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1  鋼板製外装材の例
鋼板製外壁材は、鋼板を角波、大波その他これらに類する断面形状にロール成形した製品です。従来は工場、倉庫、体育館といった建
築物に利用されてきましたが、軽快なファサードを与え、意匠性にも優れていることから、最近では商業施設等の外壁に採用されるなど
多様な建築物の外壁に使われています。
鋼板製外壁材は、断面形状等に応じて角波、大波、スパンドレル、小波またはリブ波といった名称で一般に流通しています。これらはさら
に、外壁材同士の接合方法によって大きく、重ね形、かん合形及び差し込み形の３つに区分することができます

2  鋼板製外装材における防水性の定義と、防水性を高める方向性
室内空間を重要視する建築物への採用が増加したこともあり、鋼板製外壁材の防水性能への関心が高まっています。『鋼板製外壁構
法標準 SSW2011』において鋼板製外壁の防水性能は、「風雨に対して、外壁面から室内への雨漏り及び壁層内への有害な浸水が
ないこと」と規定されています。有害な浸水を防ぐためには、たとえ外壁材の裏面に浸水しても、防水紙などにより壁層内の断熱材や内
装材への浸水に至らず、浸入した水を速やかに外部へ排出させることが重要となります。また、外壁面はサッシ等の開口部が多数あり、
これら他部材との取り合いについても十分に設計・施工者の間で留意する必要があります。
鋼板製外壁における防水性能は、製品仕様（種類、板厚等）、施工仕様（胴縁、ねじピッチ等）により大きく変わりますが、外壁材同士の
接合は鋼板同士の重ね又は差し込みが基本なので、その接合部での防水性はあまり期待できないと考えたほうが無難です。通常の雨
水は鋼板製外壁表面を伝いそのまま下へ流れますが、風を伴った場合、胴縁間で風圧力による外壁材同士の接続部に隙間が生じ多少
の雨水が浸入します。しかしながら、成形板の接合部には水返しがあるため、ある程度の圧力まで雨水は接合部内で下方に流れ、土台
水切より外部へ排出されます。そして風雨が一定以上になると水返しを乗り越えて室内側へ流れ出し漏水が発生することになります。
図1を参照して下さい。
以上を踏まえれば、鋼板製外壁材の防水性を高めるには以下に示す
浸入防止に力点を置く方法　と
排水を重点に考える方法　　または
これらの両者を併用する方法　
が有効と考えられます。
例えば、
・重ね部にシールテープを挟み込む。
・胴縁ピッチを小さくする、リベットや緊結ボルトにより中間緊結をする。
・山重ねを増やす、縦継ぎ重ね代を大きくする、縦継ぎ水切り部立ち上げ寸法を大きくする。
・浸入雨水を防水紙（アスファルトルーフィングフェルト、透湿防水シート等）を用いて積極的に屋外に排出する。

鋼板製外装材の防水性

特集

1

一般社団法人 日本金属屋根協会・技術委員会
日本金属屋根協会では、鋼板製外装材の防水性に関し、試験装置による評価などを精力的にすすめています。
本特集では、鋼板製外装材の防水性と、新試験装置による評価取り組みについてご紹介します。

スパンドレル縦張り（研究施設） 大波縦張り（大型商業施設）
写真1　鋼板製外壁材の例（SSW2011）
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2-1 角波の重ね部における水の挙動の例

屋外側より①から浸入した水は②の重ね部内でその多くが下方に落下し、実建築物では土台水切りを介し排出されます。今回の実験
では樋状の部材を設けこの水を回収し、排水量を測定しました。実建築物の土台水切り納まりと今回の実験の樋状部材を図2に示しま
す。重ね部に浸入した水②の一部は状況により③に到達し、屋内側へのにじみ出しとなります。さらに③の水が累積すると④の流れ出し
に至り、またこの噴出に勢いがある場合は⑤の吹き出し、水滴の飛散に至ります。

今回の実験（詳細は、P3の3.項を参照ください）では
「圧力箱試験」および「送風散水試験」チャンバーハッチ[開]ではステップ1から既に④の流れ出しが発生し、ステップ3からは⑤の吹き
出しまでに至っている一方、
「送風散水試験」チャンバーハッチ[閉]ではステップ2までは③以降の漏水現象すら発生していません。
この結果は内外圧力差の有無に起因する差異と考えられます。

一方、内外圧力差がほぼ同等の「圧力箱試験」と「送風散水試
験」チャンバーハッチ[開] との比較では、結果の差異はほぼあり
ません。つまり「動圧の影響」は、今回の角波の試験においては
明確には観察されませんでした。
さらに排水量に着目した場合、「送風散水試験」チャンバーハッ
チ[閉] が最も排水量が多い結果となりました。
雨水が風速相当の速度および運動エネルギーを保持しつつ角
波外壁表面に衝突する場合においては、②の浸入水量が多く
なっている可能性が考えられます。さらに内外圧力差がほとん
どない場合ではそれらの浸入水は上記のように漏水に至らず
に、重ね部内で下方落下し排水されるため、結果的に排水量
が多くなったものと考えられます。

2-2 まとめ

「角波」のように重ね部からの漏気が発生する外壁においては、実際の風雨に近い状態を再現した「送風散水試験」チャンバーハッチ
[開] と、「圧力箱試験」とでは結果はほぼ同等となり、両者に明確な差異は観察されませんでした。
一方、「送風散水試験」チャンバーハッチ[閉] のように内外気圧差をほぼ0とする条件においては、漏水はかなり軽減されることが確認
されました。

図1　角波の重ね部における水の挙動

図2　実建築物の土台水切りおさまりと今回の実験の樋状部材
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3  新たな試験装置による、漏水性能の再評価

3-1 送風散水試験装置のご紹介

建築分野では、圧力箱を使用し、静的荷重を加えながら水密性や耐風圧性試験を実施することが、一般的な評価方法として広く知られ
ています。しかし、実際の風雨を考えた場合に、動圧の影響は非常に大きく、静的荷重試験では再現できない部分も多いとされています。
今回、一般財団法人 建材試験センター 中央試験所に新たに導入された大型送風散水試験装置では、吹き出し口から直接実風が送
風され、実際の風に近い状態を再現することが可能です。
そこで「角波」外壁の防水性能に関し、
　a） 従来の圧力箱を用いた試験 （以下、「圧力箱試験」） - JIS規格に準ずる。
　b） 新たに導入された大型送風散水試験装置を用いた試験 （以下、「送風散水試験」） ‒ 上記JISに規定された圧力と

ほぼ等価と評価される風速による。
の双方の防水性能試験を同一試験体で実施することにより、双方の試験方法による挙動の差異および試験結果の差異を比較しました。
送風散水試験装置を写真2に示します。

試験体の角波（板厚：0.4㎜、働き幅：800㎜）は縦張り、横胴縁は@606mm、座金パッキン付き六角頭ドリルねじφ5×35mmにて一山
飛ばしで胴縁に留めつけています。屋内側には下地ボードを模したアクリル板を設置することにより、屋内側への漏水の状態を目視観
察できる仕様としました。
また、実建築物の角波のおさまりでは土台水切りが設置される部位（角波下部）には樋状の部材を設け、重ね部への浸入水および屋内
側への漏水を樋状部材から回収し、その水量を計測しました。1つの試験体を「圧力箱試験」、「送風散水試験」双方に適用したため、試
験体によるバラツキはありません。
試験条件を表1に示します。

送風機側 試験体設置側
写真2　「送風散水試験」装置

表1　試験条件

圧力箱試験
（動風圧試験）

送風散水試験

チャンバーハッチ ［開］ チャンバーハッチ ［閉］
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3-2 試験結果

今回「送風散水試験」装置に試験体を設置し試験稼動させた際、角波重ね部からの漏気が無視できない漏気量であることが確認され
ました。角波の重ね部は鋼板が重なっているだけの構造なので、内外気圧差が存在すると重ね部からは漏気が発生します。
「圧力箱試験」装置では漏気が発生してもb1エリアは完全開放された空間であるため、b1は大気圧となります。圧力箱内のPの圧を載
荷すると、内外気圧差 : a1-b1=⊿Pとなります。
一方、「送風散水試験」装置ではチャンバーハッチを閉めた際、チャンバーが完全気密設計となっているためa3とb3との気圧差がほぼ
0となることが確認されました。実際には脈動に対する漏気反応のタイムラグがあるため完全に0とはならず脈動に追従するように気圧
差は±0付近を変動しています。
また、ハッチを開放した場合では脈動の影響は全く0ではないものの、b2はほぼ大気圧となりました。
現実の角波外壁を用いた建築物が風雨を受ける時の屋外-屋内の気圧差を想定した場合、上記試験条件の中では「圧力箱試験」ある
いは「送風散水試験」チャンバーハッチ[開]の状態が実現象に近いと考えられます。

表2　試験結果

「圧力箱試験」および「送風散水試験」チャンバーハッチ[開] ではステップ1から既に流れ出しが観察され、ステップ3から吹き出しが観
察される一方、「送風散水試験」チャンバーハッチ[閉] ではステップ2においても漏水現象は観察されず、またステップ4においても吹き
出しは観察されませんでした。
一方、排水量に関しては「送風散水試験」チャンバーハッチ[閉] が最も多い結果となっています。

圧力箱試験
送風散水試験

チャンバーハッチ ［開］ チャンバーハッチ ［閉］

1

2

3

4

漏
水
位
置
お
よ
び

事
象
発
生
ス
テ
ッ
プ
レ
ベ
ル

記号

ス
テ
ッ
プ

レ
ベ
ル

漏水状況 排水量
（g）

漏水状況 排水量
（g） 漏水状況 排水量

（g）

①から流れ出し 1141.7 ⑥から流れ出し 970.2 （漏水なし） 934.9

新たに②、③から流れ出し 1020.9 新たに⑦から流れ出し 1113.2 （漏水なし） 1712.4

⑤から吹き出し
新たに④から流れ出し

流れ出しが
一部吹き出しに変化

1236.1
⑧、⑨から吹き出し
流れ出しが

一部吹き出しに変化
1510.9 ⑩から流れ出し 1943.0

流れ出しが
一部吹き出しに変化 1263.9

流れ出しが
一部吹き出しに変化 1533.2 新たに⑪、⑫から流れ出し 2023.2

屋内側 屋内側 屋内側

○ 内数字は発生位置を示す。
（ ） 内数字は漏水及び排水が発生

したステップ数を示す。
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第70回
全国建築板金業者
宮城大会
〈主催〉
全日本板金工業組合連合会
一般社団法人 日本建築板金協会

〈開催日〉
平成30年5月16日（水）前夜祭
平成30年5月17日（木）本大会
於：夢メッセみやぎ

特集

2

テープカット ご当地キャラ「むすび丸」も応援に

万歳三唱（写真上段）と各県参加者のエール（写真下段）

第70回全国建築板金業者宮城大会
が、平成30年５月17日に宮城県仙台
市の「夢メッセみやぎ」で開催された。
70回という大きな節目を迎えた大会
に、全国の建築板金業者約3,500名
が大震災から復興中の宮城県に集結。
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流通協展示ブース風景

3.11東日本大震災の写真を展示 大盛況の展示会場

宮城県板金組合熊谷義美理事長は
感極まって涙…

第71回の開催は高知県に決定郡和子 仙台市長 石破茂 議連会長

石本惣治 大会会長

石破茂 議連会長

西村明宏 衆院議員

村井嘉浩 宮城県知事

第70回の総合テーマは
「 復興から再生へ 今一度建築板金の力で！ 」
震災直後に開催した第63回青森県大会から7年、建築板
金業界は復興への想いを心新たにするため、70回目を
迎えた本大会を東北・宮城県で開催することを決意し、全
国3,500名の仲間と共に参集し、青森県大会で掲げた
「災害復興のため業界組織を挙げて支援しよう」の決意を
決して風化させないことをあらためて誓った。
70回目の大きな区切りの大会に、未来の子供たちに建
築板金業の誇りをいつまでも堂々と語り継ぐための節目
として想いを寄せたいと会長のお言葉があった。

仙台国際ホテルで行われた前夜祭は、石本惣治大会会長
（全日本板金工業組合連合会理事長）の挨拶、石破茂
建築板金業振興議員連盟会長、西村明宏衆院議員の
来賓祝辞、森谷英之日本鐵板社長の乾杯にて開催。
イベントとして仙台の「すずめ踊り」が披露された。

全国大会70回目の大きな節目を迎え、
建築板金業界の知名度と地位のさら
なる向上を誓う日として制定。

森
谷
英
之 

日
本
鐵
板
社
長
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（撮影：写真はすべて、小川重雄氏撮影　）
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施主の家族構成と
活動に対応した住宅

敷地の読み取りから
考えられた建物内外の計画

西側の庭より外観を見る。 テラスを介して居室とつながる。

2階平面図

1階平面図

「ドイツ文学者の家」は東京都大田
区に立地する、ドイツ文学の研究者と
その親子3代の女性3人のための住
まいである。もともと築50年程の自宅
の改修の依頼であったが、耐震強度
の問題で新築することとなった。研究
のための落ち着いた空間と、高齢の
施主の母親も過ごしやすいつくり、な
どといった施主の要望に対し、前後に
開口を設けた開放的な書斎を設け、

またデイサービスを受ける母親のた
め、玄関を介さずにアプローチから直
接アクセスできる居室を計画し、１階
部分に日常生活に必須な機能を集め
ることによって、各々の活動に対応し
た住宅計画を実現している。

敷地の特徴は何といっても旗竿形
状の土地であることだ。10mにも及ぶ
建物へのアプローチ部分はそれまで

暗く寂しい空間であったが、門扉や床
の素材や植栽などを考慮し、しっかりと
計画の中に取り込まれている。西側の
アプローチ付近には庭が設けられ、開
口を通して植栽を楽しむことができる。
また、敷地の東側隣地は約5.5m下
にあり、1階部分からも良い景色を望
むことができる。さらには、断面的にも
東側の谷から上がってくる風が通り
抜けることを意識した設計となってお
り、景色や通風などの点でこの敷地
形状特有の、東西の広がりを十分に
生かしたプランといえよう。

東西の庭や、東側の眺望など、本住
宅の計画の中で重点が置かれている
建物内外の関係をつくりだす上で、開
口部には様 な々計画がなされている。
まず１階では、西側の庭に面した居
間に、床から天井までの大きな開口が
設けられ、庭との連続性が作り出され
ている。そして、東側の眺望が得られ
る食堂は、柱を外壁の内側に立て、
ジョイント部分が小さく済み、味のある
木製サッシで連続性のある窓を設け
ている。天井高を抑え、腰壁をテーブ
ル高さに合わせることで、落ち着きと
開放感が得られている。また、腰壁に
することにより、敷地境界のフェンスが

開口部の計画とディテール
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吹き抜けの1階居間。 西側の大開口を通して植栽の四季を楽しめる。 縦格子の手摺り越しに2階からも採光している。

視界に入らず、閉塞感を無くし、庭か
ら遠方への連続性を感じることができ
る。東側の庭はそれほど大きくはない
が、開口の工夫により室内からの眺
望に開放感を与えている。
次に２階では、書斎へと続く廊下と、
書斎に連窓が設けられている。この窓
は、片流れの屋根勾配に合わせた台
形の木製サッシで処理し、室内に設け
られた本棚の高さ1,100mmから軒まで
立ち上げられている。連窓により、庭へ
の開放性と、接道からのアプローチ空
間の視界が担保され、1,100mm床か
ら立ち上げられた腰壁により、外構か
らは顔のみが見える程度で、プライバ
シーも守られている。また、軒まで立ち
上がった連窓によってボリュームの上
にすっきりと屋根が伸びていくようなファ
サードがアプローチ、庭から見られる。

設計の村松氏が特に意識したこと
として話していたのが、「あまり複雑なこ

とを建築でやると、そこに住む人間は
混乱してしまう。建築の形態を操作し
て、ゲームのように組み合わせて作っ
ていくというやり方もあるが、そうではな
く、限られた素材と形でもって、なるべく
単純な形にしつつも、その中でどういう
素材を選ぶか、どういう形を選択する
か、というところは慎重に行う。例えば、
開口部についてもただ四角い窓を開
けるのではなく、そこでどうしても大切
な風景を見るためだとか、何を感じるこ
とができるか、ということを考えながら設
計をする。そこにある物体ではなく、そ
の空間がいかに感じられるかというこ
とを重要視している。」とのことだった。
確かにこの「ドイツ文学者の家」の

平面プランは比較的単純なものではあ
るが、細部には多くのこだわりが垣間
見える。北側斜線を考慮した片流れの
屋根の形状や、建物中央に設けられ
た吹き抜けなどにより、室内を歩くだけ
で空間のボリュームの変化を感じるこ
とができるようになっている。特に、食堂
部分は天井高を抑え、東側の眺望を

含めた水平方向の広がりを意識する
ことで、落ち着いていながらも開放感
のある空間を実現させている。
また、2階への階段は大きなついた
て状の壁で覆うことで、遮られた視界
の中でこれから出会う風景への想像
を掻き立てながら階段を上がり、上っ
た先で大きな開口のある開放的な空
間に出会う、といった視線を操作する
ことによって生まれる空間体験を実現
させている。開口部に関しても、建物
内のどこにいるかによって切り取られ
る風景がその都度変化し、さらには
差し込む日光の表情が時間帯によっ
て変わっていくように、位置や形状が
考慮されたものとなっている。
また、アプローチや庭の植栽は四
季によって様々に色づくものを村松氏
自身がこだわって選択している。この
ように、ただ何気なく生活する中で、存
在する場所、そして時間帯や時期に
よって多種多様に変化する空間を体
験することができる住まいの姿が、こ
こに実現されている。

重層的な空間体験の具現化



腰板：ウェルトソー合板
床　：フローリングt12.0

屋根：カラーガルバリウム鋼板t0.4 , 立はぜ葺
：アスファルトルーフィング 940
：けらば , 水切り金物：金属板A　曲げ加工（カラーガルバリウム鋼板t0.4）
：構造用合板t12
：通気垂木（45×60@300）
：透湿遮熱シート
：構造用合板t24
：ウレタン系断熱材吹付t160

屋根：カラーガルバリウム鋼板t0.4 , 立はぜ葺
：アスファルトルーフィング 940
：けらば , 水切り金物：同材t0.4　曲げ加工
：構造用合板t12
：通気垂木（45×60@300）
：透湿遮熱シート
：構造用合板t24
：ウレタン系断熱材吹付t160

軒裏：パルプ混入ケイ酸カルシウム板t12.0
：UP

サッシュ：木製サッシュ（防火設備仕様）

サッシュ：住宅用アルミサッシュ
：防火設備仕様

外壁：カラーガルバリウム鋼板スパンドレル
：水切り , 出隅部材：同材t0.4曲げ加工
：通気胴縁（18×45）
：透湿防水シート
：構造用合板t9
：グラスウール系断熱材t105
：防湿気密シート（室内側）

玄関庇：スチール溶融亜鉛メッキ

テラス床：人工木製デッキ

天井：PBt12.5　壁紙張り

内壁：構造用合板t9＋PBt12.5
ビニルクロス貼り

窓台：ラジアタパイン　自然塗料塗り

本棚：ウェルトソー合板フラッシュ

手摺：縦格子22×40@45
：スプルース　自然塗料塗り

床　：フローリングt12.0

天井：PBt12.5　壁紙張り

ブラインドボックス：スプルースt22
：自然塗料塗り

：自然塗料塗り
階段踏面・蹴込：ラジアタパインt230

天井：PBt12.5　ビニルクロス張り

窓台：ラジアタパイン　自然塗料塗り

外壁：カラーガルバリウム鋼板スパンドレル
：水切り , 出隅部材：同材t0.4曲げ加工
：通気胴縁（18×45）
：透湿防水シート
：構造用合板t9
：グラスウール系断熱材t105
：防湿気密シート（室内側）

軒裏：パルプ混入ケイ酸カルシウム板t12.0
：UP

サッシュ：木製サッシュ（防火設備仕様）
：ニャトー材
：自然塗料塗り

外壁：コンクリート打ち放し
：フッ素樹脂光触媒塗料仕上げ

最高高さ
軒高（水上）

軒高（水下）

FineSteel  10

ファサードと屋根を構成する
塗装ガルバリウム鋼板

時間の経過と共に
表情を変える空間体験

キッチンより1階食堂を見る。 東側隣地が約5.5m下に位置するため、1階でも遠方まで視線を届ける。

断面図

本住宅のファサードの落ち着いた
統一感を担保させているのは塗装ガ
ルバリウム鋼板である。ご高齢の方
が住まわれるということで、建設後に
メンテナンスの負担を減らすことが前
提として金属板の外壁と屋根の選定
が行われた。また、建築法規上、外
壁が防火構造であることも条件で
あった。
塗装ガルバリウム鋼板は耐久性に
優れている上に低価格であり、意匠
的にも今回の計画に適していたため
本住宅で使用された。村松氏は他の

作品でも外壁や屋根に塗装ガルバリ
ウム鋼板を使用しており、様々な色、
形状のものを選定している。今回使
用したものは、落ち着いた色で、90度
の折れ曲がりが連続する波型のもの
であり、形状としては本住宅で初め
て利用するものになっている。また、
加工のしやすさから、外壁のコーナー
部分は意匠性を高めるため、外壁と
同じ塗装ガルバリウム鋼板を折り込ん
で利用している。塗装ガルバリウム鋼
板により、ファサードの連続性が保た
れつつ、光の反射により見え方も変
わり、住宅を見る方向、時間帯により
様々な表情が見て取れ、落ち着いた
印象を作り出している。

外壁の塗装ガルバリウム鋼板に合
わせた工夫が随所に見られる。一部
の開口部の木製サッシ、外構のタイル、
コールテン鋼の門扉などを外壁の色
合いや雰囲気に合わせ、採用してい
る。予算に対して、費用をかけ、手を加
える部分と、なるべく費用を抑える部分
を分け、メリハリのある素材選定が行
なわれている。

竣工から２年ほどが経ち、当時植
えた植栽も成長し、庭先のヤマボウシ
が色付く時期となっている。旗竿形状
の敷地を生かした設計により、道路側
の喧騒から距離を置いた穏やかな生
活を送ることができている、との施主
の声も聞くことができた。１年を通して
様々な表情を見せる植栽と、１日の中
で変化する太陽の動きを建物内外の
生活の中で感じ取りながら、本住宅は
これからも施主の生活に寄り添うもの
になるだろう。

設計：村松デザイン事務所／村松 基安

レポーター：東京大学 大月研究室　堀 誠（M1） 松林 巧（M1）

株式会社 村松デザイン事務所／〒169-0074 東京都新宿区北新宿 4-8-18-504
［tel］03-3362-1915　［fax］03-3362-1921　［e-mail］info@muramatsu-architects.co.jp　［URL］http://www.muramatsu-architects.co.jp/
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　本連載の主人公、お雇い外国人トーマス・J・ウォートルスは、
1875年2月で日本政府との契約が満了となり、英国に一旦帰国
した。1878年再び東アジアに現れたが、日本ではなく中国上海を
活動の場に選んだ（2018年春号）。ところが、その後、彼はまた日
本で、日本人に雇われ働いていたのである。場所は長崎半島西
方に浮かぶ炭砿の島、高島である（図1）（注1）。

　1881年3月に高島炭坑が後藤象二郎から三菱社に譲渡され
たとき、同坑にはウォートルスという名の技師がいた。平成になっ
て編まれた社史『高島炭砿史』によると、このときのウォートルス
は、「ジョセフ・ウォートルス」といい、ウォートルス兄弟三男のジョセ
フ・H・アーネスト・ウォートルスのことだという（文献1）。
　だがそれは、筆者の研究成果と相反する。筆者が過去に行っ
たウォートルス兄弟の追跡調査によると、三男は1877年には活
動の拠点を米国コロラド州に定め、複数の金属鉱山と製錬会社
の設立と運営に携わり、地元紙に何度も取り上げられている（文
献2）。そんな彼が、たとえ短期間であっても、この時期に日本の
炭坑で、日本人に雇われて働いていたとは考えられない。
　そこで、東京の三菱史料館に収蔵されている当時の史料で
確認したところ、ウォートルス（注2）という技師は一名、1881年4月
から翌年2月まで三菱社に雇われているが（文献3）、それは
「テーゼーウヲトルス」、即ちT・J・ウォートルスであった（文献4）。
「ジョセフ・ウォートルス」という名は、私が調べた限り確認できな
かった。「T・J」であれば、もちろんウォートルス兄弟の長男、トー
マス・J・ウォートルスのことである。

　これは、香港と横浜で発行された複数のディレクトリーの記載
とも一致する（文献5）。それらには、“Goto Tankosha（後藤炭坑
舎）”または“Takasima Colliery（高島炭坑）”の“mechanical 
engineer（機械技師）”として“T. J. Waters”の名が挙げられて
いる。また、長崎の各国領事によって調査され、当時の外務卿
井上馨に提出された「長崎港在留各国人人員明細表」の記録
とも一致する。1881年と1882年の同表の英国人の項には、高島
にウォートルスが二名ずつ存在する（文献6）。

長崎港在留各国人人員明細表 英国人（1881年1月調査）
　　住所番号 　職業 　　　姓名
　　高島炭坑 　機械師　　　トーマス、ウォトルス
　　同 　　　　　（無記入）　　エー、アル、ウォトルス

長崎港在留各国人人員明細表 英国人（1882年1月調査）
　　高島炭坑　　　機械師　　　ティー、ゼー、ウォトルス
　　同　　　　　　（無記入）　　同妻

　1881年1月に高島にいた“エー、アル“ウォートルスとは、A・R・
ウォートルス、即ちウォートルス兄弟の次男J・アルバート・R・ウォー
トルスのことである。このとき彼は横浜で日本初と思われる機械
式製氷工場に従事していたが（2018年春号）、氷の需要の見込
めない冬期は休業して、高島の兄の元に身を寄せていたのであ
ろう。
　これより遡って1869年5月、高島の北渓井坑で着炭したときに
も、ウォートルスという名の「機械方・惣心遣（監督）」がいた。この
人物についても、『高島炭砿史』ではウォートルス兄弟の三男と
断定しているが、三男は年齡的に考えにくいことがすでに研究
者によって指摘され、三男ではなく次男のアルバートであろうと推
定されている（文献7）。筆者はその説に同意する。
　かつてトーマスは、自分は「機械のことには精通せず」として、
アルバートを助手につけたことがあった（2018年冬号）。もしアル
バートが高島炭坑の元「機械方」であったなら、1880年から翌年
にかけて弟が自分のそばにいてくれて、兄は心強かったかもし
れない。トーマスは機械技師でも鉱山技師でもなかったし、筆者
の調べた限り、高島以前に鉱山で働いたこともなかったのだから。
　1882年1月にいた妻は、1881年3月10日に香港のセント・ジョン
聖堂で式を挙げたグウェンドリンのことである。時期を考えると、
1881年3月1日に高島炭坑の三菱社への譲渡が決定し、3月中
に事務・経営の移管が行われ、31日に完了している（文献1）。つ
まりトーマスは、この経営者交代のタイミングを利用して、香港で
挙式したことになる。
　花嫁のグウェンドリンは、ウォートルス兄弟と親しかった鉱山技
師エラスムス・ガワーの姪にあたる（文献8）。エラスムス・ガワーと
その娘も、1881年と1882年の「長崎港在留各国人人員明細表」
に長崎の住人として記録されている。香港の親元を離れ、日本
の炭砿の島で暮らすことになった花嫁は、伯父と従姉妹が近く
にいることに励まされたことだろう。
　そしてまた、エラスムス・ガワーも高島炭坑の元技師だった。
1876年に高島南の二子島で日本初のダイアモンド・ドリルを用い
た試掘を行い（文献9）、短期間ではあるが、後藤象二郎の炭坑
舎で働いていた（文献10）。鉱山技師で、しかも高島炭坑の元
技師で、このたび親戚になったガワーもまた、ウォートルスのよき
相談相手であったにちがいない。
　坑主が岩崎弥太郎に変わって間もない1881年4月20日付け
の、坑主代理から「坑山師」ストダートに宛てた書簡には、スト
ダートと「機械師」ウォートルスの職務、責任と心得が明記されて
いる。また、このときウォートルスが「新罐及ヒポンプノ新仕掛ケ」
に着手中であることも記されている（文献11）。

建築めぐり

ウォートルス伝●

日本での最後の仕事
：高島炭坑

13

藤森研究室

担当  丸山 雅子
も と こ

図1 高島（1901年測）
1901年に測図、1902年に製版されたもの。北から飛島、高島、上二子島、下二子島の四島が
描かれている。現在では、高島、上二子島、下二子島の間はボタで埋め立てられ、地続きとなり、
高島一島になっている。出典：『正式二万分一地形図集成 九州』柏書房，2001年．国立国会
図書館所蔵

つかい
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　「ポンプノ新仕掛ケ」とは、坑内から水を排出するため、予備
のポンプとして配備しようとしていた「針金綱ポンプ」のことで、
高島炭坑長崎事務所の『事務日誌』にしばしば登場する。
ウォートルスは1881年10月末で「機械師」の任を解かれるが、針
金綱ポンプの落成まで自分に任せてほしいと申し出ている（文
献12）。同年12月13日付けのストダートの現況報告にも、ウォート
ルスがまだ針金綱ポンプに取り組んでいることが記されている
（文献1）。
　ウォートルスの「機械師」解任は、比較的早くから検討されて
いたようで、1881年8月30日付けの岩崎弥之助の書簡に、「ウ
ヲートルス氏豫テ常務之傍ラ機械之改革着手中突然交代セシ
ムルモ如何ニ可有之」とある（文献13）。結局、11月1日に「機械
師」の任を解かれたが、「後藤氏トノ約束ニ四ヶ月前報ノ事ア
リ」（文献12）、つまり前坑主後藤象二郎との約束で、解雇の際
には四か月前に通告することが決められていたため、三菱社も
それを受け入れ、ウォートルスの解雇は四か月先となり、給料も
翌年2月まで満額支払われている。ウォートルスの月給は洋銀
400ドルで、当時の為替レートで換算すると、652円から698円の
間にあたる（文献3）。それは、彼がかつて政府に雇われていた
とき（月給650円）と全く同等の金額であった（2017年春号）。
　ウォートルスの高島での最後の仕事は、新桟橋の建設だっ
た。1881年秋の暴風で石炭積込み用桟橋の過半が流出した
ため、新しい桟橋が、鋳鉄管で建設されることになったもので、
1882年1月16日付けの坑主代理の書簡には、「棧橋築造差急
キウオトルス解雇期限後ニ尚ホ同人ヲ入用スル等ノ事ナカラシ
メザル事」とある（文献1）。このことから、鋳鉄管造桟橋の建設
に、ウォートルスが欠かせない存在だったことがわかる。
　汽罐、針金綱ポンプ、新桟橋のほかにウォートルスが手がけ
たものに、自分用の住宅がある。その完成と建設費の内訳を報
せる1881年5月9日付けの書簡の日本語訳が残されている。
「拙者当炭坑エ転任ノ節相當ノ居宅無之所ヨリ後藤象二郎氏
ノ許可ヲ得テ凡ソ八百弗程ノ居宅ヲ新築致シ其入費ハ成就ノ
上拙者迄御拂被下候筈ニ御座候 然ル処右新築漸ク今日ニ
至リ成就仕候 其建方ハ通常ノ木造石灰塗ニテ臺所浴室共ニ
都合五十二坪ニテ誠ニ思ワシク出来上リ申候 尤入費ハ成ル
丈ケ相嵩マヌ様仕候 此ノ他ブリキの清水溜相造リ候得トモ此
レハ元ト居宅ノ部ニ無之候故入費目録ニハ相載セ不申候」（文
献4）
　要するに、ウォートルスが後藤象二郎に雇われたとき、適当な
住居が高島になかったので、後藤氏の許可を得て、800ドル相
当の新居を建て、その費用は竣工後にウォートルスに支払われ
る約束になっていた。その新居がようやく完成した。構法は従
来の木造で、石灰塗り仕上げ、台所、浴室含め52坪で、「誠に
思わしく」完成した。もっとも建築費はなるべく抑えた。他にブリ
キ製の清水溜も作ったが、それは居住部ではないので、建築
費目録には含めなかったという。その目録は下記の通りである。

高島に於テ テーセーウヲトルス家屋建築費
　　大工及ヒ左官ペン師 洋銀四百八十四弗八十五仙　　
　　煉瓦石 仝　廿三弗　　
　　ストーフ網三箇 仝　四十三弗　　
　　材木､瓦､石､及ヒ錠､ガラス､丁番ヒ 仝　三百弗　　
 合計八百五十弗八十五仙　　

　場所は高島の「百馬崎」と記されているが、その地名は地図
では確認できない。だが、「百間崎」または「百万崎」と表記され
る地名なら、当時の主力坑の南洋井坑（図2）から遠くない場所
にある。おそらくその辺りのことだろう。

　建築費合計の約850ドルは、当時のレートで換算すると1000
円を超過する。建築費を抑えながらも、「誠に思わしく」完成した
と自画自賛しているのだから、高島には珍しい、立派な洋館だっ
たにちがいない。結婚式から四か月後の7月13日、ウォートルス
夫人（Mrs. Waters）がエラスムス・ガワーに伴われて香港か
ら長崎港に到着している（文献14）。新居は単なる自邸ではなく、
ウォートルスが花嫁のために用意した住まいだったのである。
　ウォートルスが去った後の1882年3月には早くも、旧ウォートル
ス邸を高島炭砿のゲストハウスに用途変更するため、模様替え
と破損箇所の修理が検討されている（文献15）。だが、旧ウォー
トルス邸のその後は知られていない。
　高額な報酬といい、自分用の社宅の建設といい、トーマス・
J・ウォートルスは日本では最後まで厚遇されていたと言ってよい
だろう。
　高島炭坑は、トーマス・J・ウォートルスにとって日本で最後の
仕事だった。そして彼にとって最初の鉱山だった。これから先、
ニュージーランドと米国で鉱山技師として働くようになる、彼の
ターニングポイントだった。

謝辞：
本稿を執筆するにあたり、三菱史料館の伊藤由美子さんにお世
話になりました。ここに記して謝意を表します。

［注］
1 本稿では、「炭坑」は石炭の砿山を指し、「炭砿」は炭坑を中心とする鉱業活動を
指す。ただし固有名詞として使われる場合は除く。
2 当時の資料では、ウヲートルス、ウヲトルス、ヲートルス、ウォートルス、ウォトルスなど
表記は様 あ々るが、本稿ではウォートルスに統一する。ただし引用では原文に従う。
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図2 高島炭砿　南洋井坑（明治初期）
明治初期に撮影され彩色されたもの。トーマス・ウォートルスがいた1880年代初めには、すでに
北渓井坑は廃坑となっており、南洋井坑が主力坑となっていた。長崎大学附属図書館所蔵
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街でみかける
ファインスチールの施工例 その 35

松島駅は、宮城県北東部に位置する東日本旅客鉄道㈱東
北本線の駅である。周辺に日本三景で有名な松島の島々
や瑞巌寺・五大堂・円通院などを有している。
駅舎は1962年2代目駅舎を使用していたが、老朽化に伴い
2009年12月より改築工事が行われた。新駅舎は「地域の
顔、旅の始まりとしての駅整備」をコンセプトとして、松島の景
観を取り入れた駅整備が行われた。宮城県松島町には瑞
巌寺・五大堂・円通院などに代表した伽藍建築が多くあり、
新駅舎に大屋根（瓦風屋根材を塗装ガルバリウム鋼板）を
取り入れる事で落ち着いた重厚感のある駅舎としている。
また、内部空間（待合室・コンコース）を傾斜天井垂木表し
とし、それらを軒天まで伸ばす事で、外部空間までの連続性
を確保している。これにより松島駅から日本三景への旅の始
まりを演出している。また、改築前には駅舎とホームに段差が
あったが、駅舎整備に合わせ段差解消が図られ2010年3月
に新駅舎の使用を開始した。現在松島駅は、東日本旅客
鉄道㈱クルーズトレイン（TRAINSUITE四季島）の停車駅
として地域観光活性化の役割を担っている。

11 JR松島駅 駅舎
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「とっとり出合いの森」は、約77ha（甲子園球場の約20倍）の
広さを誇り、四季を通じて楽しめる森林公園である。園内に
は、さまざまなコースの「林内散策路」や、約1.4haの芝生が
広がる「出合いの広場」、滝や噴水のある親水空間の「水遊
びの広場」、散策路に木製遊具を備えた「遊びの道」などが
あり、四季折々の美しい自然の中で、森林とのふれあいを楽
しむことができる。
外壁材に塗装ガルバリウム鋼板、内装材に県産材を使用し
たドーム状の「管理棟・展示館」は、来園者の方々が、当園
で最初に出合い、また帰る際にも振り返ってご覧になる、当
園の顔として非常に大切なものと位置づけられている。その
ために、さまざまな角度から視認できるボリュームと形を持っ
た建物となっている。
また、「二十世紀梨のふるさと」にある明治37年に鳥取県に
初めて植えられた「鳥取二十世紀梨の親木」3本は、鳥取県
の天然記念物および名木100選に指定されている。
各シーズンにあわせ無料イベントもあり、いろいろな形で自然
と触れ合うことができ、散策コースも設定されてウォーキング
にも最適な公園となっている。 

22
森林公園

とっとり出合いの森（管理棟・展示館）
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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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