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日本金属サイディング工業会が一般社団法人 日本鉄鋼連盟の後援により、
2021年6月1日～9月30日を応募期間として実施した「第20回金属サイディング施工例フォトコンテスト」について、
受賞された施工例の写真を中心にご紹介します。

第20回　金属サイディング

（主催：日本金属サイディング工業会　後援：一般社団法人 日本鉄鋼連盟）

施工例フォトコンテスト
第

印象的な美しいフォルムを更に強調し大胆な縦デザインを極めた、まさに青天を衝く
がごとき勢いのある作品です。合わせて内部吹き抜けに繋がる広いウッドデッキは
平面の広がり感を見事に表現されました。そして繋がるガレージが秀逸です。アシン
メトリーのデザインの躍動感の中にピロティ―、風の抜ける場所を作り背景の緑を
取り込んでいます。計算し尽くされた作品のデザインとともにその技術力も高く評価
されます。自然を取り込み一体化された空間は、日ごとの光と影の変化、季節の移ろ
いを暮らしに取り込み、安心安全とともに心に豊かな彩を加えてくれることでしょう。
このような場所でテレワークが出来たら仕事も捗り、家族のくらしも幸せなものにな
るだろうなと推察します。重厚感がありかつ軽やかな、金属サイディングが外壁では
ないような錯覚を起こす外と中の隔たりを感じさせない作品です。

大きな３つの立体を組み合わせたような、とても特徴のある印象的な形状の
建物です。写真向かって左側が車庫と玄関でしょうか。中央に大きな開口部
と広いウッドデッキを持った棟が、右側のメインの棟とつながっています。大き
な開口部と、大きな木壁と、それをシャープに仕切るような金属サイディングの
壁も建物の印象に大きく影響を与えているようです。正直なところ、この写真
１枚では、細部がよく分かりません。屋根の勾配に対して、軒天の方が急勾配
であったり、木壁と開口部のつながりもおもしろそうですし、空間をどう使われて
いるのか、ぜひ見学させていただきたいなと思いました。たいへん広い敷地に、
伸びやかに建てられており、羨ましい限りです。青い空と緑もたいへん美しい
背景となっています。

新築部門 最優秀賞

●江口特別審査委員のコメント ●杉田特別審査委員のコメント

他にはない建物を建てたい、というお客様の想いに応えてデザインした住宅です。今物件のように金属サイディングと異素材を組み合わせる施
工は弊社の得意分野であり、施工性とデザイン性が特に優れているので多くの物件で採用しております。
今回の物件では、家を建てたお客様の暮らしとそこで生まれる思い出が幸せなものになるよう、会話の中からお客様のニーズを汲み取った弊社
ならではの設計ができたと自負しております。板張り部分で高さと奥行をつけることで、土地が広いことを利用したガレージの横長な印象を緩和
し、大きな窓とウッドデッキで家族を見守り、つながりが感じられる空間づくりを心掛けました。この度はこのような賞をいただき大変光栄に思い
ます。今後もたくさんのお客様と、毎日を素敵に過ごせるようなアイデアを日々出し続けていきたいと思います。

特集
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K-LIVING株式会社 川堀工務店（栃木県）

川堀 剛さん（代表）

撮影：岡田大次郎
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金属サイディング施工例フォトコンテストは、日本金属サイディング工業会加盟８社が、全国の設計事務所・工務店・金物店・板金
店の協力を得て、金属サイディング普及活動の事業として実施しているもので、第 20回は全国から2,707 作品の応募がありました。
新築及びリフォームで建物の外装に金属サイディングを使用したものを対象とし、新築では建物の意匠性・高級感・コーディネート
感覚など、トータルでバランスのとれた作品、リフォームでは『施工前⇒施工後』で優れたイメージアップの見られる作品を審査委
員会で選考しました。その結果、最優秀賞 2作品（新築・リフォーム各 1作品）、優秀賞 9作品（新築 5作品・リフォーム4作品）、
入選賞 40 作品（新築 19 作品・リフォーム21 作品）が選ばれました。
また、東日本大震災発生以来実施している被災地の義援金寄付は前年に引き続き今回は豪雨被災地に対して総額 270,700 円
（応募作品件数に応じた額）を日本赤十字社を通じ寄付いたしました。

［審査委員会］
・特別審査委員　江口惠津子（株式会社ヴェルディシモ代表取締役、一般社団法人日本フリーランスインテリアコーディネーター協会会長）
・特別審査委員　杉田宣生（一級建築事務所 ＨＡＲＵハル建築研究所）
・当会審査委員　理事・幹事・技術委員・事務局

リフォームというと外壁の張りわけ、色合いに留まりがちですが、屋根とフォルムを
少しだけ整えるとこんなにもシンプルモダンに美しくリノベ出来ることを目の当たり
にしました。張り出したテラスはデザイン柱とともに、懐かしさの残るモダン縁側に
なり、コロナが明けたら近隣の憩いの場所になってくれたらと思います。
サスティナブルな将来を見据え今後のリフォームの在り方の新たな可能性を感じ
るお手本のような作品です。
お施主さまのとの打ち合わせも丁寧に進められたことが推測できます。機能性を
高めながら懐かしい香りを残しデザインをブラッシュアップして、新しい生活様式
を暮らしに取り入れる、地球に優しい流石のソムリエリノベです。金属サイディング
の持つ本来の魅力と意義をよく示してくれました。

まさに日本の伝統的な住まいのリフォームという印象です。かなり大がかりな
リフォーム工事で、屋根、壁、玄関など、たいへんスッキリと、現代的な家屋に
生まれ変わりました。屋根と壁をみると、洋風なイメージですが、軒下の濡れ
縁・広縁と、４本の木の独立柱が日本家屋を主張しているように感じます。
玄関の引き戸も良いですね。リフォーム前の、少々古く重たい印象から、若々
しく軽快で、それでいて落ち着いた日本的な風情を残した良い建物になった
と思います。また、軽快なイメージには、金属サイディングも一役買っているの
だろうなと思います。リフォームの秀作ですね。

●江口特別審査委員のコメント ●杉田特別審査委員のコメント

株式会社ユーキ・コーポレーション（岐阜県）

リフォーム部門 最優秀賞

金属サイディングは、新築住宅で継続的に使っていましたが、今回は「土壁造りの既存住宅」のリノベーションで、住宅性能・耐久性・デザイン性を
考慮して採用しました。このリノベーションは、国土交通省の補助事業の一環で産官学連携で計画し「地域に残された古い住宅ストックを若い
世代に継承する事」をテーマに実施しました。
特に、土壁造りの住宅の断熱改修を行う際に、外壁材の軽さと耐久性が求められますが、金属サイディングはその全てに満足が得られました。
また、今回の施工事例は、消費者や関連事業者の皆様からデザイン性も高く評価して頂いているため、今後も継続して金属サイディングの利用を
提案したいと考えております。

施工後

施工前

松塚 龍一さん（代表）
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新築部門 優秀賞

㈱ヤマノアーキデザイン（青森県）

新築部門 優秀賞

㈱IKDS（東京都）

新築部門 優秀賞

クラウドアーキテクツ
一級建築士事務所（兵庫県）

新築部門 優秀賞

㈱ヤマホン（岡山県）

新築部門 優秀賞

㈱画工房（北海道）
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リフォーム部門 優秀賞

リフォーム部門 優秀賞

リフォーム部門 優秀賞

エステックアンドパートナーズ（東京都）

㈱北陸住宅ケア（石川県）

㈱鳥取建材（鳥取県）

施工前

施工後

施工前

施工後

施工前

施工後

リフォーム部門 優秀賞

イソロク工務店（徳島県）
施工前

施工後
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特集

2

全国ファインスチール流通協議会ブース全景

全国ファインスチール流通協議会は、一般社団法人日本鉄鋼
連盟 建材薄板技術・普及委員会の協賛のもと、ファイン
スチール普及活動の一環として、ファインスチールの需要地域
である関東甲信越での出展ＰＲを企画し、新潟県内の展示会
「日報 住まいのリフォームフェア 2022春」に初出展。
コロナ禍の出展となるため感染予防対策を行い、壁のモック
アップや実物サンプルの展示を実施。体感型模型の「電動式
耐震性能比較模型」と「遮熱塗料効果体感模型」はアルコール
消毒を徹底し展示。

●新潟県の展示会に初出展

主旨

会期
会場
主催

新築・リフォーム・不動産… 新潟の住まいの知恵がここに集う！！
新潟県内最大級の住まいの総合フェア、新潟・長岡・上越の3会場で約170出展。
2022年3月5日（土）・6日（日）
新潟市産業振興センター（新潟会場）   
新潟日報社

：

：
：
：

日報 住まいのリフォームフェア 2022春
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開催結果
●来場者数報告 （新潟会場の合計）
3月5日（土）・6日（日）、2日間で1,946名
（長岡会場・新潟会場・上越会場の合計は4,200名）

●当協議会ブースへの訪問者数および配布物
2日間で100名強  ※まん延防止等重点措置期間のため県外からの来場はNG
（配布物 ： ポケットティッシュ、ファインスチール読本、ハツラツ鉄学）

まん延防止等重点措置期間の開催のため、主催者は徹底した感染防止対策を実施。出展者
ブース間の距離もしっかりと取り、密を避けた運営となっていました。出展者もワクチン
接種証明書の提出と事前ＰＣＲ検査の徹底。また、通常の展示会で見かけられる子供向け
イベントの実施も無く、来場者の95％は地元のエンドユーザーで実際にリフォームを検討
している方が中心となっていました（会場でのアンケートで来場者の80％がリフォーム・
新築予定と回答）。新潟市は、豪雪地区ではありませんが、冬場の気温は非常に下がる
ため、国内でも有数の金属サイディングの需要地であり、来場者のほとんどから、金属
サイディングに特化した質問や問い合わせが多く寄せられました。出展社の多くは、この
様なエンドユーザー対応に特化した展示内容となっており、当協議会としても今後の展示
方法に大いに参考となる、実り多い展示会となりました。

●withコロナの中での展示会開催

屋根の重さの違いで揺れがかなり違うことに興味深々 屋根の重さの違いを手で持って体感

子供たちは耐震性能比較模型で熱心に勉強

若いご夫婦も熱心に質問

女性の方にも非常に関心が高い

通路も隣接ブースとの間隔もかなり広めにとられた展示会場



FineSteel  07

「生態系と共に生きる家」は市街地で
ありながら山や川といった豊かな自然を
感じられる大阪の箕面市にある。施主
家族と生き物多数が住むこの住宅は
家族構成と同様につかみどころのない
ユニークな外観デザインが目を引く。
　ここを設計したのは建築家の高野氏
と森田氏である。施主は高野氏と幼馴
染で中学生時代の約束を忘れずに新
居の設計を高野氏に依頼したという。
施主の趣味趣向を知り尽くした建築家
に対しての住宅への要望は‘家族で
暮らしを楽しめること’と‘施主自身が
幼少の頃から好きだったトカゲと一緒に
暮らすこと’の二点であった。
ゲーム制作ディレクターの施主と専業

主婦の妻、そして小学生と未就学児の
娘三人のほか、犬やハムスターそして
トカゲ達のために考えられた［棲み家］
は不思議な世界観が繰り広げられて
いる住宅である。

　施主がこだわりぬいて決めた敷地は、
北にはイノシシやサルが棲み、「日本の
滝百選」「日本百景」にも選ばれた箕面
大滝があり、紅葉の名所として名高い
箕面山がある。そして南西は崖下には
箕面川の支流、東は河岸段丘が広がり
箕面川を見下ろすことのできる箕面の

自然を感じられる環境に囲まれている。
このような箕面の自然に囲まれた

“生態系と共に生きる家”の最大の特徴
は自然環境と呼応した設計がなされて
いることだ。

　まずこの住宅の外観写真を見ると素
材の異なった外壁が複雑に組み合わさ
れていることがわかる。さらに平面図か
らは外壁と内壁が内外を横断して配さ
れていることもわかる。そしてこの内外を
横断して配された壁は井桁で組まれて
いるが南北方向の壁は斜めにずれて
おり、一見違和感を覚える。実はこの

（撮影：写真はすべて、関拓弥氏撮影　）

周辺環境と
敷地と建物の関係

制御する壁

ファインスチール
を使った

建築
設計例

340
生態系と共に生きる家

設計：高野 洋平 + 森田 祥子／MARU。architecture

ボーダーレスが編み出す“多環境”な世界―
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南西から見る。建物の南西側は箕面川の支流に面している。

斜めにずらされた角度は冬至の太陽
光の入射角だという。
－ 壁と熱 －
　はじめに断面図を見ると外側の壁・
居室・室内庭（以降、「トカゲの森」と
称す）となっている。実はこの住宅は
「温熱環境の入れ子」の構成を採用し
ており、壁により熱を制御している。なぜ
このような仕組みにしたのか？それは
この住宅の家族構成にヒントがあるの
だが次項で詳述する。
－ 壁と日光 －
　冬至の入射角に合わせることで一年
を通して太陽光を室内に取り入れること
が出来る。この斜めに設けられた壁が
太陽光を受けることで採光を制御でき、

季節や時間に応じて室内の光を回して
いるという。
－ 壁と風 －
　また北側（山側）の外壁をみると開
口部は少なく外界に対して閉じられた
イメージである。これは箕面山からの
冬の冷たい風を受けとめる役割を担っ
ている。さらに井桁に組まれた壁により
春や夏は風通りが良く、壁により通風を
制御することで室内では季節ごとの風
を感じられるという。
　“生態系と共に生きる家”は室内外を
横断するボーダーレスな壁により箕面の
自然環境とうまく呼応した室内環境が
生み出されている。

　前項で紹介した‘「温熱環境の入れ
子」の構成’の理由をここで回答したい。
実はこの住宅はトカゲの住む空間を中
心に考えられている。
－ トカゲ －
　トカゲが暮らしやすい環境、それは常
に21℃以上の気温と、湿気と乾燥が繰
り返される森なのだそうだ。そのトカゲの

ための森を住宅内に設えることに対し
て、「ジュラ紀をつくる」という施主の夢を
叶えるためにまず考えられたのがこの
「温熱環境の入れ子」の構成である。
トカゲの暮らしやすい環境を創り出す
ために、外界に近い位置に人間のた
めの居室を配置して、外界の環境の
影響を受けにくい建物の中心にトカゲ
のための森が再現した。採光について
はトップライトにすることで日中は森に自
然光が降り注ぎ、温度管理はエアコン
を利用し、湿度は自動ミストにより調整
し、一番難しい乾燥はトップライトの下
を開閉できるようにして換気が可能な
仕組みとした。
　この小さな森には熱帯の植物が植え
られているほかに池もあり魚やカニもい
る。そして二階まで届く熱帯の樹木には
フィリピンのスラベシ島から来たホカゲ
トカゲが気持ちよさそうに寛いでいる。
－ 人間 －
　この「トカゲの森」を守るように人間の
生活空間が配置されている。家族皆で
食事作りをするキッチンから「トカゲの
森」が見える。そして家族皆で食事を
するダイニングテーブルは「トカゲの森」

多様な生物との共存
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中央に位置する室内庭（トカゲの森）。熱帯性の植物と流れる池を配置している。

断面詳細パース

に面して設えられている。「トカゲの森」
の中を通る２階に上がるための白い
螺旋階段はさながら滝のように見え、
箕面山の箕面大滝を思い起こさせる。
室内空間もまた箕面の風景と呼応して
いるようだ。
　そして二階部分は主寝室や子ども部
屋、書斎の他、家族全員のためのウォー
クインクローゼントがある。この「トカゲの
森」を中心に配された居室は回遊する
動線となり、居室ごとの境界が曖昧な
ボーダーレスな空間構成となっているほ
か森で生活するトカゲは人間の生活ス
ペースには入れないような工夫もされて
いる。“生態系と共に生きる家”は人と
トカゲと犬が絶妙な距離感で暮らすこと
のできる珍しい住宅である。

　この住宅は賑やかな商業地域でも
閑静な住宅地でも自然豊かな別荘地
でも、どのような風景にでも溶け込む
デザインではないだろうか。恐らく、そう
感じさせるのは珪藻土、杉板、ガルバリ
ウム鋼板の組み合わせ方なのかもしれ
ない。重みのある珪藻土の壁に、縦に
貼られたやや狭めの幅の杉板、そして
横に貼られたガルバリウム鋼板は杉板
よりも幅広で少し波打っており、金属
でありながら手作り感が醸し出されて
いる。森田氏は「土は光を柔らかく反射

ガルバリウム鋼板と
異素材の組み合わせ
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2階を見渡す。右手はこども室1・2、正面は室内テラス、左手は主寝室となっている。

1階配置平面図 ２階平面図

して調湿作用のある素材。木は町との
調和を取れる素材。ガルバリウム鋼鈑は
新建材であるが施工する職人の手に
より手作り感を感じさせてくれる素材。
こうした環境と呼応する壁にすることで
周辺の環境に溶け込み、環境の多様

性を受け止めることが出来る。」と話す。
こうした考えの建築家は使用する建築
素材すらボーダーレスで選ぶのだろう。

　“生態系と共に生きる家”は哺乳類、
爬虫類、魚類、甲殻類が多様な生物

が共に住む家である。“生態系と共に
生きる家”は土・木・金属など多種類の
素材から構成された住宅である。“生
態系と共に生きる家”は人工と自然を
上手く利用して多角的に住み心地が
考えられた住宅である。
　「住宅でも公共建築でも人間が人間
のために生態系を閉じ込めてきたのが
近代の建築であるが、これからは外へ
開くことを大事にすることで多様な環境
が結びつき、そうした考えで多環境な
社会にすることがこれからの建築の役
割である」（森田氏）、また「近代の考え
方は‘分ける’という考え方、住宅でも
一般解で考えられてきたが、現代は
‘分けない思想’という考え方にシフト
してきており、それにより多様性が認め
られる社会になってくる」（高野氏）と語
る二人の建築家の目指すボーダーレス
な考え方こそ、SDGsや現在世界の脅
威となっているウィルスとの共存といった
新しい社会に必要なのかもしれない。
　今回紹介した事例は無限のボーダー
レスな世界観が詰まっている住宅なの
ではないだろうか。

レポーター：東京大学 大月研究室　深見 かほり

設計：MARU。architecture／高野 洋平 + 森田 祥子
有限会社マル・アーキテクチャ／〒110-0002 東京都台東区上野桜木1-4-5
［tel］03-5246-4284　［fax］03-5246-4285　［e-mail］contact@maruarchi.com　［URL］http://www.maruarchi.com/
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プロジェクトの成果と課題
文化遺産の保存をめぐる諸問題の解決にあたっては、

当該関連部局（天津市規劃局、文化局、房屋管理局）な
らびに開発業者などとの共同作業が不可欠となる。しかし
ながら、市政府機関とはいえ、開発と保存が鬩ぎ合う中に
あって、部局間の利害は先鋭化し、様々な思惑が錯綜し
ており、結果、当該遺産保護の施策は十分に機能してい
ないのが現状である。
こうした状況において、本プロジェクトでは、各部局との
関係構築には最も意を払ってきた。むろん、この間、幾度と
なく、厳しく対立する場面に直面したのも事実である。どの
部局も、総論としては、文化遺産の重要性を説くが、実際
は、開発を前提とした保護に主眼が注がれており、単なる
専門家の提言レベルでは実効ある成果は望めない。そこ
で、時に応じて、中央政府から地方政府へのトップダウン
の戦略も自ずと必要となる。
実際、近代化遺産として極めて重要な価値を有する大
沽造船所をめぐる再開発問題では、国家文物局長への
直談判により当該遺産の保存が確定し、世界遺産登録申
請に向けた第一歩を印すことができた（保存計画の策
定）。また、旧英国租界「五大道」の再開発計画「聚客錨
地プロジェクト」においては、文化遺産保存を目的とした市
民団体との連携により、温家宝総理への嘆願書が実を結
び、白紙に戻された。
幸い、こうして数々の実効ある成果をあげることができた。

具体的に示せば、次のようになる。
１．天津大学中国文化遺産保護国際研究センターの
設置（2021年秋号、参照）

２．世界遺産リスト登録申請を前提とした
「大沽造船所」の保存計画の策定（同号、参照）
３．文化遺産保存コースの始動（天津大学建築学院）
４．全国重点文物保護単位登録のための申請
（申請書作成：中国文化遺産保護国際研究センター）
５．学術交流協定（全学）の調印
（天津大学－パリ第一大学）
６．国際会議「第２回歴史建築遺産保護与可持続発展
国際会議」の開催（2010年９月）

一方、新たな課題としては、現在、当該エリアの文化遺
産保存の動向が国際的にも注目を集めており、ユネスコを
はじめ欧米、アジアからも数多くの専門家の来訪がある。
その都度、国際的な協力関係の構築に向けた検討を行っ
ているが、プロジェクトとの関係を今後どのように図っていく
べきか懸案となっている。
かつて、天津にはアジア最大となる９つの租界が存在し

ていたが、当初構想していた日中関係だけでは、その十全
な解決に向けた取り組みには限界があるのも事実で、これ
を好機ととらえ、新たなステップとして、より国際的な協力体
制を敷いて当該課題に取り組む状況にある。
管見では、従来より、中国との国際共同プロジェクトで

は、日本のみならず、（とくに政策面において）さほど実効あ
る成果が出ていないように思われる。中国に身を置く者とし
て思うのは、やはり、プロジェクト・リーダーが、いかに強力な
研究体制を敷き、いかに現場に張り付いて、いかに刻 と々
変動していく事態に臨機応変に対応できるか、という点が
成否の鍵を握っていると痛感する。さらに言えば、活動拠
点の確保も重要であろう。

プロジェクトの波及効果
１．中国の社会・文化領域における国際交流の促進
中国における文化遺産保存事業では、従来までの個別
的、部分的な国際協力の在り方から、双方向的かつ重層
的な取り組みが求められており、拠点形成を通じて、多様
な文化の相互理解を促進することが可能となる。
２．文化遺産保存事業の多角的展開
文化遺産をとりまく広範な問題群の解決においては、個
別の問題に個々の専門家が対応していく従来型の方法
では、相互の関連性までをも有機的に把握することができ
ず、限界が生じている。そこで、当該事業を担う包括的か
つ専門的知識を有する人材が必要とされる理由がある。
文化遺産保存コースの開設により、こうした人材群の輩出
が可能となり、当該事業の多角的展開が期待される。
３．都市開発に関わる民間開発業者の
社会的責任の意識向上（グローバル・コンパクト）
文化遺産を保存することを開発の条件に加えることで、
開発業者にとっては、その見返りとして、税金の控除や容
積率の緩和といった優遇策を法的に認めることで、企業
の社会的責任の意識向上に繋げる。これは、国連の主導
するグローバル・コンパクトと連動する取り組みでもある。
４．旧市街（旧租界地、伝統的町並み）ならびに
郊外（楊柳青）の活性化 
富裕層の出現やそれにともなう観光事業の拡大により、

市民の観光への関心は高まりを見せている。その一方で、
観光資源そのものに対する本物志向が高まっている。逆に
言えば、従来型の商業主義的な演出を敬遠し、デフォルメ
された文化遺産は孤立し、閉塞状況に陥っている。それ
ゆえ、個々の文化遺産がもつ真正性をいかに継承し、保存・
再生していけるかが大きな鍵を握っており、こうした文化遺
産を核とした地域の活性化を促すことが可能と言えよう。

建築めぐり

担当  青木 信夫

中国における文化遺産
保護活動の15年（その3）
天津大学中国文化遺産保護
国際研究センター
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今後の取り組み
１．地区詳細計画の策定
天津の文化遺産の保護において、その施策上、解決す

べき事柄として、保護区として設定されている地区が再開
発の対象とされていることにある。天津は歴史文化都市と
して指定を受けており（1986年）、市政府においては保全
計画が策定され、保護区の画定、ならびに街区レベルで
の規制が存在するはずであるが、単体としての建造物は
もとより、群としての保護はほとんど機能していない。例外
的に、国指定の重要文化財のみが保護されている状況
で、他の現存する歴史的建造物については、いつ破壊の
憂き目に遭うか分からない。
こうした中、国家文物局による単体のみならず、街区レ
ベルでの指定が専門家の間でも期待されていたが、実
は、地方政府（天津市文化局）からの申請がなければ、そ
もそも指定を受けることができない。今回、街区レベルでの
指定の申請に至ったのは、国家文物局による再三にわた
る指導・圧力をはじめ、文化遺産保存を目的とした市民団
体の活動などが指摘できるが、本研究センターに対し、そ
の大部の申請書の作成が委託されたのは、これまでの多
面的な活動の実績にある。
今後は、国家文物局の審査を受けることになるが、認可

されれば、当該地区における詳細計画の策定が必要とな
る。その意味で、我 プ々ロジェクト・チームにとって、これまで
以上に緊張感の伴う難題に立ち向かうことになる。つまり、
実際の法の運用を前にして、市政府の関連部局がどのよ
うな対応を見せるか、予断を許さないのである。
２．新たな価値の創出に向けて
従来、有形の文化遺産の保存を担ってきたのは、建築
学でも歴史の専門家によるところが大きかった。それが歴
史的・技術的対応で済まされた時代には、多大な成果を
収めてきたが、開発と保存が鬩ぎ合う現今の状況におい
ては、限界を来している。その意味で、開発側と保存側の
双方が立脚できる新たなプラットホームを準備することが
肝要であろう。その点、「文化経済学」が、文化財保護にも
たらす示唆は重要といえる。そこでは、経済的価値と文化
的価値の両面を併せ持つ「文化資本」という概念を提示
し、これからの企業や非営利組織のあり方、政府や自治体
の経済・文化政策のあり方が研究されており、今後の課
題として取り組んでまいりたい。
３．中国文化遺産保護国際研究センターの
基盤整備と情報の発信
2008年９月、本研究センターが正式に発足し、様 な々活
動を推進してきた。今後はセンターの基盤整備をさらに進
め、併せて、情報の発信を展開していきたい。

プロジェクト終了から12年
以上、筆者の中国における諸活動の直接的な原点と言

えるスタートアップ・プロジェクトについて２回にわたって報
告してきた。その内容はプロジェクト開始時の問題意識と

終了時点の総括である。その後、早くも12年の歳月が経過
したことになるが、最後に、筆者ならびに本研究センターの
外部評価の側面について報告しておきたい。
１．中国政府友誼奨（褒章）受章
2019年９月、筆者は人民大会堂において、「中国政府
友誼奨」（褒章）を授与された。これは、中国の発展に突出
した貢献をした外国人専門家に贈られる最高の栄誉とし
て知られている。「長期的かつ広範な中国における文化
遺産の保護活動」が高く評価されたことが受賞理由とされ
た。むろん、スタッフをはじめ、多くの関係者のサポートが
あっての評価である。
２．天津市人文社会科学重点研究基地に認定
天津市の高等教育機関における人文社会科学の重点
研究基地の建設は、その目的として「国家戦略と経済社
会の発展に奉仕する能力を高め、高等教育機関における
人文社会科学の革新的な発展を主導・推進する」とされ、
高水準の学術プラットフォームの構築を目指している。本研
究センターは、天津大学からの推薦を受け、2008年に天
津市人文社会科学重点研究基地に認定された。
３．天津市智庫（シンクタンク）に認定
中国共産党第18回中央委員会第３回全体会議で採択

された「改革の包括的深化に関する特定の重要課題に
関する中国共産党中央委員会の決定」では、中国の特色
を持った新しいタイプのシンクタンクの建設を強化し、健全
な意思決定諮問システムを構築することが明示的に提案
されており、中国共産党中央委員会の文書で「シンクタン
ク」という概念が提案されたのはこれが最初となる。
本研究センターは、大学当局の推薦を受け、直轄市・天
津市のシンクタンクとして選出され、2016年に正式に認定
を受け現在に至っている。なお2019年には、「CTTI中国シ
ンクタンク優秀成果賞」（政策提言）を受賞している。
４．上海社会科学院「シンクタンク影響力レポート」
：文化類全国10位入選
2009年に設立された上海社会科学院シンクタンク研究

センターは、中国初のシンクタンク研究に特化した学術機
関であり、中国のシンクタンクの評価を行い、2014年から
「中国シンクタンクレポート　影響力ランキングと政策提言」
を発表している。2017年の当該影響力ランキングにおい
て、本研究センターが全国10位（文化類）の評価を得た。

写真　調査風景 大沽造船所 2019年
天津電視台のドキュメンタリー番組「向往－外国人与天津的故事」で筆者の活動が紹介された
ときのもの。
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街でみかける
ファインスチールの施工例 その 47

ブリヂストンタイヤ長野販売株式会社 長野営業所11

ブリヂストンタイヤ長野販売株式会社は、株式会社ブリヂ
ストンの長野県の代理店として1950年の創業以来、70年
余の歴史を刻む会社である。
長野市東部工業団地内にタイヤ販売の搬送拠点として
2013年にS造・地上3階建で竣工した長野営業所は、
オフィスを併設する倉庫として計画され、大規模な倉庫と
十分なトラックヤードを、限られた敷地の中で効率よく配置。
搬送拠点として動きのあるダイナミックなボリューム構成と、
2色の塗装ガルバリム鋼板を使用した
メリハリある色彩構成の外装、そして
タイヤの紫外線劣化防止に配慮しな
がら必要最小限にしぼった開口部の
デザインにより、周囲の倉庫群とは
一線を画す意匠となっている。
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石巻市水産物地方卸売市場22

国内有数の漁港として2008年には全国第３位の水揚量を
誇った宮城県石巻市の石巻漁港。この水産都市で中核を
担う旧石巻魚市場や周辺の水産加工団地は、2011年3月
に起こった東北地方太平洋沖地震とその津波により壊滅
的な被害を受けたが、2011年7月に簡易テントでの水揚げ
を再開するとともに、新たな魚市場の建設に向けて石巻市
や石巻魚市場株式会社・水産業関係者が協議を重ね、
2013年10月に「石巻市水産物地方卸売市場」の建設工事
を開始。2014年8月に東側の一部で供用開始、2015年3月に
西側の一部で供用開始、2015年8月に
全棟が完成した。国内のみならず海外
への輸出も視野に、漁獲物の付加価
値向上を実現する「高度衛生管理型
施設」として屋根付きの岸壁を備えた
閉鎖式の荷さばき場、漁業種別毎に
「東棟」「西棟」「中央棟」の3棟を建設。
3棟を合わせた屋根の長さは約880ｍ
で、従来の1.4倍の規模となり、国内最
大級の魚市場となった。
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ボクらの

特 長

地震につよい 表面がきれい 環境にやさしい

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
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。

ファイン君
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

http://www.zenkoku-fs.com
全国ファインスチール流通協議会




