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外壁リフォームの
遮熱性能と耐震性能について  

日本金属サイディング工業会ではこの度、金属サイディング外壁リフォーム施工マニュアル「モルタル/窯業系サイディング
既存壁重ね張り工法編」を発行いたしました。本マニュアルはモルタル/窯業系サイディング既存壁木造住宅への金属サイ
ディングを用いた重ね張りリフォーム工事について、基本的な施工基準や施工方法の参考例をまとめたものです。
今回は本マニュアル発行を記念して、モルタル既存壁を金属サイディングで重ね張りリフォーム工事した場合の「遮熱
性能」と「耐震性能」について解説いたします。

特集

1

日本金属サイディング工業会

いて 

金属サイディング外壁リフォーム施工マニュアル
「モルタル/窯業系サイディング既存壁重ね張り工法編」発行記念

上記の省エネ効果（遮熱性能）の根拠に関しては、次頁に記載した「遮熱性能試験結果」と「遮熱性能試験」を参照願います。

侵入熱が少ないほど、室内が暖まりにくくなり、冷房効率が高くなります。

金属サイディングで重ね張りリフォームした場合塗り替えによるリフォームの場合

リフォーム前と比較して日差しの熱の
伝わり易さは変わりません。

熱抵抗に優れた金属サイディングと通気層の効果により、
日差しの熱を伝えにくいので部屋の中が熱くなりにくく
なります。その結果冷房効率がアップします。

反射熱
輻射熱

塗り替え塗料

既存壁

侵入熱が多い 侵入熱が少ない

反射熱
輻射熱

熱伝導
カット 冷房効率

アップ

通気層 既存壁

金属
サイディング

外壁リフォームの遮熱性能※について
※ 遮熱性能 ： 夏季における室内への侵入熱量抑制性能のこと。熱抵抗値が高い金属サイディングによって、侵入熱量を抑制する効果があります。

金属サイディングを使った外壁の重ね張りリフォームを行うと、
室内への日差しの熱の侵入が抑えられ、省エネ効果が格段に高まります。

多 少
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1

2

3

遮熱性能試験※1にて得られたデータを基に一般的な塗料を用いた塗り替えリフォームと
金属サイディング重ね張りリフォームの侵入熱量を比較すると、約1.8倍の抑制効果が認められています。

壁内側に断熱材が施されていない場合、
侵入熱抑制効果は更に大きくなります。（約1.8倍 ⇒ 約2.3倍）

遮熱性能試験は夏季の外壁を想定しており、通気構法※２で生じる通気層内での
空気の対流が起これば、更なる総侵入熱量の抑制効果が期待できます。※3

計算条件

計算条件

※2  通気構法とは、当工業会が推奨する標準工法にて、壁体内結露を抑え、室内側への雨水の侵入や
日射熱を遮熱する効果のある通気層を屋外と屋内の間の壁体内に設ける工法です。

※3  通気層内の風速による侵入熱量の試験結果（壁内側に断熱材が施されている場合）

金属サイディング
によるリフォーム

塗り替えによるリフォーム

熱
量（

w
/m

2 ）

一般塗料
使用の場合

遮熱塗料
使用の場合

55

100

70

約1.8倍の
抑制効果

0

10

20

0 0.1 0.2 0.3
通気風速（m/s）

熱
量（

w
/m

2 ）

5

10

15
総侵入熱量

100

82
71 65

0

日射650Ｗ/㎡（夏場の東京の東壁午前9時より）、
外気温33℃、室内温度26℃
金属サイディング及び塗り替え塗料の色は
グレー系を使用
壁内側に断熱材が施されている場合
左図の数値は、一般塗料の総侵入熱量を
100とした場合の比較

左図の数値は、厚さ18ｍｍの金属サイディングでリフォームした場合の
試験結果で、壁体内の通気風速：0ｍ/sを100とした場合の比較

重ね張りリフォームとは？

モルタルなどの既存壁 通気胴縁 金属サイディング

横から見ると…

屋外側

※イメージ図（実際は胴縁が入ります）

室内側

通気層
モルタルなどの
既存壁

金属サイディング

既存壁の上に
張るから住み
ながら施工
できる

既存外壁の上に、
金属サイディングを施工するリフォーム工法。

遮熱性能試験について 試験機関：一般財団法人  建材試験センター   試験方法：JSTM J6112（建築用構成材の遮熱性能試験方法）

人工光源 試験状況

2640

試験方法：人工光源を試験体に照射し、壁構成材の各温度と通過熱量を測定。また、通気構法の試験体においては通気風速を変えても試験を実施。 
試験体の種類：モルタル既存壁を金属サイディングで重ね張りリフォームした試験体と、一般的な塗料と遮熱性のある塗料で塗り替えリフォームした試

験体で試験を実施。また、壁内に断熱材（グラスウール厚さ50mm）を入れたものと入れないものでも試験を行いました。

※1
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梁に水平力を加え、その壁面強度を調査。

力が加わっても外壁が損傷しにくいことを立証！！

窯業に対して   

金属
窯業

1
4

試験写真
（変形角 1/15rad時の試験体）

モルタル壁
（断熱材なし）

壁面強度が向上！1

金属サイディングはかん合部の片側のみを固定する構造になっており、
地震時にはかん合部分がスライドして揺れに追従します。そのため、破損・脱落の心配がありません。

かん合部のスライドが壁の変形を吸収！2

金属サイディングの重量は、窯業サイディングの1/4。

住宅構造が同等の場合、柱や梁などの躯体にかかる負担が
少なく、「重ね張り」工法が可能になりました。

軽いから、躯体にかかる負担が少ない！3

表面の亀裂は見られな
かったものの、モルタル
の上下が、木枠から浮き
上がってしまった。

試験写真
（変形角 1/15rad時の試験体）

釘留付けは
上端部のみ

かん合部が
スライドして
揺れに追従

サイディングを
しっかりと結合し、
地震の揺れを吸収。地震力

イメージ

モルタル壁
（断熱材なし）

＋ 金属サイディング
（15mm厚）

金属サイディングに著しい
変化は見られなかった。

軽いから
施工も
ラクラク

外壁リフォームの耐震性能について
モルタル既存壁を金属サイディングで“重ね張り”すると、
壁面強度アップが期待できます。

金属サイディング

外壁の強度 約2.6倍

“重ね張り”は家を強くする。

モルタル壁＋通気胴縁
 +金属サイディング（15mm）  14.50kN

モルタル壁だけ 最大荷重  5.56kN

［注意事項］  工業会独自仕様（裏面参照）での試験結果であり、性能を保証するものではありません。
また、公的な体力壁認定試験ではないため、耐震改修工法とはなりませんのでご注意ください。

リフォーム前より、
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施工例写真

金属サイディング外壁リフォーム施工マニュアル「モルタル/窯業系サイディング既存壁重ね張り工法編」をもっと
詳しく読んでみたいという方は、日本金属サイディング工業会のホームページ（http://www.jmsia.jp/）の
マニュアルダウンロードメニューからご確認ください。

（注）本特集は日本金属サイディング工業会発行の「外壁リフォームのすすめ」および「金属サイディング外壁リフォーム施工マニュアル（モルタル/
窯業系サイディング既存壁重ね張り工法編）」より一部抜粋し作成しています。
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特集

2

熱心な来場者に実物サンプルで具体的に解説

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、 第3回九州ホーム＆ビルディングショーに参加。 住まいに
関する建材・部材・設備関係者を意識し、壁のモックアップや実物
サンプルといった体感型展示を重視、また、小型で自分で操作で
きる「電動式耐震性能比較模型」と「遮熱塗料効果体感模型」も展
示したことで、来場者の理解度向上に効果を発揮しました。また、
「空き缶釣り」イベントも行い、大人も楽しまれていました。

●九州圏での普及に向けて出展

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。
2018年6月20日（水）・21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第3回
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開催結果
●来場者数報告
6月20日（水）・21日（木）、2日間で3,741名
 前回比133％来場登録者数UP（主催者発表）

本展示会来場者に対する見学の動機についてのアンケートでは、
「リノベーション、スマート住宅、ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・
ハウス）、更には耐震リフォームについての知識習得」が多数を占め
ており、当ブースでも、皆さん熱心に見学しておられました。 
台風の影響で、軽い屋根は飛ばされるのではと、九州地域独特の
環境によるイメージをお持ちの方も居られましたが、今回、新たに
導入した金属屋根の実物サンプル模型で実際の納まりまでお見せ
しながら説明することで、「ファインスチールは軽さと強さが両立
していること」を十分、ご理解いただけました。

●実物サンプル模型で丁寧に解説

金属瓦の実物カットサンプルについて熱心に質問 壁のモックアップでは、金属サイディングの軽さ、塗装の美しさに興味

大人も楽しんだ空き缶釣り 遮熱塗料の効果に驚きの来場者

実物サンプル模型で金属屋根の納まりを説明

ファインスチール読本を熱心に読む来場者

●当協議会ブースでの配布物
ファインスチール読本、ワクワク鉄学 ： 各150部配布
ハンドタオル ： 300部配布
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大規模開発地区と
住宅密集地の狭間に建つ意味

狭隘道路に面する
敷地と構法

「K2 House」は東京都杉並区に立
地する、設計者自身と妻、子の家族3人
のための住まいである。「建築家の家
族だからこそ自分達の家を建てたい」と
いった家族の要望から新居建設の計
画は始まり、土地を探す中で、大規模な
都市開発による開放的な街区と木造
密集住宅地の境界に位置するこの土
地に出会った。設計者の下吹越氏は、
周辺の住宅地になじみながら、3つの
半屋外的な空間（「ニワ」と呼ばれる）を
通じて、暮らしが地域と連続する住宅を

目指した。自邸だからこそできる取捨選
択が、挑戦的でありながらもこじんまりと
まとまった住宅の実現に繋がっている。

この敷地周辺を歩いていると、風の
コントラストをこの身をもって感じること
ができる。大きなビルと開けた公園のあ
る、敷地北東側に隣接した大きな街区
では、ビル風を伴った強い風が吹くこと
がある。しかし一方で、敷地南西側に
広がる住宅地の網目のように広がった

路地に入ると不思議と風が弱まる。この
敷地は、ちょうど風のコントラストの境界
となっており、北東側からの風が弱まっ
て住宅地に入っていくところに位置す
る。その中で、勢いのある風を弱めなが
ら室内に取り込むことを意識した設計
となっており、窓を開ければ、室内では
常に心地よい風を感じることができる。

なるべく周辺の建物と同じ構法で
建てたいという思いと、たたずまいや

ファインスチール
を使った

建築
設計例

327
K2 House

設計：下吹越 武人／A.A.E.

ニワを通じて地域と連続する ―

（撮影：写真はすべて、小川重雄氏撮影　）

自邸へのこだわり
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暮らしの変化に対する
柔軟性

北西から見る。ボリュームの隙間に緑が入り込む。

2階平面図

１階平面図

改造の容易性も含めた、木造の持つ
「やわらかさ」への期待から、木造在
来構法を採用した。また、前面道路が
狭く、長時間車を停めることや大きな
重機を入れることはできないことなど
から、できるだけ少ない部材で全体
を構成することを考えた。この「K2 
House」においては、非常に少ない柱
数と、その間に渡された梁のように太
い筋交いによって構造を実現する計
画で、設計が進められていった。この
ような構法によって、後でも述べるが、
壁の少ない一続きの大きな空間が実
現されている。

敷地の形状からして、三角形の建
物を構え、その中に四角形のボリュー
ムを浮かべ生活の場とする、という構
成はすぐに決まった。そして、時間や
季節、歳に合わせて違う暮らし方が
できるように、明確に仕切られない「が
らんどうの空間」を目指した作りになっ
ている。
まず、外との関係に応じて、天井の
高さや開口部の形状を操作し、場所
ごとに明るさ・薄暗さの差異が作り出
されている。ダイニングの吹き抜けは天
窓から入った光が白い壁で反射して
とても明るい空間となっている一方で、
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半屋外的な「ニワ」に
囲まれた居住空間

塗装ガルバリウム鋼板が
生み出す外装の一体性

ハナレから室内を見る。トップライトのダイニングおよびホールとは対象的に、1段下がったリビングは薄暗く落ち着きのある空間となっている。

周囲から650㎜下がったリビングは、薄
暗い落ち着きのある空間となっている。
また、天窓から入ってくる光は1日の中
でも、季節を通しても変化し、家の中に
居ながら日々 や季節の移り変わりを感
じることができる。
さらには、もっと長いタイムスパンでの
暮らしの変化も見越している。室内に
は段差や狭い箇所もあり、一見すると
バリアフリーとは無縁であるように感じ
られる。しかし、将来的な更新の容易さ
をしっかりと考慮して設計がなされてい
るのである。例えば、トイレと収納が入っ
ている1階の中央に位置する「箱」は非
常に簡素作りとなっており、これを取り
払えば広い空間が生まれ、別の用途
で用いることが可能である。また、リビン
グの位置する1階の中央部は周囲の
床から660㎜低くなっているが、そこに
床を張って平らにすることによって、床
下の空間が配管などのスペースとして
機能して自由にレイアウトを考えること
ができる。例えば、現在は２階にある洗
面所や浴室を、将来的には１階に降ろ

してくる、ということも可能であるのだ。
このように、将来を想定してあらか

じめ部屋や機能を用意してしまうので
はなく、その時々のニーズに対応でき
る柔軟性を残して設計しておくこと
で、ライフステージ毎に適した暮らし
方が実現できる。

敷地の目の前の道路は人通りが多
く、生活を周囲とつなげたいからと
言って大きく開いてしまうわけにもいか
ない。そこで三角形の建物に四角形
のボリュームをはめ込んだ際に生じる
余剰空間を通じて段階的に外部と接
続するようにした。設計の下吹越氏は
この空間を、屋内でありながらも屋外
との強い繋がりを持つという意味を込
めて「ニワ」と呼んでいる。それぞれの
「ニワ」には、周辺環境に応じて開口
が設けられており、室内に居ながらも
外部を直接感じることができる。例え

ば、ダイニングの天井に大きく設けら
れたトップライトからは、隣家のモミジ
の木を望むことができ、また「ハナレ」と
呼んでいる半屋外のスペースでは、
前面の道路での出来事を植栽越しに
それとなく感じることができる。また、
「ニワ」を構えることは、周辺の街並み
の形成に参加していくことであり、近く
の住民とのちょっとしたコミュニケー
ションのきっかけともなる。
一見不利であるように見える住宅密

集地の中の敷地であるが、この「ニワ」
の存在によって、風景や音、風といっ
た、埋もれてしまいがちなささやかな
敷地の魅力が、存分に引き出されて
いると言えよう。

この建物では、外装全体にシルバー
の塗装ガルバリウム鋼板が使用されて
いる。屋根と外壁を同じ素材で一体的
に立ち上げるということを考え、塗装ガ
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ダイニングよりリビングとハナレを見る。

断面詳細図

設計：A.A.E.／下吹越 武人

レポーター：東京大学 大月研究室　内海 皓平（M1） 堀 誠（M1）

有限会社エー・エー・イー／〒106-0031 東京都港区西麻布2-15-1-2F
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ルバリウム鋼板が採用された。この住宅
は屋根と壁を面として分けず、全体を
一体のボリュームとして計画されている
ため、同じ素材、同じディテールで覆う
ことが可能であることと、さらには耐久
性やメンテナンス性の良さを考えると、

塗装ガルバリウム鋼板が最適であった。
また、色に関しては、なるべく主張の
少なく、ありふれていて匿名性の高い
素材が良いという思いから、シルバー
が選定されている。また、経年変化によ
る色落ちが少ないことからもシルバー

は優れていると言える。
抽象的な造形であるこの住宅は、

ともすれば威圧感を与えてしまう恐れ
がある。しかし、絶妙に折れ曲がる壁
面や切込みによって、不思議と小さな
ボリュームに分節されて見え、さらに
はそれにより見る方向によってフォル
ムが変化するため、違和感なく周囲
の住宅に溶け込んでいるのである。
主張の強すぎない外装の塗装ガルバ
リウム鋼板がその効果をさらに後押し
していると言えよう。

本住宅は今年春に竣工し、夏を迎
えた。まだ見ぬ秋、冬にはどんな暮ら
しが営まれるのか。また、施主の暮ら
しの変化に応じて、どのように空間が
変わっていくのか。この住宅が秘めて
いる今後の可能性が期待される。

暮らしに寄り添う住宅
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　本連載の主人公トーマス・J・ウォートルス（1842-1898）は、
日本の近代化に多大な貢献をしたお雇い外国人技師である。
1865年から75年まで、最初は薩摩藩に、維新後は日本政府
に雇われ、さまざまな日本初の事業に立ち会った。後半には政
府の仕事と併行して、民間人と事業を興し、適切な外国人技
師を見つけて雇用する側にもなった（2018年冬号）。1875年
に政府との契約が終了し、身元を引き受けた外国人技師の
雇用契約も終了すると、彼は日本を去る。英国に住む家族の
元に戻り、仕切り直して再び極東に進出するも、日本ではなく
上海を活動の場に選んだ。ところが彼の上海時代（1878～
1885年）には約二年間の空白があり、その間彼は長崎の高
島炭砿で再び日本人に雇われていた（2018年夏号）。ここま
でが前回までのあらすじである。
　今回は、そもそもなぜ彼が日本に来ることになったのか、二
度目の極東進出で、なぜ上海で開業したのか、上海で開業し
たばかりなのになぜまた日本で働くことになったのか、その背
景について考えてみたい。
　1864年7月ウォートルスは英国を旅立った。日本の薩摩藩へ
の就職が決まったためである。肩書きは薩摩藩の「Chief 
Engineer（技師長）」で、年棒1000ポンドが約束されていた
（文献1）。具体的な任務は、奄美で製糖工場を建設すること
であった。この事業に長崎のグラバー商会が深く関与していた
ことは知られている（文献2）。グラバー商会は1862年にトーマ
ス・B・グラバーとフランシス・A・グルームによって設立された商
社で、薩英戦争後に薩摩藩と密接な関係を築いた。ウォートル
スの就職を斡旋したのはグラバー商会とみられているが、英国
に住む無名の青年を、彼らはどうやって見つけたのだろうか。
　近年ウォートルス家の資料に基づくウォートルスの伝記本が
刊行されたことで、様 な々事情が明らかになってきた。ウォート
ルスに薩摩藩の情報をもたらしたのは、母方の伯父アルバー
ト・ロビンソンだった。彼もエンジニアで、1863年10月頃から極東
に進出していた。ウォートルスは早くに父親を亡くしたため、この
伯父を父親のように慕い、影響を受けていたという（文献1）。
その伯父から勧められたことと、9人の兄弟姉妹の長男として
家計を支えなければならない責任感から、ウォートルスは日本
に行くことを決断したと考えられる。
　アルバート・ロビンソンの名は、横浜近代史に一瞬輝く。
1864年3月、彼はたくさんの図面と模型を携えて横浜に現れ、
横浜港に浮きドックを建設することを提案した。中国に頼るこ
となく船を修理し船底を洗浄することができると売りこんだの
である。彼は英国土木技師協会会員で、香港と上海で土木
技師として開業し、グラスゴーの工務と造船の会社であるラン

ドルフ・エルダー社の代理人を務めていた。当時の新聞による
と、このとき彼は、ジャーディン・マセソン商会横浜店のサミュエ
ル・J・ガワー（エラスムス・ガワーの兄）の家に逗留し、ランドル
フ・エルダー社がフランス政府のためにサイゴンで建設中の
鉄製浮きドック（図1）の模型を訪問客に見せて、「Yokohama 
Iron Floating Dock Company（横浜鉄製浮きドック会社）」
設立の準備をしていた（文献3）。この事業は横浜居留地で
大いに期待されたが、残念ながら実現しなかった（文献4）。

　だが彼は、このとき日本で、グラバー商会が薩摩藩の製糖工
場のために外国人技師を探していることを知り、甥を就職させ
ることには成功した。それには、彼の実家が影響していると思
われる。ロビンソン家は英国で製糖機の特許を持ち、製糖機の
製造販売、輸出、設置と保守管理のための技師の海外派遣
を行っていた（2015年秋号）。学歴も肩書きも持たない全く無名
の青年が、藩の技師長に抜擢されたのは、ひとえに製糖業に
通じたロビンソン家の人間の推薦があったためと考えられる。

　（図2）は上海で発行された新聞に、1864年5月28日から
二年以上に亘って掲載されたグラバー商会上海支店の告知
である（文献5）。グラバー商会は、1864年4月に上海に支店を
設け、フランシス・A・グルームが代表を務めていた。この告知
から、1864年5月18日にグラバー商会上海支店がランドルフ・

建築めぐり

ウォートルス伝●

ウォートルスを導いたもの
：グラバーとグルーム

14

藤森研究室

担当  丸山 雅子
も と こ

図1 ランドルフ・エルダー社の鉄製浮きドック
フランス政府のためにサイゴンに建設されたもの。1866年に完成した。同社はペルーのカヤオ
にも、同様の浮きドックを完成させている。ウォートルスの伯父アルバート・ロビンソンは、この浮き
ドックを売り込むために来日した。出典：『The Illustrated London News』1866年10月27日号．

図2 グラバー商会上海支店の告知
『The North China Herald』紙の1864年5月28日号から1866年10月27日号まで、第一面に
繰り返し掲載された告知。トーマス・ウォートルスの伯父アルバート・ロビンソンと、グラバー商会の
つながりを示す貴重な史料である。出典：『The North China Herald』1864年5月28日号．
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エルダー社の代理人業務をアルバート・ロビンソンから引き継
いだこと、ロビンソンが、おそらく5月下旬に上海を離れ、二年
以上戻らなかったこと、少なくともグルームの認識では、ロビン
ソンが上海から撤退したのではなく、不在であったことなどが
わかる。グラバー商会とアルバート・ロビンソンのつながりを示
す貴重な史料である。
　この告知が新聞に掲載されていた1865年春、ウォートルス
は初めて上海に降り立った。初来日直前のことである。このとき
伯父は上述の通り不在で、グラバー商会上海支店のグルーム
に迎えられたと考えられる。そして、ウォートルスは二度目の極東
進出でも、上海でグルームに迎えられるのである。
　グルームは、1868年末にグラバー商会との契約が終了し
た後も上海に留まった（文献6）。上海で発行された住所録
で彼の経歴を追うと、1873年版からは「sharebroker（ま
たはstockbroker、株式仲買人）」になり、78年版からは
「architect（建築家）」を名乗り始め、業務は「architect and 
land and estate agent（建築家兼土地不動産業者）」とし
ている。1880年版では、住所を「2 Stonehouse Building, 
Bund」に移し、H・W・デールなる人物を助手にしている。そ
して、1880年版にはトーマス・ウォートルスも同じ住所に登場
する。1881、82年版ではウォートルスは高島炭砿にいたため、
上海から名前は消えるが、83年版から再び上記の住所に復
帰し、今度はグルームの名が消える。H・W・デールはウォート
ルスのパートナーとなり、二人は「Waters & Dale（ウォートルス
＆デール）」を名乗り、業務は「civil engineers, architects, 
land and estate agents（土木技師、建築家兼土地不動産
業者）」としている（文献7）。
　ウォートルスが上海で開業したのは、旧知のグルームを頼っ
たのか、それともグルームの方がウォートルスを招いたのか、
そこにグラバーの意思があったのかはわからない。だが、住所
録で見る限り、ウォートルスが、グルームの上海の事務所と業
務を引き継いだ形になっている。
　最後に高島炭砿の話をしたい。日本ではなく、あえて上海
で開業したのに、すぐまた日本で働くとは、腑に落ちない話で
ある。本人にとっても想定外の展開だったにちがいない。ここ
にもまたグラバーの存在があった。
　高島炭砿とグラバーの関係は古い。かつてグラバーは佐賀
藩と共同で高島炭砿を開発していたが、グラバー商会が倒産
し、高島炭砿は官営になったため、手を退いていた。ところがそ
の後坑主になった後藤象二郎によって、グラバーは高島炭砿
に「マネージャー」として復帰する。そこにウォートルスが「機械技
師」として雇用されたのである。ウォートルスは、長年の知人であ
るグラバーから誘われたことと、報酬が高額だったこと（2018年
夏号）から、この想定外の展開を受け入れたと考えられる。
　それにしても、グラバーがウォートルスを高島炭砿に呼んだ
ことも不可解である。例えば、機械に詳しいアルバート・ウォー
トルスもこのとき日本にいたし（2018年春号）、鉱山技師のエラ
スムス・ガワーも長崎にいた（2018年夏号）。にもかかわらず、
鉱山で働いたこともない、鉱山技師でも機械技師でもない人
物を高島炭砿の機械技師に選ぶとは。それだけトーマス・
ウォートルスの能力がグラバーに高く評価されていたということ
だろう。そしてここでの経験が、ウォートルスのその後の人生に
生かされるのである。
　ウォートルスは日本では大いに活躍できたが、上海では決し
て上手くはいかなかった。ウォートルスの上海での活動につい
ては、当時の新聞記事を丹念に拾い集めることで、いくつか
明らかにされている（文献8）。それによると、ウォートルス＆
デールは、上海の共同租界に様 な々提案をしているが、ほとん
ど却下されているようである。設計したことが判明しているのは

在上海ドイツ領事館及び公館と上海総合病院疱瘡院で、実現
したことが明らかなのは、上海製紙工場（Shanghai Paper 
Mill Company）だけである。今私達が見ることのできる、
ウォートルスの上海時代の作品は、上海周辺を描いた地図
『Plan of the Country around Shanghai』だけかもしれない
（図3、4）。

　トーマス・ウォートルスにとって、日本への就職、上海での開
業、高島炭砿への就職は人生の大きな転機だった。その受
け入れ先に、いつもグラバーやグルームがいたことは興味深
い。彼らはウォートルスの良き先導者であったと言えるだろう。

［参考文献］
1 メグ・ヴィーヴァーズ『An Irish Engineer』2013年．2 水田丞「旧薩摩藩奄美大
島白糖製造工場の建設経緯とその復元的考察　イギリス資本から見た集成館
事業の研究（1）」『日本建築学会計画系論文集』585号（2004年11月）. 
3 『The Japan Herald』および『Supplement to the Japan Herald』1864年3
月12日号. 
4 『The Japan Times’ Overland Mail』1868年9月19日号．
5 『The North China Herald』1864年5月28日号.
6 杉山伸也『日英経済関係史研究 1860～1940』2017. 
7 『Chronicle and Directory for China, Japan, & Philippines』1871年版～
86年版．『China Directory』1872年版～75年版.

8 堀勇良「補論ウォ一トルス考」『横浜と上海 近代都市形成史比較研究』1995年．

図3 T・J・ウォートルス『Plan of the Country around Shanghai』（王立地理学協会所蔵）
王立地理学協会が所蔵するこの地図は、二枚に分かれた状態で保存されている。それぞれ縦16
インチ（約406mm）、横36インチ（約914mm）で、左上には「28 JAN 87」のスタンプが押されて
いる。これは、同協会が1887年1月28日にこの地図を収蔵品として登録したことを意味する。ス
ケールは約36万分の1で、太湖を中心に、揚子江以南、南は杭州までの広い範囲が描かれてい
る。王立地理学協会所蔵

図4 『Plan of the Country around Shanghai』（部分）
地図のタイトルは「Compiled from the best authorities with numerous from actual survey」
と続く。その下に作成者として「T. J. Waters C. E., F. R. G. S.」と記されている。「C. E.」は土木
技師（Civil Engineer）の、「F. R. G. S.」は、王立地理学協会正会員（Fellow of Royal 
Geographical Society）の略である。ウォートルスは1874年1月に同正会員に承認されて以降、
上海時代を通して、この肩書きを使っている。注（Note）では、中国の地名のアルファベット表記に
ついての凡例が示されている。
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街でみかける
ファインスチールの施工例 その 36

亀山市立亀山東幼稚園は、陰涼寺山を背景に四季が織り
なす自然豊かな環境のもとに存在する。この自然環境が、幼児
たちを「森の中の妖精」に変身させる不思議な力をもっていて、
妖精に変身した幼児たちは瞳を輝かせ、四季の変化を肌で
感じ取る。緑や土の匂いを嗅ぎ、虫と戯れ、鳥の声を聞き、どん
どん活動を広げ遊び込み、やがて遊びの名人になっていく。
妖精たちの五感はフル回転し、遊びを創り、やがては豊かな
心をはぐくんでいくだろう。
このようなコンセプトを元に改築された園舎は、延床面積763㎡
木造地上1階建で計画。U字型に大きく広がる屋根には塗装
ガルバリウム鋼板が採用された。木と光と風を感じる園舎か
らは、たくさんの笑い声が響き渡り、その笑い声はいつのまにか
周りの人 を々集わせてゆく。そして、「人」と「人」とのつながりの
もてる空間へと広がっていく。
遊びが広がってゆける場所、心癒される場所、人とつながり
合える場所、そんな空間を創り出せる園舎である。

11 亀山市立亀山東幼稚園  園舎

南側から見た園舎全景

柔らかな日差しが注がれる昇降口
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約400年前、前田利長が7人の鋳物師を招いたことから始まった高岡
銅器。富山県第二の都市となった高岡に伝わるその鋳造技術を用いて
仏具製造を始めた㈱能作は、茶道具・花器に加え、近年は風鈴や純度
100％の錫を鋳込んだテーブルウエア、照明器具、更に医療分野との
ものづくりにも着手するなど、鋳物全般を手がける会社に成長した。
― より能（よ）い鋳物をより能（よ）く作る
能作は、伝統を受け継ぎながら行ってきた「ものづくり」・「技術」を
知っていただき、地元の活性化につなげていきたいという想いから、
昨年四月完成の新社屋では工場と観光施設を大屋根＊の下に集約
した。屋根には鋳造炉の火をイメージした赤色を採用。
室内では伝統技法を通じての手作り体験や、職人さんの鋳造作業
をリアルに感じることが出来る見学TOUR。カフェでは能作製の器を
使用してのお食事ができる。またお持ち帰りいただけるカードやプロ
ジェクションマッピングで富山県のおすすめ観光スポットや飲食店を
紹介。壁には錫・真鍮・銅の板が彩りを添える。
「能作発、高岡・富山観光」の流れができれば、産地の活性化を見
据えた拠点になれば、との願いが此処彼処に込められている。

［ ㈱能作 の概要 ］ 住所：富山県高岡市オフィスパーク8-1
創業：大正５年（1916年）　設立：昭和42年（1967年）
2003年；錫（100%）製の鋳物製造を開始
2014年；医療機器製造業許可証を取得
＊高耐侯性塗装ガルバリウム鋼板0.4mm使用

株式会社能作  新社屋22
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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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