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SUSCOMです。
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折り紙の魅力、
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早いもので2014年も残すところわずかとなりました。
振り返ってみると、今年もいろいろな出来事がありました。

2月、全国各地で発生した記録的な大雪、
8月、広島市北部の住宅地を襲った土砂災害など、
大きな気候変動による被害は、今もなお各地に傷跡を残しています。

一方で、ソチ五輪で金メダルを獲得した羽生結弦選手や、
テニス全米オープンで日本人初の準優勝を果たした錦織圭選手など、

7世紀の初め、大陸から紙の製法が日本に伝えられ、

若い世代の活躍が光った年でもありました。

日本人の工夫によって薄くて丈夫な紙「和紙」が生まれました。
写経や記録が紙の主な用途でしたが、

大切な地球の未来を、次の世代へと引き継いでいくために…。

後に神事にも用いられるようになり、

SUSCOMは一人ひとりが「サステナビリティ」を、考えて、実践できる、

神への供物などを紙で包むようになりました。

そんな情報をお届けしていきます。

やがて、供物や贈り物を包んだ時の紙の折り目に着目して、
包みを美しく折る「儀礼折り」へと発展しました。
これが折り紙の起源といわれています。
そして現代、長い歴史をかけて醸成されてきた
日本の伝統文化である折り紙は、

http://sus-com.net/

医療、教育、福祉、工学など、
さまざまな分野でその役割が注目されています。
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世界最大級の
折り紙ミュージアム

折紙博物館の見どころ紹介！
飛び出す

加賀藩の

アラビアンナイトの世界！

大名行列を再現！

石川県・日本折紙博物館

日本の伝統的な遊びである折り紙。
一枚の紙から創造される美しい造形は、
今や芸術の一分野として高く評価されています。

童話や物語の世界をモチーフにした作品も多数展示されています。

高度な技と独創的なアイディアが織りなす
「折り紙アート」の世界を体感してみませんか？

まるで本物！？
折り紙でできた日本庭園！

国内外の折り紙作品を展示
JR 北陸本線加賀温泉駅から車で約 5 分、加賀
百万石の伝統文化が息づく街にある世界最大級
の折り紙ミュージアム「日本折紙博物館」
。国内

一人ひとりの持ち物いたるまで丁寧に折られた大作。加賀藩の歴史を

外の折り紙作家や日本折紙協会の会員による作

色とりどりの花や生き物は今にも動き出しそうなリアルさ。

学びたい人にもおすすめ。

品が、
約 5,000 種類 10 万点も展示されています。
館内は、折り紙の歴史が学べる「折り紙歴史館」
や企画展示コーナー、個人作品展コーナーなど
に分かれ、独創的なアイディアから生まれた驚き

男の子も大満足！

世界最小！

の作品の数々が鑑賞できます。

カッコイイ恐竜折り紙！

ミクロの折り鶴！

また、日本折紙協会認定の折り紙講師による「折
り紙教室」も開催されており、地域交流の場と
しても親しまれています。北陸新幹線の開業が
間近にせまり、ますます注目を集めているスポッ
ト。ぜひ家族みんなで、折り紙の感動的で美し
い世界を体感しに行きましょう！
御菓子加賀藩の2階にあり、広い館内で折り紙作品の数々が楽しめます。

11 月 11 日は「折り紙の日」

顕微鏡でのぞきながら針の先で折ったという
「世界最小の折り紙」
は必見。

日本折紙博物館

4 つの「1」を組み合わせると折り紙の形・四角

住所：石川県加賀市加茂町ハ 90-1 御菓子城加賀藩 2 階

形になることから、日本折紙協会が制定した記念

TEL：0761-77-2500

日。11 月 11 日は第一次世界大戦の休戦記念日で
もあり、争いごとを止めて折り紙を折って平和な
時間を持とうという願いが込められています。
折紙博物館では、折り紙への感謝の気持ちを込
めて、毎年「折り紙供養」が行われています。

迫力の「きょうりゅうランド」
やスポーツをテーマにした作品もいっぱい。

入館料：大人 500 円、中高生 400 円、小人 300 円
折り紙教室：300 円
営業時間：8:15 〜 17:00（12 月〜 3 月は 16:00 まで）
休館日：12 月 30 日、31 日のみ休館
アクセス：加賀温泉駅より車で約 5 分
駐車場：一般車 300 台
御菓子城加賀藩ホームページ

http://www.kagahan.co.jp/

撮影：中田誠
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子どもの感性を育む
食育折り紙 の世界

野菜や果物の折り紙作品
をオーナメントにして、
おい
しいクリスマスツリーをつ
くってみよう
！

折り紙作家・西田良子さんインタビュー

群馬県に拠点を置き活動されている折り紙作家・西田良子さん。
身近な食べ物をモチーフにした「食育折り紙」をはじめ、
テーマ性のある作品を数多く発表されています。
西田さんに作品に込めたメッセージ、
そして折り紙の魅力についてうかがいました。

「お料理ごっこ」
や「お店やさんごっこ」
といった
「ごっこ遊び」
も楽しみ方のひとつ。

絵本の世界から飛び出した野菜たち

折り紙は最高のコミュニケーションツール

折り紙はアート作品としてはもちろん、

持ったことでした。これは子どもたちに

もの中には、
「切り身の魚ばかり食べる

折り紙のカラフルな色合いは、幼児期

ガイモの形を変えてみたり、バナナの房

がらともに過ごせば、何よりも代えがた

幼児の知育にも欠かせないアイテムで

人気のある絵本を毎月 1 冊紹介し、そ

ので、もとの魚の形がわからない」
「年

の色彩感覚を育ててくれます。この「色

を 1 本増やしてみたり、リンゴに顔を描

いひとときとなることでしょう。

す。紙の端と端とをていねいに重ねて折

の中に登場する食材を折っていくという

中食材が手に入るから、野菜に旬があ

に対する感 性」が、食育にとって非常

くなど、アレンジは思いのまま。自分な

りだしていくため、集中力を養い、脳を

企画です。当時は、食育への関心が高

ることを知らない」といった話を耳にす

に大切なのです。同じ赤でもトマトとに

りの作品が創りだせるのです。

さ ら に 折 り 紙 は、 世 界 共 通 語
「ORIGAMI」として、海 外 の方からも

活性化させる効果があります。そうした

まっていた頃で、作品は多方面から注目

ることもありました。そして、家族の団

んじんでは違いますよね。そうした食材

食育折り紙は決して難しいものではあり

非常に注目されています。今後は、日本

効果に加え、児童の心身の発達に欠か

され、保育園などの講習会の依頼もい

らんが失われたことによる「孤食」
。こ

ごとの微妙な色の違いを観察して興味

ません。折り図を見れば誰にでも簡単

の寿司やみそ汁などの折り紙作品を海

せない、食に対する関心が育つように

ただくようになりました。

の心因的なストレスも、子どもの心と体

を持つことで、嫌いだった野菜が食べ

に折ることができます。最近では親子で

外の人たちに紹介したり、海外の食材

とメッセージを込めて考案したのが「食

各地で講習会を行う中で、現代の子ど

をむしばんでいるように感じました。

られるようになった、というお話もうか

学べる食育ゲームなども出ていますが、

を折り紙作品にしたり、世代間の交流

育折り紙」です。

もたちが抱える食の問題にも直面しまし

そうした現代の子どもたちが抱える食の

がいました。

紙さえあれば、いつでもどこでも始めら

だけでなく、国際交流のための活動も

食育折り紙が誕生したきっかけは 2005

た。私自身は群馬県という旬の野菜の

課題に対して貢献していきたいと考え、

また、野菜の形が一つひとつ違うよう

れる折り紙は、年代を越えた格好のコ

展開していきたいと考えています。そし

年、月刊『こどもの栄養』
（こども未来

おいしい土地で育ちましたから、食に対

月刊『学 校給食』
（全国学 校給 食協会

に、食育折り紙にも折る人の個性が表

ミュニケーションツール。子どもと大人

て、日本の子どもたちには、地球全体で
「食」のことを考えられるような感性を

財団発行）の中で、
「おいしい折り紙・

する知識は自然と身につけることができ

発行）で作品を連載。食育折り紙の普

れます。基本の折り方さえ理解できれ

が肩を並べ合って「ここはどう折るの？」

おいしい絵 本」という連載コーナーを

ていました。しかし、都会で育った子ど

及に力を入れるようになりました。

ば、折り目の角度や折り幅をずらし、ジャ

と、ひと折りひと折り、会話を交わしな

プロフィール

西田良子（にしだりょうこ）

生き生きとした西田さんの作品
は、食を扱う企業からも注目を集
めている。

育んでほしいと思います。

作品 70 種類の折り方を紹介！

『おいしく折ろう 食育おりがみ』

折り紙作家・デザイナー。企画制作室コア・プランテック主宰。
女子美術大学卒業後、勤務先のデザインスタジオで折り紙と出

西田良子・平野誠子 製作・著

会う。「千羽鶴」や「奴さん」など、日本古来の「伝承折り紙」を
手がけた後、フリーランスの折り紙作家として、アンパンマンや

月刊『学校給食』で 2009 年から連載された「おいしく折ろう 食育おりがみ」をまとめ

ポケットモンスターなどのキャラクターを折る『おりがみブック』

た単行本。子どもたちの体の健康に欠かせない、いろいろな野菜や果物、肉、魚など

（小学館発行）の制作に携わる。以降、和風で優雅な「伝承折り
紙」からポップな「ORIGAMI ART」へと作風を変え、「食育折

身近な食べ物 70 種類を紹介しています。小さなお子さんを持つママたちや、
栄養士さん、

り紙」をはじめとした、親子で楽しめるオリジナルの折り紙作品

保育士さんなど、食の現場で働く方々に大好評の 1 冊です。

を発表。絵本の読み聞かせと折り紙指導を行う「夢キャラバン」

※全国の書店、全国学校給食協会ホームページ、amazon などのネット書店でお買い求めいただけます。

を立ち上げ、食育折り紙他の普及活動に力を入れている。
ホームページ 「折り紙作家 西田良子の世界」 http://nishida-ryoko.blogdehp.ne.jp/
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お茶の香りがする
環境にやさしい折り紙
伊藤園の「お茶殻折紙」

お茶殻入りの折り紙は、ココがすごい！
お茶殻を配合した折り紙は、ふつうの折り紙に比べて魅力がいっぱい。そのポイントを紹介します。

リラックス効果

折り紙の魅力は紙を折ることだけではありません。

CO2 排出量の抑制

表面にお茶 殻が 露出しているた

お茶殻が吸収している炭素 分

め、紙からほんのりお茶の香りが

紙の種類にも注目してみると、

します。お茶の香りはリラックス

新たな折り紙の奥深さを発見することができるはず。

効果とともに、脳の働きを活性化

（1 セット当たり約 8.6g-CO2）
を製品中に固定しているため、
CO2 の発生が抑制されます。

して集中力を高めてくれます。

ここでは私たちの暮らしになじみの深い『お〜いお茶』の
お茶殻を有効活用したエコ折り紙を紹介します。

抗菌・消臭効果

紙原料の節約

お茶殻の持つ抗菌・消臭作用の

紙は通常、木のチップからつくられ
ますが、そのほとんどが海外産の木

ある成分が、嫌なニオイを吸着し

材。
『お〜いお茶』のお茶殻なら国

て除去。鶴や花などを折って部屋

産 100% なので、輸送燃料が少なく

や玄関に置いておけば、消臭剤

済み省資源にもつながります。

の代わりにもなってくれます。

上品な風合い
お茶殻が醸し出すナチュラルで温か
みのある独特の風合いが、作品に新
たな息吹を与えてくれます。

お茶殻に新しい生命を吹き込んだ
「茶殻リサイクルシステム」
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折り紙遊びを通して環境問題に触れてみよう。

折り紙の用紙はさまざまな素 材・模様

49,000 トンもの量が排出されています

なエネルギーが必要。リサイクルをする

のものが 販 売されており、1,000 種 類

（2012 年度）
。これは名古屋市の 1 カ月

以上が入手可能といわれています。そん

のごみの量とほぼ同じに当たります。こ

は元も子もありません。

な数ある折り紙の中でもおすすめした

のお茶殻を有効活用しようと考えられて

そこで伊藤園では、水分を含んだまま

いのが、ほんのりお茶の香りが楽しめる

誕生したのが「お茶殻折紙」です。

のお茶殻を資源化する「茶殻リサイクル

「お茶殻折紙」
。伊藤園の緑茶飲料『お

お茶殻にはカテキンなどの抗菌・消臭

システム」の研究を進め、紙製品や建

〜いお茶』の“お茶殻”が使われてい

効果のある成分が残っており、上手に

材など、さまざまな素材に配合すること

るというこの折り紙は、環境にやさしい

処理すれば再利用できますが、水分を

に成功。
「お茶殻 = 資源」という考え

15.0cm × 15.0cm

商品としても注目を集めています。

多く含んでいるため腐敗しやすいのが

方が根付くようにと、折り紙をはじめ、

● 4 種類の折り方説明書付き

ために過剰にエネルギーを使っていて

伊 藤 園 の『 お〜 いお茶 』は、急 須 で

難点。昔の家庭では、乾燥させてから

ボールペン、ベンチなど、生活の身近

入れるお茶と同じように製造後に「お

消臭剤の代用とするなどして再利用して

な物での茶殻配合製品の開発に取り組

茶殻」が発生しますが、売上の拡大と

いました。しかし、一般家庭と違って大

んでいるのです。

ともに排出量も増加しており、年間で

量のお茶殻を乾燥させるためには莫大

製品情報
お茶殻折紙
定価：216 円（税込）
30 枚入り

※「お茶殻折紙」は、Amazon、楽天市場、おりがみはうすオンラインショップなどで
お買い求めいただけます。
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折り紙で描く
10年後の地球

生物多様性を守るために
私たちにできることを考えよう！
たくさん外に出て遊ぼう！
自然の中にあるたくさんの「なぜ

想いでつなごう！ おりがみアクション

だろう？」を見つけてみましょう。
そうすることで「いのちのつなが
り」が発見できるはずです。

私たちの暮らしは、地球上に住むたくさんの
生き物たちの恵みによって支えられています。
折り紙を通して地球のことを考え、
いのちのつながりを守ろうという活動の輪が今、
世界的に広がっているのをご存知ですか？

移動の手段を選ぼう！

「おりがみアクション」とは？

地球にやさしいスマートな移動ってど

風や大地に国境がないように、いのちは

プロジェクト。2010 年 10 月に名古屋で

自然の法則によってつながり合い、それ

開催された、生物多様性を守るための国

ぞれお互いに影響を受けながら存在して

際会議「COP10（コップ 10）
」のロゴが

います。この「いのちのつながり」は「生

折り紙だったことから始まりました。

物多様性」と呼ばれています。

生物多様性を守るための大切な約束が

「想いでつなごう！おりがみアクション」

話し合われた COP10 を忘れてしまわな

は、国際自然保護連合日本委員会が企

いために、折り紙で未来へのメッセージ

画したもので、折り紙でいろいろな生き

を残し、
世界中の想いをつないでいくネッ

物を折って、生物多様性について考える

トワークなのです。

生物多様性の危機
地球には 3,000 万から 1 億もの種類の
生き物が暮らしているといわれていま

飛行機や船、私たちの身の回りの乗
り物について調べてみよう。

人間だけではできないことを知ろう！
酸素をつくったり、土地を豊かにすることは人
間だけではできないこと。
「できない」
を知れば、
自然の大きさに気がつくことができますね。

1.00

ピードは自然本来の 1,000 倍にも及ん

でしょうか。気候が変化すること

エネルギーにも限りがあることを忘

で、食べ物の値 段にどんな影 響

れないで。ほかにもやさしい暮らしに

を与えるのか考えてみよう。

つながることを見つけよう。

0.90

「おりがみアクション」に参加しよう！

0.85

「おりがみアクション」は、ホームページに写真を投稿することで

ほ乳類

誰でも気軽に参加できます。どんな紙を使っても、どんなものを
折るのも自由。2020 年の自分、地球に向けたメッセージを書いて、

でいるそうです。

0.80

10 年後の未来へ想いを託してみましょう。
また、
「おりがみアクション」では、全国各地の環境イベントや生

両生類

レッドリスト指標：
線が下に向かうほど絶滅の可能性が
高くなります。1は「グループの中に絶
滅のおそれがある種がひとつもいな
い状態」、0は「グループ全ての種が
絶滅した状態」
を意味します。
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やさしい暮らしを意識しよう！
使っていない電気はスイッチ・オフ。

鳥類

に追い込まれています。IUCN（国際自
然保護連合）の調査によると、そのス

買い物をする前に考えよう！
同じ食品でも値段が違うのはなぜ

サンゴ

0.95

す。その生き物たちの多くが、これま
でになかったほどの勢いで絶滅の危機

んなこと？ バスや車、電車や自転車、

き物に関するイベントなどでワークショップを行っています。ぜひ、

0.75

ホームページでチェックしてみてくださいね！

「おりがみアクション」ホームページ http://www.cop10-origami.com/

0.70
1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010
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100年目の東京駅
変わり続ける「生きた駅」の歴史と今、未来
1914年12月20日。
東京・丸の内にレンガ積鉄骨造り3階建てルネッサンス様式の駅舎、
プラットホーム4面、着発線路8本を備えたターミナル駅が開業しました。
「東京駅」と名付けられたこの駅は、
一度は瓦礫に埋もれながらも、
開業から今まで日本の鉄道の要であり続けています。
2014年、東京駅は開業100周年を迎えました。

取材・撮影協力：東日本旅客鉃道株式会社／東京ステーションギャラリー
撮影：川島保彦

赤レンガと鉄路に刻む100年
近代日本の歴史を映す東京駅の記憶
東京駅が開業した1914年（大正3年）は、

1914年（大正3年）東京駅開業

第一次世界大戦が始まった年。
日本を含め世界が激動の渦の中へと突き進んでいく時代でした。
それから100年。東京駅は交通インフラを支える鉄道駅として、
日本の首都を象徴する玄関口として、さまざまな災害や歴史的事件、
社会の移り変わりに接してきました。

開業当時、中央線、京浜東北線の一部と山手
線はすでに電化されていました。
創建時に設置された円柱形の柱は、
2014 年（平
成 26 年）10 月現在、
まだ 5・6 番線ホームに残っ
ています。柱の下部には「M.44」の刻印があり、
開業前の 1911 年（明治 44 年）に製造されたも
のであることを示しています。

関東大震災直後の東京駅（中央区立京橋図書館所蔵）。

1923年（大正12年）関東大震災
9月1日午前11時58分。マグニチュード7.9の大地震が首都
圏を襲いました。東京駅はホームの上屋が倒壊したものの
丸の内駅舎に被害はありませんでした。
しかし、
その後都内
各所で大規模な火災が発生。東京駅は決死の消火活動
で焼失を免れましたが、有楽町駅や神田駅など13の駅が
焼失しました。
震災後の写真では、八重洲側が焼け野原になっていること
がわかります。

（左）開業当時の電車用ホーム（中央区立
京橋図書館所蔵）。
（上）現在の5・6番線ホーム。

1921年（大正10年）原敬首相遭難
1930年（昭和5年）浜口雄幸首相遭難
戦前の不穏な世相の中、東京駅では2件の首相襲
撃事件が起きました。原首相は丸の内南口の改札
近くで右胸部を刺され、
その場で絶命。浜口首相は、

20・21番線ホームにある東北新幹線0kmポスト。奥に停車して
いるのは上越新幹線のMAXとき。

特急「つばめ」号に乗るため第4ホームを歩いていた
ところを銃撃され、半年後に亡くなりました。

1964年（昭和39年）東海道新幹線開業
1991年（平成3年）東北新幹線東京駅延伸

高度経済成長期の1955年（昭和30年）頃の東京駅。

1953年（昭和28年）東京駅第6・7ホーム完成
中央通路付近、新幹線改札へ向かう階
段手前にある小さな印が、浜口首相遭
難場所。

１

東京駅 こぼ れ 話
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東京駅が建設された場所には、1902年
（明治35年）まで鍛冶橋監獄所という
刑務所がありました。

丸の内南口にある原首相遭難場所。壁
には事件の概要を記したプレートも設
置されています。

２

東京駅を設計した建築家・辰野金吾は
「日本には地震が多いから、煉 瓦や石

現在の東京駅には東海道線、山手線などの在来10路線に加え、
新幹線、東京メトロと合計17路線が乗り入れています。

戦後、高度経済成長期に入ると、東京駅では輸送力増強

東海道新幹線と東北新幹線、2つの列島を縦断する新幹線の起

のためのホーム増設が進みました。

点駅でもあり、全国へ延びる鉄道網の中心拠点となっています。

３

開業当時の東京駅の乗降口は丸の内
側にしかありませんでした。八重洲側に

４

1945年（昭和20年）5月26日、東京駅は
空襲を受け炎上しました。しかし翌日に

５

1958年（昭和33年）、東京駅を高層ビ
ルへ建替える案が発表されます。高層ビ

ばかりでは安心できぬ」と鉄骨レンガ造

駅舎ができたのは開業15年後の1929

は5本の列車を運行。翌々日には山手線

ルの先駆けとなる案でしたが、東海道新

りを採用しました。

年（昭和4年）です。

と京浜東北線の運行を再開しました。

幹線建設費がふくらみ中止されました。
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100年前の姿で生まれ変わる駅舎

東京ステーションギャラリー

使い続けるための保存と復原

丸の内駅舎の中にある美術館「東京ステーションギャラリー」
。ここでは、
駅舎を支える構造レンガをむき出しにした展示室や階段、創建時の鉄骨が

2012年（平成24年）10月1日、

のぞくミュージアムショップなど、歴史ある文化財としての丸の内駅舎を間

丸の内駅舎は戦災の爪痕を覆い隠していた戦後復旧の姿から、開業当時の姿へと復原されました。

近に見ることができます。

5年をかけて行われた復原工事は、創建時の駅舎を忠実に再現すると同時に、
駅としての安全性と機能性を徹底的に追求するものでもありました。

復原された丸の内駅舎
保存された丸の内駅舎のレンガは、駅構内から

丸の内駅舎は、2003 年（平成 15 年）に国の

も見ることができます。丸の内駅舎内から総武
線地下駅への主導線となっている階段の脇に

重要文化財指定を受けています。

は、
レンガを見られるようガラス張りになった場

重要文化財は建築基準法適用除外となります

所があります。

が、丸の内駅舎は「使い続ける文化財」として
例外的に耐震、耐火、避難に関する計画を策
定し、基準以上の安全性を確保しました。

2階展示室。
1988年（昭和63年）、東京ステー
ションギャラリーが 開設された際
に設置されたシャンデリア。駅舎を
彩った装飾品のひとつとして、復原
後再オープンしたギャラリーの階段
に設置されました。

南北ドーム上にある丸尖塔。解体調査の結果、4基の丸尖
塔のうち1基だけは保存可能な部位が多かったため、創建時

丸の内駅舎の外壁。2階までは創建時のままで

の素材のまま保存されました。

3階部分は復原されたもの。よく見ると色の違い
がわかります。
レンガの間で黒くなっている部分は、木レンガ。黒く
なっているのは、空襲の際に燃えて炭化したため。一
度は激しく炎上した丸の内駅舎の歴史を目の当たり
にできます。

東 京 ス テ ー シ ョン ギ ャラリ ー

アクセス：JR東京駅丸の内北口改札前
（東京駅丸の内赤煉瓦駅舎内）
開館時間：10時から18時まで
（金曜日は20時まで）休館日：月曜日
（祝日の場合は開館、翌火曜日休館）
Tel：03-3512-2485 Web：http://ejrcf.or.jp/gallery/
【 次回展覧会 】
東京駅開業百周年記念 東京駅100年の記憶
2014年12月13日—2015年3月1日まで
（1月2日金曜日は18時閉館）

丸の内駅舎南ドームのレリーフには、一部に石膏が黒くなっ
ている部分があります。これは創建時のオリジナルレリーフ。
ほとんどが空襲で焼け落ちていましたが、
わずかに残っていた

左が創建時のレンガ。右がそれに似せてつくら
丸の内駅舎南ドーム。

パーツを保存し、強化材を注入して復原に利用しました。

６
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復原工事の際、地下から大量の松杭が
掘り出されました。建物を支えるために

７

関東大震災を乗り越えた丸の内駅舎で
すが、現在求められる耐震性能には不

８

丸の内駅舎を保存しながら免震構造に
するため、地上部と地下部のわずかな

れた復原工事用のレンガ。

９

創建時、屋根を覆う天然スレートは、宮
城県産のものが使われました。復原工事

１０

東北縦貫線（上野東京ライン）が開通すると、宇都宮線（東北本
線）、高崎線、常磐線が東京駅へ乗り入れます。これらの路線が

埋められていたもので、100年経っても

足していたため、復原工事では免震化

隙間に免震層をつくる免震レトロフィッ

でもできるだけ国産のものを使用し、足

東京駅へ乗り入れるのは2度目。かつてつながっていた線路は、

ほとんど傷みのない状態でした。

工事を行い安全性を確保しました。

ト構造を取り入れています。

りない分はスペインから輸入しました。

東北新幹線の東京駅延伸工事の際に分断されました。
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次の100年へと延びる鉄路

シリーズ

進化する鉄道網の要

企業
レポ ー ト

3

環境保全

日産自動車株式会社追浜工場

青い海と緑を守る
自動車工場
かつて、大型機械や化学薬品をつくる工場は、環境破壊の象徴のように思われていました。
しかし、現代の工場は違います。
大切な環境資源を守るため、さまざまな技術や設備が導入されているのです。
神奈川県を発祥の地とするグローバル企業、日産自動車。
その主力工場であり、100％電気自動車の日産リーフを製造する追浜工場も、そのひとつ。
環境にやさしい自動車をつくる工場の、環境にやさしい取り組みをレポートします。

丸の内駅舎と在来線
の線路・新幹線ホー
ム。さらに奥に見える
白い屋根は、八重洲
口のグランルーフ。

作家の内田百閒は、日記文学『東京焼盡』の中で、空襲を受

そこには、鉄道会社や乗客だけでなく、駅舎や線路をつくる建

けた 5 日後の東京駅をこう書きました。

設業者、構内に店舗を構える飲食店、歴史や文化を残す芸術

「焼けた後の東京駅の惨状は筆舌の尽くす所にあらず。廃墟は
静まり落ちついてゐる筈だが、東京駅は未だ廃墟でもない。亡

家や研究者など、さまざまな人が関わってきました。
東京駅の進化は、これからも続きます。

びつつある途中である」

2015 年（平成 27 年）3 月には北陸新幹線が開業し、金沢・

廃墟といわれるほどの状態でありながら、しかしその時の東京

富山まで一直線につながります。

駅には列車が走っていました。

さらに上野駅とつながる東北縦貫線（上野東京ライン）が完成

東京駅は、交通インフラの要として社会とともに変わり続ける

し、首都圏交通網をより強固で便利なものとします。

「生きた駅」です。

東京駅は、次の 100 年へ向けて着実に進んでいるのです。

東 京 駅 開 業 1 0 0 周 年 関 連 イ ベ ント
101年目の出発式 2014年12月19日
東京 駅の姉 妹 駅であるオランダ・アムステルダム中央 駅とアメリカ・グランドセントラル駅 関 係 者を迎え、
101年目の出発式を行います。出発する列車は寝台特急「 富士 」。
この日だけの復活運転です。

東京駅グランルーフでイルミネーション 2014年12月1日〜2015年1月12日
未来を象徴する東京駅八重洲口のグランルーフにおいて、
“ Tok yo colors.”
をコンセプトにした壮大な
空間全体を生かしたイルミネーションを開催します。
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参考書籍・Web
『東京驛々史』東京南鉄道管理局、東洋館印刷所出版部 1973年
『東京焼盡』内田百閒、中央文庫 1978年
『東京駅の履歴書』辻聡、交通新聞社新書 2012年
『ディテール8月号別冊 近代建築を使い続けるためのデザイン
東京駅丸の内駅舎 保存・復原の記録』監修：東日本旅客鉃道
編集：ジェイアール東日本建築設計事務所、彰国社 2014年

撮影：中野正貴

東京開業100周年 http://www.tokyostationcity.com/100years/

19

世界のクルマづくりを支えるマザー工場

青い海へ注ぐ工場のきれいな水

日産自動車は 1933 年（昭和 8 年）
、神

工場で使用した水は、廃水として海や川へ

追浜工場の総合水処理センターは、操業

奈川県 横 浜市で 創業しました。以 来、

放出されます。公害が大きな社会問題だっ

当時から稼働しています。しかし、その処

日本の自動車産業の礎を築くとともに世

た時代、工場廃水といえば汚く嫌な臭い

理内容は当時と同じではありません。たと

界へ進出し、
アメリカ、
メキシコ、
イギリス、

のするものでした。

えば、廃水中の汚染物質や臭気を除去す

スペインをはじめアジアや南米など世界

追浜工場でも、廃水の一部を海へ放出し

る活性 炭処 理は 1991 年（平成 3 年）に

中に生産拠点を設けるグローバル企業

ています。
しかし、
周囲の海は透明度が高く、

追 加導入したもの。廃水から分離した汚

へ発展しました。

のぞきこめば岩陰に隠れる魚が見えるほど

泥をセメント材料としてリサイクルし始めた

グローバル企業となった今も、創業の

きれいです。
これは、
高度な廃水処理を行っ

のは、2007 年（平成 19 年）です。また、

地である神奈川には本社と主力生産拠

ている証。追浜工場では、製造工程で出

海外には日本以上に排水基準が厳しい国

点がおかれています。1961 年（昭和 36

た廃水は、全て工場内の総合水処理セン

もあります。インドでは工場から一切水を

処理途中の水の比較。左から右へ処理を進めるご

年）横須賀市につくられた追浜工場は、

ターで処理してから放出・再利用されます。

出してはいけないという規定があり、廃水

とに透明度が増し、放出する段階では見た目には

日本初の本格的乗用車組立工場。現在

特にたくさんの水を必要とする上に汚れが

は全て工場内で再利用しています。このよ

は日産リーフ、ジューク、キューブ、シル

強い塗装工程で使用した水は、組立やプ

うな海外工場の技術・取り組みも参考にし

フィの 4 車種を製造しています。さらに、

レス工程で使った水とは別の処理工程を

て、追浜工場の環境施設はこれからも進

車両を運ぶコンテナ船が停泊する専用

設け、徹底的に汚れを除去しています。

化していきます。

水道水と区別がつかないほど。

埠頭、試乗会などを実施しているテスト
コース「グランドライブ」
、5 〜 10 年先
の技術を研究する総合研究所、トップ
クラスの品質と生産性を生み出す人財を
育てるグローバルトレーニングセンター
を併設。人と技術とクルマを送り出す日
産自動車のマザー工場として、世界のク
ルマづくりを支えています。
追浜工場は、海だけでなく住宅街や学
校からも近い、地域の人々の暮らしのす
ぐそばにある工場です。このため、環境
保全や地域交流にも長年取り組んでき
ました。環境活動のスローガンは「青い
海と緑豊かな追浜の自然環境を守り育
てよう」
。海に囲まれた工場らしいスロー
ガンです。
（写真上）海へ放出する水で飼育しているメダカ。
（写真下）放水口の目の前にある野島。爽やかな海
風が気持ち良い釣場として人気。

働く人にもやさしい工場
追浜工場の製造現場では、現在約 40 名の女性が働いて
います。
重い大きな部品や力のいる作業が多い現場は、長年男性
の職場と考えられてきましたが、追浜工場は製造工程や設
備の工夫などで誰もが働きやすい現場を実現しました。重
い部品を持ち上げるサポートアーム、たくさんの部品を製
造工程にあわせて運ぶ AGV（Auto Guided Vehicle）な
どにより、女性や中高年の方々も知識や技能を生かして活
躍しています。
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（上）総合水処理センターの浄水設備。
（左下）各所に設置した計測器を監視する設備。

水から分離した汚泥。乾燥させ、
コンクリートの原

（右下）微生物の力で浄化中の廃水。

料としてリサイクルします。
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読者プレゼント
読者アンケートにお答えいただいた方の中から、
抽選で素敵な賞品をプレゼントいたします。
同封のハガキに必要事項をご記入の上ご応募ください。

締切：2015 年 1月 30日 (金) 必着

A 『おいしく折ろう 食育おりがみ』
食べ物をモチーフにしたかわいい折り紙！

今号の特集に登場した「食育折り紙」。70種類もの身近な
食べ物の折り方を紹介した本をプレゼントします。小さなお
子さんからおじいちゃん・おばあちゃんまで、年代を超えて折
り紙を楽しみましょう。

従業員と家族がつくり育てた「追浜ふるさとの森」
追浜工場の一角に、高い木と草が生い茂

森」が誕生したのは法律制定よりも前のこ

る緑の森があります。23,000m2 の広さに

と。時代の一歩先を行く、先進的な取り

約 2 万本の木が並ぶそこは、
「追浜ふるさ

組みだったのです。

との森 」
。1985 年（昭 和 60 年）に追 浜

追浜工場を含め日産自動車の工場は、従

工場の従業員とその家族が植樹したもの

業員一人ひとりが資源と環境を大切にし、

で、地域の環境保全を目的に育てられまし

環境課題に誠実に取り組む「シンシア・エ

た。追浜の自然な環境を残すため、クズ、

コプラント（Sincere Eco-Plant）
」を目指

シイ、シラカシ、クスノキなど潜在植生と

しています。この理念をもとに、追浜工場

5名様にプレゼント
B

素敵な本との出会いに

全国共通図書カード 3,000円分

本との出会いは、豊かな心を育てるきっかけとなります。家族
みんなで本屋さんにお出掛けすれば、思いがけない素敵な

いわれる植物が植えられています。

では植樹以外にも細かい省エネ活動やゴ

工場内の緑地と聞くと、
「今時、珍しくない

ミの分別などに地道に取り組んでいます。

出会いがあるかも。図書カードでぜひ心に残る一冊を見つ

のでは」と思う人もいるでしょう。工場立

追浜工場は大きな設備やシステムだけでな

けてください。

地法により一定の緑地を設けることが工場

く、そこで働く一人ひとりの想いと努力に

に求められて以来、工場と緑地はセットに

よって、青い海と緑に囲まれた工場として

なったからです。しかし、
「追浜ふるさとの

稼働し続けてきたのです。

鬱蒼とした森の中。
できるだけ手を入れず

3 名様にプレゼント

に、自然のままの状態を保持するよう配慮
しています。

※お寄せいただいた個人情報は弊社の個人情報保護規定に則って厳正に管理いたします。

工場見学に出かけよう

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

追浜工場では、
製造現場を間近に見ることができる工場見学を、
創業間もない1963 年
（昭和 38 年）
から実施しています。通常の工場見学に加え、夏休み期間中などには親子で楽しめる環境勉強会
も行っており、ものづくりや環境対策を楽しみながら学べる機会を積極的に提供しています。
※工場見学についての詳細はホームページでご確認ください。

WEB サイトのご紹介
2014 年 12 月 6 日発行
サスコムでは、地域を、
社会を、いっしょに考え

日産自動車追浜工場
所在地：神奈川県横須賀市夏島町 1
ホームページ：http://nissan.co.jp/
INFO/FACTORY/OPPAMA

発行人

後藤卓

編集・デザイン 株式会社サステナビリティ・コミュニケーション・ハブ
〒162-0831東京都新宿区横寺町24-3 クレール神楽坂202
撮影

川島保彦、中田誠、中野正貴

ションサイトを公開して
います。皆様の貴重な
体験、
ご意見、
ご感想を
ぜひお聞かせください。
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（株）サステナビリティ・コミュニケーション・ハブまでご連絡ください。
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