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特集

1

金属サイディング と リノベーション

狭小敷地における建物蘇生
―

その1

表面材に塗装ガルバリウム鋼板を使用した
※
金属サイディング を用いたリノベーションの事例より

―

東京、特に戦前から続く都心部の住宅地でみられる狭小敷地では家屋の改装・改築だけでなく建替えすら
困難な実情がある。その要因は土地の細分化により生じた敷地形状の変化、密集市街地の住宅地にみられる
隣家との壁面距離、接道問題等、都市部ならではの実態が挙げられる。
そこで今号と次号に渡って、リノベーション2事例を取り上げ、都市部の狭小敷地の改装・改築における
空間の提案と金属サイディング表面材としての塗装ガリバリウム鋼板の可能性を検討したい。
東洋大学理工学部建築学科 非常勤講師
株式会社スタジオコンボ 代表・一級建築士

茂呂 大輔

※本特集では以下文中の
「金属サイディング」
は、
表面材に塗装ガルバリウム鋼板を使用した金属サイディングとします。

■ 金属サイディングとは
金属サイディングは、柄付けされた金属板と断熱効果のある裏打材
によって構成された外壁材です。
一貫した製造ラインで工場生産され、仕上がりが均一、塗装仕上げが
不要で、軽量で断熱性に優れ、省エネ効果があります。

芯材

裏面材
表面材

（日本金属サイディング工業会ホームページより）

事例 1

接道義務を満たさない狭小敷地

― 東京都文京区弥生（図1）―
はじめの事例は東京都文京区にある戦前に建てられた住宅である。
この敷地は東京大学本郷キャンパスの裏手にあり、元々は戦前に建てられた木造2階建て
の風呂小屋が庭に離れとしてある古い間取りの住宅で、外壁には木目調の塗装を施され
た金属板が張られていた
（写真1）。
今回の依頼主はこの家を両親から引き継いだ若い夫婦で、
「今の暮らしに合わせたい」
と
いう要望からリノベーションを行った
（写真2）。
図1：対象地周辺住宅地図

写真1：改装前の外観
FineSteel 01

写真2：改装後の外観

特殊な敷地事情
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この住宅は、敷地の形状により建て替えができない事例である。建物自体は前面道路とな
る公道から奥まった位置にある。正確な年代は定かではないが50年以上前に公道に接す
る敷地部分に他人の住宅が建てられ、現在ではその土地の所有権も他人名義になってい
る。今回、
リノベーションを行った対象建物の敷地の公道との接道部分は2ｍを越えている
ものの、敷地の中に入ると奥行8ｍ、幅員1ｍそこそこに狭くなり“人が一人やっと通ること
のできる通路”が玄関アプローチとなっている
（図２）
（写真3，4）。
この事例のように玄関へ
のアプローチが２ｍ未満となっている場合、建築基準法上、建物の建替えができない。
その
ため、
この場所で今の生活に合わせた住宅に更新するためには、既存の住宅をリノベー
ションで活かす方法が最善策となった。
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図2：建物配置図

写真3：改装前の玄関

写真4：玄関アプローチ

リノベーションの検討
まずリノベーションをするにあたり、外壁と内部空間の両方の側面から検討した。

外壁工事 ―
■外壁材の検討
都市部の狭小敷地の住空間は
「内部の空間構成」
に着目されやすいが、実はそれ以上に頭を悩ませるのは外壁工事である。
この事例で
撮影 ： 川村 剛弘
は、特に前面道路から狭いアプローチを経由する建材搬入が課題となった。前面道路から建物へのアクセスは、前段で述べたように、
お
よそ幅員1ｍ、奥行８ｍという隙間のような細道であり、
この細道を運びやすい建築材料を選定することが必須であった。
さらに既存の構
造体をそのまま再利用することから、外壁材は軽量な素材であること、
また、密集住宅地であることから、周辺環境に馴染みやすいデザイ
ンであること、
防火性能や断熱性など、通常の外壁に必要な性能を求めることも検討の要素に挙げられた。

■金属サイディングを選定した理由
外壁材を検討していく中で、
すべての条件に対応できる建材として、
金属サイディングが最適であるという結論に至った。
その理由は下記の通りである。
❶運搬・搬入のしやすさ
敷地形状から、人力で搬入しやすい建材でなければなら
なかった。
→ 製造ラインで工場生産されるため、現場では組み立て施工
だけでよく、薄く軽いシンプルな建材であることから、狭い
通路での運搬・搬入がしやすい、
という利点がある。

❷豊富なデザイン
周囲を隣地で囲まれた敷地であることから周囲に馴染む
デザインにしたいと考えた。
→ 多彩な色が用意されている他、石柄、
レンガ・タイル柄、木
調柄、塗り壁調柄、
メタル調柄などデザインが豊富であり、
周辺環境に馴染みやすいデザインを選べる利点がある。

❸メンテナンス性
住まい手の負担を考えると長期間メンテナンスの必要
がない外壁材がよいと考えた。
→ 耐食性を高めたガルバリウム鋼板の表面材に焼付塗装し
ているため、紫外線や風雨の影響を比較的受けにくく、
耐久性に優れた建材である。

❹性能
運搬・搬入のしやすさと同じように、外壁工事での現場
での施工性を考慮した。
→ めっき、塗装された表面材のガルバリウム鋼板は不燃材と
して認定を受けており、金属サイディングには防火材料や
防火構造の認定品があり、
現場での組み立ても容易である。

以上の理由から金属サイディングを外壁材として使用することとした。
FineSteel 02

内装 工事 ―
内装については、都心部で特徴的な周囲を隣地に囲まれた敷地で住みやすさを追求することをテーマとした。
さらに依頼主の“子どもの頃
から育った家に対する思い”と“これから夫婦二人で生活していく希望”が実現できる空間とするためのポイントは以下の通りである。

■Sustainability
（持続可能性）
このリノベーションにおいて重視した点は“元の構造体を活かす”ことだった。
この住宅は在来工法の木造二階建てであった。
当時の家主
（依頼主の父）
の親戚であった大工が施工したもので写真の梁からもわかるが、
この規模の住宅や昨今建設されている住宅では使用
されることは殆どないであろう良質な木材が構造材として使用されていた（写真5，6）。
そこで今回は敢えて構造材には手を付けず、
当時からの部材を活かすことでコスト削減にも繋がるサステナビリティなリノベーションを試みた。

■Utility（有用性）
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図３：1F平面図

㞄ᐙ

図４：2F平面図

撮影 ： 川村 剛弘

写真７：2Fリビングルーム
（左手が寝室に続く廊下）
FineSteel 03
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次に有用性として、周囲をほぼ隣地に
囲まれている敷地の性質から、空間や
設備を効率的に用いることで、使いや
すく住みやすい住空間を提案した。
まず、夫婦二人の住まいであることか
ら空間の目的を明確にすることにした。
例えば、1階はダイニング・キッチンや
バスルームなどの水回り空間をまとめ
た動的な生活空間、2階は静的な生
活 空 間であるベッドルームとリビン
ルームを配置し、上下階で動と静の生
活を分けることで、
日常生活上での空
間の使いやすさ追求した。
さらに1階
を作業空間、2階を寛ぎの空間として、
空間の性質を分けることにより、住み
やすさを創出した
（図３，
４、写真7，8）。

写真６：2F解体中
（良質な木材が使用された構造材）

Ỉ໙㓄

写真5：１F解体中（良質な木材が使用された構造体）

撮影 ： 川村 剛弘

写真８：2F寝室
（左がトイレ、右が押し入れ）

■Comfortability
（快適性）
快適性については住環境面と住生活面について考慮した。
はじめに住環境面については、既存の窓の上に新たに窓を設
けることにより、開口面積を増やし、従前よりも通風や採光の
効率を上げて快適性を高めた
（写真９，
１０）。

写真９：改修前の開口部

写真１０：左側には既存の窓の上に開口部を設け、右側にも窓を設けた

また、住生活面については、空間を機能別にコンパクトにまとめることで、快適性の
向上を検討した。
例えば、従前は離れとして浴室があった部分に1階の洗面所から繋がるウッドデッキ
を新設し、物干しスペースとして活用することで、洗濯→干す、
という一連の作業が
フロアの連続性により効率的になるよう配慮した（写真１１，1２，1３，1４）。
ダイニング・キッチンについては、調理→食事、
という空間と行動の連続性だけでは
なく、冷蔵庫とパントリーをコンロから離して配置することで、掃除のしやすさなど、
家事の効率性を試みている
（写真1５，1６）。
写真１１：改修前の別棟の風呂

写真1２：改装後のウッドデッキ

写真1５：改装後のダイニング・キッチン

写真1３：改装後の洗面所・浴室

写真1４：洗面所から続くウッドデッキ

写真1６：キッチンは右から、
コンロ→シンク→半分仕切られたパントリーと連続する

次号（２０２２年冬号：１月２５日発行）
では、狭い隣棟間隔の住宅のリノベーション例を紹介し、
リフォーム材として
だけでなく新築物件の外装材として使用される金属サイディング・塗装ガルバリウム鋼板の魅力も紹介します。

FineSteel 04

特集

2

塗装溶融亜鉛系めっき鋼板のクロメート材と
クロメートフリー材の耐食性比較
1

試験場
一般財団法人日本ウエザリングテストセンター

2

試験片
大きさ

150mm ݳ70〜75mm ݳ0.27〜0.35mm

数 量

Cr材６種 ݳ１水準 ݳ各２枚・計１２枚（幅75mmݳ８枚、
70mmݳ４枚）
CF材６種 ݳ１水準 ݳ各２枚・計１２枚（

3

同

）

合計２４枚

試験方法
JIS Z 2371（塩水噴霧試験方法）
の中性塩水噴霧試験に準拠した。

4

試験時間
1000時間

5

試験前加工
試験片24枚に対し、
シールを端面・裏面に貼りつけた。

6

評価方法
250時間ごとにイオン交換水による洗浄を行い、乾燥後にデジタルカメラで撮影した。
錆の発生度等についてはJIS Z 2371（塩水噴霧試験方法）の附属書JC規定のレイティングナンバ方法により
評価した。

写真1. SST試験槽内
FineSteel 05

建材薄板技術・普及委員会 基礎技術分科会では昨年、亜鉛めっき鋼板（無塗装）の化成処理におけるクロメート
（Cr）処理鋼板とクロメートフリー
（CF）処理鋼板のSSTによる比較試験を実施しているが、今般は2023年度
の塗装亜鉛めっき鋼板のJISの改正に向けて、外装建材として広く使用されている塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板(GLカラー鋼板)でのCr材及びCF材によるSST比較試験を実施した。
詳細は次のとおり。

7

ＳＳＴ1000時間後の試験体の写真とレイティングナンバ評価

A社

B社

C社

クロメート
フリー材

レイティングNo.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

クロメート材

レイティングNo.

写真2. SST1000時間後の試験体
※ ❶ レイティングナンバ１０は、
肉眼で識別出来ない腐食を示し、
レイティングナンバ０は、腐食欠陥の最大値を示す。
❷ 端面から生じた腐食欠陥は評価から除く。
❸ 各種2枚試験（全24枚）
を行なった内の各種1枚（12枚）
を掲載した。

ま と め
塩水噴霧試験（SST）1000時間の結果、塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板（GL
カラー鋼板）のクロメートフリー材とクロメート材のいずれにも腐食は認められず十分な耐食性を
有することが分かりました。

FineSteel 06

ファインスチール
を使った

建築 338
設計例

（撮影：写真はすべて、
中村絵氏撮影

床と光の家
住む ＋ たのしむ ＝ 家族の笑顔

―

設計：高池 葉子／高池葉子建築設計事務所
）

床と光の家 は都心から電車で１

は外からの視線と防犯上の観点から

実は高池氏の自邸がヒントになったも

時 間 以 内 に 位 置 する千 葉 県 の

「プライバシーの確保と充実した収納

ので、今回の設計を依頼したもうひと

ニュータウンにある。駅前はショッピン

スペース」
であった。
この
「ワンルーム」
と

つの理由でもあった。
そして課題であ

グモールや映画館などの施設が充実

「プライバシーの確保」
という、
相反した

る
「ワンルーム」
と
「プライバシーの確

し、
また敷地は駅から徒歩１０分以内

希望を同時に叶えられる空間を提案

保」
を叶えるポイントは夫と妻の共通

という生活のしやすい立地にある。

することが課題であった。

点をみつけることで、
それは
「子ども」

施主は都心に勤務する会社員の

「住環境」
「家具」
だった。

夫、専業主婦の妻と就学前の長男の

ところで高池氏の自邸は古いマン

３人家族だ。施主の妻は、設計した建

ションの一室をリノベーションした際に

築家の高池氏とは学生時代からの

壁をすべて取り払い、 家 具 で仕

友人である。それが今回依頼した理

切って間取りを構成している広いワン

由のひとつである。
自邸を建てるにあ

ルームだという。数年前にここを訪れ

プランニングの検討では「家具」
を

たり施主自身の希望は
「家全体がワン

たことのある施主がイメージした「家

「床」
に置き換える、つまり
「床」
を収納

ルームのような空間」、一方妻の希望

全体がワンルームのような空間」
とは

スペースという
「家具」にすることで

FineSteel 07

空間メージの展開
−「家具」
とプランニング −

南西側上空から建物全体を見る。

−「解かれた」空間 −
空間を
「解く
（ほどく）
＝巻き上げる」

実際の施工は苦労したという。現場
では図面と検討用の模型を読み解

とはどういうことか？それは
「床」
を垂直

き、時には模型を壊しながら施工を

方向にずらし６層の床の段差を創出

進めた。
「 工務店の理解と協力と努

することだった。
そしてこの垂直方向

力なしにはこの家は完成しなかった」

に生まれた段差により床には見せる

と高池氏は話してくれた。

「収納スペース」、つまり
「家具」
として
の機能が加わり、
さらに高さをずらす

モノの見え方

ことにより独立した空間（部屋）
が生ま
れた。間仕切りのない
「家全体がワン

もうひとつ特徴的なこと、
それはこの

ルーム」の空間は、
このように床を垂

家の内部空間は細やかで視覚的な

直方向にずらすことで実現した。

デザインの仕掛けが隠されていることだ。

− 空間イメージと施工 −

− 真壁 −

一方で所謂ステップフロアとして計

この家の内部空間の写真を見ると垂

画された空間ではなく、
イメージから

直方向に伸びる柱と水平方向に伸び

垂直方向にプランニングをした図面は

る梁が印象的だ。
この真壁造りにより

垂直方向の間仕切りのない
「家全体
のワンルーム」
にできると考えた。次に
「プライバシーの確保」への対応とし
て空間が内側に広がるような
「中庭
案」
「分棟案」
「田の字プラン」など
様々なプランを提案した。その中で
施主夫妻が興味を示したのが「田の
字プラン」であった。
ここからどのよう
に家具（床）
で仕切られたワンルーム
が展開されていくのだろうか…。
そこで
高池氏は
「田の字プラン」
をベースに
「田の字」
を構成する壁を全て取り
払い、空間を
「解く
（ほどく）
＝巻き上
げる」
ことを試みた。

断面詳細図
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ダイニングから土間をはさんでリビングを見る。

「床」
がより強調され、
それぞれ高さの

105ｍｍの柱の幅に合わせて柱にス

活において多様性のある空間として

違う水平方向の床の不規則な隙間は

ポットライトが付けられており、それが

の面白さを知った。
そこで1階は玄関

「通風と採光と視線」
の抜けとなった。

小さな灯（あかり）
となって室内全体に

から続く空間を土間にした。

後ほど紹介するがさらにもう一つこの

点在して光が広がっていくようになっ

この家ではこの土間を中心に外と

家に 思わぬ効果 をもたらした。

ている。
もちろんスポットライトだけでは

のつながりのある生活が始まった。土

足りない部分には目立たないように間

間と外を繋ぐ部屋は子どもの遊び場

接照明も採り入れている。

であり、庭に出られるようになってい

こうした内部空間の 抜け により
「通
風と採光」
が確保され外壁側の開口部
を少なくすることができた。
そして外壁材

この光の広がりこそ、先ほど〝思わ

る。
この庭の低木は造園家の提案で

に中空ポリカーボネート板を使用するこ

ぬ効果〟
と記述したその回答である。

施主家族と高池氏の事務所の学生

とで採光を確保しつつ外からの視線を

この家の照明を初めて点けた時に照

インターン等が自由に植えた。
その際

遮り
「プライバシーの確保」
を実現した。

明デザイナーが口にした言葉は「光

に大人が悩む中で幼い施主の息子は

− 接合部 −

が回る家」
だった。
この家の部材の構

嬉々として植物を植えていったという。

真壁による内部空間はこの家を構

成や空間の構成は
「通風と採光と視

そして今もときどき庭に花を植えるなど

成する部材を露わにする。
それは床・

線」
の効果は施工段階で確認できて

土いじりを楽しんでいる。
さらにこの庭

壁・天井だけでなく部材の接合部も

いたが「照明」
については未知数で

に続く南側には夏になると大きなビ

含まれる。木材を基調とした空間にお

あった。
しかし結果的に全ての 抜け

ニールプールを置き息子の友達も一

いて接合部に用いられる金物も見えて

から光が漏れてくるという予想外の効

緒になって楽しみ、子どもたちはその

しまう。
そこで高池氏はこの接合部の

果をもたらした。

まま玄関から土間に入って走り回る。

金物が表面に出ないように直角方向・
垂直方向・水平方向などすべての箇

そう、土間は内と外を繋ぐだけでなく

家が育む 家族の笑顔

所に対応できるように8種類ものバリ
エーションの接合方法を採用した。
− 照明 −

子どもの笑顔を育んでいるのである。
− サンルームが育む −

− 土間が育む −
高池氏は東日本大震災の復興支

ダイニングルームの南側には妻の
希望でつくられたサンルームがある。

接合部と同様に写真からは照明が

援に携わった際に
「土間」空間の内と

このサンルームはダイニングキッチンと

ほとんど見えない。実は照明の多くは

外の緩衝空間としての機能や日常生

繋がっており、
さらにサンルームから
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繋がる空間は菜園になっていて、
妻は

ガルバリウム鋼板への想い

菜園で食材になる植物を育てている。
そして休日は燦燦とお日さまの光に満

高池氏はこれまでもガルバリウム鋼板

ちあふれた空間で家族3人が笑顔で

の素地をよく使ってきた。
それは
「機械

朝食をとっている。

的な工業製品にも関わらず職人の腕

− 庭が育む −

によって 職人芸 ともいえる味が出る

この家は東側の庭だけでなく、
玄関

面白い建築材料」
であることと
「メンテ

まわりや西側のサービスヤードなど外部

ナンスが容易でコスト的にも魅力があ

空間が広くとってあり雑草取りなどの

る」
からだという。
周辺環境にも馴染み

外部空間の手入れは思いのほか大変

やすく、
デザイン性・加工性・機能性に

なようだ。
ところがこれまで庭いじりや

優れたガルバリウム鋼板を、
これから

植物には興味がなかった施主がここ

も活用していきたいと話してくれた。

に住み始めてからこまめに雑草取りな

ルーム2からルーム4を見る。右下にリビングを見下ろす。

どをするなど外部空間の手入れを積

床と光の家 は
「子ども」
を中心に

極的にするようになった。
それにより土

楽しめる家、家族が愉しんでいく
「住

いじりの好きな息子と同じ空間で行え

環境」
がある家、床という
「家具」
により

るという父子の共通の趣味を持つこと

家族が楽しく愉しめる空間の広がる

ができた。
成長していく息子とこれから

家、
である。
まさにここは
「そこを使う人

どのような笑顔を育んでいくのだろうか。

が、その人なりの使い方を生み出す
空間をつくっていきたい」
と語る建築
家の想いが感じられる家である。

２階平面図

1階配置平面図

設計：高池葉子建築設計事務所／高池 葉子
株式会社高池葉子建築設計事務所／〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-22-11-1G
［tel］03-6804-1931 ［fax］03-6804-1932 ［e-mail］info@yokotakaike.com ［URL］http://yokotakaike.com/ ［Instagram］https://www.instagram.com/yokotakaike

レポーター：東京大学 大月研究室

深見 かほり
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建 築めぐり

中国における文化遺産
保護活動の15年

いずれにしても、
中国が世界遺産登録に向け、
国際的基
準に合致した遺産保護に大きく舵を切ることになったのは特
筆すべきことである。
その波及効果は極めて大きく、
日本で
言うところの国指定重要文化財に相当する重点文物保護
単位をはじめ、
それ以外の文物についても適応されていく
流れが出来つつある。

文化遺産保護事業への参画
天津大学中国文化遺産保護
国際研究センター

担当

青木 信夫

私が中国の文化遺産保護に従事することになった背景
には、1985年にスタートした東京大学と清華大学との国際
共同研究がある。
それは、
東アジアにおける沿海部の都市と
建築に関する歴史的調査であった。
私はそこで大学院生と
してその調査に参加していたが、
その目的が歴史的研究に
止まっていたことに違和感を覚えていた。
建築や都市の成立過程を広く東アジアという枠組みの中
で捉えていくという
〝グローバル・ヒストリー〟
の視点には知的
好奇心をそそられたが、
対象となる個々の建築群の保護の
問題については指摘されるに止まり、実践的な課題は取り
残されたままであった。
いつしか、
この思いは強まり、2006年９月、天津大学か
らの招聘を受けたことを機に、
中国に移住することになり、
以来、丸15年に及んでいる。

次に天津大学に赴任した２つ目の目的、実際の文化遺
産の保護事業に取り組むこと、
について主要な事業をいく
つか紹介していきたいと思う。
いずれも、私が担当したプロ
ジェクトである。
赴任後、程なく取り組んだのがシルクロードにある
「麦積
山石窟」
の保護計画であった。
麦わらを積み上げた様子に
似ていることから名づけられた麦積山石窟は、
敦煌の莫高
窟、
大同の雲崗石窟、
洛陽の竜門石窟とともに中国四大石
窟に数えられている。
４世紀頃から造営され始め、
現在194
の石窟が残り、
内部には三尊像阿弥陀仏など多くの仏像や
彩色された人物の塑像などが保存されている。

天津大学赴任の目的
さて、
天津大学への赴任には、
３つの目的があった。
１つ目
は、文化遺産保護のための研究センターを設置すること。
２つ目は、
実際の文化遺産の保護事業に取り組むこと。
３つ
目は、
文化遺産の保護を担う専門家育成のための教育プロ
グラムの構築である。
研究センターの設置については、
２年の準備期間を経て、
中国文化遺産保護国際研究センターとして2008年に大学
に正式に認可され、
同時に、
初代の主任
（センター長）
として
学長より任命を受けた。
本センターの特徴はその名の通り、
国際的な視点にたち、
またその協力のもと、
中国の文化遺産の保護にあたることに
ある。国際 という言葉自体はさほど新鮮さを感じないかも
知れないが、
文化事業はその国のアイデンティティと深く関わる
ことから、
今日でもなお新しい課題であることに変わりはない。
こうした中、
中国が文化遺産の保護事業に 国際的な観
点 を導入する転換点になったと言える動きがある。
それが、
世界遺産リスト 登録への積極的な取り組みである。
世界遺産リストに登録されるためには、
「世界遺産条約
履行のための作業指針」
で示されている登録基準のいず
れか１つ以上に合致するとともに、
オーセンティシティ
（真正
性）やインテグリティ
（完整性）
の条件を満たし、締約国の
国内法によって、
適切な保護管理体制がとられていることが
必要となる。
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図１ 麦積山石窟 保護規劃書 完全性評価図
完全性とは、
自然遺産及び/又は文化遺産とそれらの特質のすべてが無傷で包含されている度合
いを測るためのものさしである。従って、完全性の条件を調べるためには、当該資産が次の条件を
どの程度満たしているかを評価する必要がある。 a）
顕著な普遍的価値が発揮されるのに必要な
要素がすべて含まれているか。 b）
当該資産の重要性を示す特徴を不足なく代表するために適
切な大きさが確保されているか。 c）
開発及び/又は管理放棄による負の影響を受けているか。

図２ 麦積山石窟 保護規劃書 真正性評価図
文化遺産の種類、
その文化的文脈によって一様ではないが、資産の文化的価値
（登録推薦の根
拠として提示される価値基準）
が、次に示すような多様な属性における表現において真実かつ信
用性を有する場合に、真正性の条件を満たしていると考えられ得る。①形状・意匠、②材料・材質、
③用途・機能など。

図３ 北洋水師大沽造船厰 保護規劃書
1875年、
清朝政府は直隷総督兼北洋大臣の李鴻章を北洋海防の責任者に任じ、
これにともない、1880年に李鴻章は海軍を創設し、直ちに北京・天津地区防衛の要衝地"大沽"海神廟付近に7.34万㎡の用地
を購入し、大沽造船厰を創設している。
ドック
（船渠）
以外に、蒸気機関工場、鋳鉄工場、木製模型工場、製銅工場、錬鉄工場、木材工場、
ボイラー棟、揚水棟、動力棟、埠頭、起重機、設計センター、事務棟が建設
された。2013年に全国重点文物保護単位に指定。

ユーラシア大陸の東西交流史において重要な役割を果
たしたシルクロードは、
その歴史的意義からUNESCOの世界
遺産リストへの登録が目指され、
その第１号として中国、
カザフ
スタン、
キルギスの関連遺跡など計33件が2014年に
「シルク
ロード：長安―天山回廊の交易路網」の名で登録され、
麦積山石窟はその構成資産の一つとされた。
中国の世界遺産としては、
他国と共有する 国境を越える
世界遺産 はこれが初めてであり、
カザフスタン、
キルギスに
とっても同様で、
そもそもこれ以前のアジアの
「国境を越える
世界遺産」はモンゴルとロシアの世界自然遺産「ウヴス・
ヌール盆地」
のみである。
この 国境を越える世界遺産 は単に地理的・物理的な
問題ではなく、他国と共有する という観点に大きな特徴が
ある。
それは世界遺産条約に掲げられた 人類が共有す
べき
「顕著な普遍的価値」
を持つ物件 という理念にも合
致したもので、大変シンボリックな登録案件とも言える。
次に取り組んだのが、天津にある
「大沽造船厰」
の保護
計画である。
造船所は文字通り船を造る場所だが、
船という
のは、
そこに人間の集団が長期間暮らし活動をすることか
ら 浮かぶ都市 と呼ばれるほど、
様々な要素から成り立って
いて、一つの船を造るために必要な技術分野は、機械、
金属、化学、電気、建築と幅が広く、
さらに当時の船は今日
の宇宙船のように先端技術の集合体であった。
造船所は総
合機械工場と言ったほうがいいくらいで、
ヨーロッパの進ん
だ工業技術がすべて集約されており、
まさに産業革命期を
代表する遺産なのである。
むろん、
造船所をはじめとする産業遺産の近代化の過程
は日本とは異なり、
列強による深い影も落とされている。
それ
をどう評価し、
後世に伝えていけばよいのか。
今後、
先行して
世界遺産に登録された
「明治日本の産業革命遺産」
（前号
で紹介）
との関連も歴史的に問われなければならない。
それは、
欧米からの一方通行的な影響だけではなく、
ひろく
東アジアをめぐる影響関係が存在するからである。
３つ目の事例として紹介しておきたいのが、
現在進行中の
山西省祈県にある
「県城」の総合的な保護計画である。
フランスの開発省がその保護事業に多額の資金を投入し
て進められているもので、今後、
当該保護計画に基づいて
実施設計がなされる。
実はこの事業の成否は、
フランス政府

にとっても大きな関心事となっており、中国における文化
遺産保護事業の試金石という位置づけにもなっている。
県城は北魏時期に建てられた城郭都市がもとになって
おり、十字に交わる街路を中心とし、縦横に32本の街路が
交錯した都市計画は現在に至るまでよく保存されている。
街路・民家・商店・寺廟などは明清時代の風貌を残し、
当時の街並みや歴史を知る上で極めて価値が高いもの
です。1994年に国の歴史文化名城に指定されているが、
建物自体の老朽化がかなり進行しており、安全面でも積
極的な対策が喫緊の課題となっている。

図４ 山西省祈県 県城
城内外には1,000か所以上の民家や邸宅が残るが、
その中でも喬家大院は有名で、1992年の
張芸謀の映画『紅夢』
や、2005年のテレビドラマ
『喬家大院』の舞台ともなった。清の乾隆年間
に建てられた晋商の喬家の邸宅で、清末期に金融商人として活躍した喬致庸の代に大規模に増
築されている。1994年に全国歴史文化名城に指定。

以上、
三つのプロジェクトに共通する問題は何か。
それは
国際協同 という在り方である。
単一の価値観に基づいた
取り組みには自ずと限界がある。
しかしながら、
協同していく
ことの難しさは、
私自身、
日々痛感しているところでもある。
近年、
中国国内にはイノベーションを図る目的から数多く
の 協同創新センター が誕生している。
私はこの言葉の含
意について、協同することでしか創新、
つまりイノベーション
は図れない、
ブレイクスルーは起きないと解釈している。
経験的にも、
実際の国際的な協同作業を通じて、
相互の
認識が深まり、
より高次の妥協点を見出すことに繋がって
いることを実感する。
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街でみかける
ファインスチールの施工例

1

第二京阪道路 遮音壁
枚方東IC〜門真JCT
（約17km）

NEXCO西日本が一般有料道路として管理する第二京
阪道路は、京阪国道（枚方バイパス・寝屋川バイパス）お
よび近畿自動車道の吹田JCT/IC〜門真ICの渋滞緩和
を目的として整備された、京都府京都市伏見区から大阪
府門真市に至る一般国道1号バイパスである。
また、
「緑立つ道」
の愛称で親しまれるなど豊かな
「みどり」、
風景になる
「みち」
など周辺環境と調和した道づくりを目指
し、環境や景観に配慮した道路として整備が行われた。具
体的には、
自動車専用道路の両脇に植栽帯、副道や自転
車歩行者道からなる幅員約20ｍの環境施設帯を設置し、
また自動車が走行する時の騒音が直接生活空間に届か
ないよう遮音壁設置、低騒音・排水性舗装を採用するなど
の騒音・環境対策を行っている。
なお、2010年3月に開通し
た枚方東ICから門真JCTまで
（約17km）の遮音壁には、
溶融亜鉛‐アルミニウム‐マグネシウム合金めっき鋼板（汚れ
防止型フッ素系樹脂塗装及び素地）が使用されている。
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その

45

2 立川国際カントリー倶楽部
立川国際カントリー俱楽部は東京都で唯一の計36ホールの
大型ゴルフ場で、周辺は都市化が進んでおり、交通の便に
も恵まれている。1989年から6年を費やして一新した草花・
奥多摩と趣きの異なる２つのコースがありゴルフの醍醐味を
存分に味わえる。
両コースとも完璧なまでに整備されたベント
グリーンはゴルファーを虜にしている。
多摩丘陵に平坦を追求した草花コースは、川越え、池越え
など変化に富んだ戦略性と景観に満ちた近代的なコース。

屋根付き練習場
（右側）

自然の地形をそのまま生かした奥多摩コースは、東京都
アマチュア選手権決勝の開催コースでもあり、戦略性の
高いチャンピオンコースで豪快なプレーが楽しめる。
また、多くの野鳥が集まることでも知られ、
コース内を彩る
木々は四季折々の変化があり、春の桜、秋の紅葉は風情を
感じられる。
2012年１１月に新築オープンした、塗装ガルバリウム鋼板が
屋根材に使用されたクラブハウスは、
広々とした1階エントランス
ホールを始め、天井が高く開放感のあるレストランやラウンジ、
男女ともにロッカールームや浴室を完備し、当ゴルフ場を訪
れるゴルファーたちの憩いの空間として利用されている。
1階エントランスホール
FineSteel 14
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ボクらは
「自在に変化」

鉄！

進化した鉄！

全国ファインスチール流通協議会
ファインスチールイメージキャラクター

ファイン君

発行所

ファインスチールは、鉄の長所を最大限に活か

しながら、これからの家と暮らしにふさわしい

一般社団法人 日本鉄鋼連盟

ボクらの

自
「
は
ら
ボク

変
に
在

進
」
化

た
し
化

特長を合わせ持つ、現代建築の最適な素材とし
て注目を集めています。新しい住まいで始まる
暮らしをより良いものに。
ファインスチールが理想のカタチを実現します。

地震 につよい

表面がきれい

建材薄板技術・普及委員会

特長

環境にやさしい

〒１０３ ︱００２５ 東京都中央区日本橋茅場町3 ︱2 ︱ 鉄鋼会館
︵3669︶4815 FAX ︵3667︶0245

屋根材・壁材には
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全国ファインスチール流通協議会

http://www.zenkoku-fs.com
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