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九州のハブ市場を目指す
　福岡市の新しい青果市場「ベジフルスタ
ジアム」が2016年2月に開場しました。場
所は、東区の「アイランドシティ」。敷地
面積は約15万㎡で、ヤフオクドームの約

２. ２個分の広さです。
　そもそも「ベジフルスタジアム」は、こ
れまで市内３箇所に分散していた青果市場
を統合し、温度管理や残留農薬の検査など
の体制を強化することで、九州の青果流通
の拠点とすることを目標に計画されたもの
で、今後はアジアへの輸出基地の役割も期
待されています。
　市場は、卸売場西・東棟、青果市場会館
の３つの基幹施設で構成され、周辺に必要
な施設が配置されています。当社で設計
を担当したのはそのうち卸売場西・東棟
で、産地から出荷される野菜や果物が集ま
り、「せり売」、「相対売」による取引が行
われる施設です。

設計の４つのポイント
　設計に当たっては４つの大きなポイント
がありました。
1．卸売場棟の全有蓋化と無柱の大空間の
実現。天候に左右されない品質の管理と快
適な作業環境を実現するために、卸売場棟

全体に屋根を架け、大スパン構造を採用し
て柱のない空間を生み出しました。
2．タイプごとにゾーニングし、効率的な
物流動線を実現する。仲卸を、異なる営業
形態、規模により３つのタイプに分け、タ
イプ別にゾーニングし、効率的な物流動線
を実現しています。また、通勤車両用駐車
場を東棟の屋上に集約し、物流動線の安全
性、円滑性を向上させています。
3．自然エネルギーの有効活用。ハイサイ
ドライトによる自然採光・自然換気システ
ムの導入に加え、太陽光発電も実施。
4．建物の長寿命化と更新性の確保。海に
近く塩害対策が必須のため、構造体、外装
材及び塗装においても、塩害対策に十分配
慮した仕様を採用しています。

塩害に強い素材を無溶接で施工
　前述の通り、本施設では屋根はもっとも
重要な存在です。実施設計では、基本設計
の見直しを行い、最終的には上弦材はアル
ミめっき鋼板、下弦材はステンレスを使用

していますが、これは三晃金属さんから、
当施設は壁が上部にしかなく、横から吹き
込む雨を考慮する必要があることと塩害を
考える場合は、雨によって流されることが
ない下弦材にステンレスを用いたほうがよ
いとのアドバイスを受けて決定したものです。
　さらに塩害対策では施工の全過程で、錆
の元となる現場溶接をなくすことを徹底し
て行いました。屋根では三晃金属さん提案
の無溶接の施工法「ガッチリタイト」を採
用。初の大型物件での施工だったそうです
が、現場を見て今後も沿岸部での工事では
積極的に活用できる工法と思いました。

細部の意匠にも注目
　大きな物件だけに倉庫っぽくみえないよ
うエッジの効いたデザインを心がけました。
一つは壁面に用いたサイディングハイシャ
ドー。左右非対称断面により見え方が変わ
り、壁面に表情が生まれるところが決め手
でした。もう一つがサッシや見切りに黒の
色を用いていること。特に屋根の見切りは

スカイラインになるため、建物全体を引き
締める効果があり、壁面のシルバーとの組
み合わせもシャープさを増していると思い
ます。しかも壁面の上下の黒と白の見切り
には博多織の紋様を浮びあがらせています。
そのためアルミの鋳物で製作しています。
　この施設は福岡空港に近く飛行機から眺
めることが出来ます。上空からの視線にも
十分耐えられるように、駐車場の膜屋根な
ど、屋上の美観にも気を配りました。
　また、時間をかけて検討したものの一つ
にサイン計画があります。当施設は市民に
開かれている点が特徴で、せりや食品衛生
検査所などの見学コースも充実しています。
それもあって、日常的に施設を使う市場関
係者だけでなく、見学に訪れる小さな子ど
もからお年寄りまでがわかりやすいサイン
を作り上げるために検討を重ねました。幸
い、開場以来訪れる人の動きもスムーズで、
わかりやすいと好評をいただいています。
今後ますます市民の皆様に愛される市場に
育っていってほしいと願っています。

中央が卸売場西棟。奥、屋上駐車場のある建物が東棟

西棟側面。サイディングハイシャドーで壁面を施工

見切りの上は黒色

見切りの下は白色。上下共に博多織の紋様がみえる

ガッチリタイト施工風景ガッチリタイトで施工。内側からの眺め妻側からの眺め。サッシや見切りの黒がシャープな印象
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九州の青果流通の拠点
福岡市中央卸売市場　青果市場 

ベジフルスタジアム

■所在地…福岡県福岡市東区みなと香椎 3-1-1
■事業主体…福岡市
■敷地面積…149,691.56㎡
■延べ床面積…卸売場西棟 39,002.88㎡
	 　卸売場東棟 32,360,94㎡
■構造…卸売場西棟　Ｓ造（一部SRC造）地上 2階
　　　　卸売場東棟　RC造　地上 3階
■屋根仕様…
　【卸売場西棟・東棟塔屋】
　上弦材：Ｆ -200 Ⅱ型
　　アルミめっき鋼板XV生地　t ＝ 0.8㎜　33,443㎡
　下弦材：丸馳折版Ⅱ型　
　　フェライト系ステンレス鋼板（YUS220M）
　　	t ＝ 0.8㎜　33,443㎡
　【仲卸】折版 F-200 Ⅱ型　フェライト系ステンレス
　鋼板（YUS220M）t ＝ 0.8㎜　5,443㎡
■外壁仕様…
　【卸売場、東棟棟屋】サイディングハイシャドー
　フッ素樹脂ステンレス鋼板（SUS304）t ＝ 0.6mm
　5,385㎡
　【仲卸】サイディングF-400　フッ素樹脂ステンレス
　鋼板（SUS304）t ＝ 0.6mm　9,217㎡
■実施設計・監理…東畑・匠設計業務共同企業体
■基本設計…梓・那の津寿設計共同企業体
■施工…大林・内藤・有澤・飯田・中野建設工事共同
　　　　企業体
■開場…2016 年 2月 12日

  建築概要

【語る人】

㈱東畑建築事務所
設計室長
		

河野　和久 氏
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認定こども園かすが花の子
園園舎（兵庫県丹波市）
●屋根仕様／SX-40　カラー
ガルバリウム鋼板　t＝0.5mm	
1,334㎡　SX-40　テーパー加
工　カラーガルバリウム鋼板　
t＝0.5mm　831㎡　●設計／	
㈱藤田建築設計事務所　●施
工／㈱森津工務店

ロームシアター京都（京都会館再整備工事）（京都府京都市）
●屋根仕様／【ホール上屋】SX-40　タフテンZ　t＝0.5mm　1,215㎡　【渡り廊
下】スピードロック　タフテンZ　t＝0.4mm　515㎡　美段ルーフ9　タフテンZ　t＝
0.4mm　134㎡	【搬入庇】瓦棒F-40K　タフテンZ　t＝0.4mm　231㎡　●設計／
香山壽夫建築事務所　●施工／㈱大林組

みやけ眼科（島根県松江市）
●屋根仕様／折版F-80　ガルバリウム鋼板　t＝0.8mm　195㎡　SX-40　カラー
ガルバリウム鋼板　t＝0.5mm　87㎡　●外壁仕様／SX-40　カラーガルバリウム鋼
板　t＝0.5mm　109㎡　●設計／	㈱小草建築設計事務所　●施工／	幸陽建設㈱

太子町新庁舎（兵庫県揖保郡）
●屋根仕様／丸馳折版Ⅱ型　カラーガルバリウム鋼板　t＝0.8mm　122㎡　●外壁仕様／立馳
SX-40　カラーガルバリウム鋼板　t＝0.5mm　1,272㎡　●設計／坂本昭・設計工房CASA	　●施
工／大鉄工業㈱

㈱堀場製作所びわこ工場　HORIBA　BIWAKO 
E-HARBOR（滋賀県大津市）
●屋根仕様／イソバンドBL-H　t＝35　カラーガルバリウム
鋼板　t＝0.5mm　5,711㎡　丸馳折版Ⅰ型　ガルバリウム
鋼板　t＝0.8mm　212㎡　丸馳折版3型　ガルバリウム鋼
板　t＝0.8mm　110㎡　●設計／㈱類設計室　●施工／
㈱大林組

福井県漁業協同組合連合会松栄地区水産基地整備工事（福井県敦賀市）
●屋根仕様／折版F-200Ⅱ型　フッ素樹脂ガルバリウム鋼板　t＝0.8mm　5,335
㎡　折版F-200Ⅱ型　丸馳折版Ⅱ型　フッ素樹脂ガルバリウム鋼板　t＝0.8mm　	
1,255㎡　折版F-200Ⅱ型　ラジアル加工　フッ素樹脂ガルバリウム鋼板　t＝
0.8mm　1,112㎡　●設計／㈱日建設計　●施工／	㈱塩浜工業・濱田建設㈱JV

北広島町立芸北中学校校舎等新築工事（広島県山県郡北広島町）
●屋根仕様／段ルーフ275　カラーガルバリウム鋼板　t＝0.5mm　1,998㎡　折版
W-500　カラーガルバリウム鋼板　t＝0.8mm　55㎡　●外壁仕様／スパンドレル
カラーガルバリウム鋼板　t＝0.4mm　179㎡　●設計／	㈱あい設計　●施工／錦
建設㈱・芸北工業㈱J.V.	

宗像ユリックス総合公園 
保全改修工事（12期－7） 

（福岡県宗像市）
●屋根仕様／ R-T工法　フッ素樹脂
ステンレス鋼板（YUS220M）（トー
カイフッソステン220M）　t＝0.4mm	
2,844㎡　●設計／㈱那の津寿建築
研究所　●施工／	松本組建設㈱
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（仮称）比田勝認定こども園（長崎県対馬市）
●屋根仕様／R-T工法　カラーステンレス鋼板（NSSC220M）　t＝0.4mm　1,108㎡　●設計／㈱
MAMO建築設計　●施工／星野建設㈱

リョーキ桑畑営業所改修（広島県呉市）
●屋根仕様／ルーフデッキ　カラーガルバリウム鋼板　t＝0.8mm　158㎡　
●塗装仕様／【屋根】三晃シリコンエース　1,719㎡　【外壁】三晃シリコン
エース　1,265㎡　●設計／㈱NSP設計　●施工／洋林建設㈱

香芝市立香芝北中学校体育館改修工事（奈良県香芝市）
●屋根仕様／ダブルパックカバー工法　折版F-200Ⅰ　働き幅350mm特寸（既設
大型円筒葺き上よりカバー工法）カラーガルバリウム鋼板　t＝0.8mm　1,078㎡　	
●設計／㈲新田設計　●施工／㈱上村組

単県港湾工事（クラブハウス棟等修繕）（岡山県瀬戸内市）
●屋根仕様／ R-T工法　フェライト系ステンレス鋼板（NSSC220M）t＝0.4mm　
543㎡　●設計／一級建築事務所　石原設計室　●施工／㈱カワダ建設　
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四国営業所
（愛媛県松山市）

渡邉　宏所長／当営業所は、担当エリアが四国4県にま
たがり広域なうえ、中央には四国山脈があって移動距離
が長いのが特徴です。地元の設計事務所さんによる設計
段階からの折り込み物件が大半なこともあり、信頼関
係を大切に営業しています。公共物件が多く、横葺や
SX-40が主力商品ですが、今後は他社との差別化を図る
ためにも、まだ四国エリアでは普及が進んでいないハイ
タフの営業にも力を入れていきたいと思っています。

物流倉庫の屋根をSRASで施工。グラス
ウールボードの敷き込みは折版と同時に
行うため、雨養生と施工のタイミングに
気を遣いました。化粧グラスウールボー
ドを使用するため、見上げた時の意匠性
もあり、きれいな仕上がりになりました。

高松市が進める高松市こども未来館に付
設されるプラネタリウムの外装工事です。
完全な球体で、外装材にチタンを用いる
こともあり、発表時から全国的に話題と
なりました。前例がないだけに仮設計画
がむずかしく、挑戦的な仕事でしたが、
担当者も職方さんも達成感が高く、自信
作になりました。

市道で学校の敷地が3分割され、長年地元から改善要求が出されてい
た中学校を移転新築したものです。当社は体育館の屋根をハイタフ
で施工。地元ではまだ馴染みのない工法のため、検査も慎重を期し
て進めました。また住宅地にあるため飛散物にはとりわけ注意を払
い、ゴミの処理や資材の養生に気を配りました。

左から長谷川皓平、田中聡司、渡邉宏所長、神田卓海、徳増みちよ

純心聖母会島原棟（寄宿舎）（長崎県島原市）
●屋根仕様／瓦棒F-40-M　高耐食性厚膜塗装鋼板　t＝0.4mm　733㎡　美段ルーフ15　高耐食
性厚膜塗装鋼板　t＝0.4mm　237㎡　瓦棒F-40-K　高耐食性厚膜塗装鋼板　t＝0.4mm　39㎡　
●設計／㈱溝上建築設計事務所　●施工／㈲川康建設

高城運動公園整備事業屋内運動場  
（宮崎県都城市）
●屋根仕様／丸馳折版3型　カラーガルバリ
ウム鋼板　t＝0.8mm　5,269㎡　●設計
／㈱益田設計事務所　●施工／㈱桜木組

丸協運輸㈱中野センター（愛媛県松山市）
●屋根仕様／丸馳折版3型　カラーガルバリウム鋼板	
t＝0.8mm　7,284㎡　SRAS　丸馳折版3型　グラ
スウールボード　t＝25mm　5,821㎡　●設計／㈱
エス・アクシス　●施工／大和コンストラクション㈱

高松市こども未来館（仮称）（香川県高松市） 
●屋根仕様／ R-T工法　チタン　t＝0.4mm　381㎡
【軒天】R-T工法　チタン　t＝0.4mm　138㎡　●設
計／久米・市原設計共同企業体　●施工／合田・四国
開発建設　特定建設工事共同企業体

余土中学校校舎棟移転新築主体工事（愛媛県松山市）
●屋根仕様／ハイタフルーフィングシステム　EP　t＝1.14mm　1,104㎡　●設計／㈱東
畑建築事務所　●施工／㈱大進建設/愛媛土建JV

大阪いずみ市民生活協同組合（仮称） 
岸和田店（大阪府岸和田市）
●屋根仕様／ダブルパック工法　上弦材：
丸馳折版Ⅱ型　カラーガルバリウム鋼板　t
＝0.8mm　6,257㎡　下弦材：丸馳折版Ⅱ
型　ガルバリウム鋼板　t＝0.6mm　6,257
㎡　F-80　カラーガルバリウム鋼板　t＝
0.8mm　510㎡　●外壁仕様／サイディング
S　カラーガルバリウム鋼板　t＝0.4mm　
516㎡　●設計／㈱東畑建築事務所　●施
工／日本国土開発㈱　	

山陰中央新報製作センター増築（島根県出雲市）
●外壁仕様／大和葺　カラーガルバリウム鋼板　t＝0.8mm　
191㎡　●設計・施工／松江土建㈱

南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差事業
（大阪府高石市）
●屋根仕様／ F-80　フッ素樹脂ガルバリウム鋼板　t＝
0.8mm　893㎡　	●設計／中央復建コンサルタンツ㈱　
●施工／	㈱錢高組
南海本線羽衣駅下りホーム　太陽光発電システム
導入事業（大阪府高石市）
●屋根仕様／ソーラーシステムSフィット　多結晶　250W
×166枚　41.5kW　トップライトソーラー　ライトスルー
150W×50枚　7.5kW　●設計／中央復建コンサルタン
ツ㈱　●施工／	㈱錢高組



●『西脇小学校の木造校舎を想う会』
笠原　西脇小学校の3棟の木造校舎は現在
保存改修案の検討が進められています。建
て替えの方針を覆し、ここまでもってこれた
のは市民の活動があったからだと思います。
その先に腰原先生はじめ専門家がかかわる
という文脈ができていった。
吉田　発端は2013年7月10日の神戸新聞北
播版に「西脇小学校の木造校舎3棟を取り

壊し、3階建てで似せたデザインの鉄筋コ
ンクリート造に建て替える方針を市がほぼ固
めた」という記事が載ったことです。県下
の友人が知らせてくれたんですが、私は勿
論ほとんどの市民が寝耳に水でした。2010
年に行われたアートイベントに参加して西
脇小学校の図書室で紙芝居を実演してい
たので、自分の体感として建物はどっし
りとして危ない感じはなかった。だから 

〝何で？〟と思いました。しかも8月下旬に説
明会を開催し、9月の市議会定例会で最終
決定という計画でしたから、ほとんど時間が
残されてなくて、まずは止めないと、と思い
ました。友人たちに聞いたり、インターネット
で情報を集め、事例を調べて、2日後には市
長と校長に「木造校舎を残してください」と
お願いのメールを出しました。すぐに教育長
から改築案の説明を受けたんですが、木造
建築の専門家も参加していない状況で耐震
化できないと結論づけられているらしく、議
事録も未公開でした。
笠原　僕が西脇小学校に伺ったのは、2013
年の7月23日。建て替えが発表された後、最
初の見学会でした。神戸の旧ジョネス邸の保
存活動に関わっていた知人が吉田さんとも知
り合いで知らせてくれたんです。
吉田　旧ジョネス邸に関わった人たちから

アドバイスをもらったことも大きかったです
ね。たとえば「運動」ではなく「活動」とし、

「反対」や「守る」という言葉は避けたほう
がいいとか。「対立の構図をつくらない」と
いうことを学びました。それで市民有志の会
も『西脇小学校の木造校舎を想う会』とい
う名称に。ただ、市内在住でない私は代表
者になれず、高校の恩師にお願いしました。
笠原　署名運動も早かったですね。
吉田　地元の仲間に元広告デザイナーがい
て、私もそうでしたので、アイディアをすぐ形
にすることに慣れていたのだと思います。イ
ンターネットで署名を集めることができるサイ
トを見つけてくれて、7月13日には開始しまし
た。そのタイトルも「建て替え反対」などに
せず「木造校舎を残してください」に。数多
くの知人らにメールやSNSで賛同を呼びか
けたんですが、BCCにしないで手紙をつけ
て一人ずつに送りました。それが拡散されて、
一晩で600名ほどの署名が集まり、それをも
って再び市長以下に嘆願メールを送りました。
さらに西脇小学校内で開いた勉強会などで
肉筆署名も地道に集め、最終的にはネット
署名と合わせて約4000通ほどになりました。
笠原　僕が参加した7月23日の見学会には設
計者の内藤克雄さんのご子息で建築家の内
藤正克さんも来られてましたね。
吉田　初めての専門家による視察でした。
内藤先生を呼び出してくださったのは『想う
会』の仲間のお母様なんです。大変気骨の
あるご婦人で、土地の名士のお家柄。そうい
う方が表に立ってくださったことは初期活動
をやりやすくしてくれました。どうしても地元
の人は、子どもが同校に通っていたり、市と
仕事の関係があったりと、しがらみがありま
すから。しかしこの見学会が、ある意味で
その後の活動を考えるきっかけになりました。

木造校舎を使い継ぐ―兵庫県西脇市立西脇小学校

8 9

１．はじめに
　建築物における耐久性は、一般的に劣化
に対する抵抗性であり、耐久性能は建築物
またはその部分の性能をある水準以上の状
態で継続して維持する能力であるとされて
いる1)。鋼に着目するとその耐久性を阻害
する要因には、腐食・疲労・熱影響等がある。
このうち、腐食は主に水分と酸素の存在に
よって生じるもので、長期に渡る自然環境
下においては、その程度や形態が異なる。
　本稿では、鋼部材の腐食の概要とその促
進試験について述べる。

２．腐食の分類
　JIS Z 0103によると、腐食は金属がそれ
をとり囲む環境物質によって、化学的又は
電気化学的に侵食されるか若しくは材質的
に劣化する現象と定義されている。鋼部材
の腐食形態による分類を図１に示す。腐食
は、独立して生じる場合もあれば、相互に
関連して連続的に生じる場合もある。鋼部
材の腐食のほとんどは、湿食の全面腐食と
されており、いわゆる「さび」は、一般的
に腐食生成物である。湿気や水分が存在す
るとアノード反応とカソード反応とのバラ
ンスにより金属電池を形成して鉄を溶かし、
赤さびとなる。代表的なさびの色は黄色・
茶色・茶褐色・黒色であり、さびの厚さ
や結晶粒の大きさなどにより異なっている。
これに対して、マクロ腐食電池が作用する
と一部の腐食の進行が早くなり、孔食・隙
間腐食・粒界腐食・異種金属腐食などの局
部腐食となる。孔食は腐食が鋼材表面の局
部だけに集中して起こり、内部へ向かって
の進行速度が大きいために生じるものでス

テンレス鋼などで観察
される。
　局部腐食には応力作
用が生じる場合に分類
されるものもあり、応
力腐食割れ・水素脆
性・腐食疲労などが該
当する。質量の減少を
ほとんど伴わなくても
引張応力が作用すると
生じるもので、鋼の表面から内部につなが
る部分が面状に腐食する。腐食を防止する
方法として金属表面に不働態皮膜を形成す
る耐食材料（ステンレス鋼・チタンなど）
や塗装・めっき・電気防食などがある。

３．促進腐食試験
　鋼部材の耐久性の評価には中性塩水噴霧
試験、複合サイクル試験などの促進腐食試
験がある。
１）中性塩水噴霧試験（JIS Z 2371）
　中性塩水噴霧試験は、5%濃度の塩化ナ
トリウム水溶液を噴霧させ、試験材料に付
着させ、腐食を促進させ短期間に評価する
方法である。
２）複合サイクル試験
　複合サイクル試験は、大気暴露試験との
相関を高めるため、実環境を模擬する方法
で、実環境と同様に、環境因子の濡れ、乾
燥、その他因子が繰り返される条件を採用
している。中性塩水噴霧試験と異なり、塩
水の噴霧を連続では行わない試験方法であ
る。代表的な複合サイクル促進試験方法を
表１に示す。自動車用材料腐食試験方法

（JASO規格）においては、JIS規格と同様

に塩水噴霧・乾燥・湿潤の合計8時間を1
サイクルとしている。この他、中性塩水噴
霧サイクル試験（JIS H 8502）は、JASO
規格と同様に塩水噴霧・乾燥・湿潤を行う、
めっきの耐食性試験である。
　上記の試験方法において、例えば、冷間
圧延鋼板（SPCE）の腐食度（96時間試験）は、

「一般用さび止めペイント（JIS K 5621）＜連
続塩水噴霧試験（JIS Z 2371）＜中性塩水噴
霧サイクル試験（JIS H 8502）」の順に大き
くなるとされている2)。この例に示すよう
に、試験方法は鋼部材の種類や用途、周辺
環境を考慮して適切に選定する必要がある。
　複合サイクル促進試験（JASO M609:90
サイクル）を行った例として、屋根用取
付金具に使用した溶融亜鉛めっきボルト

（M10のめっき付着量：350g/m2）のSEM
（走査型電子顕微鏡）観察結果を図２に示
す。促進試験後のめっき層は減少している
ものの、素地は防食されていることがわ
かる。鋼板のめっき仕様（Z27）に関して、
屋外暴露試験の相関と想定耐用年数の関係
を表２に示す3)。地域区分ごとの耐用年数
が、腐食速度（めっき付着量の消失）をも
とに推定されており、促進腐食試験結果の
評価に利用できる。

４．おわりに
　鋼部材の耐久性の評価にあたっては、促
進腐食試験に加えて可能な限り屋外暴露試
験を行い、相関を取ることが重要である。
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　兵庫県西脇市立西脇小学校。1937年（昭和
12年）に建てられた3棟が並ぶ美しい木造校舎
は、映画『火垂るの墓』などのロケでも使用され、
2007年（平成19年）には兵庫県の景観形成重要
建造物にも指定されている。そんな校舎が2013
年（平成25年）に耐震性の問題から一旦は建て
替えがほぼ決定となった。それに対して「木造校
舎を残して下さい！」と声を上げたのは、ふるさ
とを離れて東京に暮らす一人の卒業生だった。市
のマークの制作者でもあるイラストレーター・絵
本作家の吉田稔美さん。彼女の呼びかけからス
タートした活動には、建築史が専門の笠原一人
先生や木造建築の構造設計に詳しい腰原幹雄先
生など、多くの建築の専門家たちが協力。市民
を中心とした勉強会や見学会が行われ、ついに
2015年（平成27年）、市は先の方針を翻して保
存・改修を決めた。その軌跡を辿りながら地域の
近代化遺産を保存活用していく上での課題を探っ
てみた。

●鼎　談●
■技術コーナー　性能化時代と評価
山口大学工学部感性デザイン工学科　教授　 藤田　正則

〈第３回〉鋼部材の腐食と促進試験

図１　腐食形態による分類 表１　促進試験方法の規格例

表２　屋外暴露試験の相関と
　　　想定耐用年数

図２  溶融亜鉛めっきボルトの   
 腐食状況（90サイクル後） 
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「よそ者ばかりが勝手なことを言ってる」と一
部の市民の感情を害したことがあり、地元の
仲間たちがそういう声を直に聞いて届けてく
れたんです。それが大事でした。
笠原　確かに最初の見学会は、ちょっと険
悪な空気でしたね。
吉田　その直後の7月25日に市長が定例会見
で再検討を表明して市民合意を得るための
新たな拡大検討委員会を翌年1月に設置する
ことになったんです。
笠原　日本建築学会として保存要望書を出
したのが8月8日。木造校舎が竣工当時の状
態で使用されている例は少なく、希少性が
高いこと。セセッション風の当時の最先端の
デザインが見られること。3棟が整然と配置
され連結されて、一つのまとまった景観を形
成していること。設計者の内藤克雄は、当
時としてはまだ珍しかった民間の建築家とし
て、東播磨や北播磨地区を中心に多くの仕
事を残した建築家であること。かつて播州
織に代表される繊維産業で栄えた西脇市の
繁栄を伝える貴重な遺産であること、などが
趣旨です。
腰原　それって2013年夏の話？　僕にメー
ルが来たのと同じ頃だけど、僕はもう壊され
ることが決まりましたって聞いたけど。
吉田　実際その頃は前の委員会で取り壊し
の結論が出されていたんです。それで急いで
勉強会を開いたんですが、見学会での声を
考慮して〈市民中心で考える集い〉として木
造校舎内で8月、11月、翌年2月と計3回行
いました。第1回は内藤正克氏と西脇市出身
の建築家の加藤十吾氏という地元ゆかりの
専門家に講師をお願いして、当時の図面を
もとに構造や耐震性について木造とＲＣ造と
を比較したり、近隣の篠山市立八上小学校
の改修を例に木造校舎の耐震化についてお
話しいただきました。第2回は神戸芸術工科
大学の花田佳明先生と、腰原先生に来てい
ただいて、愛媛県の八幡浜市立日土小学校
や、当時進行中だった篠山市立篠山小学校

の耐震改修工事についてお話を伺いました。
腰原　花田さんから電話で「また次が来まし
たよ」。（笑）そのとき篠山小学校で一緒に
改修をしていましたから。
吉田　実は花田先生には知人のつてでご連
絡したのですが、面識もない当初すごく慎重
で「僕らがかかわらないほうが上手くいくこと
もある」とまで言われて、容易に力を貸すと
はおっしゃらなくて、第１回の勉強会の時に
建物だけ見学されて帰られた。その勉強会
で教育長が3階建てのレプリカ案のパース画
を出席者に配った事を伝えると、市のＨＰで
ご覧になって、これはいけないと思われたら
しく「次回の講師に行きます」と言ってくだ
さった。その時初めて建築家には意匠設計
と構造設計という専門の別があることも教え
ていただいたんです。それで協働されている
おふたりが第２回勉強会の時に校舎内を視
察されて、床下から天井裏まで調査された上
で、「耐震化は十分可能である」とおっしゃ
った。これは大変大きかったです。
腰原　僕は「構造的には駄目です」と言い
に行ったんですけどね。（笑）
笠原　駄目というのは？
腰原　耐震性はないんです。その当時の基
準、その当時の技術でつくられてるんだから、
今の新築のものと同じはずがない。いい材
料を使っていますとか大工の腕が良い、と
言ったって駄目なんですよ。駄目だっていう
ことをちゃんと認識しないといけない。〝この
建物は駄目です。だけど安全にする方法は
あります〟というのはセットなんです。どっち
を強調するか、だけ。要は地元で残す気に
なる人がいるかどうかが問題で、その人さえ
くじけなきゃいい話なんです。
笠原　ただ一般の人は、腰原先生が言われ
たように安全というのはどうにでもなる、と
は思ってない。だからそこを専門家が解きほ
ぐして〝こんな可能性があるんだよ〟と提示
する必要がある。僕が出席した3回目の勉強
会では文化財としての価値を話すと同時に意

識的に他の木造校舎の事例とかのスライドを
お見せしたんだけど、そのときに一緒に話さ
れた本多友常先生（和歌山大学名誉教授・
摂南大学教授）は高野口小学校（和歌山県
橋本市）で、外にあったトイレを中に取り込
んだ改修をしたことなどを説明された。出席
されていた方がよくわかりましたとおっしゃっ
ていました。事例を見せると理解が違う。
吉田　そうですね。西脇小学校でもトイレ
のことは問題視されていましたから。
笠原　流れが変わったのは2014年に入って
からですか？
吉田　そうですね。2013年の10月に新市長
と新市議会が決まって替わり、新しく議員に
なる人に何人か知り合いがいて、コンタクト
をとりました。市民と議会が話し合える『一
般会議』の制度も教えてもらって活用しまし
た。知識や情報を広めて理解者を増やして
いったことも大きかったと思います。新たな
検討委員に保存改修の専門家として花田先
生と腰原先生を入れてほしいと、3棟の保存
改修を求める陳情書に書いて出していたんで
すが、年が明けて1月早々に初めて「検討委
員に専門家専任を求める」という回答があっ
て、結果的には腰原先生と市民公募で『想
う会』から保護者の女性が1名当選しました。
その後委員会は神戸大学の足立裕司名誉教
授を委員長に選出して再検討に入ったんです。
笠原　その結果2015年の1月に「木造3棟保
存改修する」という答申が出たわけですね。
吉田　今は引きつづき改修計画案の検討の
経過を見守っている状態ですね。これまで
の検討委員会も遠隔地にいる私には傍聴す
ることができず、仲間から送られてくるメー
ルが頼り。膨大な量のそれもみんな長文で
す。これは『想う会』の特徴かもしれません
ね。そのやりとりがあったから微妙な空気も
読みとれたのだと思います。
笠原　東京にいらした吉田さんが発起人に
たたれたことで、地元の人も救われるところ
もあったんじゃないですか。

吉田　私もよそ者と見られ、地元の人はしが
らみから表にたって活動しにくい。でも少人
数ながら適材適所のチームワークで資料作
成したりフェイスブックを使ったり、会計や勉
強会の時の道案内をしたり手伝ってくれた人
が沢山いました。横尾忠則さんなど西脇出
身の文化人の応援もありました。やはり〝残
せるものなら残してほしい〟という思いの人
が多かった。ここまで漕ぎつけた理由は一言
では言えませんが、そういうことだと思います。
腰原　西脇小学校の場合短期決戦だったこ
とも幸いしたんじゃないかな。他のところで
は当初頑張っていた人が疲弊して下がって、
また新しい人が引っ張っていく。このセット
が３回くらいあるのが普通。ただ短期だと勢
いで行けちゃうけど、わだかまりが残ったま
まだといつまた壊す話が再燃するかわからな
い。改修して使い続けることをきちんと浸透
させていくことが大事。

●地元が楽しんで使う
腰原　先ほども言ったように、耐震性が低
いことが壊す理由にはならない。それに代
わる理由として西脇で言われ出したのは『教
育環境』ということ。学校なんだからこれ
は正しい。文化財だろうがなんだろうが現役
の校舎としての機能を担保するにはどうした
らいいかということは議論しなければいけな
い。篠山小学校ではそうなって学校関係者
が異常に情熱をもちだした。教室を変えても
いいんなら児童数が減ってきてるからみんな
でご飯食べるランチスペースがほしいとかっ
ていう意見が出てきた。西脇小学校もこれ
から考えなければいけないのはそういうこと。
吉田　設備が貧弱という意見がありましたが、
最新のタブレットは使えます。それで先日子
どもたちは新聞作りをしました。そういうこ
とはこれからどうにでもできる思います。
腰原　デスクトップを並べているコンピュー
ター室なんて近々なくなりますよ。時代を追
っかけてもしようがない。そういう意味でい

ったら、木造の方がよっぽど時代適応力が
ある。木造なら壁を取って教室を図書館にす
ることができるけどＲＣだったらむずかしい。
ただ改修で注意しなければいけないのはそ
れぞれこだわってるところが違うということ。
思い入れが強ければ強いほど、大事にしてる
ものが違う。そういうバランスの中にいるん
だということをわからないといけない。
笠原　建築ってそもそも誰にとっても完璧に
満足するものは造れないからね。
吉田　私は西脇小学校については３棟揃っ
た美しい景観、木が呼吸しているような木
造校舎ならではのゆったりとした空間性が大
事で、かけがえがないと思っています。
腰原　こういう時いつも思うんだけど、やっ
ぱり共有できるキーワードがあるといいよね。
笠原　僕はどの建物にも人格みたいなもの
があると思っていて、どれも唯一の個性。そ
れをあえてキャッチフレーズで言うと、この人
は勉強ができるから良い、この人はハンサム
だからいい、とかってことになる。
腰原　いいんじゃない。こいつ不細工だけ
ど可愛いよね、て。（笑）
笠原　しかしまず学会として出す保存活用要
望書は最初の評価だからそれはきちっと書
かなければいけないわけです。
腰原　それはわかるけど、委員会で議論さ
れたことは出席した人から外の人へ伝言ゲー
ムのように伝わって行く。そのときに誤解を
なるべく生じないキーワードで投げかけてい
かないといけない。
吉田　核になる共有しやすい言葉ということ
ですね。
笠原　地域遺産というのも一つのキーワード
じゃないですかね。
吉田　学校ができた頃の地域の新聞を見る
と、すごく誇らしげに報道されていて、寄付
者の名前も掲載されています。設計された内
藤さんも地域に根付いて仕事をされた建築
家です。そういう西脇の歴史を語る上でかけ
がえのない建物です。
笠原　内藤さんが、あの時期フリーの建築
家として活躍出来たということはそれだけ地
域に力があったということでもある。当時は
神戸に数人、民間の建築家が事務所を構
えていた時代。播磨の北のほうでは珍しい。
1930年が西脇の繊維産業のピークで1937年
にこの校舎が建てられてる。実は西脇にはも
う一つ優れた近代建築があって、市民会館
ですが、こちらは戦後の素敵なモダニズム
建築です。
吉田　残念ながら市民会館は建て替えにな
りそうです。花田先生にも「記憶を残す」と
いうことを教えていただいたんですが、景観
を残すことの意味って勉強しないとなかなか
思い至らない。無くなって初めてああしまっ

たと思うんでしょうけど、それでは遅い。
腰原　結局建物が残るかどうかは、応援団
をどれだけ集められるか、だと思う。その中
に是非いてほしいのは、その建物の維持管
理を担ってくれる〝ご当地建築家〟。そういう
人が一人でもいてくれると僕らはアドバイスを
すればすむ。そういう建築家がいない地域
を僕らは『無医村』ならぬ『無建築家村』っ
て言ってるんですが。（笑）
笠原　結局、普段から建築に親しんでもらう
ような機会を作っていって、いかに建築は面
白いものかということを根付かせることをや
っていくしかない。
腰原　木造ネットワークをつくったらいいん
じゃないかな。全国にこんなにいい木造校
舎がありますって他地域の木造校舎を紹介
して、スタンプラリーみたいにまわっていく。
西脇小学校の校舎だけを目指して人が来て
くれることを考えるのではなくてね。あるい
は「ジーワングランプリ」みたいな、面白系
のネットワークの方がいいのかもしれない。
笠原　Ｇ１？
腰原　雑巾のＺ。Ｚ１。長い廊下を雑巾が
けするスピードを競うの。（笑）愛媛県西予
市の旧宇和島小学校でやっています。
吉田　西脇小学校の『西小おやじの会』と
いう保護者らの会でもやってます。
腰原　木造校舎を自慢する学校が増えてき
てるから、全国規模にできないかなぁと思っ
てるんです。各地区で予選会をやってね。む
ずかしいのは時期。夏だと校舎は使えるけど
暑くてへとへとになる。（笑）吉田さんは絵
本作家なんだから西脇小学校の絵本つくる
のもいいんじゃない。
吉田　校舎3兄弟とかって。（笑）。
腰原　ともかく、いかに地元の人が楽しんで
使うかが大切です。
※西脇小学校の木造校舎を想う会	ブログ
　http://blog.livedoor.jp/nishisholove/
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鼎談出席者略歴
●腰原幹雄（こしはら　みきお）
千葉県生まれ。東京大学大学院博士課程修了。博士
（工学）。NPO	team	Timberize理事長。著書『都市
木造のヴィジョンと技術』他。構造設計に金沢エムビ
ル、油津運河夢見橋、幕張メッセペデストリアンブリッ
ジ、八幡浜市立日土小学校耐震改修など。2012年に、
世界遺産や国の重要文化財に認定されずとも、次代に
伝えたい建築物を認定する「国際なかなか遺産推進委
員会」を村松伸・東大教授らと共に設立。地域遺産を
守り育てる活動に取り組んでいる。　　　
●吉田稔美（よしだ　としみ）
西脇市生まれ。大阪芸術大学卒業。イラストレータ
ー、絵本作家。絵本『Never	Girls』によりボローニャ国
際絵本原画展入選。『つづきのねこ』『ルネサンス踊り
絵本』『星磨きウサギ』など、絵本や児童書挿絵多数。
仕掛け絵本・ピープショー（覗きからくり）の制作と研究。　　　
●笠原一人（かさはら　かずと）
神戸市生まれ。京都工芸繊維大学大学院博士課程修
了。2010−11年オランダ・デルフト工科大学客員研究
員。博士（学術）。近代建築史・建築保存論。日本建
築学会近畿支部近代建築部会主査。DOCOMOMO	
Japan幹事。住宅遺産トラスト関西理事。主な著書『関
西のモダニズム建築』『村野藤吾の住宅デザイン』など。
　　　

西脇市民会館。モダンさと共に丹波焼を用いたタ
イルなど郷土色も。4枚のコンクリート壁がそびえ
立つ姿は播州織のカッターシャツのよう、とも言わ
れた。設計／根津耕一郎

（左）校庭側から眺めると、3棟が並
んで建つ姿が背後の山々とも
調和して美しい景観を生み出し
ている

（下）子どもたちも大好きな長い廊下
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　愛媛県のほぼ中央に位置する内子町。江戸
時代から大正時代にかけては蝋燭の原料であ
る木蝋の産地として知られた土地である。当
時の栄華を物語る古い町屋や豪商の屋敷が建
ち並ぶ通りは重伝建の指定も受けている。そ
の美しい町並みを、ちょっと横道に入ったとこ
ろに現れたのがこの建物。ユニークな外観に
思わず「なかなかー」とうなってしまう。これ
が「なかなか遺産」認定の理由でもあるのだ
が、それはさておき、まず建物の外観。3層
の重なりの上には六角形平面の太鼓楼。ポー
チやバルコニーといった洋風なデザインの一方、
屋根は瓦。壁は当初はピンクがかった色だっ
たとか。1階の外壁の一部にはタイルも残って
いる。和洋折衷。壁に貼られたポスターが映
画華やかなりし頃のうきうきした空気を伝えて
くれる。
　当館の竣工は1926（大正14）年。地区の
商店主らが発起人となり、かつてこの地にあ
った魁座劇場（芝居小屋）跡地に建てた常設
活動写真館だ。内子と言えば重要文化財の芝
居小屋の『内子座』（1916年開場）が有名だ
が、旭館の前身の魁座の開館はその前年であ
る。1910年代は全国に劇場が急増した時期

とはいえ、小さな町に常設小屋2つは経営的
に苦しかった。1917年に二つは合併。魁座の
建物は売却されてしまう。が、やはり地域に
娯楽の場がほしかったのだろう。9年後に旭館
が誕生した。違うのは、芝居小屋ながら主役
は「映画」だったこと。しかし人気を博した映
画も斜陽となり、1968年（昭和40）に旭館
は閉館。その後は発起人の一人でもあった森
傳三郎が経営した「森文醸造」が倉庫として
使用してきた。
　映画館として復活したのは半世紀後の2013
年。現当主の森秀夫社長が町おこしにと保存
会を立ち上げ、年に何回か上演会を行うように
なったのだ。さらに先年、初めて「朗読会」
を開催。子どもが楽しめるような内容にした
ところ、大好評だった由。もともと弁士の声
が隅々まで届く広さだ。新たな地域の結びつ
きをゆったりと受け止めている。そんな風情も、
歳月を経た建物ならではの魅力である。

森文旭館　
●愛媛県喜多郡内子町内子2102
●連絡先／森文醸造㈱　
●TEL ／ 0893・44・3057

■地震で被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
天候不順で雨も多く撮影調整に苦慮している最中に熊本地
震発生。今号は自然の猛威の前に右往左往の日々でした。
美しい熊本が1日も早く甦りますように！

■上掲の「森文旭館」。隣にはかつて風呂屋があり、映画
を観た後ひと風呂浴びて帰る人が多かったとか。まさに娯
楽スポットでした。「なかなか遺産３号」に認定された広
島県呉の「ＹＷＣＡ」に近々旗が引き渡されます。

登録有形文化財・国際なかなか遺産 
内子 森文旭館

町おこしの映画館

2階から眺めた館内。建物の正面側に舞台（映
画のスクリーン）がある

「なかなか遺産」の旗と森秀夫社長。旗は優
勝旗のように、新認証があれば渡す仕組み

昔の座席は木のベンチ 映写機のほか、通称
「タコ」と呼ばれたガラ
ス製の水銀整流器など
も残っている

※「なかなか遺産」は、東京大学生産技術研究
所の村松伸、腰原幹雄両教授が共同で代表を
務める「国際なかなか遺産推進委員会」が認証。
特異性があって地域の「共有財産」である建物
を「なかなか」という言葉でたたえる。建物が貴
重というだけでなく、地域ぐるみの保存活動を
後押しするのが目的なので、森さんのような担い
手の存在も重要な認定要件となる。旭館は認定
2号目。


