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日本金属サイディング工業会が一般社団法人 日本鉄鋼連盟の後援により、
2018年7月1日～10月31日を応募期間として実施した「第17回金属サイディング施工例写真コンテスト」に
ついて、受賞された施工例の写真を中心にご紹介します。

第17回　金属サイディング

（主催：日本金属サイディング工業会　後援：一般社団法人 日本鉄鋼連盟）

施工例写真コンテスト
第

シンメトリーの存在感ある住宅です。サイディングの縦ラインが実に美しく、継
ぎ目がわかりません。製品のもつ良さが十分に表現されてます。（多分）奥
まった中央部分に、横ラインのモクを置いたところが秀逸ですね。異素材の
組み合わせによって、より双方の魅力が引き出されました。日中の光の変化
も面白いですが、ライティングされた夜の表情も見てみたいものです。住宅と
いう事で少し驚きましたが、窓などはサイドに設置されているのでしょうか？そ
の、配置のデザインも拝見したい。とても謎めいた作品ですね。将来、正面の
植栽が育ち緑が前面に生い茂った時、安定感のある、街に溶け込む住宅に
なることでしょう。金属サイディングが光やグリーンや木で表情を変える、七変
化を見せてくれる奥の深い作品と思い、最優秀賞に選ばせて頂きました。

ともかく、第一印象が「きれい！」でした。とてもシンプルな箱型の住宅で
すが、どのようなプランなのか、他の三面がどのようなファサードなのか、
どの面にどのように窓を設けているのか、この写真だけでは全く想像が
つきませんね。若しかすると、他の面を見たら、全く異なった印象の住宅
かもしれません。でも、それも施工例写真コンテストの面白さかと思いま
す。シンメトリーなファサードの中央に木の格子を用いて落ち着きを持た
せ、外壁の金属サイディングがたいへんきれいです。このようなシンプル
なデザインで仕上げることができて、とてもうらやましいですね。ほかにも
力作が多くありましたが、「きれい！」の第一印象から、この作品を最優秀
に推薦させていただきました。

新築部門 最優秀賞

●江口特別審査委員のコメント ●杉田特別審査委員のコメント

特集

1

株式会社ルポハウス（滋賀県） 田中 彬博さん（代表取締役）

ゆとりのある広さの新興分譲地内で計画した個人住宅です。
シンメトリックな外観を特徴とし、それを引き立たせるよう外構計
画も控えめに計画しています。エネルギーロスの観点から北ファ
サードは窓をほぼ排し、ガルバリウムのすっきりとした表情を主役
に、天然木のルーバーで穏やかさを添えました。寡黙なファサード
と相反して、内部は大きな吹抜けからやわらかに光が注ぐ空間
が広がります。内部とのコントラストを生む上で、金属サイディング
のもつ硬質で堅実な素材感は不可欠な要素です。



FineSteel  02

金属サイディング施工例写真コンテストは、日本金属サイディング工業会加盟８社が、全国の設計事務所・工務店・金物店・板金
店の協力を得て、金属サイディング普及活動の事業として実施しているもので、第 17回は全国から2,382 作品の応募がありました。
新築及びリフォームで建物の外装に金属サイディングを使用したものを対象とし、新築では建物の意匠性・高級感・コーディネート
感覚など、トータルでバランスのとれた作品、リフォームでは『施工前⇒施工後』で優れたイメージアップの見られる作品を審査委
員会で選考しました。その結果、最優秀賞 2作品（新築・リフォーム各 1作品）、優秀賞 8作品（新築 4作品・リフォーム4作品）、
入選賞 48 作品（新築 28 作品・リフォーム20 作品）が選ばれました。
また、東日本大震災発生以来実施している被災地の義援金寄付は前年に引き続き今回も東日本大震災及び熊本地震の両被災地に
対して総額 238,200 円（応募作品件数に応じた額）を日本赤十字社を通じ寄付いたしました。

［審査委員会］
・特別審査委員　江口惠津子（株式会社ヴェルディシモ代表取締役、日本フリーランスインテリアコーディネーター協会会長）
・特別審査委員　杉田宣生（一級建築事務所 ＨＡＲＵハル建築研究所）
・当会審査委員（理事・幹事・技術委員・事務局）

洋風から和風の趣に大改造です。
全体のフォルムは変化せずに素材と色と窓周りの開口部デザインだけ変えて
ますが、実に上手なコスパの良いリフォームであると思います。窓の形はシンプ
ルな縦ラインになり、内側から同系色のロールスクリーンをさげているところは見
逃せない点です。外観はモクで、縦格子と正面のアクセントの三角のデザイン
を強調し、ベンチなど置いたり、隅々まで配慮されていることがわかります。コン
セプトがしっかりしてるので、全体として、落ち着いた温かみのある和風建築に
仕上がりました。金属サイディングの使い方もとても慣れています。木製建具に
もガリバリウム鋼板を使用するなどアイデアも盛りだくさん。奇をてらわず、しかし
細部まで想いのこもった素晴らしい作品であると思います。

店舗併用住宅でしょうか？
リフォームの前の洋風なイメージに対して、リフォーム後は和モダ
ンのテイストを感じさせ、大きく印象の異なる建物になりました。
縦張りの金属サイディングがとてもシャープなのに、木を使用し
たことで木の柔らかさが落ち着きを与えているのだと思います。
シンプルで落ち着いた色合いと三角の２つの妻面が、この建物
を印象深いものにしています。でも、どうも最近のこのコンテスト
では、金属と木を上手に使ったデザインに目が行ってしまうよう
です。リフォーム部門でも、ほかに目を引くものが多々ありました。
今後も期待したいです。

●江口特別審査委員のコメント ●杉田特別審査委員のコメント

株式会社結設計工房（山形県）

リフォーム部門 最優秀賞

築30年弱の縫製工場を陶芸アトリエ兼住宅にリノベーションしました。凍害で傷んだ外壁の改修に凍害の心配がない金属サイ
ディング（ガルスパン）を採用しています。金属と木の異質材を組み合わせることで、それぞれの素材が持つ良さを引き立て、
格子戸を用いて内外を緩やかにつなぐ計画としてます。お施主様が心地良く生活でき、愛着が持てる建物になるよう、物件探しから
設計・施工まで弊社で一貫して担当させていただきイメージ通りの建物になりました。評価していただきとても光栄です。

施工後

施工前

結城 利彦さん（代表取締役）
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新築部門 優秀賞

㈱イケダ工務店
（栃木県）

新築部門 優秀賞

㈱タイコーアーキテクト
（大阪府）

新築部門 優秀賞

社会福祉法人
アストラ会
（岡山県）

新築部門 優秀賞

㈱荒木板金工業所
（富山県）
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リフォーム部門 優秀賞

リフォーム部門 優秀賞

リフォーム部門 優秀賞

㈱トマト（北海道）

伸恵工業㈱（石川県）

㈱北陸住宅ケア（石川県）

施工前

施工後

施工前

施工後

施工前

施工後

リフォーム部門 優秀賞

㈲あるくカンパニー（福井県）
施工前

施工後
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第71回
全国建築板金業者
高知大会
〈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〉
令和元年5月15日（水）前夜祭
令和元年5月16日（木）本大会
於：高知市東部運動公園くろしおアリーナ

特集

2

テープカット 高知といえば「よさこい鳴子踊り」

万歳三唱

第71回全国建築板金業者高知大会が、
令和元年５月16日に高知県高知市の
「くろしおアリーナ」で開催された。
平成の御代も終わりを迎え、あらたな
元号「令和」となった最初の記念すべ
き71回大会に、全国の建築板金業者
約2,600名が高知県に集結。

板金 ハ サ ミ
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流通協展示ブース風景

第72回の開催は静岡県に決定左から、勝又（前）、天野（新）、石本（現）、3代理事長揃い踏み各県参加者のエール

大盛況の展示会場展示会場では高知名物「カツオのたたき」も販売会場にいたマスコットと握手をする石破茂 議連会長

第71回の総合テーマは
「 ― 勇往邁進 ― 
       新時代の幕開けに建築板金の誇りを胸に 」
近年、日本の労働者不足は深刻さを増し、外国人労働者の
受け入れという新たな局面を迎えた。建築板金業界にも、
従来とは異なる考え方や認識と対峙する場面も出てくる
であろう。当業界では、技能・技術の継承や経営力の強化
と向上、若手の育成に重きを置いてきた。建築板金業が、
親から子、そのまた子供へと誇り高き職業として未来永劫
に受け継がれていくために、若い力を大切に育んでいくと
いう決意をあらたにした。

小野寺俊一 全板連副理事長 石破茂 議連会長 中谷元 議連副会長 尾﨑正直 高知県知事 岡﨑誠也 高知市長 髙山英幸 NST日本鉄板社長

ずらりと並んだ高知の地酒

ホテル日航高知旭ロイヤルで行われた前夜祭は、小野寺
俊一 全日本板金工業組合連合会副理事長の開会宣言、
石破茂衆議院議員（建築板金業振興議員連盟会長）、
中谷元衆議院議員（建築板金業振興議員連盟副会長）、
尾﨑正直高知県知事、岡﨑誠也高知市長、の来賓祝辞、
髙山英幸NST日本鉄板社長の乾杯にて開催された。
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前回（2017年）、ＪＩＳＧ 3321（溶融55％アルミニウム-亜鉛合金めっき）において六価クロムを含む化成処理を削除し、
“化成処理の記号は受渡当事者間の協定による”としました。
本特集では、今年3月20日に公示された溶融亜鉛系めっき鋼板JIS 4規格の変更点をご紹介します。

注）詳細は、公示されたJISの原文をご確認下さい（https://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html で閲覧可）。

特集

3
溶融亜鉛系めっき鋼板 JIS改正内容の変更点 ご紹介

めっき浴成分

■ 補足

品　　種 従来 ［適用範囲（1項）］ 改正 ［めっき浴成分（5.1項）］

表-1

55%Al-Zn合金めっき
（ＪＩＳ Ｇ 3321）
ガルバリウム鋼板

質量分率で約55%アルミニウム
1.6%けい素
残部 亜鉛を標準組成とするめっき浴

50.0～60.0%アルミニウム（Ａｌ）
1.0～3.0%けい素（Ｓｉ）
Al,Si,Zn以外の添加元素合計5.0%以下
残部 亜鉛（Ｚｎ）

１．めっき浴成分を規定化 ： “要求事項”として記載し、適用範囲からは削除した
※製品のめっき成分は分析困難 → めっき浴成分で規定した

２．受渡当事者間の協定による規定を大幅削除した
①適用する表示厚さ ： 適用する表示厚さを具体的に記載した
②めっき付着量 ： JIS G 3317に関し、Y04,Y30 を追加した

３．注文時の確認事項 ： 従来は任意 → 必要項目は確認することと規定した
４．耐食性試験の規定 ： 従来は試験方法指定 → 受渡当事者間の協定によると規定した

JIS G 3302（溶融亜鉛めっき）
Zn以外の元素を含まないことを特徴とするめっきを規定

JIS G 3317（溶融亜鉛-５％アルミニウム合金めっき）
Ａｌを５％程度添加したＺｎはめっき層がＡｌ-Ｚｎ二元共晶となる耐食性を確保する観点からＡｌ下限を４.０％、上限を５.５％と規定

JIS G 3321（溶融５５％アルミニウム-亜鉛合金めっき：ガルバリウム鋼板）
＊Alは耐食性に優れた不動態化被膜を形成するため下限を５０.０％とし、経済コストを考慮して上限を６０.０％と規定
＊Siはめっき密着性に必要な元素であるが過剰だと耐食性が劣化するので下限を１.０％、上限を３.０％と規定

JIS G 3323 （溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき）
Al, Mgは従来の適用範囲に記載された内容を踏襲してAlを５.０％以上１３.０％以下とし、Mgを２.０％以上４.０％以下と規定

今回改正における大きな変更点

表-１ 参照

表-2 参照

表-3 参照

表-4 参照

溶融亜鉛めっき
（ＪＩＳ Ｇ 3302）

質量分率で97%以上の亜鉛
（通常、アルミニウム0.3%以下）を含むめっき浴

亜鉛以外の添加元素合計1.0%以下
残部 亜鉛（Ｚｎ）

Zn-5%Al合金めっき
（ＪＩＳ Ｇ 3317）

質量分率で約5%アルミニウム
（微量のマグネシウム、希土類元素などを含む）
残部 亜鉛のめっき浴

4.0～5.5%アルミニウム（Ａｌ）
Al,Zn以外の添加元素合計1.0%以下
残部 亜鉛（Ｚｎ）

Zn-Al-Mg合金めっき
（ＪＩＳ Ｇ 3323）

質量分率で5.0～13.0%アルミニウム
2.0～4.0%マグネシウム
その他元素の合計1.0%以下
残部 亜鉛のめっき浴

5.0～13.0%アルミニウム（Ａｌ）
2.0～4.0%マグネシウム（Mg）
Aｌ,Mg,Zn以外の添加元素合計1.0%以下
残部 亜鉛（Ｚｎ）
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■ 参考

規格を適用する表示厚さ

品　　種 従　　来 改　　正

表-2

耐食性試験

従　　来 改　　正

表-4

注文時確認事項 （JIS G 3321 ガルバリウム鋼板 の例）表-3
a）

b）

c）

d）

e）

f）

g）

種類の記号

寸法

スキンパス処理の要否又は記号

めっきの付着量表示記号

化成処理の種類又は記号

塗油の種類又は記号

幅の許容差

： SGLCC

： 0.35 × 914 × C

： “ブランク”or S

： AZ150

： NC

： O（塗油）or X（無塗油）

： ＋７～０

等

等

等

等

等

注）４規格とも同一内容です。

JIS G 0594
B法 ： 酸性塩水噴霧・乾燥・湿潤の

サイクル腐食促進試験法
C法 ： 中性塩水噴霧・乾燥・湿潤の

サイクル腐食促進試験法
D法 ： （ISO 16539 B法に同じ）

注）今年6月20日 公示により追加

JIS H 8502 7.3 キャス試験法
酢酸酸性の塩化ナトリウム溶液と
塩化銅（Ⅱ）水和物を添加した液を
噴霧した雰囲気下での試験法

JIS Z 2371 中性塩水噴霧試験
いわゆる“ＳＳＴ”

注）他の3規格も a）～g）項は同じです。

選択の根拠に乏しい為と、受渡当事者間の協定と規定した。

55%Al-Zn合金めっき
（ＪＩＳ Ｇ 3321）

SGLCC ：0.25以上2.3mm以下
SGLCD ：0.40以上1.6mm以下
SGLC570：0.25以上2.0mm以下
＊受渡当事者間の協定で、上記以外の表示厚さを適用してもよい

SGLCC ：0.24以上2.3mm以下
SGLCD ：0.27以上1.6mm以下
SGLC570：0.19以上2.0mm以下

溶融亜鉛めっき
（ＪＩＳ Ｇ 3302）

SGCC ：0.25以上3.2mm以下
SGCD1 ：0.40以上1.6mm以下
＊受渡当事者間の協定で、上記以外の表示厚さを適用してもよい

SGCC ：0.19以上3.2mm以下
SGCD1 ：0.30以上1.6mm以下

Zn-5%Al合金めっき
（ＪＩＳ Ｇ 3317）

SZACD1 ：0.40以上2.3mm以下
＊受渡当事者間の協定で、上記以外の表示厚さを適用してもよい

SZACD1 ：0.27以上2.3mm以下

Zn-Al-Mg合金めっき
（ＪＩＳ Ｇ 3323）

SMGCC ：0.25以上3.2mm以下
＊受渡当事者間の協定で、上記以外の表示厚さを適用してもよい

SMGCC ：0.20以上3.2mm以下

めっきの耐食性試験（13.2.4項) 

JIS H 8502の8.（サイクル試験法）
JIS K 5600-7.9付属書１（サイクルD）
又はJIS G 0594のいずれかによる。
なお、受渡当事者間の協定に
基づいて実施するものとし、
評価基準（基準値・特性値の決定）に
ついては、受渡当事者間の協定に
よって決めてもよい。

［注記］
めっきの耐食性試験では、一般に
評価基準を規定せずに試験結果を
報告する場合が多い。

めっきの耐食性試験（13.3.4項)

受渡当事者間の協定によって
めっきの耐食性試験を実施してもよい。

［注記］
めっきの耐食性試験の例
JIS G 0594
JIS H 8502の7.3（キャス試験方法）
JIS H 8502の8.（サイクル試験方法）
JIS K 5600-7.9付属書１（サイクルD）
JIS Z 2371の中性塩水噴霧試験
ISO 16539 のmethod B
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ファインスチール
を使った

建築
設計例

330
ハウス・カメオ

設計：千田 友己 ＋ 千田 藍／千田建築設計

さまざまな生き物と共生する曲り家 ―

（撮影：写真はすべて、千田友己氏撮影　）
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南側より外観を見る。 南側のくびれた部分（木製の柵の向こう）が陽当たりのよい亀の庭となっている。

「ハウス・カメオ」は千葉県柏市に
立地する、夫婦と幼い子供2人が、リ
クガメやヘビ等の爬虫類・昆虫・猫
などの多種多様な生き物と共に住ま
う住宅である。寒さに弱い爬虫類とと
もに暮らすことができる熱環境に配
慮したつくり、といった施主の要望に
対して、接道面側である日当たりのよ
い南に面してカメのための庭を配置
し、北に面して農地を望むことのでき
る居住者のための庭を配置してい
る。人と生き物がともに住まう伝統家
屋の様式であるL字型の「曲り家」の
配置を原型として、二つの矩形が角
で組み合う平面に、らせん状に上っ
てゆく屋根がかかった造形となって
いる。

　複雑な幾何学によって構成され
た2つの矩形ボリュームとそれらをつ
なぐ屋根形状は、爬虫類のペットとと
もに住まうことが可能な熱環境を作り
出している。
南に面したカメの庭は、土間を介

して接道面側の矩形ボリュームにつ
ながっており、土間には爬虫類の水
槽等が置かれる空間となっている。

建具を閉め切ってしまえばこの接道
面側ボリュームは熱環境的に独立
するため、旅行等によって長期間自
宅を留守にする際も空調を効かせて
おけば、爬虫類にとって適切な熱環
境を維持することが可能になってい
る。土間を上がった先には薪ストーブ
が配置され、その先は主に居住者や
猫が生活する対角のボリュームへと
広がっている。
また、二つの矩形ボリュームの重
なった部分にも熱環境的な工夫がな
されている。重なりの二階部分には
FRPのグレーチングで床が作られて
おり空気の通り道となっていて、その
さらに上の天井部分にはファンが設
置され、真下に向かって気流を生む
ことができる。これらによって、１階部
分の薪ストーブや太陽熱によってつ
くられた暖気が、らせん状に上ってゆ
く屋根形状に合わせて上昇してゆ
き、頂点まで到達したのちファンに
よって生じた下降気流にのって再び
下階に戻る、といった空気の循環が
行われるように計画されている。

敷地の南側には住宅地が広がり、
その反対側には農地が広がる環境
で、ちょうどその境界に立地するハウ
ス・カメオは全く風景の異なる二面

さまざまな生き物と
共に住まう暮らし

住宅地と農地の
間の建ち方

らせん状に連なる空間と
空気循環
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土間から亀の庭、リビング、ダイニング、キッチンを見る。土間は亀の庭とつながり、左手に見える水槽と亀の飼育スペースとしても活用される。

性を有した環境の中にある。また、千
葉県柏市の自然環境豊かであり、な
おかつ都市からも離れすぎていない
という二面性を有した住環境にある
といえる。このような二面性を有した
敷地条件が、ペットとの生活や自然
の豊かな環境での子育てと、都市的
な生活を両立させる居住者のライフ
スタイルを成立させる要因となってい
る。このような環境の中で、ハウス・カ
メオの壁と屋根が赤色の一色に統
一された外観は印象的である。
外観の色を決定するにあたって、
住宅地側および農地側からの印象
を考慮して、施主の要望も交えた検
討が行われた。農家の住宅において
赤い壁や屋根のカラーリングが散見
されることから着想を得て赤い外観
をスタディしたところ、農地でよく見ら
れる土の茶色、植物の緑色、空や水
の青色といった色とうまくコントラスト
が際立ちつつも調和のとれた外観と
なった。「農村らしい風景」から抽出

されたともとれる赤というカラーリング
が住宅地側にも面していることで印
象的なアイコンとなるとともに、農地
側の色彩を住宅地側にもたらし、両
環境を緩やかにつないでいるような
印象を与えているように感じられる。

ハウス・カメオの印象的で、屋根と
壁に統一感を持たせた外観は、赤い
塗装ガルバリウム鋼板を材料として用
いることで生み出されている。
外壁の材料として用いられている
波板は、住宅等に採用されることの多
い小波や、工場等に採用されることの
多い大波ではなく、あえてその間の
ピッチの波板が採用されている。住宅
や工場等といった固定的なイメージ
のないニュートラルな波のピッチを使
いたいという設計者の意図があった
ためである。

塗装ガルバリウム鋼板は価格が低
く、耐久性が高いという長所がある
が、ハウス・カメオにおいては、そう
いった長所に加えて、敷地環境や居
住者のライフスタイルにあった材料選
択であると言える。すなわち、農地に
近接した敷地では外装が土埃等に
よって汚れることが予想され、さまざま
なペットを飼うアクティブな居住者に
とっては水をかけて自身で洗えるよう
な外装であることが望ましかった。こ
のようなケースでは塗装ガルバリウム
鋼板が最適な材料であったといえる。
また、建築全体のスマートな印象
を生み出すため、屋根の隅棟部分を
細くみせるようディテールが工夫され
ており、こういった表現がコストを抑
えつつ実現できるのは塗装ガルバリ
ウム鋼板の長所だと言える。

ガルバリウム鋼板で
建物を包むこと

展開されてゆく
「曲り家」での暮らし



FineSteel  12

設計：千田建築設計／千田 友己 ＋ 千田 藍

レポーター：東京大学 大月研究室　久野 遼（M1）

千田建築設計／〒277-0005 千葉県柏市柏4-11-2 千代田コーポ103
［tel］0471-28-4601　［e-mail］ychida@chida-archi.com　［URL］http://www.chidax.com

農地側の斜面地は居住者自らが
DIYによって手を加えたり、新たな居
住者としてポニーが加わったり、竣工
後も居住者のアクティブな生活を通
して、ハウス・カメオを取り巻く環境は

更新されている。今後もハウス・カメオ
では現代の曲り家として、多種多様
な生き物がともに住まう暮らしぶりが
広がってゆくだろう。

土間から玄関を見る。間仕切りの建具を開放することで、土間・リビング・ダイニング・キッチンが一体的に使用できる。

複層的に開放された箱に架ける屋根
ロフト階はシンプルな矩系、2階はふ
たつの矩形がずれて重なり、1階はさ
らに下屋が取り付いていて、複層的に
箱が開放されたいびつな平面形となっ
ている。各階の平面幾何に合わせ螺旋
を描くように登っていく屋根が全体を
おおらかに包み、室内用途を跨いで空
間を一体化する。
冬は飼育棟の薪ストーブと昼間に蓄えた
太陽熱による暖気が屋根を伝って上階
に上り、2棟の接点に設けられたファン
によりFRPのグレーチングの2階床を
通って暖気を階下に降ろすことで室内
空気の循環を促している。
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　ウォートルスは日本の近代化に貢献した日本の恩人で
ある。なのに、彼は今もほとんど知られていない。
　古い洋館が好きな人は、「コンドルなら知っているけど」
という。確かにコンドルとくらべると、ウォートルスは分が悪
い。ウォートルスは当時から素性のよくわからない人物で、
いつの間にか日本にいて、しばらくしたら、どこかに行って
しまった。コンドルのように、日本に居着かなかったし、日本
人と結婚もしなかった。日本人の弟子を多く育てたわけで
もないし、建築作品もほとんど残っていない。日本にお墓
もないし、銅像もない。
　歴史上の人物は、後世の人の目を通して評価される。
手がかりの少ないウォートルスは、かなり不利である。それ
でも、彼の歴史的重要性を客観的に証明したい、という
のが今回のテーマである。そのために使うのは、石井研
堂の『明治事物起原』である。
　『明治事物起原』は、近代初期に日本で出版された新
聞や雑誌、世相について書かれた本から、特筆すべき出
来事を石井が拾い上げ、分野別に配列したもので、いわ
ば、幕末明治文化史の百科事典である。1908年に初版
が出版され、その後、増補改訂が重ねられた。今回使用
するのは、石井の死の翌年に出版された第四版『増補
改訂 明治事物起原』（1944年）を新たに組版した『明治
文化全集 別巻 明治事物起原』（1969年）である（以下
『明治事物起原 1969年版』と表記する）。
　表１は、『明治事物起原 1969年版』に掲載された建
築関係者を項目件数順に並べたものである。ウォートルス
は最多の6件、次いでコンドルが5件、清水喜助と辰野金
吾が3件であった。紙面の都合で2件以下は表に載せな
かったが、エンデとベックマン、片山東熊、曾禰達蔵、松崎
萬長、横河民輔がそれぞれ2件であった。
　ではウォートルスについて項目ごとに見ていこう（注）。
　「東京かながき新聞」は、東京で1873年に創刊された
『東京假名書新聞』のことである。発行人はジョセフ彦蔵
であったことが判明している。彦蔵の未亡人は石井に「銀
座の煉瓦街創開のときの技師ウオードルス（原文ﾏﾏ）は、
木挽町精養軒の向うに住みおり、その構内広かりしため、

彦蔵その構内に住みおりしことあり、〔かながき新聞〕は、
そこにて発行せしものなり」と証言している。つまりこの新
聞は「ウォートルス館」（本誌2019年春号参照）で発行さ
れていたのである。
　「洋紙製造の始」は、ウォートルス自身が企画し、外国
人を雇い、工場を建て、日本で初めて洋紙を製造した
「有恒社」のことである（本誌2018年冬号参照）。「明治
五年二月、浅野侯爵家にて、大蔵省雇い英国建築師
オードルス（原文ﾏﾏ）より、西洋紙は、木綿ぼろ木片のごとき
廃物にて抄成するよしを聞き、（略）、オードルスに託して
機械を英国より取りよせ、工場の建築を始め、（略）。これ
今の有恒社にして、本邦洋紙製造の祖なり」とある。
　「洋風建築（四）」では、「分析所」を取り上げている
（本誌2017年春号参照）。「米国風建築の流行半ばに、
英国風の建築入り来り、煉瓦築造が、人目を一新したり。
その最初のものは、龍ノ口伝奏屋敷跡に建てたる大蔵
省分析場にて、これこそ、東京最初の煉瓦建築なり。設
計は、英人オードルスにて、明治二年かの出来なり。二間
に三間の、極めて小なるものなれども、わざわざ西洋より
煉瓦を取り寄せて、使用せしものという。丸ノ内の原が三
菱に払い下げられて後、この建物は、取り払われたるが、
その恰好もなかなか好く、かつ煉瓦建築の記念物とし
て、永久これを保存したく、惜しみし者も少なからず、筆
者も、永年の間心がけて、この建物の、写真なりとも得た
しと望みしも、遂に今日までその甲斐なし」。私もこの建物
の写真をずっと探しているのだが、石井研堂ですら叶わ
なかったものなら、絶望的である。
　残りの3件はすべて、「銀座煉瓦街」に関係するもので
ある。「銀座町煉瓦建の始」では、明治五年「七月九日、
東京府より大蔵省へ、その管理を移し、同省雇い英国人
オードールス（原文ﾏﾏ）に、建築方法を調査せしめ、七月
着手、十年落成す」とある。
　「煉瓦焼成の始」は、煉瓦が大々的に使用された最初
が「銀座煉瓦街」であるとして、「このときの煉瓦は、多数
を一時に要するがために、英国人オードルスを聘し、市
外小菅村にホフマンの輪層窯を築きて焼きしなりき」と書
かれている。
　「街路樹の始（二）」では、街路樹は日本には古代から
存在したと前書きした後で、東京市内に初めて街路樹が
植えられたのは「銀座通り」であるとして、「その頃、オード
ルス氏の設計にて、南欧風の銀座煉瓦街成り、三間半
舗装の煉瓦歩道に並びて、はじめて街路樹の盛観あり」
としている。
　ウォートルスのもう一つの代表作である「造幣局（造幣
寮）」についてはというと、こちらはさっぱりである。造幣局
の建築は、「大阪造幣寮」と「造幣局の始」の二項目で取
り上げられ、両方にキンドルの名はあったが、ウォートルス
の名はなかった。ウォートルスは造幣局の開業前に大阪
を離れ、開業式にも欠席したので、石井が参照した資料
に彼の名はなかったようである。

建築めぐり

ウォートルス伝●

日本の恩人

17

藤森研究室

担当  丸山 雅子
も と こ

か な が き

はじめ

なか

かっこう よ
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　ウォートルスの次に多かったコンドルも5件と多い。試し
にお雇い外国人全体で調べたところ、5件以上の項目で
取り上げられていたのは、ウォートルス、コンドルの他に5
人しかいなかった（表2）。
　さらに来日外国人全体で調べてみたところ、5件以上
は、上記に加えて10人しかいなかった（表3）。
　アメリカのペリー、ハリス、イギリスのパークスが多いの
は、彼らの影響力の大きさを考えれば当然である。米国
のグラント大統領は、1879年に来日したことが大きな話題
となった。ヒュースケンは、幕末に江戸で斬殺された
「ヒュースケン殺害事件」の被害者である。ヴァン・リード
は、ハワイ移民で問題を起したり、高橋是清を米国で奴
隷として売り飛ばしたりして、石井研堂の心に強く印象づ
けられていたようだ。わざわざ「ヴエンリート」という項目を
設けて解説している。
　ヘボンが14件と驚くほど多いが、このうちのいくつか
は、本人についてではなく、ヘボンの編纂した『和英語林
集成』についてのものである。ブラック、ベーリーについて
も、彼らが発行した日本語新聞の『日新眞事誌』、『萬國
新聞紙』についてのものが多く含まれている。
　そして、グラバーがいる。実は「内外合弁事業の始」
（p.888）でもグラバー商会のことが書かれているのだが、
「ヂー会社」としか表記されていないので、数に入れな
かった。「ヂー」とはもちろん、グラバーのイニシャルの「G」
である。やはりグラバーは、外国人商人のなかで際立った
存在だったと言えるだろう。
　ウォートルスの重要性をいくら私が主張しても、ウォート
ルス研究者の身びいきとして信じてもらえない。だが、
ウォートルスの研究者でも関係者でもない人が、建築に
限らずあらゆる分野から出来事を集めたら、ウォートルス
がたくさん現れた、ということであれば、ウォートルスの活
躍を客観的に証明したことになるのではないか。
　ウォートルスは実際にはこれほど活躍していたのに、今
まで無名なのは、私たち研究者の責任である。日本の恩
人であるウォートルスを、歴史上にしっかり位置づけるよ
う、今後も努力していきたい。

表１ 『明治事物起原 1969年版』に掲載された主な建築関係者（項目件数順）

表2 『明治事物起原 1969年版』に掲載された主な政府のお雇い外国人（項目件数順）
（但し、ウォートルスとコンドルを除く） 

表3 『明治事物起原 1969年版』に掲載された、主な来日外国人（項目件数順）
（但し、政府のお雇い外国人を除く）  

 
 

  _  

 
 
 

Waters  

 

_601
_1054 _1058

_1386
_1390 _1459 

 
 

Conder  
 

_368
_904 _1380

_1386 _1392 

 3 _896
_1374 _1385 

 3 _465
488 1387 

 
 

  _  

 
Boissonade   

_179 _219 
_230-31

_235 _239
_511

_563 _841 

 
Fenollosa   

_363 _365
_367-68

_379-80
_498 _924 

 
 

Chiossone  
 

_363
_914 _918

_924 _968 

 
Fenton   

_390
_395 _397-98

_407 _1084 

 
 

Verbeck  
 

_187
_533
_547 _568

_910 

 
 

 
   

 
 

Harris  

 
  

143, 164, 297, 325, 328, 
343, 360, 578, 734, 966, 
1278, 1289-91, 1318, 1431 

 
 

Hepburn  

 
 

  

449  473, 473
, 520, 582, 584, 618, 

631, 635, 883, 997, 1119, 
1313, 1391 

 
 

Perry  
  

112, 351, 351
, 353, 635, 759, 792, 

966, 1030, 1278, 1289-90, 
1427 

 
Parkes    248, 301, 303, 359-60, 796, 

1109, 1274 

 
Grant    75, 157, 315-16, 1045, 

1170, 1461 

 
Heusken    143, 164, 303, 578, 966, 

1432 

 
 

 
Van Reed  

 
 

 
 332, 338-40, 628, 813, 907, 

1291 

 
Black    169, 620, 638-39  639, 

640-41 

 
Bailey    338, 614, 617, 629-34, 915 

 
 

Glover  
  331, 796, 879, 979, 999 

［注］
引用は、固有名詞を除き、旧漢字・旧かなを現代の表記に改め、送りがなも一部
現代のものに改めた。一部の漢字は開いてかな表記とした。
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「自在に変化」

進化した鉄！

ボクら
は「自

在に
変化
」進
化し
た鉄

！
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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