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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2

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。
前号に引き続き、狭小敷地物件のリノベーション事例を取り上げ、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ル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 2

狭い隣棟間隔の住宅地

― 東京都渋谷区（図1）―
今回の事例は、東京オペラシティに程近く、立地のよい渋谷区にある40年ほど前の
建売住宅である。
元の外壁はモルタルに吹付塗装で、一部にタイルが張られたデザインであった。
依頼主は、子どもの頃から両親とこの家に住み、
この家で育っており、家への思いは深い。
依頼主は生家をリフォームにより再生させて、
これからは自分の家族との新居にしたい
という希望だった（写真1，2）。
図1：対象地周辺住宅地図

写真1：改装前の外観
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写真2：改装後の外観

狭い建物間隔
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この事例は当初、内装リフォームとして依頼を受けた。
しかし内装リフォームを始めたと
ころ、雨漏りが発覚し、その原因が屋根だけではなく、外壁の劣化による雨漏りもある
ことがわかり、急遽、外壁の改修工事も実施することとなった。
外壁の改修工事をする上で課題となったのが隣地との狭さであった（図2）。隣地の建
物との壁面距離が40㎝ほどしかなく、外壁を改修するスペースの確保が困難な状況
であった（写真3）。
そこで、外壁の改修方法を検討した結果、既存建物の立地状況と施工性を考慮し、
塗装ガルバリウム鋼板製の金属サイディングを使った、外壁カバー工法を採用するこ
ととした（写真4）。
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図2：建物配置図

写真3：隣家の外壁との隙間

写真4：外壁カバー工法

リノベーションの検討
外壁工事 ―
外壁改修工事を行なう上で、人が隣地間に入って十分に作業するスペースがない環境であること、構造体は既存のものを利用するため、外
壁材によって構造体に過度な荷重をかけたくないという観点から外壁材を検討した結果、
狭い場所でも人力で運べるように軽量であること、
材料の切り回しの等の施工性が良いこと、
日常生活でのメンテナンスが必要のないことを選定条件とした。

■金属サイディングを選定した理由
❶施工のしやすさ
前面道路に面した外壁以外の面は隣地の建物との壁面
距離が40cm程度であることから、狭小なスペースでも
施工可能な建材である必要があった。
→ 断熱材が裏打ちされている金属サイディングを使うことで、
既存の外壁を上からカバーする工法が採用できる。

❸メンテナンス性
隣地との建物間隔が狭いという問題から、外壁のメンテ
ナンスが困難な状況であるため、極力メンテナンスをし
なくてよい外壁材を検討した。
→ 塗装ガルバリウム鋼板は、紫外線や風雨からの影響に対し
て、表面の焼付塗装や素地の劣化が比較的少ない。

撮影 ： 川村 剛弘

❷軽量化
構造材は劣化状況に応じて補強や取替えを行うが、既存
建物を活かしたリフォームを目指した。
工事中に発覚した
外壁からの雨漏りを改修するため、劣化した既存外壁を
壊しての張り直しを検討したが、
隣地との隙間がなくリス
クしかないと判断した。
また、荷重の重い外壁材では、構
造体に負荷がかかので軽量な外壁材が望ましかった。
→ 金属サイディングの利点は軽量である。

❹性能
施工のしやすさと同じように現場施工の関係から部材そ
のものが完成された性能を有している必要があった。
→ 防火処理や断熱加工を施された製品がある。

内装 工事 ―
内部空間は元の構造材を構造用合板で覆う耐震性も考慮したデザインとし、将来の家族構成の変化にも対応できる提案として、依頼主の
“子どもの頃の心温まる思い出”と“これから築かれる家族の幸せ”を願い、次の世代まで住み続けられる家を目指した。

■Storage space
（収納スペース）
2
延床面積41.76m（12.63坪）
と少し手狭であることから、
より広い居住スペースを確保するために家具を置くことをさけた。
その結果、
造り付け家具を設けることで、
効率的な収納スペースを確保することができた
（写真5，6，
7）。
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写真5：リビングルーム収納
（改装前は階段下のみ）

写真６：改装中のリビングルーム

写真7：造り付け家具により十分な収納スペースを確保

■Conductor plan
（動線計画）

Ἓჾ

動線を増やすことは無駄な空間が必要となるため、
水回りを中心に合理的な設備配置とした
（図3，4）。
キッチン・浴室・トイレの水回りをまとめることで、人の動線だけでなく、配管等も集約できるので、見える部分と見えない部分の合理性を
図ることができた
（写真8，9）。
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写真8：改装前のキッチン
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図3：改装前の1F平面図

図4：改装後の1F平面図

写真9：改装後のキッチン

■Room variability
（部屋の可変性）
将来のことを考え、家族が増えた時に
『子ども部屋』
に変えられるように、既存の洋室をウォークインクローゼットとし可変性のある空間
として残した。
目的の決まった部屋は生活スタイルの変容に対応できないため、狭小な住宅ではフレキシブルに使用できる空間があると
より生活がしやすくなると考えたからである
（図5，6）
（写真10，11）。
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写真10：改装前の洋室
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図5：改装前の2F平面図
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࣋ࣛࣥࢲ

図6：改装後の2F平面図

写真11：改装後のウォークインクローゼット

外壁材としての塗装ガルバリウム鋼板
リノベーションだけではなく、新築の住宅建築においてもこれまで塗装ガルバリウム鋼板や金属サイディングを外壁材として使ってきたが、
主な理由は下記の通りである。

■住宅建築において
デザイン性
塗装ガルバリウム鋼板を住宅の外装材として使う理由のひとつにはやはり“デザイン性”であろう。
シンプルでありながら住宅に密やかな
個性をまとわせることが出来るガルバリウム鋼板はいわゆるハウスメーカーの提供する住宅とは一線を画すといってよいのではないだ
ろうか。
また色も形状も多様で無限の可能性さえ感じられるのに、
なぜか周辺の環境に馴染んでしまうという誠に不思議な素材である。
性能
金属サイディングとしての止水性や規格寸法のある工業製品であることに加え、断熱材付きや防火性能など、建材としての高い性能を
有する商品開発がなされていることは誠にありがたいことだ。
施工
塗装ガルバリウム鋼板の魅力の一つに施工性が挙げられる。
もちろん工業製品であることから現場での施工が容易になるという利点。
一方、
デザインを優先する場合には、
熟練の板金工による現場加工の技術により、
手作業の風味も出すことが可能な素材でもある。
維持管理
金属素材であり劣化もしにくく耐久性が高いことは言うまでもない。
また外壁を清掃する場合にも、水洗いや中性洗剤による洗浄で
汚れが落ちるなど維持管理が非常に楽なことから住まい手の負担も軽減される。
以上のように塗装ガルバリウム鋼板は住宅や建築物の外壁材として非常に有効な部材であることが確認できよう。
また、狭小敷地におけるリノベーションにおいて金属サイディングを使用することの利点は、今回紹介した2事例からもわかるように、
運搬性と施工性を向上させ、施工の省スペース化と時間短縮という効率化を図ることが出来る点にある。

最後に
■都市部における住宅のリノベーション
前号、今号で紹介した2事例の共通点は、都心の狭小敷地であるという物理的要素だ
けでなく、
その背景が両親から受け継いだ住宅のリノベーションという点である。
文京区弥生の事例のように戦前から続く敷地分割された住宅地、渋谷区本町の事
例のように狭小敷地に建てられた高度成長期の建売住宅、同じような条件の敷地は
数多く存在する。
また低成長経済における社会を迎えた現在、住宅の建替えという経済的負担という
理由だけでなく、サステナビリティという観点からもリフォームやリノベーションという
選択肢は増えてくることが考えられる。

リノベーション例（内観）

■ガルバリウム鋼板との出会いから
私とガルバリウム鋼板との出会いは建築家として独立する20年以上前に勤めていた
アトリエである。
そこで、様々な素材を使って1,000万円以下の住宅を提案するという
プロジェクトがあり、
その時に初めてガルバリウム鋼板に出会った。
その後、屋根工事業者として働く機会があり、
その際に屋根材としてガルバリウム鋼板と
付き合うこととなり、
ガルバリウム鋼板を現場で施工する板金工の方々の技術の高さ
を目の当たりにした。
この時の経験は建築家として独立してからも活かされていると
常々感じている。一方で、昨今この板金技術の伝承が途絶えつつあるという危惧を持つ
のは私だけではないのではなかろうか。
ガルバリウム鋼板は工業製品として完成された素材であると考える。現場で簡単に組み
立てられるという効率的な素材である反面、現場での板金加工により味のある雰囲
気を出せる不思議な素材でもある。
今後は素材の性能や品質向上だけでなく、今回紹介した住宅・住宅地の継承と同じ
ようにそれを扱う板金技術の継承もまた願わずにはいられない。

新築物件例（内観）

新築物件例（外観）
FineSteel 04

特集

2

亜鉛鉄板の登場から150年
「折板」誕生までの金属屋根小史をご紹介
亜鉛鉄板が我が国に初めて登場した明治4年（1871年）から、ちょうど150年が経ちました。
今号の特集２では亜鉛鉄板の登場から発展、戦前から戦後にかけて長尺金属屋根の出現、折板が誕生する
までの経緯を引用書籍の「構法からみた金属屋根小史」
を基にご紹介します。
（ 引用書籍 ： 一般社団法人 日本金属屋根協会.『初めて学ぶ もう一度学ぶ 金属の屋根と外壁 LLM2017』
. 2017 ）

1 亜鉛鉄板の登場
■
亜鉛鉄板はトタン板の別名とともに広く普及していた屋
根材のひとつですが、我が国に登場したのは明治4年

数多くの亜鉛鉄板メーカーの出現により、供給面は満た
されるようになりましたが、
「亜鉛鉄板はさびやすい」
との指
摘が当時もあり、
それを解決しようとの試みもすでに始まっ
ていました。

（1871年）
に波板（生子板）
が輸入されてからであり、形状

しかし、
これらの工夫と努力は第2次世界大戦でほとんど

寸法は現在の大波とほぼ同じものであったようです。輸入

消滅しました。
とりわけ大戦中は、鉄板の屋根は全く使用で

波板は当時の鉄道敷設にあわせて、新橋、横浜間の駅の

きなくなり
「瓦が割れたらパテをつめる。
パテが無ければ石膏

プラットホームの屋根にふかれたり、神戸の
「異人館」
の屋

を使え。石膏が無ければ糊にトノコか白墨を加え靴クリー

根に用いられたりしています。
プラットホームは木造の洋小

ムを混ぜて割れ目にぬり込め」
などと指導されていました。

屋の屋根であり、
ねじ釘留めとしたと思われ、重ねははんだ
付け鉄かしめでした。
明治もやや進んでくると、波板の輸入先は英国のほかに
米国が参入してきますが、両者の寸法規格は若干異なって
いました。
▶米国製
長さ： 6フィート、7フィート、8フィート、
9フィート、10フィート
幅 ： 2フィート
（両端の波の芯々）
▶英国製
長さ： 6フィート、8フィート
幅 ： 3フィート2インチ（3インチ波）、
2フィート6インチ（5インチ波）

3 戦前の屋根と亜鉛鉄板
■
亜鉛鉄板は戦前の住宅屋根には定着したとはいいがた
いようです。
もちろん北海道や一部の寒冷地では凍害があ
るので多く利用されていましたが、一般には亜鉛鉄板を敬
遠する気風が根強かったといえます。
ただ、亜鉛鉄板の屋
根の普及を目指した努力がなかったわけではありません。
例えば明治24年（1891年）
の濃美大地震による家屋の被
害を見た伊藤為吉氏は
「耐震耐火家屋」
を出版し、軽量化
のために亜鉛鉄板の有利性を説いていますし、
また、明治5
年（1930年）
の豆相大地震での経験から田辺平学氏も亜
鉛鉄板ぶき屋根が瓦や藁ぶき屋根より安全であると、
その

一方、我が国の官営八幡製鉄所で製造された製品の規
格は幅（全幅）2フィート2インチで長さは6、7、8フィートで
あり、
アメリカの規格に似ていました。

著書「耐震建築問答」
の中で実証しています。
住宅では定着しなかった亜鉛鉄板ですが、非住宅の建
物では波板を中心に利用度を増していきました。製鉄メー
カーなどの大型工場は当然ですが、
旧海軍工廠の大型建

2 亜鉛鉄板の発展
■

物の屋根、飛行機の格納庫にと戦時色の強い中で多用さ
れました。

我が国の亜鉛鉄板の製造は、明治39年（1906年）設立
の官営八幡製鉄所が先鞭をつけましたが、大正に入って第
1次世界大戦後の好況と「屋上制限令」
によって鉄道沿線

4 長尺金属屋根の出現
■

の左右200m以内の屋根は不燃性の材料を用いるとの制

第2次世界大戦後、昭和28年（1953年）
に八幡製鉄で

限が行なわれたため、需要が激増しました。
これを受けて

国内第1号の連続亜鉛めっき設備が完成し、明けて29年

民間でも亜鉛鉄板の製造機運が高まり、大正中期には42

から本格的な生産に入りました。
引き続き富土製鉄等でも

社のメーカーを数えるまでになりました。

連続亜鉛めっき設備が完成しました。

FineSteel 05

これとは別に、山口県徳山市で高橋正雄氏が鉄板を用
いたプレス成型瓦を考案し、三晃金属工業を通じて当時の

5 折板の誕生
■

国鉄を主な得意先として販売していました。
さらに八幡製鉄

三晃金属工業では昭和37年（1962年）
に折板の開発

の亜鉛鉄板コイルにいち早く着眼し、
コイルによる継目なしの

に着手し、昭和38年（1963年）
に実用化しました。
このエ

屋根をふくことを考案しました。
当時より以前の鋼板屋根は、

法は、幅1219mmの亜鉛鉄板のコイルの1/2幅の板を

瓦棒ぶきも波板ぶきにしても、板の長さが限定されている

使用したもので、
当初は板厚1.0、1.2、1.6mmを意識して

ため、
どうしても継がなければならず、
継手が雨漏りの原因と

作られました。

なり、
さらにその部分からの腐食といった欠点がありました。
しかし、
コイルを使用すると軒先から棟まで、
あるいは軒

折板ぶきの最も大きな特徴は、
それまでは母屋、垂木、
野地板、下ぶきを下の方から順次構成していきましたが、

先から棟を越えて他端の軒まで1枚でふくことが可能とな

折板では小屋梁に直接屋根をふくことが可能になった点

り、前記の欠点を克服することができます。そこで間題と

にあります。
これによって、断熱や天井の構成は折板を

なったのが、長尺ゆえに手作業による折り曲げ加工が不可

ベースとして屋根ふき後に作業を進められるようになり、

能に近い点でした。

施工工程の省略と屋根ふき後に室内の工程を進めるとい

その解決策としてロールフォーミングによる段階的な連続

う大きなメリットを生み出しました。
また、折板の支持間隔、

成型を行うことになり、三晃金属工業は昭和28年（1953

つまり受梁間隔は最大10m近くまで可能となり、
それまで

年）
5月、ロールフォーミングによる大波成形機を完成させま

の屋根の概念を変える結果となりました。
ちょうどこの時

した。形状は現在のJISに規定されている大波と同様です。

期は、鉄骨構造の世界では、従来の山形鋼、溝形鋼の重

同社は翌昭和29年
（1954年）
には
「立平ぶき」
を考案、
その

量形鋼からH形鋼への変換時期にあたり、折板の持つ特

成形機も完成させています。同年6月に、広島県福山市の

徴はこの流れとも非常にマッチしたといえます。三晃金属

盈進高校の体育館屋根を長尺瓦棒ぶきで初めて工事を

工業が最初に完成した折板は下図のようなものでした。

行いました。
この構法は「心木あり瓦棒ぶき」で、溝板、

板厚 0.8 mm以上の鋼板を使用する金属屋根は、
それ

キャップとも手作業による加工でした。昭和30年（1955

まではほとんど存在せず、折板の完成までには様々な試行

年）5月には、長尺大波ぶきによる大型建築物の屋根を完

錯誤がありました。
まず形状ですが、下図の

成させ、
同年6月には心木なし瓦棒ぶきを開発しています。

は当初直線に折られていましたが、それでは重ね合せた

この心木なし瓦棒ぶきも立平ぶきも出発点では、木造下

時、重ね目に隙間が生じ雨漏りの原因となったり、外観を

地を想定し考案されたものでした。
しかし、
ちょうどその頃、

損なうこととなり、
この部分を軽く曲げるようにしました。

A

と B の部分

軽量形鋼が市場に出回り始め、鉄骨下地の上に瓦棒をふ
くことのニーズが出てきました。軽量形鋼の母屋の上に初
めて瓦棒がふかれたのは、東京・目黒の八雲小学校の校舎
であり、昭和30年10月に完成しています。
この屋根が本格
的な心木なし瓦棒ぶきの第1号でもありました。

折板構造 S-60

亜鉛鉄板の登場から150年、折板の誕生から
60年が経ちました。
次 号 以 降で 特 集を組み 、さまざまな進 化を
遂げてきた亜鉛鉄板製の折板について紹介
していきたいと思います。
最初の大波成形機（三晃金属工業） 出所：LLM2017
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ファインスチール
を使った

建築 339
設計例

棚畑ハウス
時の流れに想いを馳せる家

―

設計：平井 充 + 山口 紗由／メグロ建築研究所

（撮影：写真はすべて、
鳥村鋼一氏撮影

）

『武蔵野は月のいるべき峰もなし、

敷地条件と外構デザイン

外構デザインを考えた。
まず南から伸びる道路を歩いて来

−尾花が末にかかる白雲』
（ 源通方）
と新古今和歌集で詠まれているよう

「武蔵野の風景をつくる役者という

た時にアイストップとなるようにした。
アイ

な、
中世からの風情を感じられる東京

立場」
でこの家の設計に携わったとい

ストップいえば樹木や住宅の色による

の武蔵野市に
『棚畑ハウス』
はある。

う平井氏がこだわったのは、地所に根

効果を思い浮かべるが、平井氏がデ

設計は、住宅だけではなく美術館や

付いた街並みを閉鎖しない「間のとり

ザインしたアイストップは「野原に建つ

寺社、建築物の保存・改修など多岐に

方」だった。一つは広さ的な制約のあ

家」
だ。交叉点から見ると緩い勾配の

わたり活躍する建築家の平井充氏と

る敷地に対応したデザイン、二つ目は

上り坂となる敷地の手前に設けられた

山口紗由氏である。施主は平井氏の

街角の風景となるデザインとした。

土手をイメージした野草が広がる階段

敷地は南から歩いてくるとこの敷地

状の庭、
その先に台形の2階建ての住

大学で教鞭をとっている。棚畑ハウス

が視線の先に来るという変形交差点

宅、
そして外壁は幅広の塗装ガルバリ

は施主と専業主婦の妻、小学生の姉

の角地にある。
またこの交差点は僅か

ウム鋼鈑の平葺という構成である。
また

弟である子どもの4人の住まいであり、

に窪んでいるため敷地と高低差もある。

手前の庭はガーデニングのような草花

数軒先に施主の両親の住む家がある。

こうした敷地のおかれた条件をもとに

ではなく武蔵野を連想させる
「野草」
を

学生時代の恩師の子息であり、
自身も
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南西側から建物全体を見る。

２階平面図

あえて敷き詰めた。
そしてこの庭を
「棚
畑（タナバタ）」
と名付け、観賞する庭で
はなく
「踏み荒らされる庭」
にし、
この庭
に面した住宅の開口部から視線を上
に向けると建物が空に同化するように
も見える。
街並みを閉鎖しない
「間のとり方」
と
しての役割を担う
「棚畑」
には垣根はな
く、地所に根付いた野原に建つ家と月
にまで続くようなデザインの建物という
街角の風景は太古の武蔵野と呼応し
ているようにも感じられる。
1階配置平面図
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「吹抜け」
と
「ウチニワ」
「棚畑」
から繋がる部屋は
「ウチニワ」
と名付けられた吹抜け空間である。
この
空間は
「多焦点な居場所に結びつけら
れた空き地」
だという。
そしてこの
「ウチ
ニワ」
は家族みんなの居場所である。
− 居場所 −
「ウチニワ」
を中心とした内部空間は
それぞれの居場所をまとめて配置する
ことによりプライバシーが確保されてい
る。
ダイニングとキッチンのほかワークス
ペースのようなセミパブリックな居場所
を１階のウチニワの奥にまとめ、寝室、
子ども部屋、浴室といったプライベート
な居場所は２階に配した。
− 距離感 −
「ウチニワ」
はこの家の中心であり、
どの部屋からも見ることが出来る。1階
はドマ、
キッチン、
ダイニング、
そして棚畑
から。
２階の寝室は室内側に設けられ
たはめ殺しのガラスの窓、吹抜けの奥
にある子ども部屋からは直接ウチニワを
見ることが出来る。吹抜けがあることで
家族の気配を感じられ、
それぞれの居
場所は程よい距離感が保たれている。
− 多様性 −
居場所からの視線が集まるウチニワ
には家具は置かれていない。棚畑との
境にある出窓ベンチと2階へつながる
階段があるだけだ。
この空間を空き地
になぞらえ
「溢れ出しを受け入れる場」
だという。幼い子どもたちの玩具が無
造 作に置かれているかと思えば、
レ

階段から吹き抜けを通じでウチニワを見る。

ジャーシートを敷いてピクニックのように
食事をするなど、
ウチニワは無限の使

活の一部として活用している。施主家

棚畑ハウス でも奥にプライベート空間

い方ができる多様性のある空間だ。

族は外に面した出窓ベンチでティータ

があり、
２階は閉じられた空間としている。

イムを過ごしたり、野草の中に大葉を見

このように 棚畑ハウス は現代風に

つけて料理をしたり、
もちろん子ども達

アレンジされているデザインだが、空間

が遊んだりと都会とは思えない庭を満

構成には古代から続く居住の原点が

喫した生活をしている。

隠されているという目に見えない設計

− 集いの場 −

コンセプトが秘められている。

居住の原点
棚畑ハウス は古代の洞窟での生
活の考え方を採り入れた空間の配置
となっている。平井氏はこの家の棚畑

洞窟での生活は入り口からすぐの内

に面する開口部を
「洞窟の入り口」
に

部空間は生活の場、家族が集う場で

例えた。

あったように、棚畑ハウス もウチニワが

− 活動の場 −

家族や来訪者との集いの場となっている。

洞窟での生活は天気の良い日は外

− 休息の場 −

過去からの継承
− 幼い頃の家 −
この家を設計する際に施主からの要

で活動し、雨が降ると室内で活動して

洞窟での生活ではゆっくりと休みたい

望は殆どなかったが、
一つだけ
「前に住

いたように、 棚畑ハウス もまた庭を生

ときは洞窟の奥で過ごしていたように、

んでいた家」
のイメージが伝えられた。
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して殆ど空調機を使用しなくても良い

が魅力だという。デザイン面では鋼板

住環境を得られた。

がたわんだ感じに仕上がるように板幅

− 過去のデザイン −

の広いものを好んで使い、建物のイ

２階の寝室に設けられたガラスの

メージに合わせて縦葺きにしたり平葺

はめ殺しの窓は、
この家のためにデザ

きにしたりとガルバリウム鋼板の魅力が

インされたものではない。過去に平井

活かされるようデザインしている。
また

氏が手掛けた住宅で用いたものを施

性能面ではメンテナンス性や耐候性に

主の妻が知っていたことから
「同じよう

優れており、建築素材として信頼が厚

なデザインの室内の窓」
を作りたいとい

いことを伺えた。

う要望があった。
このようにこの家には洞窟での生活

ウチニワから土間
（在宅ワークスペース）
、書庫、二階寝室を見る。

過去に視点を当てて紹介してきた

を住居の原点とする考え方から始まり、

が、実は平井氏自身は30年後の未来

中世の武蔵野の風景を限られた空間

にも想いを巡らせている。
ウチニワ自体

に創出しただけではなく、施主自身の

を
「ルーズ感」のある空間と語り、
この

思い出や建築家の過去の作品など過

ルーズさが人と建築の距離感を左右し、

去から継承された
「想い」
が詰まってい

使い方が固定化されない居場所とし

る家なのである。

て多様性を育む空間として今後の住
宅に必要な条件になると考えている。

それは吹き抜けのある家だった。実は

ガルバリウム鋼板の魅力

平井氏は熱効率などを考慮して住宅

棚畑ハウス は施主家族と建築家の
過去から現在、
そして未来への想いが

で吹抜けを設けることは少ないが、棚

ガルバリウム鋼板を用いた作品が多

込められた家であり、
これからの
「家」
と

畑の盛り土による断熱効果と、吹抜け

い平井氏は
「工業製品でありながら手

いうものを考えさせてくれる建築作品

を利用した通風計画により、一年を通

作業で行なう板金加工のクラフト感」

なのかもしれない。

断面詳細図

設計：メグロ建築研究所／平井 充 + 山口 紗由
株式会社メグロ建築研究所／〒153-0064 東京都目黒区下目黒5-3-12 FUJIMORI目黒ビル3F
［tel］03-6451-0722 ［fax］03-6451-0724 ［e-mail］info@meglab.jp ［URL］http://meglab.jp/

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（その２）
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
スタートアップ・プロジェクト

筆者が長期にわたる渡航を決断した理由は、改革開放
により変貌を遂げてゆく中国において、危機的状況にある
近代の文化遺産と地域をめぐる諸問題の解決に戦略的
に取り組むことの必要性を痛感してのことであった。
そのスタートアップ・プロジェクトとして取り組んだのが、
「開発の最前線における文化遺産の保存と地域の活性
化に向けた戦略的国際共同事業：中国北方経済セン
ター天津における緊急的都市保全計画と研究拠点の形
成」
（トヨタ財団研究助成、2008年度）
であり、筆者の中国
における諸活動の直接的な原点と言えるものである。
それは大きく４つの内容に分けられる。
まず、錯綜する文
化遺産の保存体制や理念について、現在に至る変容過
程を文化史的に捉え直し、国際協力の前提となる認識の
基底部を解明する。次に、現地の文化財管轄局と政府系
政策研究機関との共同作業を通じて、当該遺産の保存・
再生計画の立案、
さらに都市保全関連制度の見直しに
緊急的に取り組む。最終的には、文化遺産保存の国際的
研究拠点の形成、
ならびに｢文化遺産学コース｣の設置を
通じた包括的高度専門人材の育成を目指す、
というもの
であった。
これは、前回、紹介した渡航の目的と通底する
内容でもある。
今回は、文化遺産の保護事業を社会的課題と定義し、
この国際共同事業の概要について紹介したい。

また市場経済下における民間開発業者の存在、
さらに観
光事業における当該遺産の利活用など、極めて広範な領
域を射程に入れて事業を推進していく必要がある。
しかし、
それを担う包括的高度専門職人材は欠乏しており、
その
育成が喫緊の課題となっている。
３．保存・修復事業におけるオーセンティシティ
（真正性）の確保
1994年11月に、国際会議｢世界文化遺産奈良コンファ
レンス｣（ 主催：文化庁等、後援：ユネスコ世界遺産セン
ター等）が開催され、｢オーセンティシティ
（真正性）
に関す
る奈良ドキュメント｣が採択された。以来、
アジアの保存事
業における独自性の問題が俄に注目を集めてきたが、当
該事業の在り方をめぐり、国家の枠組みを越えた横断的
な連携が重要な取り組みとして浮上してきていた。
４．近代から現代に至る文化遺産保存事業の
変容過程の解明
中国の保存事業に関しては、多くの研究成果が挙げら
れているが、
そこでは、現行の保存行政や技術に関するも
のに終始しており、
そうしたシステムや理念の母体となった
近代（清末民初から建国初期）から現代に至る変容過
程、
ならびに、
オーセンティシティの確保と密接に関係してく
る伝統的造営技術の解明、市場経済下の中国で重要と
なる地方政府レベルの問題等については十分に論究され
ていない。
５．失われた社会・文化環境の再構築
歴史文化都市・天津では、都市の発展・再生の美名の
下に大規模な開発が進められているが、かつてのシンボ
ル・天津城はすでになく、伝統的町並みも次々と破壊され、
均一な都市空間へと急速に変貌しつつある。
こうした中、
歴史的な社会・文化環境の存続が危機に瀕しており、
その
再構築に向けた取り組みが喫緊の課題となっている。

なぜ、解決する必要があるのか？
１．持続可能な開発と歴史的環境の保存
➡ 都市の歴史的・文化的多様性の確保
都市の 持続可能な発展 とのスローガンとは裏腹に、
こ
の間の大規模開発により、都市の魅力を形作る歴史的・

解決を狙う社会的課題は何か？
１．持続可能な開発と歴史的環境の保存
中国では、
グローバル化の流れの中で、都市の再構造
化の動きは激しさを増し、北京五輪に呼応した大規模な
都市再開発がそれに拍車をかけていた。
こうした事態は、
沿海部の大都市ばかりではなく、内陸部も例外ではない
（西部大開発計画）。
そこでは、持続可能な開発と歴史的
環境の保存は不可避の命題として、その解決に向けた
緊急度が如何なる時代よりも高まっていた。
２．文化遺産保存を担う包括的高度専門職人材の育成
文化遺産の保存をめぐっては、
その制度や技術（修復・
復元）
の問題をはじめ、関連する諸機関（計画局、文物局
など）
の利害・対立関係、国と地方政府との体制の違い、
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図１ 中国４大世俗生活区の1つ「南市」の解体・立ち退き指揮部 2008年４月 筆者撮影
横断幕には、
「 築100年の老家屋を改造する。明日のより良い生活のために」
とのスローガンが
大書されている。実際は、老家屋の改造ではなく、大がかりな解体・立ち退き事業であった。

文化的多様性が急速に失われつつある。
それは、
その土
地の歴史をすべて抹殺しかねない強力なもので、人が長
年そこに居住することによって土地に刻みつけられた痕跡
が根こそぎ失われて新しい町が次々と出現しており
（例え
ば、中国４大世俗生活区の一つとして知られる｢南市｣の
再開発事業、図１・２参照）、今や天津は、歴史文化的に
は 持続不可能な 連鎖の渦中に置かれている。
２．文化遺産保存を担う包括的高度専門人材の育成
➡ 文化遺産保存へ向けた包括的事業展開
文化遺産の保存に当たっては、包括的かつ専門的知
識を有する人材が不可欠となる。
これは今日、
当該遺産を
とりまく広範かつ複雑な問題群の解決においては、
それら
個別の事象を包括的に捉え直し、当該事業を戦略的に
展開していく必要があるが、従来までの高度に専門化さ
れた教育体系では、
そうした人材の育成は困難な状況に
置かれている。
３．保存・修復事業におけるオーセンティシティ
（真正性）の確保
➡ “破壊的保存”行為の是正
保存・修復事業の成否において、その鍵を握るのが、
創建時から今日に至る修復歴の検証作業にある。
これ
は、今後の保存・修復の方針（真正性の確保）
を定める
重要なプロセスとなるが、実際の現場では、そうしたプロ
セスを経ずに修復工事が進められることが多く、例え建物
自体の破壊は免れても、ずさんな修復による破壊的行為
が横行している。
４．近代から現代に至る文化遺産保存事業の
変容過程の解明
➡ 国際協力の前提となる認識の基底部の相互理解
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
みが現段階では求められており、そのためには、当該遺
産をめぐる相互の認識の基底部を解明する必要が不可
欠となる。
５．失われた社会・文化環境の再構築
➡ グローバル化のものとでの地域の活性化
2006年、中央政府により、天津は中国北方の経済セン
ターに格上げされ、一元的（経済的）発展路線に拍車が

かかっている。
これにより、従来の社会・文化環境も大きく
変容を来たしており、
とりわけ歴史文化地区では、市街・
郊外を問わず開発の標的にされ、
それにともない、
旧来の
共同体が根こそぎ失われ、新しい町が突如出現するなど、
経済の活性化とは裏腹に、壊滅・閉鎖・孤立した状況を
招いている。

想定される成果は？
１．文化遺産の保存・再生のための提言書・計画書
（１）文化遺産保存事業に対する制度改変：錯綜する
天津市の文化財保護行政、
ならびに開発一辺倒の 持続
可能な発展 路線を軌道修正すべく、政府系政策研究機
関（中国文化遺産研究院、国務院発展研究センター等）
と連携し、詳細な現状調査を踏まえ、制度改変を前提とし
た実効性の高い提言を行う
（提言書）。
（２）旧市街地の近代建築、伝統的町並みの保存・再
生計画：旧市街（旧租界：解放北路金融街ほか）
の近代
建築群、
ならびに伝統的町並み（南市繁華街：中国４大
世俗生活区の一つ）
の保存・再生計画の立案。
（３）近代化遺産の保存・再生計画：鉄道・造船・造幣
など、
中国の近代化において重要な役割を果たした産業
遺産の保存・再生計画の立案。
（４）郊外の伝統的町並みの保存・復元・再生計画：無
謀な開発により大きく変貌した楊柳青（年賀や切り絵で全
国的に有名な地）
の伝統的町並み
（社会・文化環境）
を、
残存する石家大院（現・楊柳青博物館）周辺を中心に、
無形文化遺産（年賀）
も含めた生態博物館（エコ・ミュー
ジアム）
として保存・復元・再生させる計画の立案。
２．
日中共同研究拠点
｢中国文化遺産保護国際研究センター｣の設置
天津大学建築学院（建築学国家重点学科・国家文物
局科研重点基地）では、筆者を中心として、Asia-Link
（ＥＵとアジアの高等教育機関間ネットワーク）
の協力を得
て、中国における文化遺産保護事業のための国際的研
究協力体制を敷いている。具体的には、｢中国文化遺産
保護国際研究センター｣設置準備室を設け
（2007年３月）
、
仏・英・伊３国の教育研究機関と共同で活動を推進して
いるが、本プロジェクトでは、
そこに日中共同の研究拠点の
形成を目指している。
３．人材育成のための｢文化遺産学コース｣の設置
文化遺産の保存事業を担う包括的人材育成のため、
天津大学建築学院内に新たに｢文化遺産学コース｣を設
置する。
むろんこれは、国内でも先進的な試みで、新たな
教育プログラムを作成し、
これに基づいて従来の科目を再
編成し、異分野（文化財科学、観光学、経済学、公共政
策学、情報工学など）からの人材の投入も想定している。
すでに、
その準備段階として、大学院設置科目として｢アジ
ア建築遺産保存｣の講座を開講することになっている。
次回は、
このプロジェクトの具体的成果について紹介
してゆきたい。

図２ 同「南市」の解体中の家屋 2008年４月 筆者撮影
解体中の家屋。実は、
この中にはまだ住人の一部が生活をしている。
しかし、程なく、
この「南市」
一帯は更地にされ、
巨大なショッピングセンターと高層マンション群が建設されていった。
FineSteel 12



街でみかける
ファインスチールの施工例

1 王将果樹園 デザイナーズショップ＆カフェ
「王将果樹園」は山形県天童市川原
子の関山街道沿いにある、栽培面積
約6ヘクタールの山形県内最大級の規
模を誇る観光果樹園である。2016年に
30周年を迎えた当果樹園は市内で唯
一温室のさくらんぼハウスを備え、5月
中旬から7月中旬のさくらんぼ狩りの他、
ぶどうや桃、
りんごなど、時期に応じた
果物狩りを体験できる。
また、真っ白な塗装ガルバリウム鋼板の外壁が特徴的な、
直営のデザイナーズショップ＆カフェが2016年にオープン。
50台駐車できる無料駐車場を完備し、個人客から観光バス
での団体客までゆっくり楽しめるスポットとなっている。当施
設では果物を使ったソフトクリームやパフェなどを提供してい
る他、
ここでしか購入できないお菓子・お漬物・そばなどの土
産品を用意。
果物や加工品、地酒なども販売している。
FineSteel 13
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2 株式会社吉徳 千葉流通センター
『顔がいのちのよしとく〜』
のＣＭでお馴
染みの
「吉徳の人形
（株式会社吉徳）
」
は、創業は徳川６代の頃の1711年。
300年を超える歴史を誇り、五月人形
や雛 人 形のほか、昨 今ではキャラク
ター節句人形やぬいぐるみも取り扱っ
ている。
新たに千葉県白井市の国道16号沿い
にオープンした
「千葉流通センター」
は、
延床面積７,６６８m 2 、鉄骨造４階建て
の自社倉庫で、1・2階に事務所機能を配し1・3・4階がメイン
の倉庫フロアとなっている。全国への配送拠点となるほか、
人形の展示販売も行っている１階の来客エリアは見とおし
のよい大判のガラス窓を設け、商品が来客の目に留まるよう
配慮されている。
建物外観は市松模様と雛壇をモチーフとした外壁デザイン
とし、
シルバーと青系特注色の塗装ガルバリウム鋼板を採用。
建物内部も和柄を基調とした内装やサインとすることで、
建物全体に統一感をもたせている。
FineSteel 14

第六十六巻 一号
令和四年一月二十五日発行

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
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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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