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概要 

 

本研究は ASEAN 諸国における近現代建築物の文化的価値観を構築す

る為の基礎研究として、フランスから旧仏領インドシナに植民地支

配を通して伝播した鉄筋コンクリート技術による建築物の事例調査

を行ったものである。現地の公文書館への資料調査を通して、屋根

付き市場と小学校という近代に成立した２つの主要な建築類型につ

いて、ベトナム北部地域をモデルに網羅的に事例を集め、鉄筋コン

クリート技術が適用されている計画についてその適用形態について

検討を行った。鉄筋コンクリートの使用がみられた計画の地理分布

や適用部位を特定し、仏領インドシナにおける鉄筋コンクリート技

術の伝播の様相について考察した。 

発表論文等  

 
 ※研究者名、所属組織は申請当時の名称となります。 

（ ）は、報告書提出時所属先。 

 



１．研究の目的 （注）必要なページ数をご使用ください。 

 今日、日本の建設業は国内に留まらず ASEAN諸国においてもその事業を展開している。その

建設活動は ASEAN 諸国に技術の伝播をもたらすことで各地域の都市形成に大きく貢献してい

る。しかしながらこのような都市開発行為の際には既存の都市の歴史的価値のある建築物を把握

し、それらを保全しながら進めていくことが都市の歴史的価値を守っていくためには必要不可欠

である。さらに昨年 11 月に ASEAN 諸国における近現代建築の保全に関する議論のプラットフ

ォームとして「mASEANa Project」が国際交流基金の共催事業として設立し、同地域における

近現代建築の現況把握およびその適切な評価手法の確立が急務となっている。 

ASEAN 諸国の既存の街並みを形成した一要因として、鉄筋コンクリート（以下 RC）技術の

伝播が挙げられる。RC技術はフランスにはじまり、仏領であったインドシナ(ベトナム・ラオス・

カンボジア)に渡り、その技術により様々な注目に値する作品が作られた。それらが今日ではプノ

ンペンのセントラルマーケットに代表されるように文化財としての評価を受けるようになって

きた。注目する作品以外に数多くの建築物が作られたが、セントラルマーケットを除いて消失の

危機にあり忘れ去られようとしている。 

そこで本研究ではフランス建築協会２０世紀資料室のアンネビック・アーカイブズに所蔵され

ている資料を、実際にインドシナに建設されたものと照合することにより RC 技術の伝播という

観点から旧仏領インドシナにおける近現代建築物の文化的価値観を構築する為の基礎資料を策

定することを目的とする。 

２．研究の経過 （注）必要なページ数をご使用ください。 

アンネビック・アーカイブズに所蔵されている資料を基づきインドシナにおける RC 技術の流

入を検討していくために、まずインドシナに計画された RC 造による都市施設の事例に関する資

料を蒐集することとした。インドシナの都市施設は、インドシナ総督府（Gouverneur général de 

l'Indochine）の公共事業局（Travaux publics）によって発注されており、各プロジェクトに関す

る資料がエクス・アン・プロヴァンス海外文書館（Archives Nationales d’Outr-Mer, エクス・ア

ン・プロヴァンス, フランス）とベトナム第一国立公文書センター（Trung tâm Luu Tru Quoc Gia 

I, National Archives Center 1, ハノイ, ベトナム）に所蔵されている。インドシナのなかでもベ

トナム北部のトンキンと呼ばれていた地区において、1899年という極めて早い時期にセメントプ

ラントが建設されていたことが事前調査によって明らかになった。したがって RC 造の技術が早

期に流入していたことが予測されるトンキンに計画された事例に焦点を当て調査を進めることと

した。 

 2017年 5月 12日 - 6月 21日, 7月 31日 – 9月 12日の期間で、現地にて資料調査を行った結

果、屋根付き市場と小学校の 2 つの建築類型についてトンキンに計画された事例の資料を確認す

ることができた。資料の内容は主に、書簡、図面、仕様書（Cahier des Charges）、契約書(Marché 

de gré à gré)、詳細見積書（Détail estimatif des travaux）であり、本研究では詳細見積書に記載

されている各工程に使用された材料を確認することで RC造の判別をおこなった。 



３．研究の成果 （注）必要なページ数をご使用ください。 

１) ハイフォンのセメントプラント

ハイフォンは首都ハノイの約 100キロメートル東に位置する沿岸部の都市である。トンキン湾

に近いハイフォンはハノイの外港の役割を担っており、トンキン最大の港湾都市である。仏領イ

ンドシナ連邦が成立した 1887年と同時期である 1888年に、3つの政府直轄都市のひとつとして

設立し、モデルプラントとしてセメントプラントがつくられた。その後の植民地支配における都

市形成を支える重要な拠点都市として役割を担うことになった。 

1905年の土地台帳(Ville d'Haiphong. Ingenieur-geometre principal au cadastre)には既にセ

メントプラントやハノイとハイフォンを繋ぐ鉄道網が確認できる。植民地支配が地理的に完了し

た 1910年以降はセメントプラントやコットン工場などの工業建築の建設が広がり、他都市への輸

出の拠点として都市が拡大した。セメントプラント建設は 1897年にインドシナ総督に就任したポ

ール・ドゥメールが現地の視察を行った際に提案し、実施された。特にハイフォンには純粋な石

灰岩が存在し、水資源が豊富な地域であることから計画地に選定され、1899年 7月にプラントが

設立、運営が開始された。ハイフォンで製造されたセメントの多くは建築物の建設だけでなく、

ダム、橋、ドックなどの公共事業まで幅広く用いられた。1928年には当時の新技術であった年間

30万トンの生産能力を持つロータリーキルンの設置、そして鉄道輸送が可能になったことで生産

能力と輸送計画も綿密に計画されていた。これらのことから、ハイフォンのセメントプラント建

設計画は鉄道や港湾の整備といった輸送基盤の整備が勧められたことに加え、ロータリーキルン

にあげられる新技術の導入による継続的な生産量の増加を促し、広域に輸出が行われるよう計画

的に進められていたことが明らかとなった。また現地生産されたセメントが建築物や公共事業の

建設に利用されるシステムが整備されていたことが把握でき、他都市における建設活動における

鉄筋コンクリート技術の伝播にも影響を与えたものと考えられる。 

２）トンキンの屋根付き市場にみられる鉄筋コンクリートの適用

 屋根付き市場は、都市の近代化に伴い登場した建築類型である。フランスにおいては、同時期

に主流の建築材料となっていた鉄骨造によって多くの屋根付き市場が都市に作られていたことか

ら、RC造による屋根付き市場の事例はあまりみられない。インドシナは仏領の中でも後発の植民

地であり、フランスにおいて RC技術の開発が盛んであった時期と重なっていることから、RC造

による屋根付き市場が計画されていたことが推察される。 

蒐集した資料はトンキン全 29地区のうち 23地区、48の事例となった。そのなかで屋根付き市

場の躯体が RC造で計画されていたものは 6件確認できた。 

RC 造の躯体を持つ 6 件のうち 5 件で、図１に示す共通の断面形をもつ計画を確認した。図１

に示す屋根付き市場の断面形状は、合掌と 1本の陸梁のみによって小屋組が形成され、6.6メート

ルのスパンをもつ単純な架構形式である。小屋組、柱、基礎とすべて一体的な RC によって計画

されている。平面は基準断面の反復によって決定されており、反復数はそれぞれ計画ごとに異な

っていた。断面詳細図からは明らかに鉄筋の表現を読み取ることができる。この断面をもつ 5 件

は、それぞれ仏領インドシナの首都であったハノイ近郊の省（バクザン省、ハドン省、ホアビン

省、ソンタイ省）に 1915年に計画されていた。 

RC 造が躯体に適用されたもう 1 つの事例として確認できたのは、ハノイに計画されたもので



あった（図２）。この事例は 10メートルのスパンを飛ばすための大型な小屋組をもち、採光を得

るための高窓をもっている。断面詳細図に「Detail de Beton Arme Ferme et Consoles（鉄筋コ

ンクリートによる小屋組と持送りの詳細）」と記載されており、RC造が適用されていることが確

認できる。高窓は採光や通風などの衛生的な要求に由来するものであると推測できるが、資料か

らは市場の詳細な用途（生鮮食品市場、繊維品市場など）は確認できなかった。 

フート(Phu Tho)省に 1939年に計画された事例では、躯体全体ではなく持送り材のみに RC造

が適用されている(図３)。持ち送り以外の小屋組部分は木造による架構であり、合掌材から持送り

材かけて材料が切り替わっている。詳細図には「Details des consoles en beton arme（鉄筋コン

クリートによる持送りの詳細）」と記載されている。この計画と同一の架構形式をもった計画

は他にも見られたが、持送り部材は木造でできているものが多くみられた。 

 以上にあげた RC の適用がみられた計画群がトンキンにいかに分布しているかをプロットした

ものを図４に示す。蒐集した資料の中で木造による架構をもった計画をプロットした図５と比較

すると、RC造が採用された計画は首都ハノイ近郊に集中していることが確認できる。対照的に木

造の計画はトンキン全体に広がりを持っているといえる。伝統的なベトナムの建築にも用いられ

てきた在来の技術である木造と、フランスの植民地支配に伴って持ち込まれた新たな技術である

RC造の対照的な広がり方は、インドシナの中心地であったベトナムが近代化していく過程で、新

たな技術が導入され、在来の技術と混在しながら都市施設が造られていく状況の一側面であると

考えることができる。 

▲図１.RCの躯体断面１

▲図３.RCの持送り▲図２.RCの躯体断面２



３）トンキンの小学校にみられる鉄筋コンクリートの適用

フランスの植民地は同化政策とともに現地人官僚養成や言語をはじめとしたフランス文明を現

地人へ植え付ける教育政策に重きがおかれていた。仏領インドシナ・ベトナムの植民地支配を進

めた当時のフランス本土は近代教育の創成期でもあり、公教育が制度化され義務とされた初等教

育を全国に平等に授けるために標準化された小学校を建設していったとされている。ベトナムは

仏領政府統治時代、植民地における現地人への教育普及を重要視していたフランスの植民地大臣

アルベール・サローが自ら総督に着任し現地人教育に特に注力されており、本国と同じく標準化

のプロセスをたどり小学校が広範囲に建設されていったことが推測できる。なかでもベトナム北

部のトンキン地方は総督府・現地人用高等教育機関といった政治・文化が集積されたインドシナ

連邦首都ハノイを有し、まず注力して教育を施していったことが考えられる。以上の状況とハイ

フォンにセメント供給のプラントが建設されたことを踏まえて、全土に建設された都市施設であ

る小学校にも鉄筋コンクリート技術が実験的に用いられていたであろうという推測のもと、本調

査ではトンキンに計画された現地人用の小学校も資料調査の対象とした。 

ベトナム第一国立公文書センターにて資料調査を行った結果、資料目録「トンキン省の小学校の

建設(Construction des écoles primaires provice de Tonkin)」にトンキン 29省における現地人用

の小学校に関して計画ごとに格納された資料が確認でき、文書の有無など資料内容にはばらつき

があるが本調査では滞在期間内に 13地区 32校の小学校の資料を蒐集することができた。 

 小学校の建設には主にセメント(Ciment)、モルタル(Mortier)、コンクリート(Béton)、レンガ

(Brique)が用いられており、躯体が鉄筋コンクリート(Béton armé・Ciment armé)のみで作られ

ているものは見受けられなかったが、32校のうち 23校の小学校の資料から(1)校舎の基礎、(2)

教室の天井、(3)教室の床、(4)ベランダのスラブ・軒天井・梁といった一部に鉄筋コンクリートが

用いられているものが確認できた。 

(1) 校舎の基礎の平面図からコンクリートの基礎に丸鋼(Fers ronds)を内包した鉄筋コンクリート

が用いられており(図６)、こうしたものが 7校の資料から同様に確認できた。

(2) 校舎の断面図 Coupeの教室の天井に Ciment arméと記され (図７)、13校の小学校が同様の

表記が確認できる。天井と屋根の断面詳細図からは Béton arméと記され鉄筋が確認できるも

の(図８)が 7校確認できる。また見積書に Plafond en béton arméと記されたものが 11校あ

り、これらより計 22校の小学校の教室の天井において鉄筋コンクリートが用いられているこ

▲図４.RC造が用いられた計画の分布 ▲図５.木造が用いられた計画の分布



とが確認できた。 

(3) 教室の床の断面詳細図(Faux plancher en ciment armé & Coupe)からは 8校において鉄筋を

含んだコンクリートの表記が確認でき(図９)、また材料の使用箇所・面積を示された文書

(Avant métré des travaux)からは 5校において béton de gravillons pour ciment armé a 350

kg - Dalles de classes と鉄筋コンクリートの骨材が教室の床に用いられていることが記され

鉄筋コンクリートの使用が見られる。これらより計 12校の小学校の教室の床において鉄筋コ

ンクリートが用いられていることが確認できた。

(4) 上述した材料の使用箇所・面積を示された文書の教室の床と同様の項目に、ベランダのスラブ

(Dalles de verandas)・軒天井(Soffites verandas)・梁(Portres・Portrelles)も併記されており、

ベランダのスラブ・梁は 5校、軒天井は 3校の小学校において鉄筋コンクリートが用いられ

ていることが確認できた。

以上のことからトンキン地方の現地人用の小学校の建設においても一部ではあるが鉄筋コンク

リート技術が用いられていたことが確認できた

図 9. 鉄筋を内包した教室の床 図 8. 鉄筋コンクリートの天井断面にみられる鉄筋 

図 7. 天井の鉄筋コンクリートの表記 図 6. 鉄筋を内包したコンクリート基礎 



４．今後の課題 （注）必要なページ数をご使用ください。 

本研究によって、仏領期におけるベトナム北部地域に RC造の建築物が計画されていたことが、

屋根付き市場と小学校という 2 つの建築類型において現地の公文書館に所蔵されていた資料を見

ていくことで明らかになった。本研究では RC 造の技術の流入が早期にみられるであろうモデル

としてベトナムの首都ハノイ周辺地区を設定した。よって、他のインドシナにおける主要都市（サ

イゴン、プノンペン等）においても同様に RC造建築物の計画が行われていたことが推察される。

今後はフランス建築協会２０世紀資料室のアンネビック・アーカイブズに所蔵されている資料と

今回確認された事例とを比較しながら、RC技術の伝播の状況を詳細に検討していくことが望まれ

る。 

また、今回の成果として以下の発表を行っている 

・ 加藤恭輔:旧仏領インドシナにおける鉄筋コンクリート建造物の技術普及に関する研究,日本建

築学会大会学術講演梗概集 2017(建築歴史・意匠),pp.634-635, 2017.8

・  

なお上記の発表に加え、本助成による成果を日本建築学会計画系論文集への投稿を準備している。 
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