土木学会の動きから
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100周年事業実行委員会

創立100周年事業推進のため、
2012年 月に設置された有期の委員会

特殊切手「土木学会創立100周年」
デザイン検討経緯について
１００周年記念切手デザインチーム

く、切手に関する常識を知るところか
ら開始した。大変小さな紙面の中での
切手デザインはきわめて制約が大きい
こと、切手購入者の 割は女性であり、
女性に響くデザインでなければならな
いことを重要な点として確認した。
これを受けてタスクチームは二つの
デザインの方向性を提案した。一つは
この100年の代表的な土木事業を紹

よ り 特 殊 切 手「 土 木 学 会 創 立100
あり、土木学会100周年事業推進室

技術政策総合研究所、現京都大学）で

土木事業と異なる切手デザインにつ

ムが協働してデザイン検討を進めた。

玉木明氏であり、玉木氏とタスクチー

日本郵便の担当は切手デザイナーの

福島氏の発案による。

すものである。後者はタスクチームの

的に示し、人の暮らしとの関わりを示

介するもの、もう一つは土木が担う守

周年」が発行された。これは土木学会
の支援を受けて活動した。
いては学会側にまったくノウハウがな

翌 月までの短期間に企画・図案制作
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を行った。本稿ではその経過とデザイ
ン趣旨について報告する。

検討の経過
検討体制
本切手デザインの検討のため、藤野
陽三 100周年事業実行委員長直轄
の特別タスクチームとして「100周
年記念切手デザインチーム」が置かれ

であることが判明した。さらにそれら

たところ、きわめて判断が難しい作業

要がある。試行的に選定作業をしてみ

協議時にタスクチームメンバーが持

描いてもらうか、ということになる。

すく見せる絵とはどんなもので、誰に

次は「土木の守備範囲」をわかりや

する「仕様書」を作成した（表 ）。先

成を参考に、図案に描き込む内容に関

そこで、
『土木工学ハンドブック』の構

の主たる領域を網羅する必要がある。

である以上、その図案の中で土木工学

土木学会創立100周年記念の切手

らに着彩を施した後、玉木氏が引き取

完成したのが、図１の線画である。さ

た。こうした修正の結果、２月中旬に

常識から大きく外れないよう留意し

に即したものではないにせよ、土木の

い、という指摘もあった。完全に現実

いた船が大きすぎて、港外に出られな

を「女性に響くデザイン」にできるか、

に述べた松﨑氏への電話打診は 月

は、趣旨が明快で、切手シート全体で

一方、
「土木の守備範囲」について

行、1993年）の表紙（図 ）が玉木

路八十八景﹄
（（財）高速道路調査会発

スト、その他の資料の中から﹃高速道

には最終案に近い縦構図の素案が完成

でにスケッチをいただき（図 ）、 日
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し、２月末には切手としてのデザイン
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議室から電話で松﨑氏

になった。土木学会の会

けるだろう、ということ

めた絵を描いていただ

に土木の仕事をちりば

図に近い雰囲気の絵柄

松﨑さんならこの鳥瞰

ト）によるものである。

氏（大日本コンサルタン

フェロー会員の松﨑喬

島を描いた図案は、本会

いた。たとえば駅の延長や高架構造物

チーム以外の専門の方にご協力いただ

がないかを確認した。これにはタスク

ときに看過できないほどおかしな点

同時に、土木技術者がこの切手を見た

移動や追加、変更、除去などを行った。

成立するかどうか等を確認し、要素の

手として切り離したときに絵として

バランスや歪みの補正、一枚一枚の切

チェックである。全体の構図としての

証・修正を加えた。まず絵としての

この素案に対して二つの面から検

を描け、前に描いた『高速道路八十八

記念切手を発行する、ついては原画

いた。土木学会100周年にあたって

うに福井先生から正式のメールが届

正月明け早々、暮れの電話を追うよ

松﨑氏による文章である。

ただくことを依頼した。本稿の後半は

原画に込めた土木への思いを語ってい

原画描画を依頼した松﨑喬氏には、

に原画作成を打診した

の構成、線路の曲率、描かれた平野に

ことのおこり

原画作成者・
松﨑喬氏の思い

（ここまで文責：福井恒明）

ところ、快くお引き受け

景』のカバー（図 ）のノリで、 ほど
いただいた。

対する川の規模、空港の施設配置、海
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の土木構造物を景色に納めろ。原案を
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浜の砂の付き方等。デフォルメして描

した。

一枚の絵となり、これまでにない切手

線路、駅、列車
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まちなかの整備、都市と郊外のメ
リハリをつけるイメージ

氏の目にとまった。鳥瞰図風に日本列

道

河川整備されつつも地域との連携
がとれている

鉄

河川から引かれた用水と一体に
なっているイメージ
整備された圃場
土地改良

風力発電はできれば山岳より洋上

路

り、修正を加えて文字等をレイアウト

ちこんだ大量の土木関連図面集、イラ
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日、説明に伺った 月 日の時点です
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地形を尊重、切盛土最小限

となる可能性があると評価され、この
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という点も困難が予想された。

た。メンバーは福井恒明（法政大学）、

備範囲の広さを 枚のイラストで模式

100周年記念事業の一環として企画

切手デザインの要件と方向性

図案の作成

福島秀哉（東京大学）、木村優介（国土

されたものであり、そのデザインにつ

方向でデザインを進めることで合意
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「代表的土木事業紹介」は、学会の

100周年を俯瞰するために時間・空
した。

特 殊切手「土木学会創立100周年」図案の着彩前
線画（松﨑喬氏提供，日本郵便（株）協力）
図1
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間・ジャンル・工法などのバランスを

どんな絵を描くか、誰が描くか

2014年 月 日、日本郵便（株）
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切手原画の「仕様書」
表1
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図2 『高速道路八十八景』カバー絵

提出。 月発売なら時間はたっぷりあ

月のうちに揉んで、 月半ばに原画
2

日本郵便です、手続きと作業に途轍も
ない時間が掛かると言う。しかし、何、
適当な地形をつくる、それなら何時も
やっている、簡単だと、気軽、能天気
に引き受けました。

切手の構成・構図
まず、取扱いに困ったのは地下の構
造物。描くのは別に問題ないが、全体
が説明調になって、切手を見ても楽し
くないだろう。それで地下は勘弁して
もらいました。当初は、図を描く視点・
視野として、また、私の力量・労力的

凡で、どうにも面白くない。描いてい

物を収めることは困難だし、第一、平

みると、その範囲に幾つもの土木構造

が無難だろうと、始めました。描いて

のことと、海岸線が通るように陸地を

てバランスが悪い。それならばいっそ

どを描きましたが、構図的に頭が重く

落の環境保全のために道路の付替えな

当初は上方の全幅を陸地にして、集

走路の真中だと言われ、なるほどそう

トになる海の近くに描き、管制塔は滑

た。また、航空管制塔を景色のポイン

の上に砂つきの形を示してもらいまし

だきました。適当に描いていた海岸線

いは間接的にいろいろなご意見をいた

先生はじめ、多くの方々から直接ある

て面白くないものを、切手を使う人が
カットしました。

ました。

楽しんでもらえるはずがない（図 ）。

に５枚の切手を横につなげて描く程度

当初の５枚綴り案・3案

そう思っていたら、切手シートは縦

切手になった後、どこを描いたのか
の形も見た目本位でカーブをきつくし

に決まっていると移設しました。ダム

すべか

と聞かれます。それほど都合の良い地

たが、あり得る素直な形にしました。

つぶや

が普通なんだがなあ、と日本郵便の玉
形などおいそれとはない。須らく都合

田圃を通る鉄道が地域を分断すること

たんぼ

木さんが呟きました。たまに縦長の構
良く描いた架空の出鱈目です。

を回避するために高架にしておいたの

福井先生には何かと助けられまし

こだわりもあります。トンネルは面

で た ら め

図でスケッチもしていたから（図 ）、

切手のディテール

つきおかよしとく

の縦繋ぎの浮世絵版画がヒントです。
た。忙しいなか、適切な指摘を貰い、

壁をやめてすっきりさせました。道路

できないことはない、それは月岡芳年

高い視点から神が見る景色をと、わが
資料提供を願ったりもしました。福島

も、一般的な盛土に訂正しました。

身の丈も考えずに、 枚綴りに挑戦し

れを鉄道の橋障りに活用しています。

すが、既存木を保存するためです。そ

ています。お叱りを受けそうな形で

もらうと田圃の用水路がクランクし

い、自然に還しています。詳細に見て

の切盛土は地形に馴染ませて緑で覆

て、調整によって少々軽い色になって

のですが、日本郵便の方針にしたがっ

さわしくない、と少々重い色を使った

ば、最近の切手は軽い、重厚な土木にふ

然、私の原画は手描きです。なお言え

コンピュータは便利です。ただし、当

派手にしたいと、色を加えたようです。

藤野先生から言われ、ホッとしました。

最終的に、デザインもユニークだと

の人びとでこれが創れたこと、です。

ストレータなどに頼らず、土木のなか

何より良かったと思ったのは、イラ

を建て、水力発電所を描いたのは、自

策路を勝手に加えています、それも臆

やる以上我儘もありと、段々畑と散

は劇が成り立たないし、大道具が役者

の生物が脇役。大道具が舞台を壊して

と、そこで演じる役者は人が主役で他

大道具でしょう。人間本位で考える

言っています、誰が描いたかは問題で

明治生まれの仏画師の鈴木空如が

なものです。

したのか、なぜに偉いのか、いい加減

有名性は無意味です。何が人を著名に

地形と植生が舞台で、土木は舞台の

控え目ということ

ちゃんと考えたところもあります。原
しまいました。ちょっと残念です。

然・社会に対する提言です。ついでに

面もなく前景に。散策路は丘を上って

を喰っても劇が成立たない。大道具は

はない、描かれた仏が重要で、描いた

れで十分だと。それで思い出しました

わがまま

蛇足、岩が毅立する小島を描いて、そ

段々畑を横切り、毅然と立つ大木の根

ほどを弁えて舞台を生かし、役者を盛

人は忘れられ、有難い仏画が残る、そ
切手の上部に描いた白日の下、地形

が、大乗仏教の国ブータンでも、最も

おく

うした所には神が宿るのが日本の文

方を通って高みに出ます。そこから広

り立てる、このほどほどが肝腎です。

上に現れた自然と人為が織りなす平凡

格の高い仕事とされている仏画描き

めん

化だよなあ、と島の窪みに祠を置き、

い景色が見晴らせ、心地良い風が吹き

で見馴れた気安い景色。必然のものを

が、やはり無名で黙々と仕事をしてい

もほしいという注文があって、描込み

抜ける筈です。

当たり前に収めるのが土木ですから、

ます（写真 ）。

と、と言われ、潔く撤去しました。

原画を描いて、工期前に仕上げて提

自然に馴染んだ土木の景色、それを楽

切手の、長さにして 倍の大きさで

原画を描いてみて

ました。しかし描いた後、文字との関係

出。勝手に描けばよいから結構楽しい

玉木さんには田圃で作業している人

で人の収まりが悪く、玉木さんが画面

ばかりの作業で、何、軽いもんです。

仏画に限らず、芸術一般、また、そ

モノを良いと思う。世の中、そうした

成果だから、偉い人が言うから、その

でモノを評価する。著名な人がやった

す。自分の目に自信がないと、有名性

この仕事での無名性に満足していま

良くしています。

描けた、そのことにちょっぴり気分を

もって切手にさり気ない土木の景色が

ノにあります。その意味で、無名性を

造った人にあるのではなく造られたモ

て、建築、土木もしかり、その良否は、

うしたものでなくとも、社会のすべ

風潮が幅を利かしていますが、そんな

無名性ということ

しんでもらえれば勿怪の幸いです。

もっけ

上で人を移動しました。住宅の屋根も

ほこら

海中に鳥居を据えたが、これはちょっ

はしざわ

子力発電所はやめて、風力発電の風車

るのにと思ったが、何せ大きな組織の
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縦構図のスケッチ（元陽）
図4
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図3
ブータンの曼荼羅（ティ
ンプーのシムトカゾン）
写真1
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