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パッシブデザイン手賀沼モデル
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北の鎌倉・手賀沼に住む
緑と水と丘陵が織りなす手賀沼付近の風景は、古都・鎌倉の特長である豊かな緑、海、坂道と
いった自然要素が似ていることから、志賀直哉や武者小路実篤をはじめ、多くの文化人が手賀
沼を好み、
ここで暮らした。現在は、手賀沼南西エリア越しに見える柏の街と、豊かな自然が共
存してこの地域の風景を作っている。東京からは直線距離で30㎞。JR常磐線が品川まで乗り入
れたことにより、鉄道による移動が便利になり、東京駅から柏までは最短30分で到着する。柏駅
から敷地周辺まではバスで20分。
かつて文化人が手賀沼を好んだように、
「手賀沼に住む」
こと
で、
緑と水の豊かな自然環境と街の便利さを享受できる魅力的な生活圏を形成している。

図1

｢kitotetuの家｣周辺図

撮影 ： 川村 剛弘
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周辺環境に融け込むための建築計画
■素材感を活かすファザード
シンプルな壁面形状と、要素を減らした構成によって素材感を強調
することを意図した。
外壁は、
銀黒色の塗装ガルバリウム鋼板を表面材
に使用したスパン調の金属サイディングを使用し、
シャープなイメージ
を持たせた。V型の溝によって作られる陰影は金属ならではの素材
感を表出している。継ぎ目のない長尺材を使って、壁面の美しさを
見せることができる点も金属の外壁材の特徴である。
また、金属素材
は資源循環の視点から地球環境への貢献が期待できる。天然木材
と鉄素材を組み合わせることにより、木と鉄それぞれの素材感が強調
され、
シンプルな形状と凹凸のある壁面によって印象的なファサードを
構成している。
写真1

■窓周りの居場所
日中の日射を活用するため、南側に大きな開口部を設けるとともに、
適切に調整された庇を設けた。冬季は自然採光が得られ、夏季は
直射日光を遮蔽する。冬季の日射を考慮して距離がとられた主屋と
はなれとの間の空間には、テラスがあり、大きな庇の下に日影が作
られ、季節ごとに異なる建物まわりの屋外空間、半屋外空間が居場
所となることを意図した。

図2

主屋メインファサード

周辺環境と建物配置のイメージ

■多様な屋根･庇の構成
敷地周辺には民家が点在し、建物周辺の緑とともに現代の工業化住
宅にはない特徴的な屋根の景観を構成している。本計画では、
この景
観に配慮しながら、高さ・勾配・奥行きの異なった金属屋根と庇で多様
な景観と居場所を作った。主屋は4寸勾配の立平葺き屋根、
はなれは
3寸勾配で化粧スレート葺き風の新タイプの重ね葺き金属屋根、庇は
1寸勾配程度の緩勾配の立平葺きとした。
いずれの屋根･庇にも、
つや
消し黒色の塗装ガルバリウム鋼板を用いることで、金属素材の特徴を
活かしつつ周辺の瓦屋根の景観に溶け込むよう考慮した。

撮影 ： 川村 剛弘

写真2

上空から俯瞰した屋根･庇

居場所をつくる外部空間と内部空間のグラデーション
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「パッシブ気候図」
によって地域の気候を読み解き建築のカタチにする
■外気温（Temperature）
盛夏は30℃を超える時間帯もあるが、比較的夜間の外気温が
下がることから夜間に換気することが効果的である。冬季は零
下になることもあるため、一定の断熱性が求められる。
また、比
較的中間期が長いことから、軒下やテラスなどの外部空間の
計画によって、屋外で過せる場所の活用を考える。
■風向・風速（Wind Speed and Direction）
年間を通して日中は風速1.6〜2.4(m/s)程度の風が確認でき
る。夏季は積極的な通風と夜間の換気、冬季は換気程度の窓
開けが可能な窓の計画を考える。
また、袖壁などの風を捕らえ
る工夫や、南北に風が抜ける建築的工夫も有効である。
■日射量（Insolation）
4月頃と8月頃にピークがあり、年間を通して比較的日射に恵まれ
ている。庇や軒の出は、冬至や夏至の太陽高度に合わせたもの
にするのではなく、
日射量と外気温から総合的に判断し、
日射
の取得と遮蔽の計画を考える。
■相対湿度（Relative Humidity）
夏季の日中は相対湿度７0%程度を推移するが、
中間期は比較
的すごしやすい湿度であることがわかる。夏季は通風とともに
湿度が高い場合は、排熱するための窓の計画が必要である。

図3 パッシブ気候図
（アメダス観測点：我孫子）

パッシブデザイン
（Passive Design）
とは
私たちの考えるパッシブデザインは、建物をとりまく環境のポテンシャル
を最大限に活用して、地球環境への負荷を減らし、
そこに暮らす人の
快適な生活環境を創造することである。
自然エネルギーだけでなく、歴
史や文化的背景も環境要素のひとつと考え、建築デザインに反映し、
外部空間の計画や建築の工夫とともに設計する考え方である。
上図のパッシブ気候図は、
その地域のポテンシャルを把握し、建築デザ
インに活かすため環境を視覚化したものである。

鉄の素材感 × 木の素材感 = 快適で高性能な住まい
「kitotetuの家・パッシブデザイン手賀沼モデル」
は、古い集落の景
※
観に配慮しながらも、
金属屋根、
金属サイディング、
kitotetuパネル 、
太陽光発電システム、断熱材、高性能窓など多種の現代的先進建
材を使用し、意匠、構造、快適、省エネが高度にバランスした高性能
な住まいを目指した。地域の拠点となることを想定し、建物周りに
多様な居場所を設けている。平屋のはなれは、世界各国の建築図
書が閲覧できる空間として、建築を学ぶ学生などに向けて開かれた
場所となる。2階建ての主屋は、各建材を体感できるよう公開される
予定である。
ZEH・長期優良住宅の性能を満たし、
自然豊かな土地での暮らし方
を利用者に発信する建物となっている。

※kitotetuパネル
木 と 鉄 の特徴を最大限に活かし
た木造軸組み工法に適用される鋼製
面材耐力壁 kitotetu 。鋼製面材に
は、耐食性に優れる溶融亜鉛-6%アル
ミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼
板（JIS G 3323）
が使用されている。
壁倍率は4.2又は4.5倍。
｢kitotetuパネル｣は、
この鋼製面材耐
力壁 kitotetu と押出法ポリスチレン
フォームを一体化してZEHにも容易に
対応できる断熱性能を有する外張り断
熱耐力パネルである。

撮影 ： 川村 剛弘

主屋1階キッチンまわり kitotetuを現しにしたインテリア
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撮影 ： 川村 剛弘

主屋1階南

南の窓周りを広く確保して外部とのつながりをつくる

地域の環境を建築デザインと融合した建築環境デザイン
「パッシブデザイン手賀沼モデル」は、地域の気候を読み解き、現代的なツールを活用して、その環境を予測しながら建築デザイン、
室内のデザイン、外部空間のデザイン、環境計画などを総合した｢建築環境デザイン｣として計画した。

■外張り断熱による外皮性能向上
｢kitotetuの家｣の壁は、kitotetuパネル(鋼製面材耐力壁
“kitotetu”と一体化した押出法ポリスチレンフォーム50㎜厚の
外張り断熱パネル)が標準仕様となっている。施工精度が高く、
気密性向上にも貢献するkitotetuパネルが、室内温度の安定
に寄与している。外張り断熱に加えて金属サイディングの芯材
に使われている硬質プラスチックフォームによって更に断熱性
を向上し、高性能窓などとともに高い断熱性能を持つ外皮を
実現する。

鉛直面日射量(W)

外気温

一般的省エネ住宅（28年基準）

kitotetuパネルの家

図4 自然室温変動予測
（2月）

■光環境
南北に開いた建築計画は、時間や季節によって変化する光環
境に考慮したものである。冬季は南の窓から光を取り込み、北
の窓はカーテンやブラインドなどで調整することで、明るい室内
環境を作ると同時に北からの熱損失を減らす。夏季は南の窓
のブラインドで日照を制御して、北の窓から天空光を取り込むこ
とで、暑さを防ぎながらも自然採光による室内空間を作ること
が可能な計画とした。
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図5

光環境のシミュレーション

■通風環境の向上を意図した空間構成
「kitotetuパネル」
と｢高性能窓｣により、建物外周を包み込む
ことで、
フレキシブルな計画が可能となる。主屋は建物の中心
部に鋼製面材耐力壁“kitotetu”をコア状に配置し、南と北両
方に開放する計画とした。主屋、はなれともに南北の二面に窓
を設けて南北方向の通風を確保し、袖壁と主屋2Fのインナー
バルコニーに設けた窓によって、変化する風向にも対応した計
画としている。
また、
巾の狭いスリット状の縦滑り窓を設けること
により夜間の就寝後や外出時にも窓を開放し通風を確保する
ことができる。
これらの窓により屋外との接点を増やし、外部の
様子に合わせて風を取り込むことを可能にした。

N

主屋2F

図6

通風環境のイメージ

撮影 ： 川村 剛弘

東側からのテラス 屋根と壁に囲まれた空間と開放された空間

撮影 ： 川村 剛弘

南側からの夜景

視線レベルから屋根の重なりが見える
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特集
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第19回
第

金属サイディング

施工例フォトコンテスト
（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）

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、
2020年6月1日〜9月30日を応募期間として実施した「第19回金属サイディング施工例フォトコンテスト」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（なお、コロナ禍の影響により最終審査は2021年2月10日に行われております）。

鈴木 学さん
（nagena design）
撮影：岡田大次郎

新築部門

最優秀賞

nagena design（大阪府）

新築物件に金属サイディングを使用することは2度目であり、施工性、耐久性、
メンテナンス性
に優れており、意匠性においては、周辺環境や他素材とも対比調和しやすい素材として気に
入っています。
また、端部の納まりを工夫し、
よりシャープに見せることで各素材の良さを引き立
たせ合うことができるのでは、
という思いで外観設計しました。
この度はこのような賞をいただき
ありがとうございました。
関わっていただきました方々のおかげであることに感謝させていただくと共に、
今後の励みにさせていただき、
より一層精進してまいらなければならないと感じております。

●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

圧倒的なデザイン力を感じる作品です。大きな家を環境に溶け込ませ、二世帯
にありがちなばらばら感もなく統一されています。
こちらの作品の特筆すべきと
ころは環境に溶け込み街並みを豊かに形成しているところ、
えばったところが
一つもない奥ゆかしさです。
しかしながらデザイン力は圧巻で、凹凸が醸し出す
光と影のアート、素材使いの安心感、緑との調和すべてにおいて、計算し尽く
されたデザインの妙を感じます。
お向かいの緑地公園と相まって、豊かな街づく
りのトップリーダーとしてこの先ずっと物語を創り出してくれるでしょう。永く愛さ
れる家づくりに金属サイディングは欠かせないものであることを魅せてくれる
アート作品のお宅です。
ちなみに総評になりますが今回の新築部門は力作揃
いで質の高い作品が多く寄せられました。今後益々楽しみです。

木目と金属サイディングの外壁で、
とても伸びやかな印象を与えていると思
いました。特に、木目の外壁部分には傾斜が付けられているのでしょうか、
捻れているような、
ちょっと不思議な立体を感じさせます。毎回思うのです
が、
このコンテストは写真コンテストで、
１枚の写真で審査しなくてはならな
いのですが、
このような作品は、
是非、
訪問して実物を拝見させていただい
て、捻れの謎を解明したいものです。全体の形態とバランス、外壁の色合
い、
質感、
それに加えて植栽の緑がとても映えていて、
とても綺麗だと思い
ます。今年の新築部門は、
力作がたいへん多く、建物形状やファサード面
でデザインの良いものばかりでした。
また、
写真としても美しいものが多く、
作
品のレベルアップを感じました。
今後も、
さらなるレベルアップを期待します。
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金属サイディング施工例フォトコンテストは、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 19 回は全国から 2,791 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 10 作品（新築 5 作品・リフォーム 5 作品）、
入選賞 42 作品（新築 20 作品・リフォーム 22 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北、熊本等震災被災地に対して
総額279,100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顧問）
・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）

リフォーム部門

最優秀賞

リフォーム JAPAN（愛知県）
今までに入選は何度もさせて頂きましたが、今回は最優秀賞を頂き嬉しく思います。金属サイディングのトレンドも10年程で
かなり変化しており、私自身も日々勉強しております。お客様の好みのデザイン性と機能を優先したプランニングに、私の提案を
プラスする事でより良い仕上がりになる施工を常に心掛けています。金属サイディングをただ施工するだけでなく、お客様の
希望する張り分けや仕上がりがいかに難しくても忠実に再現し、満足をして頂く施工と提案を続けていくことでまだまだ認知の
少ない金属サイディングを少しでも取り入れて頂くよう努力していきたいと思います。
施工前

施工後

川瀬 誠さん
（代表）

●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

リフォームは新築とは違って、隠れているもともとの良さを引き出す醍
醐味があります。
この作品は潜在的に隠れた魅力をデザインと技術
によって最大限に引き出してくれた作品です。
ブラックサイディングの横梁は光の加減で非常に重厚感が出ます。
そしてデザインの決め手となる凹凸部分に木をおいて温かくまとめて
います。
既存のメモリーツリーも元気を取り戻してくれたようです。
こうなると欲が出て、
ガレージの屋根もコーディネートしたくなりますね。
見えないベランダ部分も見てみたいと思いました。
新築といっても通用するような見事なリフォーム作品です。

この施工例フォトコンテストの審査員の嗜好が明らかになってしまいそうですが、
どうしても金属と木といった異種材料を組み合わせた作品に目が行ってしまいます。
この作品もまさにそうですね。
金属サイディングの外壁の中に木目を使い、
外装に柔らかなイメージを与えています。
金属のシャープなイメージと、
柔らかな木目が、
とても調和していると思います。
また、写真も、
空と雲が良い背景になっていて、
たいへん綺麗です。
リフォーム部門は、
既存の建物の張り替えが主となるため、
制約が多く、
新築に比べ
てデザインすることが難しいかと思いますが、
リフォームに適した金属サイディング
の利点を活かしながら、
今後も、
良い作品を造っていただきたいです。
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新築部門

優秀賞

㈱高正工務店（三重県）

新築部門

優秀賞

㈱工藤工務店（千葉県）

新築部門

優秀賞

松山伸樹 霜鳥孝宗建築設計事務所
（大阪府）

新築部門

優秀賞

大立工業㈱（京都府）

新築部門

優秀賞

㈱親和建設（岡山県）

FineSteel 07

施工前

リフォーム部門

優秀賞

㈱FCハウジング
（北海道）
施工前

施工後

リフォーム部門

優秀賞

㈱ニッコー
（富山県）

施工後

施工前

リフォーム部門

優秀賞

㈱北陸住宅ケア
（石川県）

施工後

施工前

リフォーム部門

優秀賞

いたや木材㈲
（大阪府）

施工後

施工前

リフォーム部門

優秀賞

㈱ホームベース
（島根県）

施工後
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ファインスチール
を使った

建築 336
設計例

谷中の公園のとなり
時の流れと人の集い

―

設計：宮崎 晃吉／HAGI STUDIO

（撮影：写真はすべて、
新建築社写真部撮影

）

谷中の公園のとなり は東京都台

としての活動拠点としている宮崎晃

「土地を所有することすら幻想であ

東区の谷中にある住宅だ。谷中とい

吉氏の自邸である。宮崎氏はここに

る」
という考えのもと建築家として活

えば寺町として有名であるが、
ここは

妻と幼い息子2人、そして妻の母と5

動している宮崎氏の自邸の設計コン

バブル期の都市再開発の波に呑み

人で住んでいる。いずれは弘前に単

セプトは地域と近隣に住む人たちに

込まれず現 在も古くからの地 割が

身赴任中の妻の父も同居する予定だ

とっても活用できるような 場 をつくる

残っている。そして今なお寺社や地

という。そもそも宮崎氏自身は土地を

ことだった。そして、その想いを実現

主の所有する土地も多く、
こうした借

所有することも自邸を所有することも

する空間として小さな公園に面した

地に住む人たちも少なくない。

考えていなかった。
そのような宮崎氏

土地を選んだ。
そもそも公園に面する

この 谷中の公園のとなり は学生

が土地を購入して自邸を建てることに

土地はプライバシーや防犯上などセ

時代から谷中を生活拠点とし、現在

至ったのは妻の両親からの強い要望

キュリティの観点から敬遠されがち

は谷中で自身が学生時代から住んで

だった。娘家族と谷中で生活すること

だ。
このマイナス要素をプラス要素と

いた木造アパート
「萩荘」
を改修した

を望み、妻の両親はそれまで住んで

して転換した発想こそが今回の設計

「最小文化複合施設HAGISO」から

いた杉並の家を売り2世帯三世代同

コンセプトの軸となっている。
ひとつは

居が始まった。

自邸を
「地域の公共施設」
として位置

始まったプロジェクトを含めた建築家
FineSteel 09

東側玄関回り。内部から連続させた外部ベンチは誰でも腰掛けられるようにしている。

公園に隣接する土地と
開口部デザイン
はじめに南側の立面をみるとこの
住宅の窓（開口部）の配置のユニー

なく空間の一体感が感じられる。
こう
した開口部のデザインにより内と外の
空間の連続性を物理的かつ心理的
に醸し出している。
一方、
セキュリティの観点から家族
の生活の中心であるプライベート空

クさに気づかされる。
1階の玄関の壁はガラスで仕切ら

間は上階に配置し、
２階に寝室や水

れ内部空間から外部空間に続くよう

回りなどの生活に必要なユーティリ

にベンチが設けられ道行く人が誰で

ティという極めてプライベートな空間、

も腰かけられるように、そして公園側

3階をキッチンやリビングルームなど家

の開口部は掃き出し窓になっており公

族が皆で過ごせるセミプライベートな

園からの室内への視線を遮るものは

空間とした。
さらに３階は下部を収納

付けること、
もうひとつは家族の変化
など時間の経過に対応できる
「柔軟
性のある空間」
を創出することだ。
敷地周辺をみると南側は街区公
園、東側に幅員4ｍの前面道路、北側
と西側は隣家と接している。南側の小
さな公園には大きな欅があり、公園の
隅には
「みしま地蔵尊」
という戦没者
の慰霊碑が佇み、欅と慰霊碑はこの
土地の歴史を感じさせてくれる。
そし
てこの住宅の設計コンセプトは隣接
する小さな公園や前面道路といった
公共空間との関係性が重要な鍵と
なっている。

断面詳細図
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3階ダイニングからリビング、
サンルームを見る。ベンチや収納を兼ねたカウンターを一体的に設えることで、水平方向に広がりをもたせる。

スペースにしたベンチが部屋を囲むよ

体的にはどのようなものなのだろうか？

活用しつつも私有空間を地域に開放

うに備え付けられ、
自由度の高い使い

その答えは「バーター」
として公園を

することが「地域の公共施設」
のひと
つのカタチなのであろう。

方のできるフレキシブルな空間となっ

使うことにあるという。公園との連続性

ている。
そして西側以外はカーテンや

とは一方的に個人的な住空間の延

ブラインドはなく、室内には窓から日差

長線で公園という空間を利用するだ

しが燦燦と射しこみ、
日中は照明の必

けではなく、公園を利用する近隣居

要すらない。
さらに窓の外を見ると公

住者もまた公園に隣接する私有空間

園の欅以外は視線を遮るものはなく

を活用できるという双方向性の利益

バブル期の開発を免れた谷中は

視線の先には周辺の家々の屋並が

の享受にあるということだ。
この考えは

まち 全体に都心とは想えない空気

続く景観の抜け感が心地よい。実は

谷中とその周辺地域で展開する古い

感が漂う。昨今はこのような まち の

まち に息づく
歴史と変容と再生

この欅、夏は葉が茂り天然のカーテン

建物を改修して店舗として再生し、
そ

雰囲気に惹かれて移り住む人たちも

となり室内への日射を遮り、冬は落葉

れぞれの点（店舗）
を結び面（地域を

多い。一方で先祖代々からこの地で

により日射が室内に入り込み間接的

ベースとしたビジネス）にするという

生活してきた地主の中にもこの まち

に暖房設備の役割を果たすダイレクト

まち の要素のネットワーク化 によ

の価値を後世にも残したいと願う人も

る事業、地域資産を再生・活用して

いる。
こうした価値観を共有した人た

まち に還元するというプロジェクトの

ちと共に地域を守り地域を育てること

ゲインになっているという。
窓（開口部）の形状と配置は室内
の環境を考慮したものであるが、結果

基本的な概念にも通じる。

もまた まち の要素のネットワーク化
にとって重要な働きかけである。

的に公園から見ると興味の惹かれる

この住宅の1階はゲストハウスとし

家全体がオブジェのように見える壁面

て活用できる設計となっているほか、

デザインとなっている。

玄関にあるピアノは近所の子どもが自

馳せるのではなく、歴史の片鱗を残し

由に使うこともでき、近隣の家族と一

つつも時代に合わせて まち が変わる

緒に玄関先の土間で地域に開放し

ことも必要なのだ。
この住宅をみても、

たイベントを開催するなど、地域に対

１階のゲストルームは数年先には妻

してボーダレスな空間を提供してい

の父の部屋になるかもしれない、
３階

る。公園の欅や空間を私生活の中で

はプライベート空間として設えたが

空間のもたらす
双方向性の利益享受
ところで
「地域の公共施設」
とは具
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ただノスタルジックに過去に想いを

と
「ジェネラルで突出しないのでまち

加味したものが開発されることを期待

に馴染む素材」であるということで、

していた。素材に対してもまた時代に

他の建築作品でも使用することは多

合わせて進化することを多くの建築

いようだ。
また谷中をベースとした活

家が望んでいるのかもしれない。

動を展開していることから、
この住宅
も地元の工務店による施工であり、

谷中の公園のとなり は時間軸に

施工に際しても扱いやすい素材で

呼応して変容し続ける家。そして、

あることも魅力だという。

ここは時間の移ろいの中で地域の

最後に今後もガルバリウム鋼板を

人たちの絆が育まれる 場 なので

使用した建築作品を設計していくうえ

あろう。
５年後、
１０年後…、
さらには

で、素材としてもう一歩進んで「性能

５０年後、
この住宅がどのようにこの

は維持しつつ時間の経過を感じさ

谷中という地域に溶け込んでいくの

せてくれるようなデザイン的な性質」
を

か楽しみである。

３階リビングから正面にダイニング、右手にキッチンを見る。

この頃は気心の知れた ご近所さん
が気兼ねなく出入りするようになるな
ど、既に空間の性質が変わりつつあ
ることも窺える。
これこそ、
もう一つの

３階平面図

設計コンセプトである
「柔軟性のある
空間」
といえよう。
このように まち は時代の変化とと
もに住む人が変わり まち への価値
観が変容し、住宅は家族の変化ととも
に使われ方も変わり、
その時々で室の
必要性が変化する。谷中という地域、

２階平面図

谷中の公園のとなり という住宅、
そ
して宮崎氏の建築家としての活動か
ら、住宅も まち も時間軸の中で生き
続け、
メンテナンスをしながら再生し続
けることが歴史を継承することであり、
変化し続けることは当然であるのだと
気づかされる。
そこには「時間の蓄積」
と
「自然の
痕跡」
があると宮崎氏はいう。

ガルバリウム鋼板への期待
1階配置平面図

今回この住宅では2階と3階の外壁
にガルバリウム鋼板（素地）の波板、
屋根には平一文字葺きを使用した。
その理 由は「 経 済 性 」だけでなく、
「左官との組み合わせが可能なこと」
設計：HAGI STUDIO／宮崎 晃吉
株式会社 HAGI STUDIO 一級建築士事務所／〒113-0022 東京都文京区千駄木三丁目34-10 第一浅井ビル2F
［tel］03-5834-7018 ［e-mail］info@studio.hagiso.jp ［URL］https://studio.hagiso.jp/

レポーター：東京大学 大月研究室

深見 かほり
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ウォートルス伝●

グラニティ・クリーク
藤森研究室
も と こ

担当

丸山 雅子

1889年3月、南太平洋のサモアをハリケーンが襲い、
アピア港に停泊していた独・米の軍艦6隻を次々と座礁ま
たは沈没させた。
唯一、
英国海軍のカリオペ
（Calliope）
号
だけがアピア港からの脱出に成功した。カリオペ号の
ケーン艦長は、
このときのカリオペ号の
「馬力」
は、
平時に
勝っていたと海軍提督に報告した。この「馬力」の源は、
ウェストポート石炭会社
（以下WCC）
の石炭だった（注1）。
同11月、英国土木学会のJ・コーデ会長は、演説でカリ
オペ号に言及し、その見事な脱出はニュージーランドの
優れた石炭のおかげであると発言した（注2）。
翌 2月に開催されたWC Cの年次 総会では、今すぐ
グラニティ・クリークに着手すべきという声があがった
（注 3）。
コールブルックデール炭砿と同じブラー炭田に
属し、同社が調査と測量を行い（注4）、採掘権を取得し
ていた「グラニティ・クリーク鉱区（Gra nity Creek
Lease）
」への期待が高まっていた。

A4 グラニティ・クリーク鉱区
グラニティ・クリーク鉱区は、ウェストポートから約
25km北東の山地にあった（図1）。広さは2950エーカー
（約12㎢）あり、その最も海寄りの高台に、石炭運搬の
拠点となる集落がつくられ、WCCの重役H・J・ミラー
（Miller）に因んで、ミラートン（Millerton）と命名された
（注5）。
メインストリートには「カリオペ」、その隣の通りに
は「ケーン」の名がつけられた（注6）。

図1 WCCが採掘権を所有していたブラー炭田の鉱区
鉱区の範囲については、
ウォートルス
「Plan of Coal Mining Leases, Waimangaroa Valley」
（ニュージーランド公文書館クライストチャーチ館、
R18399813）
と、
「Buller Coal Fields Reserve」
（「I.-6.: Westland Coalﬁelds Committee」
『 AJHR 1889年版』）
を参考にした。
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図2 グラニティ・クリーク・インクラインの遺構（2002年撮影）
デニストン・インクラインでは、山の上に貯炭槽があり、大きな鉱車（wagon）
に石炭を載せて下
ろしていたが、
グラニティ・クリーク・インクラインでは、写真に見られるような坑車（tub）
で下ろし、
麓の鉄道沿いに貯炭槽が設けられた。

グラニティ・クリークの石炭は、坑車に載せたまま、ミ
ラートンからインクラインで麓に下ろされた（図2）。イン
クラインの終点は、
官営鉄道ウェストポート＝ンガカワウ線
の沿線で、インクライン着工後に駅が新設された（注7）。
駅名は当初「グラニティ・クリーク」だったが、1899年に
ただの「グラニティ」に変更された（注8）。
表1 WCCが操業したブラー炭田の2つの炭砿の概要

炭坑/炭砿

コールブルック
デール炭砿

グラニティ・クリーク炭坑
（ミラートン炭砿、注9）

炭坑集落

デニストン
標高約600ｍ

ミラートン
標高約300ｍ

インクライン
設計者

H･M･ヤング
R･A･ヤング

原案：T･J･ウォートルス
R･A･ヤング、A･J･ハンター

同 距離

83チェーン
（約1.7km）

51チェーン
（約1.0km）

同 竣工年

1879年

1896年

同 終点

コンズクリーク

グラニティ

積出港

ウェストポート

ウェストポート

グラニティ・クリークのインクラインは、
デニストン・イン
クラインにくらべて高低差は少なく、距離は短く、終点は
官営鉄道本線の手前である（表1）。インクラインの建設
には多額の費用がかかるが、
インクラインが完成すれば、
より安価に石炭が運搬できることが見込まれた。
1896年6月、グラニティ・クリークのインクラインは竣工
した（注10）。ウォートルスがニュージーランドを離れてから
5年が経っていた。それでも、ウォートルスとグラニティ・
クリークには長くて深い関係がある。
竣工から遡ること10年前、1886年2月に開催された
WCCの年次総会で、前出のH・J・ミラーはグラニティ・
クリークについて次のように発言している。
「私は技師の
ウォートルスの同行で、
WCCの鉱区を全て視察し、
実際に
グラニティ・クリークには大変な価値があることを確信
しました」
「ここが開坑されれば、ほとんど無尽蔵の供給
が得られるでしょう」
と（注11）。

1890年11月、ウォートルスは自分のWCCでの役割に
ついて、
「ほかに私が担当する炭坑として、まだ開坑して
はいませんが、
グリニティ・クリークがあります」
とはっきり
（注12）
。
述べている
そして、ニュージーランドの公文書館には、ウォート
ルスの手によるグラニティ・クリークの図面が多数残さ
れている。ウォートルスの署名が確認できるグラニティ・
クリークの図面は、ウェリントンに少なくとも16枚、クライ
ストチャーチに25枚ある。ウェリントンの図面のうち7枚
には、署名に日付が添えられていて、2枚に「18 August
1890」、5枚に「28 October 1890」とある（注13）。
クライストチャーチの方がまとまった形で残っていて、
ウォートルスの署名が確認できるグラニティ・クリークの
図面は全て同じスタイルで、
同じ日付である。
淡いクリーム
色の厚手の画用紙に、ペンで描かれ、水彩が施されて
いる。用紙の左上または中央最上段に、
「WESTPORT
COAL COMPANY」の大きな太字が配され、次に大き
な太字でタイトルがつく。用紙の右上にはシート番号が
付されている。シート0 番のタイトルは「GR A N ITY
CREEK LEASE GENERAL PLAN（グラニティ・ク
リーク鉱区全体図）」で、1番から25番までのタイトルは
「GRANITY CREEK INCLINES」である（注14）。タイト
ルの下には、
「Thos. J. Waters」の署名と「2 May 1891」
の日付 、用 紙 の左 下には「 B OA R D 」のスタンプと
「3/6/91」の日付が添えられている（図3）。これら一連の
図面をウォートルスが仕上げたのが1891年5月2日で、
WCCの重役会（board of directors）が受理したのが
1891年6月3日ということだと思われる。

図3 ウォートルスによる、
グラニティ・クリーク・インクラインの設計図
ニュージーランド公文書館クライストチャーチ館に保存されている、
ウォートルスによる一連のグラニ
ティ
・クリーク・インクライン計画案のうちの一枚。
タイトルが「INCLINES」
と複数形なのは、上下二
つのインクラインが計画されていたからである。右端が切れてよく見えないが、
これは
「SHEET No
1」
で、下部インクラインの断面図である。
「INCLINES」の下に見える筆記体が、
ウォートルスの署
名と日付である。余談だが、筆者が公文書館で調査をしたのは2002年のことで、図面のコピーを
入手するために、
一枚毎に撮影セット代
（studio set up fee）
とネガフィルムのデュープ代を支払い、
ネガフィルムのコピーを受け取った。ネットでデジタルデータを入手できる今日とは隔世の感がある。
出典: Archives New Zealand, Christchurch Regional Oﬃce [Archive Reference: CAIM
CH87/1/38: R18399414]

加えてあと一枚、同じスタイルで描かれた「LIST OF
（注15）があり、
DRAWINGS
（図面一覧）
」
おそらく当初は、
これを表紙に一連の図面が綴じられていたのだろう。
ウォートルスがウェストポートを去ったのは6月12日である
（本誌2020年冬号）。7月に地元紙は、グラニティ・クリー
クの調査とインクラインの設計はすでに完了し、
あとは政
府の承認を待つだけと報じている（注16）。
ウォートルスは、

グラニティ・クリークの開発のお膳立てをすませてから、
立ち去ったのだ。
1891年11月28日、A・ジェイムソン（本誌2020年秋号）
が中心となって、
グラニティ・クリーク・インクラインのトン
ネル建設現場で、
発破イベントが行われた。
ウェストポート
から特別列車が用意され、約100人の住民がイベントに
参加した。地元紙は、そこにウォートルスの姿がないこと
を惜しんだ（注17）。
グラニティ・クリーク・インクラインは竣工後、
最初から
完璧にスムースに石炭を運び出した（注18）。採炭高は年々
増え、コールブルックデールに並ぶほどになった（表2）。
ウォートルスの置き土産は、
数年を経て結実したのである。
表2 WCCが操業したブラー炭田の2つの炭砿の出炭高

出炭高
[t]

コールブルック
デール炭砿

グラニティ・クリーク
炭坑（ミラートン炭砿）

NZ 全体

2炭坑/
NZ 全体

1897年

184,376

59,240

840,713

29%

1898年

192,851

87,269

907,033

31%

1899年

202,514

125,417

975,234

34%

1900年

211,357

158,129

1,093,990

34%

1901年

226,193

207,379

1,239,686

35%

『Appendix to the Journal of the House Representative of New Zealand』
の1898〜
1902年版のデータを基に作成した。

（注）
1『Grey River Argus』
1889年4月4日, 2頁.
2「Address of Sir John Coode, President, 12 Nov. 1889」
『Minutes of
Proceedings of the Institution of Civil Engineers』99巻（1889-90年）,
22-24頁. 尚、
J・コーデ卿はウェストポートとグレイマウスの港を設計した人物である
（本誌2020年秋号、本誌2021年冬号）。
3『Otago Witness』1890年2月27日, 33頁.
4「C.-3. Inspection of the Mines」
『Appendix to the Journal of the House
Representative of New Zealand（以下AJHR）
, Session I, 1887』
1887年.
5『Inangahua Times』1892年6月23日, 2頁.
6『West Coast Times』
1893年2月24日, 2頁.
7「Names & Opening & Closing Dates of Railway Stations in New Zealand
1863 to 2010」http://railheritage.org.nz/assets/Dates̲and̲names.pdf
8『Grey River Argus』
1889年7月18日, 2頁.
9 当初はグラニティ・クリーク炭坑（Granity Creek Coal-mine）
と呼ばれていたが、
その後「ミラートン炭砿（Millerton Colliery）」
として知られるようになった。例えば、
『AJHR』
では、1899年版まで炭坑名に
「Granity Creek」
が使用されていたが、
1900年版から
「Millerton」
に変更されている。
10『Grey River Argus』
1896年7月1日, 4頁.
11『Evening Star』
1886年2月18日, 2頁.
12「C.-3. Report of the Commissioners Appointed by his Excellency the
Governor to Inquire into and Report upon the Grey Valley Coal-mines」
『AJHR, Session Ⅱ, 1891』
1891年.
13 ウェリントンの公文書館に保存されているウォートルスの署名入りのグラニティ・ク
リーク関連図面16枚のうち、ID番号R25278486-94の9枚は署名のみで、
R25278077、78の2枚には署名と
「18 August 1890」、R2527133-137の
5枚には署名と
「28 October 1890」
の日付がある。
14 クライストチャーチの公文書館に保存されているウォートルスの署名入りのグラニ
ティ・クリーク関連図面のID番号を記すと、
シート0番はR18399559、1-3番は3
枚共通でR18399414、4-12番は順番にR18399609、R18399590、
R18399608、R18399607、R18399579、R18399606、R18399413、
R18399605、R18399589、13-14番は2枚共通でR18399588、15-16番
は2枚共通でR18399587、18-25番はR18399572、R18399573、
R18399850、R18399574、R18399575、R18399405、R18399401、
R18399565である。
17番だけは、
ウォートルスの署名入りのものを確認できなかった。
15 同R18399660
16『Grey River Argus』
1891年7月21日, 2頁.
17『同』1891年11月30日, 2頁. 12月4日, 2頁.
18『Inangahua Times』1896年7月6日, 3頁.『West Coast Times』1897年1月
23日, 4頁.『Otago Daily Times』1897年2月6日, 6頁.

筆者の都合により、
1年間、
『ウォートルス伝』
はお休みします。
次号からの
「建築めぐり」
は、藤森研究室OB（現：中国・天津大学
教授）
の青木信夫さんが26年ぶりに担当します。
お楽しみに。
※『ウォートルス伝』
の再開は、
2022年夏号を予定しています。

FineSteel 14



第六十五巻
二号
令和三年四月二十五日発行

ボクらは
「自在に変化」

鉄！

進化した鉄！

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

ファイン君

発行所

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

一般社団法人 日本鉄鋼連盟

ボクらの

自
「
は
ら
ボク

変
に
在

進
」
化

た
し
化

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。

地震 につよい

表面がきれい

建材薄板技術・普及委員会

特長

環境にやさしい

〒１０３ ︱００２５ 東京都中央区日本橋茅場町3 ︱2 ︱ 鉄鋼会館
︵3669︶4815 FAX ︵3667︶0245

屋根材・壁材には
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全国ファインスチール流通協議会

http://www.zenkoku-fs.com
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