
■シルクがもらたした保土ケ谷の工業化

　帷子川（かたびらがわ）は、横浜市内のほぼ

中央部を西から東に横断し、旭区、保土ケ谷区、

西区、神奈川区を流れる 2 級河川です。江戸時

代には船による物流動線として使われました。

「袖ヶ浦」と呼ばれた入江が、現在の横浜駅周辺

から保土ケ谷区東端部まで湾入しており、現在

の相鉄線天王町駅付近の河口は帷子湊（かたひ

らみなと）と呼ばれて栄えていました。1707 年

（宝永 4年）の富士山の大噴火により火山灰が大

量に堆積し河口が横浜駅方面へ移動しました。

「よこはま洋館付き住宅を考える会」のご案内

洋館付き住宅の魅力を調べ、楽しみ、住み続けるための支援活動を非営利で進めています。

お問い合わせは下記の事務局まで。

会費（年額）／正会員 5,000 円・賛助会員 1,000 円（一口）・法人会員 10,000 円（一口）

ハイカラくらしすまい通信 第 43 号　編集・発行：よこはま洋館付き住宅を考える会

〒 240-0014 横浜市保土ヶ谷区霞台 47-14（担当：兼弘）／ E-Mail：yyjk@usc.yokohama

TEL:045-335-7164 ／ FAX:045-335-7176 ／ http://yyjk.jpn.com/

～シリーズ：明治のシルクロードに沿って～                                        

横浜の製糸産業の中心地

保土ケ谷・帷子川沿いの横浜シルクロード

http://yyjk.jpn.com/
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兼弘　彰

信
ＹＹＪＫからのお知らせ

 　
　「よこはま洋館付き住宅を考える会」では、洋館付き住宅をはじめ貴重な歴史的な建物
を未来へ残すための活動を行っています。その活動の一環として、「洋館付き住宅の魅力
がわかる本」を発行しております。また、学習会・見学会・展示会等のイベントも順次開
催しておりますので、ご興味をお持ちの方はふるってご参加下さい。

賛助会員を募集しています！！
（年会費 1,000 円）

※賛助会員に入会された方には、会報「ハイカラくらしすまい通信」をお送りするほか、
各種イベントのお知らせもお送りいたします。
■振込先：郵便振替口座　00200-4-68787　よこはま洋館付き住宅を考える会

販売書籍のお知らせ
（※購入のお申し込みは Eメールで yyjk@usc.yokohama まで）

『洋館付き住宅の魅力
がわかる本』

洋館付き住宅の魅力や大正・昭
和の暮らしの文化をわかりやす
いイラストで案内するハンド
ブック。

価格：800 円（税込）
送料：100 円
発行者：
よこはま洋館付き住宅を考える会

『イタリア・ルネサンス
都市逍遙（しょうよう）』

ルネサンス発祥の地、世界遺産
の古都フィレンツエ。都市・住
宅・再生の視点から、街が持つ
本当の豊かさを紹介する。当会
顧問：黒田泰介氏渾身の書き下
ろし。

価格：2,600 円＋消費税
送料：100 円
発行者：鹿島出版会

『都市の記憶』
横浜の主要歴史的建造物

近代建築、西洋館、社寺、古民家、
土木遺産など近代都市横浜を象
徴する歴史的建造物や文化財建
造物を開設付き写真で紹介。ガ
イド地図を掲載。

価格：700 円（税込）
送料：100 円
発行者：
公益社団法人横浜歴史資産調査会

　

保土ケ谷区地図 （次ページへ）

旧横浜生糸検査所（中区北仲通）　

※現在は横浜第二合同庁舎

明治時代の帷子川と富士瓦斯紡績

周辺地図

●富士瓦斯紡績
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　幕末から明治時代初頭にかけて、ヨーロッパ

では蚕の遺伝病が大流行し絹糸生産に壊滅的打

撃を受けたことにより、良質な日本の蚕による

日本産絹糸に需要が殺到しました。明治政府は

国内の絹糸生産の品質基準を上げるため、製糸

技術者（工女など）を育成する規範工場として

●富士瓦斯紡績（現在のイオン）

〇表門
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越智　英夫

1872 年（明治 5 年）群馬県富岡市に官営富岡製

糸場を開設。その後の全国各地の製糸紡績工業

化の発展を推進しました。そのような時代背景

の中、帷子川に沿って走る現在の国道 16 号は、

八王子の商人が集積した絹糸を輸出港の横浜（生

糸検査所・通称「キーケン」）まで運んだ道とし

て、「横浜シルクロード」とも呼ばれるようにな

りました。

■世界最大の製糸工場

　富士瓦斯紡績（ふじがすぼうせき）は 1903 年

（明治 36 年）に保土ケ谷区の天王町（現在のイ

オン周辺）に創業し、1920 年（大正 9 年）頃に

最盛期を迎えます。従業員 6,000 名を超える世

界最大級の生産量を誇る製糸工場として稼働し

ました。（1945 年（昭和 20 年）の空襲で操業停

止し、戦後は米軍に接収されます。）工場内では

自家発電を行い、周辺の工場に余剰電力を供給

していました。工場の表門周辺は今はイオン天

王町店の店舗入り口となっています。

　また、周辺の帷子川沿いの地域では、帷子川

の水運や工業用水が非常に利用しやすかったこ

とや横浜財界人の投資も手伝い、大日本麦酒（後

の日本硝子）、古河電気、東洋電機等の工場が進

出し、帷子川に沿って次々と工業地帯化してい

きました。物流動線として 1917 年（大正 6 年）

相模鉄道（相鉄線）が開業します。さらに、工

場勤めの人々の住宅需要は周辺の桜が丘、月見

台、峰岡町などの住宅地の発展を生みました。

■横浜シルクロードの賑わい場　

　富士瓦斯紡績で働く女工などの日常の生活必

需品をすべて揃えていたのが、表門から延びる

現在の天王町商店街（通称「シルクロード天王

町」）の起源といわれています。特に家具を扱う

店舗が多く集積し、映画館や芝居小屋等も並び

建ち、戦前において保土ケ谷随一の繁華街とな

りました。商店街のメインストリートは、現在

でも「表門通り」と呼ばれ地域の歴史を偲ばせ

ています。

富士瓦斯紡績の表門（大正頃）

富士瓦斯紡績の全景（峰岡町方面より・昭和 16 年頃）

戦前の天王町商店街

現在のイオン天王町店

（旧富士瓦斯紡績の表門付近）

　硝子から話は多少逸れるが、中世初期頃までの西ヨーロッパはローマ帝国の拠点小都市以外、広

大な原生林に覆われた未開地で、原始的農業を営む自然崇拝の貧しい農民が細々と小さい村落をつ

くる程度であった。

　農業改革、特にガリヤ地方（フランス）を先駆けに、キリスト教布教に躍起のシトー会の修道士

が農民と共に、中世期の第一次農業改革を指導実践して原生林を大開墾した。開墾の奨励にはキリ

スト教義による森林や自然への対抗意識と農民の自然崇拝からの改宗手段も兼ねたともいわれる。

　9～ 13 世紀ころのヨーロッパの気候は過去最も温暖な時期が幸いし、大開墾運動と三圃制（※1）

耕作による計画的農法と集団化、農器具の改良開発、牛馬の使役、馬の蹄鉄使用などの農業技術改

革により、食糧が増産された。それに伴い人口も一挙に 50％以上増加し、村落も増殖し、社会活動

も飛躍的に活発化したが、その一方森林は減少していった。当然、各宗派の聖堂（初期キリスト教

会やロマンスク初期様式）建設も増えていった。

【森の産業】

　ヨーロッパに小規模ながら諸産業が興り、特に硝子製品生産は製塩業や製鉄産業、煉瓦焼成、石

灰焼成と並んで、さらに著しい都市化のためそれらの需要も増えたことにより、大量の薪炭を必要

とした。それら諸産業の生産拠点は森の中に置かれ、周りの燃料材が無くなると、生産拠点は燃料

材を求めて転々と移動した。そのため、これらの産業は森林の破壊者として、社会問題視された産

業でもあった。例えば、教会のステンドガラスを 1㎡作るのに 100 ㎡の森林面積分の燃料が必要だっ

た。硝子産業はドイツ、フランス、チェコ、イギリスでは「森のガラス」と呼ばれた。

　アルカリ硝子は 16 世紀頃透明度を上げるカリはブナの焼却灰を用いたためブナ林が無くなった。

また、ヨーロッパ中世期では増えた木材需要として、石造ゴシック教会の大量の足場やアーチ類の

型板，迫板や足場材等に多くの仮設材に、炊事や採暖の生活用薪炭材に、木灰や木タールの生産、

製陶用燃料、商船や戦艦用船材として多くの需要があり、森林放牧も行われていた。

　森林資源は減少の一途を辿り、庶民や為政者の頭痛の種であった。富裕者は森林所有や伐採、輸

送の特権を得て、大量の木材運搬には河川の筏流しやバラ流しで、川岸や川岸の諸施設を損壊し不

評を買い、賠償事件を度々起こしていた。反面、多少の植林活動や特権階級占有の狩猟のための私

有森もあったが、この森林資源の減少は産業革命後の石炭生産（1780 年代）まで続くことになる。

この点、ベネチア共和国では干潟の海上都市構築に欠かせない地業（※2）用の大量の長い杭材や仮

設材、建材、交易船や戦艦用材をイタリア本土内に山林を確保して、厳格に保護育成していた。

※1 三圃制：農地を三つに分け、春播き畑（大麦、カラス麦）、秋播き畑（小麦、ライ麦）、休耕畑（家畜の

放牧による肥料活用）の計画的農法、これにより食糧の増産と、人口増、職業の多様化、小都市発生など飛

躍的に社会変化した。故にヨーロッパ各都市は中世期を起源とする町や都市が多く、現在にも残る。

※2地業：建物基礎を載せるための地盤改良強化の工事、ベネチアでは大量の木杭をヘドロの干潟に打ち込み、

その上に木材を筏状に並べて組積基礎（根積みともいう）を載せた。横浜の赤煉瓦倉庫も埋立地に全く同じ

工法で建てられた。

（参考図書：「大聖堂・製鉄・水車」J,F・ギース著、栗原泉訳、講談社学術文庫刊、

「木材と文明」ヨアヒム・ラートカウ著、山縣光晶訳、築地書館刊、

「窓の思想史」浜本隆志著　筑摩書房刊　　　「環境と文明」湯浅赳男著　新評論刊

「パリのグランドデザイン」三宅理一著　中公新書　中央公論社刊

建随記（けんずいき）・・・建物の小話　　 

ガラスについて 8　
西ヨーロッパ中世の農業改革と森林資源

■シリーズ

第 26 回
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　第 8回 横浜・人・まち・デザイン賞 2017( まちなみ景観部門 )受賞

　旧開通合名会社の煉瓦壁遺構～関東大震災のモニュメントとして保存・公開

煉瓦基礎 (掘削調査より )

煉瓦壁の耐震補強

明治 38 年頃の
開通合名社屋
(横浜市中央図書館所蔵 )

側の窓部分及び右側側面の壁の一部であると考
えられている。写真は明治 38 年（1905 年）頃の
ものと推定される。

■街の成り立ちや歴史を後世に伝える遺構としての保存

が評価され、横浜・人・まち・デザイン賞 2017（まちな

み景観部門）を受賞した。

所有者： （有）日太刀商事　代表　池ヶ谷昭和
監修・協力：横浜市都市整備局 都市デザイン室
　　　　　　（公社）横浜歴史資産調査会
調査・設計・監理：（株）ユー・エス・シー
補強工事施工：（有）レイブリックス

　「キング」の愛称で呼ばれる神奈川県庁本庁者
に近接する中区北仲通にあるこの煉瓦遺構は、
明治時代に建てられたと推定される「開通合名
会社」の社屋の一部であると考えられている。
建物は、大正 12 年（1923 年）9 月 1 日に起きた
関東大震災で大部分が倒壊したが、その一部が
震災後の復興建築の内部に奇跡的に残されてい
た。その建物の解体時に発掘されたこの遺構は、
所有者の意向により、横浜関内地域の日本人商
社建築の記録と、関東大震災の記憶を伝える歴
史的遺産として現地に保存されることになった。
　保存修復工事では、煉瓦壁の耐震補強のため、
数百本の小径の穴を空け無収縮モルタルを充填
すると共に、鉄骨による転倒防止の補強がなさ
れた。また、補強工事中に基礎の掘削調査を行っ
た結果、横浜開港の頃築かれた土丹の地盤を切
りとって煉瓦の基礎が施工されている様子が確
認できた。
　開通合名会社は、横浜港から陸上される貨物
の通関・発送取扱事務を営んでいた商社で、大
蔵省で税関貨物の取扱事務の経験を積んだ服部
敢（はっとりかん）により、明治 10 年（1877 年）
1 月に創立された「開通社」の社名を明治 24 年
（1891 年）「開通合名会社」に改名。社屋は、レ
ンガと石を組み合わせた外壁を有し、屋根は瓦
葺きで建物の両側面にはうだつ ( 防火壁 ) を設
えていた。この遺構は、1 階中央の出入口と右

　横浜公園　日本庭園「彼我庭園」の門について

　今年３月、横浜市で大きなイベントがありま

した。「第 33 回全国都市緑化よこはまフェア」

です。横浜公園内にある日本庭園（彼我（ひが）

庭園）を再整備する事になりました。（詳しい内

容は市のホームページを参照）庭園の入り口の

門の建築に関わることになりました。現場での

お話を紹介させて頂きます。

　当初は茅葺きの小さな門を柱も直径１０㎝位

の杉丸太で造園屋さんが作る予定でした。

　１月初旬に「横浜らしさ」を出すために、横

浜ゆかりの物を使えと天の声があったようです。

そこで、フランス瓦 ( ジェラール瓦 ※) とレン

ガを使う事に決まり、瓦を載せるのに耐えられ

る大きさが必要となって、柱は 240 ㎜角、梁は

210 ㎜ ×120 ㎜（吉野産総ヒノキ ) を使う事に

なりました。今回私の所に話が来たのは 2 月に

入ってからで、かなり急な話で、工期が 4 週間

もなかったのですが、断り切れずに引き受ける

事になりました。ヒノキ材は吉野から運ばれた

10 年近く乾燥されていたものでした。しかし、

雨が当たる部位は防腐処理のために、ビショビ

ショに濡れた状態で作業をすることになり、「1

か月でも乾燥させてあれば表面だけでも乾いて

作業しやすいのに」と、一人で愚痴を言いなが

ら仕上げの鉋がけをしていました。

　現場監督の話では、ジェラール瓦をレプリカ

制作して焼いてくれる窯元を探すのが大変だっ

遠藤　靖仁 金　容範

彼我庭園の門前景 ジェラール瓦（レプリカ）

たようです。原則として窯元は冬場は瓦を焼か

ないので、懸命に探した末、淡路島でどうにか

見つかったようです。瓦の搬入も 3 月 10 日頃に

間に合い、現場監督もホッとしていたのを思い

出します。余談ですが現場監督は造園業が本業

なので瓦の知識はほとんど無く、「この事が決

まってからかなり勉強して、三州、淡路島に直

接行って交渉して来た」と話していました。

　横浜公園を訪れた際には、是非、庭園の門を

ご覧いただいて職人さんが大変な思いをしなが

ら（短期決戦で）作った事を思い出して頂けた

ら幸いです。

※ジェラール瓦：明治時代初頭に横浜の元町で生産され

ていた日本初の国産洋瓦
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アール・ヌーヴォー建築巡り②　ベルギー編　　　　　　　　　　　　　

　なぜ、ベルギーがアール・ヌーヴォー建築元

年とか聖地となったのか。英国とベルギーは古

くから対岸の地として羊毛交易等で親密な交流

関係があった。長い間大国のはざまで揺れてい

た小国ベルギーは 19 世紀半ばオランダから分離

し、英国の強力な後押しで大国間の緩衝地とし

て永世中立独立国となった。新興国ベルギー王

国は外資企業にも支えられてヨーロッパ大陸内

で最も早い産業革命をなし、鉱業、製鉄や機械

工業が発展し、国立銀行を設立し、ラテン通貨

同盟のヨーロッパの金融中心地になり、資本の

自由化が進み発展した。さらに、国王レオポル

ド 2 世は鉱物資源豊かなアフリカ・コンゴを個

人的に領有（後に政府が経営）し徹底的な搾取

経営を行い、ベルギー・アントワープは世界の

ダイヤモンド原石の 70％が集まり、原石加工を

ほぼ独占し、さらに国庫を富ませていた。

　そして、当時ベルギーには豊かさを背景に美

術史上名高い芸術グループ「レ・ヴァン」が盛

んに活動していた。自国の芸術運動の活性化を

目指し、英国のアーツ＆クラフト運動や英国の

田園生活運動などを広く紹介し、ベルギーの芸

術家は新芸術運動に大いに触発されていた。

　このような先進性と経済豊かな社会背景で建

築需要が増えるなか、若き建築家は自由に創造

性溢れるアール・ヌーヴォー建築をいち早く誕

生させた。

　「アール・ヌーヴォー」という言葉は 1894 年

にベルギーの雑誌「現代美術」を形容する言葉

として初めて用いられた。

越智　英夫 ■ベルギーのアール・ヌーヴォー建築

　最もアール・ヌーヴォー建築が多く残るブ

リュッセルでは、郊外の一戸建て住宅は富裕者

が多く、各市街区には規模の大きい建物は比較

的少なく、多くの住民は市街地の小割の連続町

屋同様に間口 5ｍ～ 7ｍ前後の狭く奥行き 20 ～

30 ｍの深い都市住宅に住む。19 世紀以降拡大

する都市の市街地住宅のファサードデザインに

様々な表情を持つアール・ヌーヴォー壁装建築

が建ち並び、採光豊かにその平面や断面構成も

斬新性を有し、近代的都市住宅の先駆けとして

の一面も持つ。

　ブリュッセル、サン・ジル地区のヴァンデル・

スクリック通りの商店街や、エクセル地区の住

宅地ベル・ヴェー通りなどには、個々に異なる

アール・ヌーヴォーデザインのファサードが軒

を連ねている。ほんの一部を抜粋掲載する。

左オルタ自邸と右アトリエ ベルビュウ通りの連続住宅

ラック通りの家

ハノン邸

オルタ設計

ヴィッシンガー邸

アルベール街の連続住宅

ヴァンデルスリック街の

連続商店建築

デルポルト広場の家

P. アンカール設計

シャンベラニー邸

ベルビュウ通りの

連続住宅の窓と靴泥落し

2階バルコン

オルタ設計漫画博物館

とその階段

4階トンボ形手摺

最上階階段室

（オルタ博物館発行

絵葉書転載）


