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ファインスチールを使った建築設計例
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環境負荷物質低減の社会的要求により、各種めっき鋼板のクロメートフリー化が広がってきている中、溶融
亜鉛めっき鋼板のクロメートフリー処理材の耐食性について、鋼板メーカー各社のサンプルを第三者機関
での塩水噴霧試験（SST）により評価を実施いたしました。その結果、クロメートフリー処理材はクロメート
処理材と同等以上の耐食性を有することが確認されましたのでご報告いたします。

特集

1
溶融亜鉛めっき鋼板･クロメートフリー処理材の
耐食性試験結果

試 験 内 容1

ま と め3

溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G 3302）
・クロメートフリー処理材　6種類
・クロメート処理材 4種類　

塩水噴霧試験（JIS Z 2371）
　条件：噴霧液5%NaCl, 噴霧室内温度35℃

レイティングナンバ方法（JIS Z 2371附属書JC）と
外観観察（写真撮影）により白錆の発生状況を評価

（一財）日本ウェザリングテストセンター

試 験 結 果2

次頁の写真及びレイティングナンバ（RN）をご確認ください。

レイティングナンバ標準図表による方法
試験片の評価対象面の腐食発生状態を、目視によってレイティングナンバ標準図表と
照合し、めっきの耐食性を評価する。

例）9.5-５
腐食欠陥の大きさと数（1～6）
大きい・少ない：1 6：小さい・多い

腐食欠陥の面積(0～10)

：０ 10：腐食面積
50%以上

肉眼で識別
できない

塩水噴霧試験（SST）の結果、溶融亜鉛めっき鋼板のクロメートフリー処理材は、クロメート処理材と
同等以上の耐食性を有することが確認されました。

［ 試 験 体 ］

［ 試験方法 ］

［ 評価方法 ］

［ 試験機関 ］

写真1　塩水噴霧試験機噴霧室内

図1　試験体の断面構成

レイティングナンバ標準図表の一例

［ レイティングナンバ方法とは ］

8-1 8-2

8-3 8-4

8-5 8-6

化成処理：クロメートフリー or クロメート

亜鉛めっき層

鋼板

❶SST24時間では、クロメートフリー処理材は、クロメート処理材と同等に
白錆の発生はほとんど認められませんでした。

❷SST72時間では、クロメートフリー処理材は、クロメート処理材と同等
もしくはそれよりも白錆の発生は軽度でした。
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■ SST 24時間

■ SST 72時間

10点評価に見られる白点は白錆ではなく塩分

腐食部から流れ出した白錆付着部は腐食面積として扱わない

化成処理の種類

クロメートフリー処理

クロメート処理

A社 B社 C社 D社 E社 F社

RN 10 10 10 9.8-2

RN 10 10 10 9.8-1

10 10

化成処理の種類

クロメートフリー処理

クロメート処理

A社 B社 C社 D社 E社 F社

RN 9.5-5 9.8-2 9.8-3 9-3

RN 9.5-6 9.3-2 9.8-3 7-2

9-1 9.5-5
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特集

2

［塗覆装亜鉛系めっき鋼板＋補修塗装］の
屋外暴露試験を開始

一般社団法人日本鉄鋼連盟 建材薄板技術・普及委員会 基礎技術分科会（以下、鉄連と略す）では、屋根用
塗装亜鉛系めっき鋼板のメンテナンスについて経年劣化が使用地域の環境、塗膜の種類によっては異なる
ものの、一般的な環境下では“初回点検を５年後に、以降は３年おきに点検し、必要に応じて補修（塗り替え）”
を推奨しております。
なお詳細は、冊子「塗装亜鉛系めっき鋼板 ご使用の手引き」に示しておりますので、ご参照下さい。

屋根用塗装亜鉛系めっき鋼板の塗膜補修1

補修につきましては、多くの場合、工務店等の施工業者や塗装業者が実施しております。
今回、鉄連では、その鋼板製屋根材の劣化に対する補修塗装の効果を検証するために“鋼板メーカーが共
同で劣化の状況確認を直接行う”を主旨として、鋼板メーカー４社より提供の補修塗装下地鋼板に、塗料
メーカー６社の協力を得て補修塗装を施し、2021年3月より一般財団法人日本ウェザリングテストセンター
（ＪＷＴＣ）の３か所※の暴露試験場を使用して暴露試験を開始致しました。

※銚子試験場と宮古島試験場は３月から実施、旭川試験場は天候上の都合（寒冷地）で７月から実施。

暴露試験の実施2

暴露用サンプル3

サンプル数：アクリル系12体、シリコン系12体、ウレタン系12体、フッ素系12体、下地材塩ビ系4体の合計52体。 

縦横：300×150mm
板厚：0.35～0.6mm 

寸法
補修塗装下地材 補修塗料

原板 塗覆装 種類

アクリル系／A社

アクリル系／D社

シリコン系／B社

シリコン系／D社

ウレタン系／C社

ウレタン系／D社

フッ素系／C社

フッ素系／D社

ウレタン系／E社

塩ビ系／F社

色

ガルバリウム鋼板

塗装無し

濃色

ポリエステル系樹脂
×

×

×

×

淡色
フッ素系樹脂

溶融亜鉛－アルミ
ニウム－マグネシウム
合金めっき鋼板

塩ビラミネート

濃色

淡色
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一般財団法人日本ウェザリングテストセンターの３試験場を使用する。
試験体の設置はJIS Z 2381(大気暴露試験方法通則)に則って向きは南面、角度は45°としております。

各試験場の所在地は次のとおりです。

❶ 銚子暴露試験場（田園地帯）
所在：千葉県銚子市新町1034-1番地
位置：北緯35°43′　東経140°45′
高さ：海抜54ｍ

❸ 旭川暴露試験場（寒冷地）
所在：北海道旭川市江丹別町芳野167-1番地
位置：北緯43°52′　東経142°16′
高さ：海抜137ｍ

暴露試験場4

下の画像は銚子暴露試験場です。

設置状況5

腐食状態など外観観察、色調および光沢変化、塗膜変化などの評価を5年間実施予定です。
結果に関しまして本誌で改めてご報告致します。

まとめ6

❷ 宮古島暴露試験場（亜熱帯）
所在：沖縄県宮古島市上野字宮国1338-1番地
位置：北緯24°44′　東経125°19′
高さ：海抜50ｍ



「全国ファインスチール流通協議会」展示会出展報告
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特集

3

感染予防対策としてアクリル板を設置しアルコール消毒を徹底

開場前の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増加地域での出展ＰＲ
を企画し、九州ホーム＆ビルディングショー2021に参加。 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
サンプルといった従来どおりの体感型展示を実施。小型で電動操作
できる「電動式耐震性能比較模型」と「遮熱塗料効果体感模型」も
アルコール消毒を徹底し展示。ただし、「空き缶釣り」イベントは感染
拡大防止のため、今回は中止といたしました。

●コロナウィルス感染予防対策を行い出展

主旨

会期
会場
主催

戸建から団地・マンション・賃貸住宅まで、住まいに関する建材・部材・設備・サービスが
一堂に会する専門展示会。九州圏の建築業界の振興・活性・交流を目的に開催。
2021年6月16日（水）・17日（木）
マリンメッセ福岡   
一般社団法人 日本能率協会

：

：
：
：

九州ホーム＆ビルディングショー2021
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開催結果
●来場者数報告 （同時開催の5展示会合計）
6月16日（水）・17日（木）、2日間で5,167名
前回来場登録者数よりUP（主催者発表）

開場と同時に来場者が続 と々受付に

感染対策を徹底して行われたテープカット

ポケットティッシュはご自由にどうぞ

●当協議会ブースへの訪問者数および配布物
2日間で200名強
（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、ハンドタオル）

昨年は新型コロナウィルスの影響で開催が見送られました。今年も
開催が心配されましたが、関係各所と緊密な連携を取り、感染症の
リスクを抑えながら予定通り開催されました。コロナ禍によって経済
活動が停滞している今こそ、本展を通じて経済活動の継続、産業界
の振興に寄与していくことをテーマに、多数の来場者が訪問され、
大盛況のうちに終了しました。
金属サイディングモックアップや耐震性能比較模型を使い説明する
ことで、ファインスチールは「軽さが揺れを軽減させる耐震性も兼ね
備えた」製品であること、またリフォーム材としても優れた製品である
こともご理解いただけました。

●コロナ禍でも多数の方が来場

屋根の重さの違いだけで揺れがかなり違うことに驚き 壁のモックアップでは、塗装の美しさや形状に興味津々

女性も多数来場 遮熱塗料の効果を実感
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都心から‘たったの20分’で、お洒
落なビルが立ち並ぶ華やかな都会
の風景からあっという間に落ち着い
た住宅地が広がる郊外の風景に変
わってしまう埼玉県朝霞市にある
“朝霞の住宅”。
施主は独身の会社員の男性。編
集者である施主は20年近く都内の
マンションに住んでいたが、今回この
住宅を建てるにあたり敷地探しから
始まった。施主の住宅への条件は
「職場のある渋谷から近いこと」「駐
車スペースがあること」それ以外の
要望は特になく、吉田氏がまず考え

たことは「建築家の価値観を押し付
けずにどのように施主に住宅をイ
メージしてもらうか」ということだった。
そしてコンセプトは施主の家族構成
の変化、さらには周辺環境の変容に
も対応できることを前提とした「生活
を豊かにするために必要な住宅」を
提案することに辿り着いた。

“朝霞の住宅”はひな壇上の住宅
地にある。周辺には開発当時に建て
られた住宅、最近建てられた比較的

新しい住宅、更地となっている敷地も
ある。さて、この典型的な郊外住宅地
に建つ“朝霞の住宅”は建物単体で
見るよりも前面道路や隣地も含めた
写真や配置図から読み解くと面白い。
まず南側から見ると、前面道路から
一段上がった敷地の建つこの住宅は
ガラスと金属の小箱が置いてあるよう
に見える。シルバーの塗装ガルバリウム
鋼板で覆われた建物の下には一つだ
け開口部があり空間の‘抜け’が感じ
られる。隣家に接する東側は閉じられ
ておりプライバシーを確保している。
さらに北側は隣地との境にある擁壁

ファインスチール
を使った

建築
設計例

337
朝霞の住宅

設計：吉田 昌平／吉田昌平建築設計事務所, STUDIO YY

ヒラク… 開く・拓く・啓く―

（撮影：写真はすべて、高栄智史氏撮影　）

敷地と建物の関係
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南側から土間キッチンを見る。ガラス張りの窓から開口の少ない東側にも光が届く。

断面詳細図

土間キッチン屋根
部分断面詳細図

を活かした‘裏庭テラス’という半屋外
空間で、西側のガラスに覆われた空
間と視覚的にも繋がっている。そして
西側の立面は一面がガラス張りという
住宅としては大胆なデザインだ。この
ガラスの向こうは土間をイメージして
おり、普通ならば住宅の奥の方に配
置されるキッチンとバスルームといった
水廻り空間がある。またこの敷地の西
側の隣地は開発当初から住宅が建
てられた痕跡はなく現在も更地の状
態で、現状は借景ならぬ〈借庭〉であ
るという環境を活かしたデザインだ。
もちろん将来的にこの更地に住宅が

建つことも考慮してガラス面にはカー
テンをつけられるようになっている。
このように“朝霞の住宅”は敷地の
周辺環境の特性を最大限に活かす
ために、隣地との関係を丁寧に考慮
して設計がなされている。

－ 見える －
西側のガラス面からは、キッチンに

はガラスに接した水平の長いカウン
ターのシンクの下の曲線の造形が美
しいパイプの配管、洗面室にはシンプル
な洗面化粧台と洗濯乾燥機、浴室に
はお洒落なバスタブといったインテリア
雑誌の1ページのような室内が見える。
「設備機器は選び方で見せることが
できる」と吉田氏はいい、設備機器
がインテリアにもなり得る可能性を模
索する彼の探求心が伺える。そして
ガラスで覆われた空間の奥は木材で

見える・隠す・見えない
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ダイニングから土間キッチンを見る。

覆われたリビング・ダイニングになって
おり天井に連なって配されたダウンラ
イトが見え、その光によって室内の木
のぬくもり感が醸し出されている。

－ 隠す －
一方、ガラスで覆われた空間は

‘土間’として「外っぽい雰囲気」を出
すためにダウンライトではなく鋼管の
柱にスポットライトを取り付けている。
「ダウンライトは光るとインテリアになっ
てしまう。土間にはそうしたインテリア
の要素はいらない」ということから光
源を目立たせないように配慮した。
そしてこのスポットライトの配線は柱
である鋼管の中に隠してしまった。
建築の内部空間において「光の見

せ方」という手法は当たり前であるが
「光の隠し方」という手法はあまり聞
かない。土間を表現するための建築
空間演出の手法として「光の隠し方」
を用いたデザインは吉田氏の空間に
対する建築家としての独自性が感じ
られる。

－ 見えない －
さて、この住宅は全体的に軽やか
なイメージだ。それは幾つかの見え
ないディテールに秘められた仕掛け
によるものだ。
ガラスに覆われた空間に用いられ
た鋼管の柱周りは、稼動部と接する
か、隣接する棟と噛み合うか、など実
は取り合いの条件などがそのほとん
どで異なっているが、見え方が全て
で同じになるようディテールをそれぞ
れで調整している。そうすることで空
間全体の印象をすっきりとさせ、同時
に開口部の種類の違いによる躍動
感が引き立っている。またリビング・ダ
イニングやベッドルームの壁は斜め
カットにした合板を突合せ、合板を同
じ方向に貼ることで空間にシャープ
さと奥行き感を与えている。
さらに土間には冷暖房はなく、冬は
床のコンクリートにガラス面から注ぐ
太陽光が蓄熱され暖かい。夏は、南
からの日差しが屋根でカットされ、また
土間に続く冷暖房のあるリビング・
ダイニングの南北の開口部と土間の

東側の玄関と西側の開口部を開け
放つことで通風が確保される仕組み
になっているため、快適な環境が保
たれている。
このような、さり気ない細部の処理

こそ「建築家の価値観を押し付けず
にどのように施主に住宅をイメージ
してもらうか」の原点なのであろう。

西側にある更地は私有地なので
基本的に行政の管理はされない。
管理がされない状態では雑草が伸
び放題となり防犯上問題となる。ここ
でも仕方がないので隣接する居住
者達が草刈りをすることで安全を確
保してきた。この“朝霞の住宅”を建
設する前、建設している最中、吉田
氏もまた隣地の雑草を抜きながら
「生活を豊かにするために必要な住
宅」のアイデアを考えていた。そんな
建築家とご近所の人たちが親しくな
るのに時間はかからなかった。そして
施主もまたこの住宅を通して近隣居

住宅から広がる‘これから’
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2階はめ殺しのスリット窓から1階土間キッチンを見る。

1階配置平面図

２階平面図

住者に温かく迎え入れられた。
さらにここで生活するようになった
施主の生活は徐 に々変わっていった。
以前はほとんどキッチンに立つことの
なかった生活が今ではガラス越しに
外を見ながら料理をするようになった。
家での趣味のなかった生活が今では
植物を育てることが楽しくなりプラン
ターをキッチンカウンターに飾るように
なった。いずれは外部にもクローバー
を植えて「緑の上に浮かんでいるよう
に見える住宅」にしたいそうだ。そん
な施主の報告を吉田氏は楽しみにし
ている。
「利便性とはその人が使いたくなる
かどうか。建物の形は副産物であり、
決して形をつくることが目的ではない。
施主が新しい使い方を発見して、楽
しく住んでくれることが一番嬉しい」と
吉田氏は語ってくれた。

この住宅はガラス、木、金属といった
建築素材をバランスよく使っている。
何度もスタディを繰り返しながら最終

的に現在のデザインになった。その中
で塗装ガルバリウム鋼板を採用したの
は経済性・耐候性・施工性だという。
またシルバーの塗装ガルバリウム鋼板
が反射することで隣接する家並みの
色を映すだけでなく、時間により青空
や夕焼け空と同化したかのように見え
るなど、周辺環境と馴染みやすいとい
う利点も評価している。さらに素材や
設備に対して性能だけではなくデザ
イン性を求める吉田氏は「今回使って
いるリブ波の塗装ガルバリウム鋼板は
建物の軽やかさを出しやすい意匠性
を持っている」という。
リブ波を好む建築家もいれば角波
を好む建築家もいる。変わらぬ丸波
も含め塗装によりその表情も変わり、
建物のデザインによって塗装ガルバ

塗装ガルバリウム鋼板の
デザイン性

設計：吉田昌平建築設計事務所／吉田 昌平, STUDIO YY

レポーター：東京大学 大月研究室　深見 かほり

吉田昌平建築設計事務所／〒150-0034 東京都渋谷区代官山町9-10  SodaCCo代官山 4F co-lab代官山
［tel］03-6452-5330　［fax］03-6452-5359　［e-mail］info@shoheiyoshida.jp　［URL］http://shoheiyoshida.jp/
STUDIO YY／〒111-0052 東京都台東区柳橋2-1-11 バルクシンソウ402号室
［tel］03-5823-4486　［e-mail］info@studioyy.info　［URL］http://studioyy.co.jp/

リウム鋼板を作品に合わせて使い分
ける建築家もいる。塗装ガルバリウム
鋼板という素材が時代を超えて使わ
れ続けてきた理由は建築作品に合
わせて変えることのできるデザイン性
にあるのかもしれない。

“朝霞の住宅”は、建物デザインは
外に‘開き’、空間構成によって施主の
生活が‘拓き’、住み続けることで本当
の生活の豊かさが‘啓き’…いろいろと
‘ヒラク’可能性のある住宅だと感じ
た。将来、施主の生活に新たな家族
が増えた時、施主自身が歳を重ねた
時、住宅を取り巻く周辺環境が変容
した時、いったいどのように‘ヒラキ’
続けるのか？  将来を想像するのも
楽しい住宅である。



FineSteel  11

　筆者の所属する天津大学の中国文化遺産保護国際
研究センターでは、2013年より国家社会科学基金の重大
プロジェクト「都市の近代化と産業遺産保護に関する体系
的研究」を推進してきたが、この度、その成果として『中国
城市近現代工業遺産保護体系研究』（全５巻、中国城市
出版社）を上梓した（工業遺産とは産業遺産を指す）。ここ
では、天津を主たるフィールドとしているが、それは、この地
が上海とならび中国の産業革命の発祥地としての性格を
有しているからである。
　戦前期、天津には日本を含む、欧米列強９カ国が租界
を拓いたが、その内外に鉱山、紡績、製鉄、造船所などの
産業が発展を遂げた。むろん、そ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。それらをどう
評価し、後世に伝えていけばよいのか。

「顕著な普遍的価値」と韓国の反発
　こうした中（2015年）、「明治日本の産業革命遺産  製鉄・
製鋼、造船、石炭産業」の世界遺産への登録勧告の
ニュースが飛び込んできた。しかし程なく、この登録勧告に
韓国側が猛反発し、事態は韓国のみならず、中国、ベト
ナム、インドなどが歩調を合わせ、次 と々反対の立場を表
明したのは記憶に新しい。
　そもそも、ユネスコの諮問機関イコモス（国際記念物
遺跡会議）による勧告では、当該遺産の「顕著な普遍的
価値」について、次のように結論づけている。

　第一に、一連の産業遺産群が非西洋国家において
初めて産業化の波及が成功したこと、第二に、19世紀半
ばから20世紀初頭にかけて、日本は製鉄・鉄鋼、造船、
石炭産業を基盤に急速な産業化を達成したこと、第三に、
一連の資産は1853年から50年あまりの短期間で急速な
産業化が達成され、幕末、明治前期・後期の三つの段階
を反映していること、が証明されている。
　しかし先の問題は、この「顕著な普遍的価値」とは裏腹
に、長崎造船所や端島炭鉱（軍艦島）など７資産において、
戦時中、朝鮮半島出身者が「強制労働させられた」とし、
登録は「侵略の歴史を正当化する行為」と断じていたが、
残念なことに今なおその問題はくすぶり続けている。

世界遺産「海商都市リバプール」と
国際奴隷制博物館

　ここで、産業革命発祥の地、イギリスに目を転じてみたい。
筆者も訪れたことのある産業遺産であるが、2007年に

建築めぐり

担当  青木 信夫

図１ 長崎三菱造船所 ジャイアント・カンチレバークレーン（1909年以降） 所蔵：長崎歴史文化博物館
1909年に竣工したイギリスのアップルビー社製・吊上げ能力150トンの電動カンチレバークレーン
で、日本で初めて設置されたジャイアント・カンチレバークレーン。1961年に工場拡張のため移設さ
れたが、当初から変わらず大型機械の搭載や陸揚げに使用され、現在も稼働中。海岸沿いに設
置されているため、対岸から全体を眺めることはできるが、見学は不可。

産業革命遺産を
どう受け継ぐか
天津大学中国文化遺産保護
国際研究センター

図２ 端島炭鉱（軍艦島） 絵はがき

図３ 端島炭鉱 世界遺産の石組（2017年筆者撮影）
1870年に石炭の採掘が始まり、1890年に三菱の所有となった炭鉱の島。製鉄用原料炭に適し
た良質な石炭を産出する炭鉱で、炭鉱開発とともに埋め立てにより拡張され、大正期の1916年
以降に多くの鉄筋コンクリート造高層住宅が建設された。国の史跡に指定。1974年に閉山した
が、地下を含めて多くの生産施設や幾度に亘る埋め立ての護岸遺構が残っており、老朽化のた
め立入禁止となっていたが、2009年から見学施設内に限り見学可能となっている。
　なお、端島炭鉱では、明治期に作られた岸壁と海底坑道のみが、世界文化遺産の一部として、
世界遺産のコアゾーンに指定されている。これ以外の他の近代に建築された建築物などは世界
遺産を保護する「バッファーゾーン」に指定されているため、保護の義務が課されず、多くは崩壊す
るままとなっている。なお、海底坑道は非公開であり、岸壁はコンクリートの補強で覆われているた
め、岸壁の表面のコンクリートが崩落した部分からのみ、世界遺産である石組を見ることができる。



FineSteel  12

アルバート・ドック（造船所）などのウォーターフロント地区
一帯が「海商都市リバプール」として世界文化遺産に登
録されている。
　リバプールは産業革命の発祥の地、マンチェスターの
外港として発展し、19世紀に禁止されるまで、この町は奴
隷貿易によって潤い続けた。インド、新大陸産の綿花がリ
バプール経由でマンチェスターに運ばれ、そこで綿織物に
加工されて、再びリバプールから世界中へ輸出された。
1830年には両者を結ぶ世界初の蒸気機関を用いた鉄道
も開通している。
　しかしここで着目したいのは、造船所に隣接された「国
際奴隷制博物館」（International Slavery Museum）の
存在だ。そこでは、大西洋奴隷貿易が現代に遺した歴史
的意味について探求し、リバプールが奴隷貿易にどのよ
うな役割を果たしたのかを考察し、併せて、人権問題に
かかるリソースの国際的なハブ（拠点）となることを目指す、
としている。

　つまり、この博物館では、産業革命期における負の側面
にも積極的に向き合い、歴史的事実を踏まえながら、客観
性を重視した展示が行われており、さらには、人権問題
への踏み込んだ将来計画まで指向されているのである。
結果、世界遺産の登録のみならず、サッチャー改革の目玉
とも言える都市再生事業の成功も相俟って、栄えある
「欧州文化首都」の指定にも繋がり、今や重要な観光資源
にもなっている。

産業遺産情報センターの開設
　日本では、登録時の条件とされた強制徴用を含む産業
遺産の歴史を伝えるガイダンス施設として、内閣官房が
「産業遺産情報センター」（東京都新宿区、総務省第二庁
舎別館）を開設した（2020年3月）。
世界遺産条約第５条にある「文化遺産及び自然遺産の
保護、保存及び整備の分野における全国的、または地域
的な研修センターの設置」という条文に基づき、他地域に
点在する世界遺産毎にビジターセンターが設置されて
いるが、その中核センターとして各地と連携してインター
プリテーション戦略を推進している。
ここでの展示内容は、世界遺産の構成資産の紹介に留
まらず、日本の近代産業史全般におよび、時期の下限も
大正・昭和に至っているが、登録時の強制徴用を紹介す
るという約束が守られていないとし、改めて韓国側からの
反発を招いている。

近代の文化遺産が問いかけるもの
　翻って、先進国を先進国ならしめた近代化の歴史を眺
めるなら、日本を含む欧米列強による植民地支配、奴隷貿
易、他国からの資源や労働力の搾取、公害問題など、負
の側面もまた同時に抱えていることが知られる。
　また今日、文化相互の絶対的優劣ではなく、多様な文
化の共生や、人道的価値観の共有などが問われる中、負
の側面から目を背けてはなるまい。しかしその一方で、した
たかに近代化遺産を活用して都市競争力の強化を図っ
ていくような戦略上の見直しも必要であろう。
　その意味において、「海商都市リバプール」が示した、負
の遺産を包含した重層的な都市文化政策は、日本のみな
らず、アジア近代の文化遺産の保護・活用にとって、さらに
は混迷を深める歴史認識の理解に向けた試金石としても
好個の参考事例になると言ってよかろう。

筆者略歴
1996年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程
修了、博士（工学）。1996年清華大学建築学院訪問学者、
1997年慶應義塾大学環境情報学部助手（現・助教）などを経て、
2006年より現職の天津大学建築学院教授、2008年同大学
中国文化遺産保護国際研究センター主任（センター長）。
2017年より香港中文大学建築学院兼職教授。また本年4月より
国際日本文化研究センター外国人研究員を併任。専門分野は、
文化財保存、都市・建築史。最新刊に、共編著『中国城市近現
代工業遺産保護体系研究』（全５巻、2021）がある。2019年
中国政府友誼奨（褒章）。

図４ 国際奴隷制博物館（International Slavery Museum）案内板（2011年筆者撮影）

図５ 国際奴隷制博物館 館内よりアルバート・ドックを望む（2011年筆者撮影）
国際奴隷制博物館は、アルバート・ドックの旧倉庫群の一角を転用して設置されており、国立リバ
プール博物館の一部となっている。この博物館の展示物は、歴史上および現代の奴隷制におい
て奴隷化された人々の語られざる物語を扱っている。大西洋奴隷貿易以前の西アフリカにおける
生活と文化や、奴隷制の歴史をあつかったセクション、そして、奴隷制の遺産と今日の人権に関す
る問題をあつかった特別展示が設けられている。



FineSteel  13

街でみかける
ファインスチールの施工例 その 44

クスノキ

丸太柱

11 スターバックスコーヒー西東京市新町店

西東京市は武蔵野台地のほぼ中央にあり、楠やアオギリ
など、自然に恵まれている。
令和２年11月25日に開店した当店を訪れると、敷地に佇む
樹齢約300年のクスノキ※が出迎えてくれる。木質感を求め、
高勾配でルーバー付きの立平葺屋根とし、素材には塗装
ガルバリウム鋼板（ブラック）が採用された。
ご来店されたお客様に『ゆったりと、時を楽しんでいただき
たい』と、店内では丸太柱が静かに見守ってくれている。
木の恵みとぬくもりを感じられる当店が、末長く愛されて
いくことを願っている。

※ 西東京市保存樹木 に指定されている

住所：東京都西東京市新町5-19-10
TEL：0422-39-8750
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拠点複合施設「りすた★★」（北海道夕張市）22

夕張市コンパクトシティー構想の中核として、拠点複合施設
「りすた」は令和２年３月１日にオープンした。
建物は、裏側の丘から正面に向かって防水屋根が首をも
たげるような構成で、屋上防水にはフイルムラミネート溶融
亜鉛-アルミ系めっき鋼板が、屋根・外壁には塗装ガルバリ
ウム鋼板が採用されている。
200人収容可能な多目的ホールや、多目的防音室、親子ラ
ウンジ、図書室、市南支所・市教委員会機能などを有した
総合設備となっており、多くの市民に愛され、「笑顔とにぎ
わいがこだまする街」実現の一翼を担っていくことが期待
される。

★ 令和２年度「北海道赤レンガ建築賞」受賞

りすた 図書室

待合交流スペース

住所：夕張市南清水沢4丁目48番地12

りすた：ゆうばりの“り”と駅のSTA“すた”から
「まちの駅として」を意味する

Photo : Ikuya sasaki
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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
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