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「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。
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N 邸…建物を残したい人達の気持ちによって受け継がれた洋館付き住宅

兼弘

彰

（※ 写真：N 氏撮影）

賛助会員を募集しています！！

N 邸は横須賀市船越町の斜面地に建つ洋館付

（年会費 1,000 円）

き住宅です。その造りはオーソドックスながら
も民家の洋館付き住宅としては、非常に良質で

※ 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

プロポーションも良く、細部に至るまで丁寧に
作りこまれている秀逸な建物です。昨年（平成
30 年）、この建物が創建時から住まわれていた
ご家族から全く新しい所有者に譲り渡されまし
た。

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）

N 邸は、昭和 13（1938）年頃。貿易商を営ん
でいた前所有者の祖父、K 氏の住居として建て
られました。昭和 5（1930）年には近郊に京浜
急行が開通し田浦駅が作られています。斜面地
を開削した敷地に木造平屋建の主屋を建て、南
側は庭とし、主屋西側には平屋建の離れ（戦後
増築）が建っています。
洋館の外壁は南京下見板張（横板張）でハー
フティンバーの装飾（付柱、梁）が特徴的です。
創建当初の木製引違いガラス戸（鎧戸付）も残っ

外観

ており、屋根には赤いフランス瓦が葺かれ昭和
初期の典型的一間洋館の風情を良く伝えていま
す。
間取りは東西に 6 畳・8 畳の続間、東、南に
『洋館付き住宅の魅力
がわかる本』

『イタリア・ルネサンス
都市逍遙（しょうよう）』

『都市の記憶』
横浜の主要歴史的建造物

広縁を回し、南面に和様の本玄関、西側に二間

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。

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、関東学院大学教授、黒田
泰介氏渾身の書き下ろし。

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。

ある茶の間と台所を配しています。現在は床が

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

伝えられています。主要な柱にはヒノキが用い

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

価格：2,600 円＋消費税
送料：100 円
発行者：鹿島出版会

「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 46 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/
［ 8 ］

の洋間が付属し、北側に掘り炬燵（こたつ）の
張られているが当初は土間であった台所の床下
から竈（かまど）の後も見つかり、その北側の
浴室の場所にはかつては離れの風呂があったと
られており、その中に 8 畳間の四隅のみにケヤ
キの柱が使われています。凹凸のある床柱は裏
山の天然のヒノキ材を使用していると伝えられ
ています。また、和室の壁は珍しいシュロの樹
皮繊維を膠（にかわ）などで練りこんだ塗壁（繊
維壁）となっていて、黒っぽい色は繊維の色そ
のままのようです。付書院の書院窓は投網と波
（次ページへ）

洋館内観

［ 1 ］

1,060.5757.5

ＹＹＪＫからのお知らせ
N

浴室
当初は離れ

YYJK 設 立 20 周 年 記 念

勝手口

洋館付き住宅
の
再 生 展

151.5

茶の間

909
909

便所

1,060.5

堀炬燵

台所

909

８畳

本玄関

909

151.5

広縁

909

洋室

洋館外壁のケレン調査
色の塗り替えの変遷を調査した

■平面図

1,212 1,060.5

909

６畳

909

竈（かまど）の跡

7,878

洋室

4,545

909

床

454.5

竈跡

洋館付き住宅の再生展

（漁の風景）を組子で表現し 2 枚ガラスで挟んで

令和 2 年 1 月 17 日（金）～ 1 月 26 日（日）
9：30 ～ 16：30

おり、埋もれ木を加工した欄間飾りなど建具の
454.5
454.5
造作も手が込んだもので、当時の優れた職人の
1,363.5
1,818 454.5
700 1,327 700
技を伝えています。間取りは小ぶりであるが、
909 909 909 909 909 909 909 909 909 909
3,636
3,636
最小限の暮らしの空間に上質の造りを施した住

909

3,636

909

909

151.5

1,060.5

■入場無料

11,968.5

■展示内容：再生洋館付き住宅紹介パネル、よこはまの洋館

まいは現代から見ると非常に贅沢で新鮮に感じ

付き住宅 100 選パネル、洋館付き住宅の魅力解説パネル、洋

られます。

館棟飾実物展示、フランス瓦展示、会報「ハイカラ通信」バッ

今年、新オーナー N 氏によって建物の傷んで
備 考 :

出図年月日

いるところを中心に修理工事が行われました。N
氏は建物の価値を良く理解し、それを活かして
住み続けることを望まれていましたので、工事

外観全景

の際、よこはま洋館付き住宅を考える会で工事

設計者

製 図

工事名

西﨑邸実測調査図面

縮 尺

1/100

図面名

1階平面図

番 号

A00

クナンバー

等

座談会

令和 2 年 1 月 25 日（土）
14：00 ～ 16：00（開場 13：30）

のアドバイスと調査をさせていただきました。
また、調査では関東学院大学黒田泰介研究室の

YYJK20 年の活動報告、保存再生事例紹介、所有者トーク etc.

協力で最新の３Ⅾスキャナーによる撮影も行わ
れました。（このレポートに使用されている写真

■入場無料／予約不要 ※ 先着 20 名まで

は写真家である N 氏の撮影によるものです）
洋館の外壁はこれまでに幾度かの塗り替えが

■会場：根岸なつかし公園旧柳下邸

されてきたようですがケレン調査を行い当初の

神奈川県横浜市磯子区下町１０

色を判別し、それに近づける復原塗装を行いま

https://ne-yagishitatei.com/

した。また、表玄関の外壁周りに雨漏りによっ

■後援：特定非営利活動法人

てかなり傷んでいた部分がありましたが、当初

根岸なつかし公園旧柳下邸管理委員会

床の間のある８畳間

の軸組材や壁をできる限り保存しながら修繕を
行う方法で行いました。
［ 2 ］

［ 7 ］

コラム：旧柳下邸の身長計

～柱のキズはおととしの・・～ 遠藤 靖仁

近年、この建物を含む敷地は前所有者の K 氏
の家族によって一般の不動産販売に出されまし

根岸なつかし公園旧柳下邸では、端午の節句

たが、その際に、
「建物を壊さずに大切にしてく

のイベント期間中に柱にみたてた板の身長計を

れる方に限る」という条件を付けたそうです。N

茶の間の柱に仮設置している。毎年、家族連れ

氏は古い民家の価値を活かしながら住みたいと

が身長計に背丈の印と名前を記入して、楽しん

いう考えをお持ちで、その条件にぴったりとあ

でいる企画である。

てはまる人でした。昨今、各地で老朽化した洋

今年で８年目になる。過去の身長計も一緒に

館付き住宅がかなりの勢いで解体されていくの

飾られているので、1 年で何センチ伸びたか、

を目の当たりにしているところですが、この建

３年前はこんなに小さかったのかと、子供の成

物はこの様な稀にみる幸運な縁談によって未来

長が分かって皆さんの良い思い出になっている

に残される道を与えられました。造った人の強

ようだ。私も純粋に世のため、人のためになっ

い想いを受け継いだ建物と、住み続けた人の愛

ているなと実感できるイベントであり、毎年の

着、そして、そのような建物を受け継いでゆき

楽しみでもある。

たいと思う人との出会いがもたらした、今後の
の歴史的建物の保存活動にとっても大変明るい

８年前、柳下邸の館長さんと端午の節句のイ

希望がここにあります。

ベントで子供達が楽しめる事が何かできないか、
との相談から始まり、昔は建物の無垢の木の柱
に成長の記録として印をしたことから、身長計
の案が出たと記憶している。鉛筆で素直に書く
ことが出来るように、節の無い素直な材料とし

３Ｄスキャナーによる調査画像：
関東学院大学建築環境学部黒田泰介研究室により建物全
体の３次元撮影が行われた。調査画像には形状と色彩が
３次元データで記録されるため、建物を自由な視点で見
ることができる。

端午の節句イベント案内

て、杉材より桧（ひのき）材を選んだ。目盛も、
板の右にセンチを刻み、尺を左に刻んだ。日本
の伝統的な昔の長さの単位の事も覚えてもらえ
たら嬉しいかなと思う。大工として年に一度く
らいはこのように採算の事は忘れても良いかな
という気持ちで引き受けている。それが 8 年も
続くとは思いもよらない事だったし、これから
書院窓：投網と波（漁の風景）を組子で表現している

も続けられる限りやってみるつもりだ。

背比べ中

身長計の板（過去のものも保存している）

身長計の板（ｃｍと尺寸の両方を目安として表示）

［ 6 ］

洋館外観（西面）

洋館外観（南面）

［ 3 ］

建随記（けんずいき）・・・建物の小話

越智

英夫

■シリーズ
第 29 回

ガラスについて 11

～

日本の硝子生産

～

■板硝子の製産開始
東洋硝子社の島田孫一が苦心の末、明治 35 年やっと手拭き円筒法で板硝子の製品化に成功し、多少
の製品を販売した。
1. ラバーズ円筒法
明治 40 年三菱 2 代目の岩崎俊弥が尼崎旭硝子㈱を設立し、明治 42 年板硝子先進国であったベルギー
の手吹き円筒法と画期的な改良型ジーメンズ式の連続畜熱式溶融硝子タンク炉を導入し、板硝子の量
産販売に成功した。続いて、同社は大正 3 年旭硝子北九州戸畑牧山工場に米国のラバース式の機械吹

2. コルバーン法の原理図

き込み円筒法（最大 10 ｍ長 ×0.75 ｍ径）を導入し量産した。さらに、大正 5 年京浜鶴見工場を建て、
ラバース式の機械吹き円筒法で量産した。ラバース式は溶融硝子のタンク炉から直接圧搾空気を吹き
込みながら引き上げて大型円筒硝子が成型自動装置化され、所定の大きさに上下を輪切りにして平ら
に延ばし板硝子を作成、大正～昭和初期頃まで用いられた。
2. コルバーン法
一方、大正 7 年日米板硝子（現日本板硝子）が北九州若松工場を建ち上げて、米国のコルバーン法
を導入して、大正 9 年から板硝子を量産した。コルバーン法は全連続的機械式の直接板引上げ方式で、
水平除冷する高い生産方式である。その後、日本の板硝子製法は欧米の各種の連続的機械方式を導入

1. ラバーズ円筒法の概念図

して生産が継続された。
3. フルコール法
昭和 3 年旭硝子は尼崎工場でベルギーのフルコール法に替えて製造開始。フルコール法は溶融窯に
スリット状の冶具を入れて垂直に引き上げながら除冷する方式になる。当時、第一次世界大戦（大正
3 年～大正 7 年）で欧州からの板硝子輸入が途絶え、硝子価格が高騰したため、旭硝子は創業以来の
経済的苦境を脱した。その大戦後の暫くは生産量世界第 3 位を誇り、日本製の板硝子がアジア一帯へ
多量に輸出した程であった。その後、各社は磨板硝子、型板硝子なども生産した。
昭和 12 年には板硝子製造会社 5 社、8 工場、14 窯に至り、本格的な板硝子工業が確立した。板硝子
製造には巨額な資本、製法特許権の買い取り、各種原料の確保、運搬、化学処方、熱制御など窯業や
製鉄と並ぶ総合生産施設を要し、進化著しい製法による重工業の一翼を担った。特に米国では硝子板
製造の機械化は目覚ましく、都市部の高層建築の板硝子需要に応えた。昭和の太平洋戦争中は物資統制、
空襲などで著しく生産は制限されたが、最小限継続されていた。
戦後、各社メーカーは各方式の改善や改良に努め、より効率化を進めた。しかし、いずれの生産方

フルコール法の原理図

式も溶融硝子を治具で引き上げて、ローラーで送り出すなど、硝子板が完全固化以前に工程機器に接
触せざるを得ない製法で、精度高い平滑面には至らず、歪みや筋状痕又は気泡が入り、「揺らぎ硝子」
と呼ばれた。今ではレトロ硝子として扱われている。

3. デビトーズとフルコール法の原理図

【参考資料出典】
■旭硝子及び日本板硝子社史（渋沢社史データーベースより）
■硝子の技術史（黒川高明著 アグネ技術センター刊）

［ 4 ］

［ 5 ］

