞台エリアの計画

■現役美術アドバイザーを交えた創作・美術エリアの計画

■綿密な打合せによる積み上げ設計

意欲を喚起する施設には共通する魅力があります。雰囲気が
楽しく、回遊でき、変化に富んだ空間が体験できるというもの
です。長年にわたる「こどもの成育環境」の研究活動より導き出
した、活動意欲を喚起する空間の法則「遊環構造理論」を考案
し、これを応用して、こどもからお年寄りまで親しまれる施設を
多く設計してきました。本施設でもその理論を活用します。

■交流を促進する[５つのP]
こどもだけでなく、大人同士、ここに訪れるあらゆる人々の交流を
促すため、「5つのP」の要素をもつ空間構成の形成を目指します。

ニューヨーク大学のアンヌ・ロール・ファヤード准教授は、3つのPを提
案していますが、私たちは更に2つのPを追加し、5つのPを提案します。

■すでにある物語を大切にするデザイン
私たちは建築を、地球環境･都市･土木・造園・建築・インテリア
を総合し、意図され計画され、デザインされた環境を「環境建
築」と呼んでいます。環境建築とは環境デザンされたビルトエ
レメントです。環境デザインとは、空間的関係・時間的関係・社
会的関係のデザインです。

■優れた専門家による優れた協働体制
最高責任者としての管理技術者の指導・監督の下に、意匠主任
技術者を中心とした内部実働組織、外部協力組織、専門アドバ
イザー組織を組み、専門的分担と一極集中による統合が両立
する体制を組織します。

■地域の新しいシンボルとして相応しい建築
本施設は大・小のホールを持つ劇場の他に、アート・文化の拠
点となる施設であります。多様な目的をもった人々が集まる施
設にはシンボルとなる空間が必要です。本施設は地域の人々
に愛される、いつも行ってみたくなる施設を目指します。

■LCC/Headで考える
私たちは多くの公共施設の設計に携わる中で、満足度、集客性
について常に調査・研究をしてきました。その研究に基づき、
新しい高満足度、高再利用率施設を実現します。本施設はLCC
のみを問題にするのではなく、市民にどのくらい利用されたか
という指標（LCC/Head）で評価すべきと考えています。

■地元産材や地元の技術を活用できる設計
地元産材や産業を設計に積極的に活用し、地元産業の発展を
支えることで、地域住民の愛着がある施設とします。

■市や市民が求める設計要件に的確に対応する設計
本施設が日常的に利用されるためには、市民の意見を反映し、合
意形成を図ることが重要です。私たちは模型やCGパースなどわ
かりやすいプレゼンテーションの提供により市をサポートします。

■高品質環境実現のための特別委員会設置
設計組織内部に第３者を入れた４つの特別委員会をつくりま
す。危険箇所をなくし安全な施設計画を実現する安全ユニ
バーサル委員会、利用者の要望のみならず、周辺住民のアセス
メントに配慮するための環境調整委員会、リーズナブルで高品
質な設計を期限内に責任を持って進めるためのコスト・工程
検討委員会や設計品質向上委員会を設置します。

■「使える・わかる」から「使いやすい・わかりやすい」施設へ
施設におけるすべての利用者の移動空間、滞留空間、活動空間
に「使える・わかる」だけに留まらない、誰もが「使いやすい・わ
かりやすい」ユニバーサルデザインの施設空間を実現します。

業務体制フロー

基本構想

基本設計

実施設計

積算終了
入札時

施工時

維持管理時

[A]VE 手法の導入 - 設計の各段階におけるコスト縮減
デザイン、品質及び管理・保守機能を低下させることなく最少
コストで必要機能を達成させるため、各段階においてVE検討
を行います。
[B]LC 設計プロセスプランニングの導入
LC設計手法により、生涯費用に基づく経済性を評価し、施設機
能を十分に発揮できる設計を行います。

■VE手法・LC設計の導入によるコスト縮減

VE手法・LC設計のフロー

特別な工法等によりコスト縮減など、
請負代金額の低減のためのVE提案を
行い、建設工事者に実施を求めます。

④ 4th   LOOK   契約時 VE

逐次、運用状態に基づき、維持・監
理支出計画表を補正します。

[6] 運営 LC 収支計画の補正

各部材・機器メーカーと共に施工者
による最終LCC表を作成します。

[5]LCC 表の提出

予算におけるVEと併行して検討し
採用を取捨選択します。

[4]3rd ステージ LCチェック

各部位・部材、系統の対応年数・保
全についてチェックします。

[3]2nd ステージ LCチェック

この段階で省エネルギーメンテナ
ンスビリティ等を検討します。

[2]1st ステージ LCチェック

劇場施設としての耐用年数の目標
案を設定します。

[1]LC 収支計画（目標設定）

建設場所の特殊事情や施工方法に
特別な技術を必要とする場合に対
するVE提案を入札時に求めます。

④ 3rd   LOOK   入札時 VE

仮設・工期・省エネ仕様・設備における
VEを検討し、実施設計に反映します。

② 2nd   LOOK   実施設計 VE

工事費概算書に基づく検討を行い、予
算に適正な基本設計を可能とします。

① 1st   LOOK   基本設計 VE

[A]VE 手法の導入 [B]LC 設計の導入

建築は世代を超えて使い続けられる価値ある社会資産となるように、企
画・計画・設計建設・運用・維持される。

建築は自然環境と調和し、多様な生物との共存をはかりながら、良好な
社会循環の構成要素として形成される。

建築の生涯のエネルギー消費は最小限に留められ、自然エネルギーや
未利用エネルギーは最大限に活用される。

建築は可能な限り環境負荷の小さい、また再利用・再生が可能な資源・材料
に基づいて構成され、建築の生涯の資源消費は最小限に留められる。

建築は多様な地域の風土・歴史を尊重しつつ新しい文化として創造され、
良好な成育環境として次世代に継承される。

＜地球環境・建築憲章＞

1.長寿命1.長寿命

2.自然共生2.自然共生

3.3.省エネルギー省エネルギー

4.4.省資源・循環省資源・循環

5.継承5.継承

・業務内容に対する技術提案 様式９



野邊野神社

天然寺

見性寺

天心寺

瑞鳳寺 専琳寺
本妙寺

久居駅

起点

終点

文化・生活活動拠点

久居ホール

浄福寺

妙華寺 玉泉寺

超善寺

お寺・神社境内 車道計画敷地 まち歩きルート 久居まち歩きルートの提案イメージ

道路標示サインのイメージ床面マップの事例

まち歩きの終点となる久居ホール 東北側の街並みイメージ

久居ホールの成り立ち

800ｍのまち歩き

1．基本計画における「基本理念」「基本的な考え方」、そしてその基盤となっている劇場法の理念を具現化するための方策
　  市の基本計画の考え方の基本となった劇場法の理念

　 駅との間の「まち歩き」によって久居の街を活性化　

従来の公共ホールは、地方自治法による「公の施設」として整
備され、市民に公平に貸し出すことを旨に運営・管理されて来
ましたが、平成24年の劇場法によって、施設そのもののあり方
及びそこでの事業のあり方について大きな転換が方向づけら
れました。基本計画の基となった新しい考え方は、施設計画に
向けて次の4つの項目に整理することができると考えますの
で、これを以って理念の具現化に取り組みます。
①公共ホールの芸術表現における専門性と水準の向上
②公共ホール自らが進める創造事業推進の場づくり
③地域市民の生活拠点としての位置付け
④地域市民の文化創造活動の場のあり方

平成26年度の有識者委員会の冒頭で市長が述べられた「この
ホールを含めた久居駅周辺地区のまちづくりをしっかりと実現
していくことをお約束します。」という課題を具現化する一つの
方法として、ホール整備を契機とした駅との間の「まち歩き」の
推進を提案します。
久居ホールへの大部分の来館者は車で来ると考えられます
が、地方都市で活動の活発なホールが現れると、これまでその
街にあまり縁がなかった人々が予想以上に大勢来館するよう
になるそうです。県内外、市外からの方々や、子供やお年寄りの
方々が電車を使って来られることも考えられます。

久居の駅とホールの間は空色に塗った太い道路が四角形を構
成していますが、これらの道は車が多いのでなかなか歩く気分
になれません。それに対して黄色い裏道は車も少なく、古い街
屋や神社・お寺があって歩き易い環境です。
久居駅から歩道橋を渡ったところがＹ字型の二股になっていて、そ
の細い方を入って新町を過ぎた後は車もあまり来ない平和な道で
す。そこからクランク状の道をなりゆきにまかせて５分ほど歩くと奥
田医院を過ぎて久居ホール前に着きます。途中にいくつかの店舗
もありますが、時間がある時は野辺野神社に立ち寄ると、豊かな緑
と静かな境内がすがすがしい一時を楽しませてくれます。駅から
ホールまでの約800ｍを10分で楽しみながら歩くことが流行する
と、途中にコーヒー店や飲食店、雑貨店などができてきて、以前のこ
の街の賑わいが少しずつ戻ってくるかもしれません。「久居ホール
への道」という主旨のサインなどができることを期待します。

1．これからの公共ホールの目的と役割

1．駅と久居ホールをつなぐまち歩きの推進

2．まち歩きルート整備のすすめ

生身の演者が自らの舞台表現に向け
て全身・全神経を傾ける時の支えとな
り、観衆・聴衆がそれを全身で享受し
ようとする時の支えとなる空間機能と
性能の向上に取り組みます。視覚条
件の向上としては、観やすいばかりで
なく、場の奥行などの空間構造まで
を感じて楽しめること、そして聴覚条
件の向上としては、舞台表現の素を
支える響きの楽しみに加えて、深い感
動を呼び起こせるような空間条件の
成り立ちに関して特に力を注ぎます。

2．ホールが備えるべき芸術表現機能と性能の向上への取り組み

ホールがその建物施設と運営組織とによって芸術作品を創造
する機能に向けては、演奏や演技の部分練習、本読み、通し稽
古、リハーサル、本番上演という機能に対応する練習室、リハー
サル室に加え、道具の搬入口・組み立て場、備品庫、楽器庫、楽
屋、スタッフ室、楽屋ラウンジ、楽屋事務所などの付属諸室を構
成します。

3．ホール自らの創造事業に向けた取り組み

老若男女の多くの市民が、シティセンター(地域の溜り場、ある
いは心の拠り所)として集い、交流して自由に時間を過ごし、そ
こでの出会いとなる場を創ること。誰もが何時でも自由に訪れ
ることのできる開かれた場であると共に、目的がなくても立ち
寄り、一人でも居る場が見つけられる場所として、ラウンジやコ
リドール、前広場、そしてふるさと文学館が一体となった久居
の街の生活拠点を形づくります。

4．地域市民の生活拠点としての役割に向けた取り組み

多くの来館者の中から、舞台芸術やアートに興味を持ち、自分
でもやってみようか、自分たちのグループで作品を創り、発表
もしてみようかという動きが生まれるような、文化の苗床とな
る役割に対応して、練習スタジオや創作工房、小ホールなどを
創ります。スタジオや小ホールでは、市民自らが大道具や小道
具、衣裳などを創って仕込みやばらしを体験し、照明や音響も
自らプランし、仕込み、操作できるようになるための入門と技
術向上を助けるような空間構成と設備システムの導入を図り、
併せて舞台廻りの全般的な安全対策に留意して組立てます。

5．市民の文化創造活動の拠点としての役割

・まちのクランク道路の角々に案内サインの設置
・100m刻みの道路面表示サイン
・店舗案内付「まち歩きマップ」の表示

■まち歩きが楽しくなる仕掛けの提案

-東南の交差点から観る前広場とシンボルの大庇-
久居のまちの新しい生活・文化拠点の顔づくりとなるシンボル広場
夏は涼しい木陰となり、冬は暖かい陽だまりとなる市民のたまり場

久居の「まち」の新しいシンボルとなる、市民のための文化・生活活動拠点

コリドール
市民ラウンジ
前広場

練習スタジオジオ
小ホール

本物の
舞台芸術
の創造と鑑賞

地域文化の
発信拠点

アートア
ギャラリー ギ
造工房創造

カフェ
情報ラウンジ
市民活動室
体験交流室

シンボルとしての
大ホール

アート系ア
活動拠点

舞台系
活動拠点

久久居のまちの
シティセンター
市民の生活拠点活拠点市民の

ふるさと
      文化館

・業務内容に対する技術提案（特定テーマ） 様式１０(１/４)
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UP

UP

UP

UP

カフェ

情報ラウンジ

体験交流

市民活動室

アート
ギャラリー
(1)

スタジオ
2

スタジオ
1

大ホール
舞台

客席客席

客席
300席

大ホール
計700席

400席

大ホール

大ホール
下手
舞台袖

上手
舞台袖

スタジオ
小ホール
ステージステージ アートギャラリーコリ

ドール

コリ
ドールラウンジ

ステージ ▽+0

音響反射板

オケ迫

スノコ ▽+23.0

外機置場

ト
ッ
プ
ラ
イ
ト

ト
ッ
プ
ラ
イ
ト

機械室

楽屋

パラ天 ▽+28.0

パラ天 ▽+18.0 夏

冬

▽+15.0

▽GL±0

▽+14.0

▽+11.0 ▽+10.0

シーリング ピン

▽+27.0

スノコ ▽+23.0

ブリッジ
マシン
ハッチ
サイド
ギャラリー

パラ天 ▽+28.0 ▽+27.0

下手袖 上手袖

創作工房

録音スタジオ
練習室1

練習室2

中楽屋中楽屋

楽屋1
上手袖

下手袖

楽屋2備品庫

荷捌

防災
センター

倉庫

厨
房

市役所
サテライト

運営事務局

スタッ
フ室

託児
室

駐
輪
場
・
バ
イ
ク
置
き
場

南通用口
車寄

授乳
室
休憩
室

FWC MWC

スロープ

スロープ

HWC
HWC

HWC

搬入口

楽屋3
スタッフ

大楽屋
小
楽
屋

小
楽
屋

劇場
事務室

楽屋通路
楽屋
ラウンジ

楽屋口

コントロール室

アート
ギャラリー
(2)

西入口
コントロール室

ステージ上部

コンサート
ステージふるさと文学館

91台

80台

61台

24台

5台

小ホール
250席

親子
室

盤室 盤室

親子
室

脇
花道

脇
花道

楽
器
庫

西通用口

楽屋口

南入口前広場
歩道

津市久居ふるさと文学館

エントランス
ロビー

コ
リ
ド
丨
ル

コ
リ
ド
丨
ル

ア
ル
コ
丨
ブ

コ
リ
ド
丨
ル

機械室

主動線（コリドール・客席）

凡例

大ホールゾーン

大ホール　ステージ・客席

舞台共用ゾーン

スタジオ・小ホールゾーン

小ホール　ステージ・客席

アートギャラリーゾーン

市民活動ゾーン

市民サービスゾーン

運営・管理ゾーン

機械室

歩道・広場

屋上外機置場

小
ホ
丨
ル
ホ
ワ
イ
エ

サ
イ
ド
ギ
ャ
ラ
リ
丨

サ
イ
ド
ギ
ャ
ラ
リ
丨

コ
リ
ド
丨
ル

ラ
ウ
ン
ジ

ラウンジホワイエ

ホワイエコント
ロール

屋上庭園

屋上庭園
屋
根

屋上

中庭

ラウンジ

ラウンジ
広場

歩道 車道

北入口

8m

28m

7.5m

配置・1F平面イメージ

南北断面イメージ東西断面イメージ

3F平面イメージ

2F平面イメージ

敷地範囲
施設建築範囲

　  敷地全体のゾーニングと動線

　  建物内のゾーニングと動線　 
1．平面は４つの明快なゾーンで構成
①北西の「大・小ホール・スタジオゾーン」
②北東の「ギャラリー、バンド練習ゾーン」
③南東の「市民活動、体験交流、情報ラウンジ、カフェのゾーン」
④南西の「運営事務所・行政窓口ゾーン」
2．1階に日常の全活動室を配置
①大・小ホールの客席へは全て2階ホワイエからとし、それ以
外の全ての活動は1階で行われる明解な階構成です。
②２階大ホールホワイエへ至る吹抜階段とコリドール北寄りの吹抜
階段によって１階と２階の動線が繋がり、立体的に循環します。

③両ホールの催事がない時は、2階コリドールが1階とは異な
る静かな読書や休息の場となります。

3．南北向きのコリドールと西向きのラウンジが主動線を構成
①南入口と北入口を真直につなぐコリドール
②南入口と西入口を東西につなぐ市民ラウンジ
③１階の太いＬ字型動線、2階の太いＩ字型動線が全館の明
解な動線となっており、施設利用の解りやすさを生みます。
④1、2階のコリドールは巾が5ｍあり、途中の凹凸やアルコー
ブが市民の様々なニーズに対応した居場所を提供します。

4．ホールゾーンは中間のバック用通路で大・小に分離・接続
①中間のバック用通路が緩衝帯になって、両ホールの同時使用が可能です。
②そこに面した劇場事務諸室が一括してバック系の出入り口管理をします。
③西側の大道具搬入口と荷捌場は大・小ホール兼用で、アート
系で大型車の搬入がある時もそこを使います。
④両ホールの楽屋口へはコリドール側から各楽屋口に至る動線としますが、人
目に付かない出入口が必要な場合は、荷捌室横からの出入りも可能です。
⑤小ホールを2つの練習スタジオとして用いる時や、大・小ホールを市民
グループが出演者として出入りする時は、中間の通路が開放されます。

1．建物の顔をふるさと文学館に面する南側に配置
市民が集まるラウンジと広場は文学館に面する南側に配置し
ます。南側が会館の顔となります。
2．建物東側は低層で変化のある街並みを形成
劇場の大きな壁が表に出ないように、大ホールは西側に配置
し、東側の道路は低層のアートギャラリーやバンド練習室、市
民活動室やカフェを配置し、道から中の活動の様子が垣間見
えるようにして楽しい街並みを形成します。
3．施設の主エントランスは南、西、北に配置
南側の道路、広場、西側駐車場、北側駐車場、東側の道路、全て
の方向から、車で来ても、歩いて来ても、入りやすい入口としま
す。南側車寄せの近くにはサブの入口を加えます。

6．前広場の多様な使い勝手と快適な環境
・歩道を含めた約600㎡の前広場は、市民ラウンジとふるさと
文学館を含めた市民の生活拠点として、久居のまちの新名所
に育てたい場所です。
・前の道路を含めた建物間の拡がりは1,500㎡程度あるので、
そこを通行止めにすれば数百人の人が集れるイベント会場、
祭りの場として人を集めることができます。
・前広場は道路添いの植栽と建物側の大庇により、夏涼しく、冬陽
溜りになる、オープンカフェが嬉しい心地よい場所となります。

4．大道具の搬入は、表を避けて北西側から
大道具などの劇場への搬入車両は来館者動線とできるだけ分
離し、安全を確保するために北西側に配置します。
5．遊環構造のモデルを活用したゾーニングと動線の計画

2．敷地全体及び建物におけるゾーニング及び動線の考え方

広場を含めた敷地内と
　  文学館や街並みを含めた回遊動線 施設内全体や舞台バックの回遊動線 様々な活動と居場所を提供するコリドール

2階ホワイエより前広場をみる

配置イメージ　駐車場261台

搬入トラックの動線として利用も想定し、
道路幅が8ｍになるよう、歩道スペースを確保。

ふるさと文学館を含めた
久居のまちのシンボル広場

※ユニバーサルデザインの徹底化
　平面計画では1、2Fのフロアレベルをフラット化し、全ての人がどの
　諸室にも楽に出入りできる形とします。

※将来の増築可能性について
　運営が充実し、時代の変化が新しいニーズを求める場合には、2Fの
　南西屋上（運営事務局上）、南東屋上（情報ラウンジ上）、北東屋上
　（アートギャラリー上）、北西屋上（楽屋・備品庫上）に増築する計画が
　可能です。

敷地内動線 舞台バックの回遊動線

施設内全体の回遊動線街並みを含めた
                   回遊動線

・業務内容に対する技術提案（特定テーマ） 様式１０(２/４)



私たちはこれまでに中・小ホールの設計の中で、音響・照明な
どの専門家と協働して、様々な試みを行ってきました。それによ
り得られた成果を本施設において活用します。

・残響可変装置の大巾導入、側壁の拡散効果
・舞台後壁大型可動壁の開閉による視界の変化

K大学記念ホール
（500席の講堂兼音楽ホール）

・横巾型ホールでの側壁反射音効果
・横巾型ホール開転壁初期反射音効果

A大学多目的ホール
（700席の可動席多目的ホール）

・側壁初期反射音効果、側壁拡散音効果
・固定反射板の天井開閉、側壁開閉による用途切替

M市小ホール
（300席の多目的ホール）

・手動式回転壁による音響反射板側方反射板

Y市公会堂
（500席の多目的ホール）

優れた拡散効果を実現し
た凹凸タイル事例

（弊社改修ホール実績）
練習スタジオ⇔小ホール
多様な活用方法の提案

大ホールの内観イメージ
豊富な初期反射音効果
を生み出す側壁の意匠

アート・展示スペースの2段階拡張

スタジオ1スタジオ1 スタジオ2スタジオ2 平土間平土間 大スタジオ大スタジオ

大平土間大平土間リハーサルリハーサル
スタジオスタジオ

リハーサルリハーサル
ステージステージ

ステージステージ

備品庫

アートギャラリー

創作工房

練習室2 コント　ロール室

練習室1 録音
スタジオ楽屋1

楽屋2

楽屋3

小楽屋楽 大楽屋楽 中楽屋楽 中楽屋楽

コ
リ
ド
ー
ル

コ
リ
ド
ー
ル

コ
リ
ド
ー
ル

劇場
事務室室

搬入口

楽屋口

北入口

上手袖

上手袖

下手袖袖手手手手

下手袖

スタッフ

小ホール小ホール

小ホール小ホール
250席250席舞台舞台

小ホール小ホール
250席250席

コンサートコンサート
ステージステージ

多目的小ホール多目的小ホール
100席100席

音楽音楽
練習室練習室

※ステージ部分と客席部は二重遮
　音扉で区画
※A⇔Bの転換は1時間程度で可能

演劇・展示
利用

音楽
利用

③音楽練習室
④多目的小ホール

①舞台練習室
②多目的平土間（舞台練習、展示）

⑤大平土間（大練習、展示仕様） ⑥小劇場（額縁形式）

スタジオ断面のイメージ 大平土間断面イメージ 小ホール断面イメージ

⑦小コンサートホール
優れた初期反射音効果を
実現した音響庇事例
（弊社実績）

拡散音効果のために地元
産木材を使った事例
（弊社実績）

・主階席側壁角度と水平リブによる初期反射音効果
・主階席側壁の凹凸タイル面による拡散音効果
・バルコニー席側壁のせり出し意匠による主階席
への側方反射音効果

・バルコニー席の広巾客席への側壁・天井角度に
よる初期反射音効果
・舞台音響反射板の側壁、後壁の格子リブによる
拡散音効果

K市大ホール
（1,100席の多目的ホール）

　  中・小ホールでの音響・意匠の様々な試みの成果の応用
大道具の搬入口、荷捌場、備品庫は両ホールの共用ですが、コ
リドールから入る舞台バック用の共用廊下は、両ホールやスタ
ジオ利用時の楽屋口管理、不足楽屋の相互補填、学園祭など
の出演者が多い催事での大型楽屋利用における楽屋・舞台循
環動線などにおいて有効です。

　  大ホールとスタジオ・小ホールのバックでの連携

アート系の基本は200㎡のアートギャラリーと創造工房ですが、2
つのスタジオ(小ホール)が近いので、ギャラリーにスタジオを加
えた美術展示が容易に可能です。（展示形態1）

　  ホールゾーンとアートゾーンの連携

これらの3スペースに１階と２階の巾5ｍのコリドール、それに
続く2階小ホールのホワイエを加えると、1,600㎡の大型展示ス
ペースがわかりやすい動線として利用できます。2層のコリドー
ルと2階ホワイエは空間巾が5ｍあるので鑑賞のための引きの
距離が得られると共に、コリドールの一部は吹抜けになってい
て、高さのある展示も可能です。（展示形態2）

　  1,000㎡超の大型展示

大道具搬入口のデッキ廻りは大道具等のたたき場となり、アー
トギャラリー横の中庭はアート系の屋外展示や作業場として利
用できますが、これらの屋外スペースをホール系とアート系で
相互に利用し合うことも可能です。

　  屋外作業場の相互利用

前記は施設北側でのアート系とホール系の連携がテーマでし
たが、施設南側では、東からカフェ、情報ラウンジや体験交流
室、市民ラウンジとそのサービス施設、西側の運営事務室や市
役所サテライトが集まっているので、その間において、便利で
有効な連携関係が生まれると言えます。
これらの諸室はラウンジ⇔前広場⇔ふるさと文学館とのつな
がりを有効にする働きをも有しており、その東西と南北の面的
な連携関係が久居のまちのシティーセンターとしての働きを
支えるものとなります。

　  施設南側での各エリア間での多様な連携

主階席に400人、バルコニー席に300人程度を収容し、観客は2
階ホワイエから入場します。8間×8間の基本舞台を持つ額縁
型劇場ですが、7間角、6間角での使用も可能とします。吊り上
げ式の性能の良い音響反射板、張り出し舞台にもなるオーケ
ストラピット迫、舞台開口の巾と高さを調整する可動パネル、
常設式の脇花道などによって、演劇や歌舞伎、ダンスや邦舞、
バレエ、オペラ、ミュージカル、生音のコンサート、電気音響に
よるコンサート、大型集会等の多様な演目に対応します。

　  大ホールの基本構成と多機能性

生音用のコンサートホールでは響きすぎて演劇の台詞が明瞭に
聞こえない、逆に演劇用の劇場では豊かな響きが得られないと
一般的に考えられてきましたが、私たちはここ十数年の複数ホー
ルでの研究・試行の積み重ねにより、響きのある空間で明瞭度を
確保する設計と施工の方法を見つけ出しました。（右の実績）

福島県I市の大ホール、新潟県K市の大ホールにおいて、生音
のコンサートと台詞の演劇それぞれの魅力的な音響が高い水
準で成立することを確認できました。久居の大ホールでは、コ
ンサートで優れた響きが得られる空間を作った上で、演劇の台
詞の明瞭度や電気音響によるポピュラーコンサートでの歯切
れの良い迫力サウンドを実現します。

　  音楽ホール、演劇ホールとしての高水準な性能の追求

　  響きの豊かさとセリフの明瞭度の両立

残響時間の長短で演目の違いに対処する従来の考え方です
と、一般的に演劇劇場では響きがドライになり、血の通った台
詞の味わいが失われがちです。中野のSホールのようなポップ
ス専用ホールでは、限りなく残響を減らした結果、聴衆が音楽
の楽しさに乗る感覚まで失われたといわれて言われています。
演劇においてもポップスにおいても、芯のある豊かな響きの
中にこそ心に響く感動を伝える力が宿ると考えられます。

　  ホール音響の基本は「芯のある豊かな響き」

有識者会議の熱のある討議の結果、200㎡の練習スタジオに
100席程度を仮設して小ホールにも使うという方法がまとまり
ましたが、私たちは大ホールの700席、主階だけ使う400席の
中ホール利用という大空間での活動に対して、市民の創造・発
表活動の場として、身の丈に合った200～250席程度の小ホー
ルの存在が極めて大切であると考えます。

　  市民活動にとって小ホールは必須

8間角(200㎡)の平土間にステージ分100㎡程度の床を限られ
た全体面積の中でなんとか獲得しようとするものです。
それによって機能・性能にも優れた小ホールが実現すると共
に、大ホールのリハーサル室として用いる時にステージ分の出
張りが演出席や共演者の控エリアとして有効に使えます。8間
角部分のスタジオ1とステージ部分のスタジオ1を区画すれば
大・小2つのスタジオとなり、多様な練習やワークショップ、展示
催事が可能となります。

　  練習・創造・発表機能の7変化

3．個別の室・スペース及び複数室・スペース間の関係に関する考え方

小ホール小ホール小ホ ル

アート
ギャラリー

①展示形態1
・アート
   ギャラリー：200㎡
・スタジオ1、2：310㎡
  合計：約510㎡

②展示形態２
①の諸室に加えて
・1階コリドールと
　　　ラウンジ：650㎡
・2階コリドール：340㎡
・2階小ホール
             ホワイエ：100㎡
  合計：約1,600㎡

小ホール
ホワイエ小ホール

ラウンジ

大ホールホール大ホ ル

大ホール楽屋動線
小ホール楽屋動線

搬入・荷捌・備品庫
の使用動線

荷捌荷捌

大ホール・小ホール
の相互連携イメージ

楽屋口

楽屋通路
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・業務内容に対する技術提案（特定テーマ） 様式１０(３/４)



※資料は単価の低い順。

太陽光パネル

庇庇

夏

冬大庇大庇居住域域域空調空調空調空調空調空調空調空調居 域

自然通風風然 風自

杭による地中熱利用にに 利熱利
（夏：放熱、冬：採熱）夏：夏： 採熱採熱

雨水利用

大ホホ大ホールルル

ホワイエホ

小ホール

舞台台舞

機械室

楽屋
水畜熱層雨水貯留槽槽槽

夏の日差しを遮断し
冬の日差し取り込む大庇

ふるさと
　　文学館

道路広場

外機
置き場

駐車場 人感センサー感 ササ

イトプライイイイイトッップッッッッ

人感センサー人感センサ感人感センサンサ感感セ

プ

自然採光による
トップライト

雨水利用雨水利用雨水利用
雨水

雨水

昼光制御昼昼 御御御昼昼 ンジンジンラウウラ ンジラウウラ ンジ

水

　  工事発注の不調、不落を未然に防ぐための方策
１．不調を避けるために設計サイドで工夫できること
設計においては、以下の３項目の方針を着実に具体化して、本
事業が滞りなく実現するように努めます。
①延床面積を極力圧縮して発注時の工事費アップに対抗
②設計の合理化と工法・材料の整理による工事単価の抑制
③施工者の取り組み意欲を喚起する造りやすさと建築の魅力
２．徹底したイニシャルコスト低減の設計手法
①無理のない合理的な構造方式の追求
②工種、工法の整理による施工段取りのシンプル化
③寸法モジュールや床レベルの統一化による施工のし易さ
④サッシ、納め金物、手摺等の既製品の採用
⑤仕上げ種類の整理とメリハリによる差別化

■省エネルギーに向けた6つの方策
１．施設規模自体をできるだけコンパクトに設計
２．特殊工法や材料を使わない仕様によるイニシャルコストの抑制
３．高断熱・高気密サッシや外壁面、屋上スラブの遮熱による
負荷の抑制
４．省エネルギーのための設備設計
・高効率型空調機器、節水型便器、LED照明器具、人感センサー
付きスイッチ、ゾーン別利用態別点灯制御等による光熱水費
の抑制
５．自然エネルギーの利活用
・窓、扉の開閉操作による中間期の自然通風、空調の換気運転
・効果的な開口部やトップライト配置による昼間時の照明負荷
低減
・地下水や床下空気層の熱交換による外気の予熱効果
・太陽光発電による蓄電池付屋外灯、サイン灯
６．ホール客席の居住域暖冷房
大ホールの空調を床吹出しの居住域暖冷房とすることにより、
バルコニー階を使わない中ホール利用時に熱負荷を軽減

■ライフサイクルコスト低減に向けた建物の設計方針
１．フリーメンテナンス、長寿命化の工法、材料
・外壁タイル、屋上アスファルト防水
２．熱負荷対策を配慮した建築計画
・熱負荷が大きくなる建物西側に重層構造の大、小ホールや常
時人のいない備品庫、荷捌場を配置
・換気利用、トップライト利用がしやすい建物東側にアートギャ
ラリー、創作工房、交流体験、カフェ等を配置
・１階南側のラウンジ、カフェ、２階ホワイエに日除けの大庇設置
・西南側運営事務所、市役所サテライトに庇とルーバー設置
３．省エネルギーを推進するトップライト
・コリドール２階にライン状のトップライトを設置、吹抜階段を
通して１階のコリドールも明るくなる
・１階楽屋北のバック用廊下のライン状トップライトによる廊
下と楽屋の昼間照明負荷の節約 

鉄骨トラス
大スパン鉄骨による軽量化
大型天井の強度確保

RC構造躯体
耐震壁をバランス
よく配置したRC構造

大ホールの構造システム イメージ ３．最近の厳しい入札状況
延7,000㎡の規模ですと建築本体の単価が53万/㎡程度の計
算となり、最近の劇場施設の入札状況から考えますと、予算内
落札の見込みは立ちません。（下段の「最近の劇場施設の入札
状況」の表を参照）
４．延床面積圧縮の必要性
最近の落札状況の単価を調べますと、現時点では少なくとも70
万円/㎡程度は必要と考えられるため、建物本体7,000㎡×70万
円/㎡＝49億円と試算。外構と駐車場工事を加えるとおよそ52
億円となり、予算40億円に対して12億円程度の不足となります。
５．要求内容を満足させる限界床面積案の提案
有識者委員会の意見書と市の施設計画書の内容を十分に実
現させながら、設計プランの都合で生じる不要な隙間の削減
や共用部の合理化を徹底する平面計画によって、床面積を延
5,900㎡(延7,000㎡の0.85掛け)程度まで圧縮する平面イメー
ジ図を提案します。（様式１０－２の平面イメージ図及び本頁
右の「市の参考面積と提案面積の比較表」を参照)
６．仮に単価が70万円/㎡の場合、不足分は4億円程度
5,900㎡×70万円/㎡＝41.3億円、外構と駐車場工事を加えると
44億円程度となり、不足分は4億円(延7,000㎡での不足分約12
億円の3分の１程度)となります。これ位ですと、射程に入るの
ではないかと思われます。

※市の参考案では共用部関連が全体の57％を占めていますが、
　私たちの提案では共用部関連を全体の47％に低減しています。

７．今後の社会・経済状況の動向を見守る必要
震災復興に続く五輪開催による建設費の動きや、それに伴う
建設資材や労務費の動きと、今後の同類施設の入札動向を見
守り、対応していくことが必要であると考えられます。

　 

　  ライフサイクルコストを抑えた設備計画 

１．基礎は杭支持基礎
地盤調査資料に基づき、基礎は２５ｍ深の杭支持基礎とします。
２．耐震壁をバランスよく配置したＲＣ構造
全体の主体構造はＲＣ造とし、耐震壁をバランスよく効果的に
配置して構造コストの低減を図り、剛性・強度の高い、耐震性と
遮音性に優れた構造躯体とします。
３．構造躯体のコスト削減を追求
剛性・強度の確保に基づいて、イニシャルコスト削減の基本要
素となる構造躯体コストの削減を徹底的に追求します。
４．鉄骨トラスによる軽量化と大型天井の強度確保
客席屋根の大スパンは、鉄骨のトラス構造によって軽量化を図
り、客席の大型天井は地震の振動に弱い吊り天井とはせず、屋
根鉄骨に直接支持させて強度を確保します。

　  耐震性に優れた構造計画 

4．ライフサイクルコストの低減及び工事発注の不調、不落を未然に防ぐための方策

省エネルギーに向けた各種方策の実施イメージ

市の参考面積と提案面積の比較表

最近の劇場施設の入札状況

・業務内容に対する技術提案（特定テーマ） 様式１０(４/４)
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