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1

亜鉛鉄板の登場から150年

「折板」の進化と多様性
2022年冬号（1月発行）で亜鉛鉄板の登場・発展、長尺金属屋根の出現、折板誕生の経緯を紹介しました。
今号の特集1では「折板」が隆盛期を経てさまざまな条件に対応するための進化と多様性について、
引用書籍『初めて学ぶ もう一度学ぶ 金属の屋根と外壁』を基にご紹介します。
（ 引用書籍 ： 一般社団法人 日本金属屋根協会.『初めて学ぶ もう一度学ぶ 金属の屋根と外壁 LLM2017』. 2017 ）

1 折板の隆盛 期
■

2 多様化
■

折板ぶきの最も大きな特徴は、それまでは母屋、垂木、

折板相互を重ね合わせてボルトで綴り合せる重ねタイプ

野地板、下ぶきを下の方から順次構成していきましたが、

の折板は、施工時ボルト孔を上表面からあけ、下からボルトを

折板では小屋梁に直接屋根をふくことが可能になった点に

差し込み、上でナットを締めるという作業を必要とします。

あります。
これによって、断熱や天井の構成は折板をベース

なお、重ねタイプの持つ欠陥を補うべく登場したのがはぜ

として屋根ふき後に作業を進められるようになり、施工工程

タイプの折板です。
はぜタイプは、すがもれ（※2）の多い北海

の省略と屋根ふき後に室内の工程を進めるという大きな

道で必要に迫られて生まれたものです。重ねタイプで水

メリットを生み出しました。
また、折板の支持間隔、つまり受梁

漏れするのであれば、心木なし瓦棒のはぜ組みを応用し

間隔は最大10m近くまで可能となり、それまでの屋根の

て折板を組合せると考えるのはごく自然な発想でした。

概念を変える結果となりました。ちょうどこの時期は、鉄骨

はぜタイプの特徴は、次のような点が挙げられます。

構造の世界では、従来の山形鋼、溝形鋼の重量形鋼から

はぜを用いることにより、
すがもれの防止が容易になった。

H形鋼への変換時期にあたり、折板の持つ特徴はこの流れ

屋根ふき施工が、
屋根上からだけで行えるようになった。

とも非常にマッチしたといえます。

ボルトが不要となったため、省施工となった。

当初、折板の梁への留め方は梁に溶接によりスタック

ボルトからの発錆が解決できた。

ボルトをあらかじめ取り付け、そのボルトに折板の底を座金、
パッキンを用いて留め付けていました。座金も平丸座金で

（※2）
すがもれ
寒い地方の建物で、冬になると室内の暖気や昼間の太陽熱のため屋根上の

した。
ところが、
この方法では、
まず平丸座金の下にパッキン

雪が融けて水となり、軒先に向かって流れます。

を入れてナット締めすると、締めれば締めるほどパッキンが

このとき軒先が外壁より突出していて、

座金周辺にはみ出し、防水機能を果たさなくなります。次に

と、融けた水は軒先で凍ります。
その結
結

底留めしたため、折板の温度伸縮のためボルト周辺の板が

果、
つららや氷提ができます。

雪

屋根面が外気温によって冷えている
る
氷提
融雪水
水

この氷提のため、
あとから流れてきた水
水

過大な支持応力のために破壊され、ボルト孔が長円状に

はプール状となり、屋根面の少しの欠
欠

拡大する結果となりました。
この二つの問題のため雨漏りが

陥部分からでも室内に侵入します。
この
の

生じることになりました。

なお
「すがもり」
ということもあります。

現象を
「すがもれ」
といいます。

天井
井
室内暖
暖気

つらら
外壁

室内

さらに、木造住宅の屋根に折板をふいたところ、強風の
ため折板が全面飛散するトラブルが生じました。
これは折板が

また、
はぜタイプと同様、施工効率の向上と取り付けボル

従来の屋根に比べ強いため、下地と屋根の取り付け方法に

トの省略（ボルトレス工法）
で、成形板の持つ板のスプリング

十分な手段を尽くさねばならないという反省点を生みました。

バックを利用してはめ込み式となった部材を相手部材に取り

これらの問題のうち、座金は防水座金を用いてパッキンの

付けようとするものが、
かん合タイプの折板です。

機能を損なわないようにし、
タイトフレーム（※1）を用いること
によって底留めをやめ、問題を解決するに至りました。

つまり、折板どうしの接合方法の違いにより、重ねタイプ、
はぜタイプ、
かん合タイプの3種類に分類できます。重ねタイ
プは折板どうしをボルトやねじで接合します。
はぜタイプは折

（※1）
タイトフレーム
折板と折板を支える梁や母屋を接合するための金具の一種で、折板に加わる
色々な荷重（自重、風、雪その他の荷重）
を梁や母屋に伝える重要な機能を
持つ部材です。
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板どうしを金属板の塑性変形能力を利用した「はぜ」
で組ん
で接合します。かん合タイプは金属板の弾性変形能力を利
用して嵌（は）
め合せます。
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3 断熱化
■
折板屋根の断熱性能を高める方法として二重折板があります。性能を示す指標は熱貫流率（U値）
〔 W／m 2・℃〕で表され、
この数値が小さいほど断熱性能が優れることになります。
シングル折板と二重折板（グラスウール10kg品・厚さ100mm）
では
約10倍の差があります。
構法

構成
・
材質

シングル折板
屋根材：カラーＧＬ t0.8
裏張材：高充填Ｐ系 t4.0

二重折板
上折板：カラーＧＬ t0.8
中間材：ＧＷ t100
下折板：ＧＬ素地 t0.6
裏張材：高充填Ｐ系 t4.0

熱貫流率（U）：単位：W/m・℃
床、壁、窓などの部位の断熱性能を表わす値です。両側の
温度差を1℃としたときに、部位面積１m2の部分を通過する
熱量をW（ワット）
で表わします。値が小さいほど熱が伝わり
にくく、断熱性能が高いことを示します。
豆知識：K 値と U 値
平成21年4月1日に施行され
た改正省エネ法において、熱

構成図

貫流率を表す記号が「K」から
「U」に変更されました。これは
、国際的に使用されている熱
貫流率の記号「U」に変更した
ものであり、その意 味や内 容

熱貫流率

4.30（W/㎡・℃）

0.45（W/㎡・℃）

に変わりはありません。

次号以降で、
「 折板」の用途や施工例などについて紹介していきたいと思います。
FineSteel 02
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「全国ファインスチール流通協議会」バーチャル展示会報告

3
1

2

4

1 〜 4 の機能説明は次ページをご覧ください。

●ホームページでバーチャル展示会を開催
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、ホームページ内において
「バーチャル展示会」を開催中です。
右のトップページからバナー広告をクリックすると上の画面が
表示されます。 ボタンをクリックすると展示会場で体験模型
に触れているかのように実験映像をチェックできたり、
ファイン
スチールについてのPRビデオや6枚の特徴PRパネルも閲覧
できるので、ぜひ体験してみてください。
全国ファインスチール流通協議会ホームページ
（http://www.zenkoku-fs.com/）
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1

ファインスチールの特徴！ 実験映像をCHECK!!
耐 震 実 験 映 像

遮 熱 実 験 映 像

屋根の重さによって地震発生時には建物躯体の揺れ幅に

遮熱鋼板であるファインスチールと非遮熱鋼板の表面に

各段の差が出ることを解説しています。

光を当て表面温度を計測し温度差について解説しています。

2

PRビデオ公開中

ファインスチールの魅力
（リフォーム）

ファインスチールのイメージキャラクター「ルーフィー」と
「ファイン 」がファインスチー ルにつ い て 分かりや すく
解説してくれるPRビデオです。

3

6つの特徴パネル

4

購入検討

ファインスチールの特徴である「美しさ」
「頼もしさ」
「強さ」
「心地よさ」
「優しさ」
「手軽さ」の6項目について解説しています。
最下段の

映像を見る

ボタンから❷のPRビデオも視聴可能です。

全国のファインスチール取扱店を
検索可能です。
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第72回

全国建築板金業者
静岡大会
〈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

板金 ハ

サ

ミ

〈開催日〉
令和4年5月19日（木）本大会
於：ツインメッセ静岡 北館

第72回全国建築板金業者静岡大会が、
令 和 4 年５月1 9日に静 岡 県 静 岡 市 の
「ツインメッセ静岡」で開催された。
新型コロナウィルス蔓延防止のため2年
順延になった全板大会。3年ぶりの開催と
なる72回大会に、全国の建築板金業者
約1,800名が静岡県に集結。
テープカット
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流通協展示ブースに200名を超える過去最大の来場者がありました

第72回の総合テーマは
「 剛健さと、しなやかさ
次世代につなぐ 建築板金の強みと魅力 」
高知大会から3年ぶりとなる今大会。新型コロナウィルス
の脅威に世界中が直面するが、世の中は国の内外を問わ
ず変化の激しい時代となっている。建築板金業界ではか
ねてより技能・技術の継承と安定した経営環境の確立を説
き、若手の育成に重きを置いてきたが、
さらに組合員目線
の取り組みを重視しながら、組合員を増やして次世代につ
ないでいくことが重要となる。山積する諸課題に力強く立
ち向かうため、
ここ静岡で決意をあらたにした。

流通協展示ブース全景と配布物

会場外観

新型コロナウィルス蔓延防止対策のため座席を離して配置

テープカットを待つ来場者であふれるエントランス

開場と同時に入場を急ぐ来場者

板金鶴で制作された富士山がお出迎え

たくさんの来場者で賑わう展示会場

見事な屋根飾りに来場者も興味津々

参加者から拍手のエール

第73回の開催は東京都に決定

天野宏昌 全板連理事長

石破茂 議連会長

塩谷立 衆議院議員

川勝平太 静岡県知事

田辺信宏 静岡市長
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ファインスチール
を使った

建築 341
設計例

和邇のコート・ハウス
紡ぐ庭

設計：池田 隆志 + 池田 貴子｜design it

（撮影：写真はすべて、
平井広行氏撮影

）

湖を臨 む 小さな 家 と聞 いて
ル・コルビュジェが両親のために設
計したVilla Le Lacを思い起こす
人は多いのではないだろうか。
今回紹介する
「和邇のコート・ハウ
ス」
は琵琶湖を臨む高台の住宅地に
佇む小さな住宅である。和邇は琵琶
湖と比良山に挟まれた風光明媚な
街で、JR湖西線で京都や大阪にも
通勤のしやすい大津市北部にある。
施主は歯科医師で京都に通勤して
いる50代の男性、家族は2匹の大型
犬のフラットコーテッドレトリバーだ。
ここを設計したのは建築家の池田
隆志・貴子夫妻である。施主は貴子
FineSteel 07

―

氏の母方の叔父にあたり、高槻市の
生家を売却し2匹の愛犬との生活を
楽しむための住宅の設計を建築家
である姪夫妻に依頼した。施主の要
望は少なく、平屋の住宅にドッグケア
ルームを設えることと塗装ガルバリウム
鋼板を用いた外装にすることだけで
あった。

周辺環境と
敷地と建物の関係
琵琶湖を臨む高台の住宅地にある
敷地は南と西が道路に面した角地に
ある。
隣地の現況を考慮して周辺への

圧迫を抑えるデザインの建物にして
中庭を中心とした空間構成とした。
また周辺に開きながらも、大型犬に
対する近隣居住者の不安への配慮
という観点から閉じられたデザインを
考え、開口部からの光により暮らしの
気 配 が 周 辺に漏れるようにしつつ
生活自体は建物に囲まれた 中庭 を
中心とすることで周辺に対して閉じた
イメージにした。

シークエンスの面白さ
この住宅にはシークエンスによる
デザインの仕掛けがいくつかある。

中庭からドッグケアルーム側を見渡す。建物南東側のテラスからは琵琶湖が見える。

− 外部空間の連続性 −
建物南西側に設けられたポーチ
は洞窟の入り口のような閉鎖的な空
間でありその先に何があるのかがわ
からない。そんな暗いポーチを抜け
るとガラスで囲まれた中庭が出現し、
建物に囲まれた中庭の上には変形
六角形に切り抜かれた空が広がる。
さらに奥に進むと眼 下に琵 琶 湖を
臨むテラスがあり、バーベキューな
どを楽しむ場所にもなっている、
この
ポーチ〜中庭〜テラスの連続性は
良い意味で期待を裏切られる。

− 内部空間の連続性 −
実はこの住 宅は間 仕 切りのない
ワンルームである。寝室には扉はある
ものの来客時以外は開けた状態で
玄関〜書斎〜リビング〜ダイニング〜
キッチン〜パントリーと繋がっている。
内部の壁に少し角度をつけることと
天井のデザインを変えることで各ス
ペースが区切られるようになっている
のが特徴的だ。
− 内部と外部空間の連続性 −
中庭と室内は全てガラスで仕切ら
れており視覚的には繋がっているよ
うに感じられる。内外が一体化して

断面詳細図

中庭
リビング・ダイニング

ドッグケアルーム

FineSteel 08

リビングから左奥にダイニング、中庭をはさんでキッチン・テラスを見る。

いるように感じられるのは、
このガラ
スによる効果だけではない。室内と
中庭に敷かれた床材は滑りにくく愛
犬が走り回っても安心できる同素材
の三和土にしていること、
また窓枠や
スチールの柱も出来る限り目立たない
ような細さであつらえられているという
細部へのこだわりにより内部と外部が
繋がっているように感じられる。

視線による面白さ
ガラスで囲まれた中庭は様々な角
度から眺めることが出来る。
− 内から外 −
もちろん寝室も中庭とガラスで繋がっ
ている。書斎もリビングもダイニングも、
それぞれの場所から中庭を眺めること
ができどこからでも中庭とそこで遊ぶ愛
犬の姿を見られるという楽しみがある。
− 1本の立木 −
中庭には1本だけ立木がある。
この
立木は見る場所によって見え方が変
わる。例えばドッグケアルームの壁を背
にしてみると、壁がキャンバスとなり絵
画のように見え、
ガラスを背にしてみる
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とガラスに映りこんだ立木が見えるな
ど、場所だけでなく時間や季節によっ
て立木の見え方が変わるという。

なっているが、実はこのソファは来客
時にはゲスト用のベッドになるという
フレキシブルな空間でもある。

内装デザイン

外装デザイン

内装は 居心地 を重視し、施主の
好みに合わせて考えたようだ。室内の
壁と天井はラワン材を使用し木目にも
細心の注意を払って選んだ。
また家
具を置かずソファや造り付けベンチの
下を収納スペースにした。
この隠す
ことは収納スペースだけでなく照明
器具は使用せずにオリジナルのブラ
ケットライトと天井に隠された間接照
明のみとした。他にもエアコンも壁に
隠され、
あえてカーテンもつけないシン
プルな内装にしている。一方で、
アウト
ドア好きな施主の好みを考慮してキッ
チンと食 器 棚は見 せる収 納にする
ことで「隠すものは隠す。見せるもの
は見せる」
というメリハリのある内部
空間が実現した。
もう一点、
造り付けのソファがあるが
ここは施主と愛犬の居場所となって
おり3人（1人と2匹）
でくつろぐ空間に

施主の希望により塗装ガルバリウム
鋼板で外装デザインされた外観は
クールな印象だ。反射しにくく、
白光り
しないマットなシルバーの塗装ガルバ
リウム鋼板は凹凸が出ないように貼ら
れており軽やかな立面となっている。
ここにもこだわりが隠されており、壁と
屋根をシームレスにし、
さらには水切
り目地を極力目立たなくし雨樋もなく
すことで実現した外観である。
また、
この塗装ガルバリウム鋼板に
覆われた壁面と大きくくりぬかれた開
口部は日中は無機的に見えるが、明り
が灯る夜間になると一変して温かみ
が感じられるようになり表情の豊かさ
にも驚かされる。

ガルバリウム鋼板への想い
ガルバリウム鋼板を使ったのは今回

ドッグケアルーム

が初めてだった貴子氏だがこれから
も
「新しい素材に挑戦してみたい」
と
いう。
ガルバリウム鋼板については、
耐久性はもちろんのこと、
カタチに融
通が利くこと、
装飾性がない分シンプル
なデザインに適しているなど建築デザ
インの可能性についても建築素材と
して高く評価していた。
「和邇のコート・ハウス」
は貴子氏が
自身の叔父のために設計した住宅で
ある。
また「和邇のコート・ハウス」は
貴子氏にとって処女作である。叔父
が建築家としてデビューした姪に依
頼した住宅。
「 屋外空間をどのように
生活空間に取り入れていくか」
という
建築家としての想いを最大限にカタチ
にした住宅。

幼い頃から一緒に遊び、愛犬家と
いうだけでなくアウトドアが好きで多趣
味だった叔父のことを知り尽くしてい
たからこそ実現した住宅なのだろう。
実はここに住むようになった叔父の
生活にも変化があったようだ。愛犬
仲間はもちろんのこと友人たちが遊
びに来るようになったこと、料理にも
こだわりが出てキッチン用品が増えた
こと、そしてこれまで家というものに
あまり目を向けなかった叔父が家を
大切にするようになったと嬉しそうに
語ってくれた。
自分が設計した 家 に
よって叔父の人生が豊かになったこと
は建築家としても姪としても一番の
喜びなのではないだろうか。

配置平面パース

設計：池田 隆志 + 池田 貴子｜ design it
デザインイット建築事務所／〒181-0001 東京都三鷹市井の頭5-4-19 koti205
［tel］0422-69-2191 ［e-mail］i.takako@designit.me ［URL］https://www.designit.me/

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●

金 鉱 業 に関わる
藤森研究室
も と こ

担当

丸山 雅子

お雇い外国人T・J・ウォートルスの話を再開しよう。
今から150年前に
「銀座煉瓦街」
を作った男の記録である。
彼の海外での活動は、場所によって四期にわけること
ができる。第一期（18 65〜75年）は日本時代、第二期
（1878年〜）は上海と長崎時代、第三期（1885年〜）は
ニュージーランド時代、第四期（1891年〜）は米国コロラ
ド時代である。
ニュージーランドでは、1885年8月からウェストポート
石炭会社（Westport Coal Company、以下WCC）のた
めに働き始め、南島の西海岸側のウェストポートとグレイ
マウスの周辺で働いた（図1、図2）。そして1891年6月に
ニュージーランドを離れる直前まで、WCCに在籍した。
だが彼の活動はWCCにとどまらなかった。
「 クライスト
チャーチ大聖堂」の修復事業に、耐震建築の専門家とし
て意見を求められ、協力したことはすでに述べた。ほか
に彼は、金鉱業にも手を拡げていた。

図2 ウォートルスが関与したニュージーランドの金鉱地
1.フェアメイド採金会社、2.ベーコンズフィールド金山会社、3.キャロラインテラス採金会社、
4.コミッショナーズ・フラット採金会社、5.ロクスバラ合併採金会社、6.トタラ浚渫採鉱会社、
7.ロス・ユナイティッド採金会社

B 金鉱業
ウォートルスはいくつもの採金会社で技師や顧問とし
て働いた。ここでは、複数の資料からウォートルスとの
関係が明らかな7社を紹介する。
B1. フェアメイド採金会社
（Fair Maid Gold Mining Company）

ウェストポートから南西に陸路で13㎞離れたアディソ
ンズ・フラット（Addison s Flat）で、砂鉱床を水力採鉱
するために設立された会社である。水力採鉱のための工
事は1888年6月に着手され、約一年後に稼働した（注1）。
1888年10月と12月にウォートルスは工事の進捗を新聞に
発信している（注2）。ウェストポートから遠く離れたダ
ニーデンで1889年11月に発行された新聞には、ウォート
ルスのことを「Mr Waters, C.E., of the Fair Maid Gold
Mining and Westport Coal Companies（フェアメイド
採金会社とウェストポート石炭会社の土木技師のウォー
トルス氏）」
（注3）と紹介している。
B2. ベーコンズフィールド採金会社
（Beaconsﬁeld Gold Mining Company）

ウォートルスがWCCで責任者を務めていたデニスト
ン・インクラインの麓のすぐそばで、石英鉱床を採掘する
ために作られた会社である。竪坑掘削中の1889年10月、
ウォートルスは同 社の重 役の 一人に選 ばれ 、
「The
company have a strong directory, including Mr
Waters, engineer to the Westport Coal Company（同
社はWCCの技師のウォートルス氏を含む強い指導力を
持つ）」と報じられた（注4）。同年末には、揚水機の建設
をウォートルスが指示している
（注5）。
B3. キャロラインテラス採金会社
（Caroline Terrace Gold Mining Company）と

キャロラインテラス・セメント粉砕会社
（Caroline Terrace Cement Crushing Company）

図1 ウォートルスがカンタベリー博物館に寄贈した化石
ウォールセンド炭坑で竪坑掘削中に発見された、新生代始新世の二枚貝軟体動物の化石。
1887年2月1日にウォートルスからクライストチャーチのカンタベリー博物館に寄贈された。
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ウェストポートから南に約7km離れたキャロラインテ
ラスで、砂鉱床を水力採鉱するために設立された会社で
ある（注6）。
「セメント粉砕」とは、金の回収率をあげるた
めに行われる工程で（注7）、ウォートルスは1889年10月

に「Improvements for grinding gold-bearing cement
（金を含むセメントを粉砕するための改善案）」という
特許をニュージーランドで取得している（注8）。
水力採鉱のための工事は1890年1月までに着工し、同
年11月に竣工した
（注9）
。
ウォートルスが工事の
「General
Superintendent（ 総監督）」を務めたという（注10）。
「The machinery to be used is specially designed by
Mr Waters（ウォートルス氏によって特別に設計された
機械が使われる）」
（ 注11）とあるのは、彼が取得した
特許を使って設計するという意味で間違いないだろう。
B4. コミッショナーズ・フラット採金会社
（Commissioners' Flat Gold Mining Company）

南島第二の都市ダニーデンから西に約150km入った
ロクスバラから、約5kmクルーサ川を遡ったコミッショ
ナーズ・フラットで、砂鉱床を水力採鉱するために設立さ
れた会社である。1889年3月にウォートルスは現地を視察
し（注12）、同年11月29日に開催された同社の第一回
株主総会で「consulting engineer（顧問技師）」に任命
されている（注13）
。
B5. ロクスバラ合併採金会社

度が伝わる。このころから複数の採金会社の顧問を兼
任しており、採金に詳しい技師としての評価を短期間で
確立したようである。
なぜこのようなことが可能だったのか、筆者はその答
えは弟の存在にあると考える。米国コロラドで鉱山技師
として活躍していたJ・H・アーネスト・ウォートルスは、
1890年3月から4月にかけて夫婦でニュージーランドに滞
在し、兄夫婦と一緒にダニーデンを訪れている（注19）。
金鉱業について弟からいろいろと教わったにちがいない。
英国で製糖機を製造する鉄工所を営む親戚の下で
育った青年が、薩摩藩に雇われ奄美に白糖工場を建て
た。英国領事に頼まれ鉄製灯台を設計し、明治政府に請
われて大阪で政府初の本格的近代工場「造幣局」を建て
た。東京では日本陸軍最初期の兵営「竹橋陣営」を建設
し、日本初の鉄製吊橋を架け、
「銀座煉瓦街」を作った。
日本では最後に「高島炭坑」で働き、ニュージーランドで
は石炭会社で働いた。途中から金鉱業に関わるようにな
り、最後に向かった米国コロラドでは、金鉱山を管理す
る鉱山技師になった。
彼の得た経験は、確実に次の活躍の場 へ向かうス
テップとなったのである。

（Roxburgh Amalgamated Mining and Sluicing Company）

1889年5月にロクスバラ近郊の複数の鉱区を合併して
できた会社である（注14）。1889年11月25日に開催された
同 社 の 株 主 会 議 で 、ウォートルスが「 c o n s u l t i n g
engineer（顧問技師）」を留任することと、数日以内に同
社の貯水池を視察し、水路のベストな配置を検討する予
定であることが発表された
（注15）
。
B6. トタラ浚渫採鉱会社
（Totara Dredging and Cradling Company）

ウェストポートから南に約20km離れたトタラ川で、浚
渫による採鉱を目的とした会社で、1891年1月に目論見
書が 提出された 。
「 The whole s cheme is bei ng
perfected by Mr Waters , C. E . , t he manag ing
engineer of the Westport Coal Company（全計画は、
WCCのマネージングエンジニアである土木技師のウォー
トルス氏によって行われる予定である）」
（注16）と報じら
れている。ただし、それは実現しなかったと思われる。
翌 2月にウォートルスは、近いうちにWC Cを辞職して
ニュージーランドを去ることを表明している（注17）
。
B7. ロス・ユナイティッド採金会社
（Ross United Gold Mining Company）

ホキティカから南に約25kmの距離にある鉱山町ロス
に設立された会社である。1891年4月同社のワイリ氏が、
ウォートルスに会いにウェストポートにやって来た 。
ウォートルスは過去に同社について報告書を書いたこと
があり、ワイリ氏は、ウォートルスがニュージーランドを
離れる前に、同社の揚水システムについて相談したかっ
たのだという（注18）
。
以上から、彼が第三期（ニュージーランド時代）の後半
から金鉱業に関わるようになったことがわかる。1889年
10月に特許を取得したことからは、ウォートルスの本気

図3 1890年ごろにニュージーランドで行われた水力採鉱の様子
グレイマウスとホキティカの中間に位置するクマラ
（Kumara）
の水力採鉱の様子。
出典：
『The Imperial Album of New Zealand Scenery』
（1899）
第2卷, 239頁.

（注）
1 C.-2. Mining Industry」
『 Appendix to the Journal of the House
Representative of New Zealand（以下AJHR）, 1889』109頁.「C.-3.
Goldﬁelds, Roads, Water-races, and Other Works in Connection with
Mining」
『AJHR, 1890』
153頁.
2『Otago Witness』1888年10月12日, 13頁. 同12月28日, 14頁.
3『Otago Daily Times』1889年11月26日, 2頁.
4 同1889年10月30日, 2頁. 同11月4日, 2頁.
5 同1889年12月28日, 5頁.
6「C.-3. Goldﬁelds, Roads, Water-races, and Other Works in Connection
with Mining」
『AJHR, 1890』
153頁
7『The Geology and Mineral Resources of the Buller-Mokihinui
subdivision, Westport division』
（1915年）, 24頁.
8 特許については、
三枝進さんの教示による。
9『Otago Daily Times』1890年2月1日, 2頁. 同11月19日, 6頁.
10『Lyttleton Times』
1890年9月5日, 6頁.
11『Otago Daily Times』1890年2月18日, 2頁.
12『Otago Witness』1889年3月14日, 12頁.
13『Taupeka Times』
1889年12月7日, 3頁
14『Otago Daily Times』1889年5月30日, 2頁.
15 同1889年11月26日, 2頁.
16『Gray River Argus』
1891年1月22日, 2頁.
17『Otago Daily Times』1891年2月20日, 2頁.
18『West Coast Times』
1891年4月24日, 2頁.
19『Star
（Christchurch）
』
1890年3月1日,3頁.『Evening Star』
1890年3月24日,
3頁.同1890年4月8日, 3頁.『New Zealand Times』1890年4月22日, 4頁.

筆者の都合により、1年間お休みしていた『ウォートルス伝』が
再開しました。引き続き
『ウォートルス伝』
をお楽しみください。
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街でみかける
ファインスチールの施工例

1 オネストン株式会社 豊田堤工場
オネストン株式会社は、1971年に創業以来、プレス金型
部品全般を取扱う専門会社として、プレス部品メーカー
ならびにプレス金型製造メーカーの発展に寄与してきた
会社である。
「豊田堤工場」
は大型金型部品の加工工場として2020年
1 1月より稼 働 。敷 地 面 積 2 , 0 0 0 平 方メートル。建屋は平
屋建ての中2階構造で、延べ床面積は900平方メートル。
天井高が13メートルあり、20トンと5トンの親子ホイストク
レーンを完備。大開口シャッターで10トントラックの構内乗
り入れが可能で、天候に左右されずに荷物の受け渡し
が可能。白を基調に落着きのある青を組み合わせたメリ
ハリのある塗装ガルバリム鋼板の外装デザインが特徴的
な工場である。
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2 TIPSTAR DOME CHIBA（千葉JPFドーム）
「TIPSTAR DOME CHIBA（千葉JPFドーム）」
は、伊豆
ベロドロームと同じく自転車競技の国際規格に準拠した
250m木製トラックを有する、
「 競輪」だけではなくトラック
レースとしてのケイリンなど各種自転車競技レースの開催
を目的として建設された、観客席約2０00席の多目的自転車
競技場である。
敷地は千葉市の中心地に位置する千葉公園内の旧千葉
競輪場跡地。市と連携し、千葉公園再整備マスタープラン
の第一弾として計画が進められ、公園全体を一体的に整備
することで、回遊性や周辺施設との連携が生み出されてい
る。公園に対する圧迫感を低減しつつ、木製トラックの形状
に合わせた合理的な建物形態となっており、
ガルバリウム鋼
板が使用された屋根は直径約200mの球の表面を楕円で
平面的に切り取った形状である。長辺方向の屋根先端は
低く抑えられ、短手方向にはエントランスや観客席など必要
な機能が積層されたコンパクトな形態となっている。
施設内はリングシェル構造を採用した大屋根が特徴であり、
メインアリーナ内には一切の柱を設けていない構造となって
いる。
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第六十六巻 三号
令和四年七月二十五日発行

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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