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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、
平成26年７月１日～10月31日に実施した「第13回金属サイディング施工例写真コンテスト」について、
ご応募いただいた施工例の写真を中心にご紹介します。

第13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

まさに白亜の豪邸。金属サイディングのホワイト系仕様でここまで
美しくととのえて頂いた家は、これまでの写真コンテストでもあまり
お目にかかれないものでした。中庭があり、吹き抜けがあり、堂 と々
した設計は圧倒的ですが、外観がホワイト系で光によって表情を
やさしく変えてくれるので風景に溶け込むことができます。塀も同
色の金属サイディングにしたことが成功しています。最近の流れ
で貼り分けのコントラストをデザインする作品が多くある中、この
大胆でいながら繊細な意匠は、最優秀賞にふさわしい作品です。

大きな開口部を持った白いボックスを重ね合わせたようなシンプルで
明るいファサードが印象的な作品と思います。室内も、大きな窓から
たくさんの光が入って、明るく開放的な空間になっているのでしょう
ね。金属サイディングは、シンプルな白い外観にとても適した外壁材
となっているかと思います。また、エントランス廻りや塀にも同じ金属
サイディングが使用されているようですが、外構を含めた全体のデザ
インに統一感があり、伸びやかでとても良いと思います。「中庭のある
家」とされていますが、ぜひ中庭も見せていただきたかったですね。 

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

有限責任事業組合
テイクス（東京都） 

とても広 と々した敷地。豊かな緑、竹林に囲まれた環
境の中に、対比的なシンプルな表情の白い箱を置く。
饒舌な装飾や過剰な表現はこの環境に必要無かっ
た。豊かな自然環境の中に埋没してしまわない簡素で
ありながら静かに存在感を湛える素材、豊かすぎる自
然環境に負けない耐候性と断熱性能を持った素材
で住宅を包みたかった。人工物のほとんど見えない豊
かな緑の中に、真っ白な金属サイディングと大きなガ
ラス面の箱だけで構成された住宅が生まれた。長谷川 えいこさん　武山 肇さん
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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 13回は全国から2,049 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 41 作品（新築 23 作品・リフォーム18 作品）が選ばれました。
また、今回も昨年に続き（震災発生以来４回目）応募作品件数に応じた義援金 204,900 円を東日本大震災被災の被災者支援の
ために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）

破風が印象的なデザインになりました。変形な屋根をうまく利用
しています。暖炉も入ったのでしょうか？暖かな居心地の良さが
伝わります。切妻屋根が何度も続き、途中増築部分は外壁を破
風と同色の白を施すことにより蔵のようにも見え、高さを変えた
新たな切妻屋根が印象的なデザインになりました。大変センス
の良い作品で、リフォームのお手本のようです。できれば塀もリ
フォームしていただければと思います。

リフォーム前の、古い金属板の外壁と同じく金属板の瓦棒葺きの
屋根は、かなり老朽化しているようです。形状もかなり変わっていま
すし、増築を含めたかなり大きなリフォーム工事をされたものと思い
ます。リフォーム後は、大きく様相を替え、外壁の紺と白とのコントラ
ストと、ホワイトサッシでしょうか、スタイリッシュな印象を与えていま
す。また、暖炉を設けたのでしょうか、チムニーが設置されて、洋風っ
ぽい、ちょっとお洒落なアクセントになっています。 

●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

伊東建設株式会社（長野県） 
リフォーム部門 最優秀賞

木村 実さん
（伊東建設株式会社 建築部 営業設計主任）

平成になって建てられた4世代が暮らすこの建物は、1階に3間の和室のある伝統的な間取りでした。生活スタイルの変化に伴う対応や、冬季
の寒さ解消がリフォームの何よりものきっかけです。
耐震・断熱改修に合わせ、外観イメージをモダンな雰囲気にとのご希望から、お施主様と様々な外観シミュレーションをした結果、深みのある
ブルーを基調にポイントにシルバーで貼り分けることで決定、信州ならではの雪とのコントラストも見事にマッチング。
雪国、信州でも経年劣化に優れた金属サイディングは、意匠性、耐候性、耐震性、断熱性、施工性にも優れ、安心してお客様にご紹介できる商
材となっています。

施工後

施工前
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㈱前川治彦建築研究所（大阪府） 
新築部門 優秀賞

新築部門 優秀賞 新築部門 優秀賞

矢作昌生
建築設計事務所（福岡県） 

ing環境設計室
（宮崎県）

㈱翼創建（群馬県） 
新築部門 優秀賞
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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

リフォーム部門 優秀賞

㈱atelier casa（北海道）

トータルリフォーム相建（北海道）

ワコーズホーム㈱（千葉県） 

㈱伊藤工務店（東京都）

施工前

施工後

施工前

施工後

施工前

施工後

施工前

施工後
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『高性能化した亜鉛めっき鋼板（ファインスチール）を活用した屋根・壁』を取りまとめ、日本鉄鋼連盟発行のパンフレット「鋼構造に
よる国土強靭化に資するご提案」に追加しました。下記にその内容を掲載します。

平成25年12月、国会において「強くしなやかな国民生
活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭
化基本法」が可決・成立しました。これは、補修・更新と
いったインフラの老朽化対策に加え、減災・防災に資す
るハード面の整備と、非避難対策等のソフト面の整備
を行なうことで、安全・安心な国土・社会づくりに取り組
むという政府の強い意思の表れです。

特集

2

国土強靭化に資する
建材薄板技術・普及委員会の取り組みについて

日本鉄鋼連盟発行パンフレットへ
『ファインスチールを活用した屋根・壁』を追加

日本鉄鋼連盟では、国土強靭化委員会を設置し、これ
まで培ってきた鋼構造を用いた対策技術・工法を活用
することで、国土強靭化への取り組みに貢献できるも
のとして、種々提案活動を行なっています。
建材薄板技術・普及委員会においても、「ファインス
チールを活用した屋根・壁」をテーマとして国土強靭化
に関する取り組みを行なっており、以下、平成26年度
の活動内容についてご紹介します。

高性能化した亜鉛めっき鋼板（ファインスチール）を活用した屋根・壁

▼ ファインスチールとは
近年のめっき・塗装技術の進歩により、性能が飛躍的に向上し
た亜鉛ベースのめっき鋼板・塗装鋼板。
耐震性、防・耐火性、耐久性に優れ、また加工し易く、屋根・外
壁のリフォームにも適した素材。さらに遮熱性・防音性に優れた
製品も開発され、地球環境に優しい素材です。

▼ ファインスチール製屋根・壁の特長
1.<耐震性>ファインスチールの屋根は軽量であり、水平力が小
さい。また地震時の屋根落下の危険性も少ない。

2.<防・耐火性>ファインスチールは国土交通大臣から不燃材料
としての認定を受けている。ファインスチールによる防火構造
の屋根は一体構造で、火の粉が入る隙間はありません。類焼
の危険性が少ない特長があります。

3.<耐久性>アルミ合金めっき鋼板、ポり工ステル樹脂塗料、フッ
素樹脂塗料などの開発により防錆性が向上、耐用年数は格
段に長くなっています。

4.<リフォーム性>ファインスチールは軽量で躯体への負担が少
ないため、既存の屋根や外壁に直接施工が出来るなど、住宅
密集地区のリフォームに適しています。

5.<地球環境に優しい素材>高日射反射率鋼板、断熱材を使用
することによって快適な室内環境が期待される。またクロメート
フリー処理鋼板の建材用途への適用を進めている。さらにファ
インスチールはリサイクル可能で、循環型社会に貢献しています。

耐震性

防・耐火性

水平力 ： 大 小
重　心 ： 高 低
慣性力 ： 大 小

重い屋根 ファインスチール

一体構造
ファインスチール屋根

隙間のある屋根
（比較例）

火の粉
火の粉

ファインスチールの耐火性ファインスチールの耐火性ファインスチールの耐火性
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「エコプロダクツ2014」（12/11-13於：東京国際展示場）の全国ファインスチール流通協議会出展ブースに小・中学生向け国土
強靭化啓蒙パネルを展示（図1）、また、「日経ホームビルダー」誌の２月、３月発売号に「国土強靭化の一翼を担うファインスチール」
キャンペーン広告（図2）を掲載しました。

「エコプロダクツ2014」へのパネル展示および
「日経ホームビルダー」誌へのキャンペーン広告掲載

リフォーム性

屋根施工例

高性能化した亜鉛めっき鋼板（ファインスチール）の例
【合金めっき鋼板の例】
・溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板
・塗装溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板
・溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板
・塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板
・溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板

【不燃材料認定】
・塗装/亜鉛めっき鋼板(国土交通大臣認定NM-8697)

【耐火構造の例】※
・無機質断熱材裏張/
金属板屋根(国土交通大臣認定FP030RF-9325)
・無機質断熱材フォームプラスチック裏張/
金属板屋根(同FP030RF-9326)
・ガラス繊維シート断熱材裏張/
めっき鋼板製折板屋根(同FP030RF-0633他)
・無機質充填フォームプラスチック裏張/
めっき鋼板製折板屋根(同FP030RF-0632他)

【環境に配慮した鋼板の例】
・高日射反射率塗装鋼板
・クロメートフリー処理鋼板
(溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 他)
・太陽光発電パネル架台用鋼板

※ 上記耐火構造の例は、一般社団法人日本金属屋根協会の認定です。

（図1）エコプロ展展示パネル （図2）日経ホームビルダー掲載広告
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ファインスチール
を使った

建築
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片瀬山の家

設計：千葉 学／千葉学建築計画事務所

つながる小さな家―

（写真はすべて、西川公朗氏撮影　）



神奈川県藤沢市、高台の住宅街
の一角に「片瀬山の家」はある。
敷地は西側を道路、東側を崖に面

した旗竿敷地である。崖の下には住
宅地が広がり、遠くには海を望む事が
出来る。また道路側には湘南モノレー
ル江の島線が走っていて、この土地
らしい景色に溢れた敷地である。
施主は海のスポーツが趣味であり、
相模湾を望めるこの場所に妻と二人
の子供と共に暮らす家を建てたいと、
共通の知人の紹介で千葉氏に設計
を依頼した。「八ヶ岳の別荘」など千
葉氏の住宅設計を建築雑誌で見て
の希望であったが、当初は設計に対
する細かな要望は固まっていなかっ
た。施主とその家族にとっての住宅へ
の理想は打ち合わせの中で徐 に々明
確になっていき、それをくみ上げて設
計も変化していくこととなった。

この設計の大きな特徴は、家族共
有の空間である一階の上に、家族全
員の個室と浴室がそれぞれ吹き抜け
や階段室を挟みながら、まるで屋根の
様に架かっていることである。

二階の個室同士は吹き抜けを挟
むことでそれぞれが小さな家の様に
独立性を保ちながら、吹き抜けに面
して開けられた窓によってお互いの
つながりを持っている。窓を開けるこ
とで吹き抜けを介して一階のリビング
の様子や互いの個室の様子を気に
することができ、また全ての窓を開け
れば海、住宅地、モノレールといった
この土地らしい景色を見通すことが
出来る。個室にいながらお互いを感
じ取れる空間として、部屋を窓でつ
なげる設計は千葉氏がこれまでにも
使ってきた手法だが、この家では更
に外と繋がる事で東西両方のこの
土地らしい景色を個室にいながら家
族で共有できるという貴重な空間を
生み出している。二階の東西両端に
置かれた子供部屋は、子供達が景
色の異なる環境を選ぶ楽しみを生み
出している。二階の個室同士は片持
ち梁の廊下で繋がっており、窓から
は江ノ島を一望する事が出来る。家
族全員が日々通る場所だからこそ、
最も景色の良い場所に廊下が配置
された。住宅地であり南北には住宅
が立ち並んでいるため、どの場所か
らどのような景色が見えるかはモノ
レールの高さまで含めて細かに配慮
され開口部が調整された。設計中に
敷地のすぐ北側に一軒住宅が建っ
たが、事前にどのような配置になるか

互いに確認しながら、窓の位置等を
微調整した。
吹き抜けから光が差し込む一階

のリビング・ダイニングは床がコンク
リート仕上げになっており、庭と連続
した土間の様な空間になっている。
海のスポーツを趣味とし、庭ではガー
デニングや休日にはバーベキューを
楽しみたいという家族の要望に合わ
せ、駐車場から庇の様に張り出した
二階廊下の下を通って庭、リビング
へと直接アプローチできるように計画
された。一階の天井高は階段室側
の2,700mmから庭側に向かって

特徴的な景色に囲まれた
住宅地

個室同士が
つながりをもつ設計

2階寝室より吹抜け1、洗面室、吹抜け2を通して子供部屋を見る。

断面図
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リビング/ダイニング

寝室子供部屋1 子供部屋2浴室

庭

駐車場

玄関

小屋裏収納

洗面室吹抜1 吹抜2階段



130mmずつ低くなっている。これは
二階床懐から構造や配管に合わせ
必要寸法をとった結果だが、庭に向
けて徐々に天井が低くなることで庭
とのつながりが生まれ、また屋根の
様に架かった個室の隙間から落ち
てくる光を際立たせることができた
という。
屋根の形は二階が木造のため勾
配屋根と決められたが、どのような形
に架けるかは様々なスタディが重ね
られた。個室それぞれの分節を強調
することと、庭や周囲の植物に向け
様々な方向に水が流れる事を狙い、
小さな屋根の集まりの様な案も考え
られたが、最終的には大きな切妻屋
根の変形の様な形に落ち着いた。そ
の結果水の流れに無理がなく、また
個室の中から見たときの断面がどの
部屋も切り妻屋根の家の形になると
いう面白い効果が生まれた。

初期のスタディ案では、リビングが
二階、個室や浴室が一階に配置さ
れていた。崖に植わっている樹木の
ために一階は海への眺望が遮られ
るため、離れの様に独立した個室の
上に二階が架かり、個室の隙間に出
来た半屋外の庭が互いの繋がりを
つくりながら家族の過ごすリビングを
眺めの良い二階に配置する提案で
あった。しかし打ち合わせの間に家
族の要望が明確になるにつれ、家族
が海のスポーツだけではなくバーベ
キューやガーデニングを楽しみたい
ことが分かり、まとまった庭の必要性
が出てきた。更に買い物から帰ってき
てそのままリビングにアプローチでき
ることへの希望もあり、一階と二階の
配置を反転させ、個室同士は庭では
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「庭で繋がる」から
「吹き抜けで繋がる」へ

階段室からリビング・ダイニングを見る。

なく、吹き抜けを通じて外やリビングと
繋がることになった。

「家族の共有の場となる一階に屋
根を架ける様に二階に個室を配置
する」という設計は、RC造の一階部
分の外壁はコンクリート打ち放し、木
造の二階部分はシルバーのガルバリ
ウム鋼板と明確に分けられた印象的
な外壁にも現れている。内装も一階
や階段室、吹き抜けの壁はプラス
ターボードだが二階の個室の中の壁
はシナ合板が用いられていて、居室
として家具に近い柔らかい素材感を
出すと同時に、窓の外側との材料の
違いで部屋の独立性を感じさせる
工夫となっている。プラスターボード
や合板といった、住宅では珍しくない
材料の選択も、ありふれた材料をど

材料へのこだわり



設計：千葉学建築計画事務所／千葉 学

レポーター：東京大学 大月研究室　矢吹 愼（M2） 石川 尭子（M1）

株式会社 千葉学建築計画事務所／〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-1-25 神宮前IKビル3F
［tel］03-3796-0777　［fax］03-3796-0788　［e-mail］info@chibamanabu.co.jp　［URL］http://www.chibamanabu.co.jp

ガルバリウム鋼板の
メリットと技術者の課題

西側道路より見る。

2階平面図

1階平面図
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のように活かすかも住宅設計におい
て大切なことであるという考えが表
れている。

塩害やクラックなどの経年劣化の
少なさ、角波のパターンの美しさ、
ロール材ならではの施工のし易さや
耐久性の良さといった利点からガル
バリウム鋼板をよく使うと千葉氏は言
う。昔から多くの場所で用いられてお
り、原風景のように多くの人の記憶に
残っている板金の馴染み深さは、あ
りふれた素材を活かすというテーマ
にも重なる。
しかし、板金加工等、技術の継承
と、技術者そのものの不足という問
題が深刻になってきている。かつて

はどの町にも当たり前に存在してい
た板金屋が減少し、シール材に頼っ
た加工が増えて板金を加工する技
術の継承は絶たれつつあることは、
技術が無ければできないディテール
が沢山ある設計の現場で感じる問
題の一つであるという。

個人主義と共に日本の住宅に浸
透していった個室は、時に家族関係
の希薄化の象徴のように扱われるこ

ともあった。住宅の計画においても空
間的な実験は主にリビング・ダイニン
グで行われてきた。特に子供部屋は
使用される期間が限定される可能
性も高く、個室の難しさの代表とも言
える空間である。しかし現代におい
て必要な問いは個室が要か不要か
ではなく、個室を前提としてどのよう
な住宅が可能なのかではないかと
千葉氏は提案する。この家族には小
学校と幼稚園に通う子供達がいる。
今まで千葉氏が住宅を設計した家
族の中でもこの年代の子供がいる家
庭は珍しく、これからまさに子供部屋
が必要となるであろう家族の住宅の
設計は、個室があることで空間が豊
かになる設計をより強く考えさせられ
たという。「片瀬山の家」では個室の
中でも、リビングでもお互いの気配を
感じることや声を掛け合うことができ
る。個人としての互いを尊重し一人
の場所を持ちながらも、家族としての
繋がりを分断しない設計となってい
る。それぞれの個室の窓をすべて開
いた時にモノレールと海をどちらも見
渡せる空間は、家族だからこそ可能
な共有と言えるだろう。

個室と住宅の新たな関係

1/2階平面図

庭

リビング／ダイニング

多目的部屋
キッチン

玄関

駐車場

外部階段

納戸1

テラス
子供部屋1

寝室

廊下

階段

浴室

洗面室
納戸2

子供部屋2

吹抜1

吹抜2

小屋裏収納
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　私は“武蔵野コッツウォルズ”に住んでいる。
　武蔵野コッツウォルズとは、一般社団法人武蔵野コッ
ツウォルズが命名したもので、三鷹、調布、府中、小
金井の四市の境界が入り組んだ地点を中心に半径約５
キロの範囲を指す。四つの境界線が一所に集まると言
えば、米国のフォー・コーナーズ（コロラド、ユタ、ア
リゾナ、ニューメキシコの四州の境界線の交差する地
点とその周辺）を連想するが、フォー・コーナーズと
武蔵野コッツウォルズとではまるで違う。前者は赤い砂
塵の舞う大地なのに対し、武蔵野コッツウォルズは緑で
覆われている。都立野川公園を中心に、武蔵野公園と
武蔵野の森公園が隣接し、近くに深大寺と神代植物公
園、東端に井の頭公園、北端に小金井公園、西端に
武蔵国分寺、合わせて 12 の都立公園が存在し、中央
を国分寺崖線が走り、崖線からの湧水が野川となり、
北は玉川上水、南は多摩川に挟まれた、水と緑の豊か
な土地である。

　日本各地には、「○○の小京都」、「○○富士」、「○
○銀座」など、当地と別の地名を組み合わせて通称を
つけることがよくある。京都、富士山、銀座など、誰も
が優位を認める場所に当地をなぞらえ、その魅力に
あやかろうとする。海外の地名との組み合わせでは、

「○○アルプス」、「○○ライン」、「○○のハワイ」は聞
くが、「○○コッツウォルズ」は武蔵野で初めて聞いた。
コッツウォルズとはそれほどのものなのか。どうやらこ
の10 年でじわじわと人気を高め、建築の分野にも影響
が出ているようなのである。
　コッツウォルズは英国の地名で、首都ロンドンから約
100 ～ 150 キロ東に離れた丘陵地帯を指す。地名の由
来は「羊小屋の（コッツ）丘（ウォルズ）」で、東京
都とほぼ同じ面積に、産業革命以前と変わらぬ風情の
村々が点在する。どこか懐かしい、緑に包まれた美し
い風景と家々は、世界中から観光客を惹きつけている。
そして武蔵野にも豊かな自然がある。武蔵野コッツウォ
ルズとは、なかなかいいネーミングだと住民の私は気に
入っている。
　ある英国ファン向けの雑誌では、五年前の記事に「ロ
ンドン、コッツウォルズ、湖水地方という三巨頭」とい
う表現が使われていた（『ミスター・パートナー』2010
年 4 月号）。また、一昨年には、英国で訪れたい場所
のナンバー１にコッツウォルズが選ばれていた（同 2013
年 9 月号）。英国ファンの間でコッツウォルズの人気は、
そこまできているのである。

　二年前に私が日本の結婚式場のコンセプトを調べた
ときにも、コッツウォルズは気になる存在だった。調査
する前は、国別ではフランスとイタリアが一番人気だろ
うと予想していたが、実際には英国の人気が高く、古
い教会建築の移築やアンティークの調度の輸入件数で
は英国が抜きんでていた。その中で数は少なかったが、
比較的新しい施設に、コッツウォルズの村を再現したも
のがあったり、目下計画中だったりしたのである。

建築めぐり

テーマ建築●

コッツウォルズの家
20

藤森研究室

担当  丸山 雅子
も と こ

図１ スライスされたコッツウォルズストーン
外壁材用に加工されたもの（写真提供：松原工業）

図2 コッツウォルズストーン乾式工法
外壁に廻らせた金属レールに、スライスされたコッツウォルズストーンをはめ込んで取りつける
（写真提供：松原工業）

図１スライスされたコッツウォルズストーン
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　今では輸入住宅のメニューにも「コッツウォルズの
家」がある。ではコッツウォルズの家とはどのようなも
のだろうか。
　その最大の特徴は外壁にある。コッツウォルズストーン
という現地で採れる蜂蜜色の石が使われる。コッツウォ
ルズストーンは輸入され、日本でも使うことができる。
本場では石造だが、日本で建物の外壁に使う場合は、
スライスしたものを張って使うことが多い。石灰岩の一
種で、一見脆そうだが、耐久性については本場の長い
歴史の中で実証済みである。コッツウォルズストーンの
明るい色と柔らかな質感が、コッツウォルズの家の穏や
かな印象を決めると言ってもよい。

　屋根は切妻で、軒はほとんど出ない。軒飾りはつか
ない。装飾的なコーニスもつかない。そば軒も出ずに
三角の妻壁がむき出しになる。妻飾りもつかない。屋
根は傾斜が強めで、小さなドーマー窓を設けることが
ある。ドーマー窓にも切妻屋根が載る。屋根材は、
本場では藁葺きやスレート葺きだが、日本ではスレー
ト葺き、もしくはスレート葺きに似た素材が使われる。
色は黒、鼠、茶系の沈んだ暗色で、外壁の明るい蜂
蜜色を引き立てる。
　建物はシンプルな箱形で、平入りのことが多い。
　煙突もシンプルな角柱で、外壁と同じコッツウォルズ
ストーンが使われる。煙突の位置は、建物の両端（妻壁）
のことが多い。その場合、妻壁上部がウダツのように
屋根面より高く立ち上がることがある。煙突頂部に装
飾も屋根もつかない。
　入口は木の風合いを残した木製扉。本場では内開き
だが、日本では外開きで上部に庇を付けたり、切妻屋
根を載せた小さな玄関ポーチを設けたりする。入口も

窓も開口部は矩形で、それも縦長か方形で、横長のこ
とは少ない。広い窓を設けるときには、縦長の窓を二
つ三つ並べた形を採る。モールディングやレリーフ装飾
が開口部の枠を縁取ったりはしない。窓の上部に雨除
けが設けられる程度である。窓面積は壁面に対して小
さく、コッツウォルズストーンの大きな壁に小さな窓が
アクセントとなって建物の表情を豊かにする。

　実にシンプルである。それでいて安っぽくならず、ちゃ
んとコッツウォルズ風に見えるのは、ひとえにコッツウォ
ルズストーンという素材の力によるのだろう。
　コッツウォルズの家は輸入住宅で終わるのか、それと
も日本の住宅様式の一つに定着するのか。海外の建築
様式が日本の住宅に導入され広く普及する過程では、
様式の簡略化と日本化が行われる。そして、コッツウォ
ルズの家には簡略化の余地がほとんどない。敢えて挙
げるとすれば煙突やドーマー窓しか思いつかない。日
本化については、軒を深く出し、窓を大きくとることが
考えられるが、様式の持ち味を損なわないような工夫と
節度が必要である。
　コッツウォルズの家は古雅愛すべきもので、日本人の
好みにも合う。コッツウォルズの日本での認知度は一般
的にはまだ低く、作品も少ないが、これからの展開を
見守りたい。

今回の執筆に当たり、英国 Cotswold Natural Stone
社の日本総代理店である㈲松原工業様のご協力をいた
だきました。ここに記して謝意を表します。

図3 日本の“コッツウォルズの家”の一例
軒が出ないことで屋根の印象が薄まり、外壁のコッツウォルズストーンが強調される
（写真提供：松原工業）

図4 コッツウォルズストーンを使った店舗の一例
武蔵野市吉祥寺の繁華街に建つギャラリー、モンブラン吉祥寺。外壁はコッツウォルズストーン
の乾式工法。塀の石積みは、本場コッツウォルズの積み方を採用したもの。
（写真提供：モンブラン吉祥寺）
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街でみかける
ファインスチールの施工例 その 22

11 下市南小学校（休校中）体育館

下市町立下市南小学校は2003年4月に開校したが、児
童数の減少などから2010年に下市町立下市小学校に
統合。下市南小学校は7年間で閉校（現在は休校）と
なった。今回ご紹介する、屋根材に塗装ガルバリウム
鋼板を使用した床面積約770㎡の「高床式倉庫」風な趣の
ある当小学校の体育館は、閉校後は地域活性化につな
がる施設として、教育関係や地元住民のスポーツ施設
として利用している。また、地域住民の避難場所にな
るなど防災施設としても活用されている。今後も、年間
を通して学校関連施設として活用する予定である。



FineSteel  14

22 鹿児島県水産技術開発センター

鹿児島県水産技術開発センターは、鹿児島県における
水産業の研究・指導を目的として設置された鹿児島県
立の研究所。屋根材に鮮やかな水色の塗装ガルバリウム
鋼板を使用した当施設内では、安全・安心を基調として、
環境に優しい養殖業や水産加工技術などの開発研究を
はじめ、資源の持続的利用のための資源管理や資源開
発、種苗生産技術などの開発研究を行い、漁業情報シス
テムによるリアルタイムな情報提供、漁業研修や成果の
普及など、21世紀の魅力ある明るい水産業を目指して
「活力と魅力に満ちた水産業の振興」を図っている。

魚類種苗生産研究棟

貝類種苗生産研究棟
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全国ファインスチール流通協議会（会員39社、理事長・佐渡島克/
株式会社佐渡島代表取締役会長）では、日本鉄鋼連盟建材薄板技術・
普及委員会の全面的な協力のもと、ファインスチールキャラクター
「バイオリン弾きのルーフィー」と「鉄から生まれたファイン君」が、
ファインスチールの3つの特長「きれい」「やさしい」「つよい」などに
ついて説明した、ファインスチールの普及を目的としたDVDビデオ
(約13分間)を制作いたしました。進化した鉄、ファインスチールに
ついて、わかりやすく説明されています。
なお、DVDビデオは下記ホームページでも閲覧可能です。
ぜひご覧ください。

ファインスチール普及DVDビデオ

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/

日本鉄鋼連盟「ファインスチール」ホームページ

http://finesteel.jp/

カラーバリエーション 遮音・防音イメージ図 耐震性イメージ図

“きれい”を生み出す技術
カラフルな色彩、様々な屋根・壁の形状
が可能。「自由度の高さ」が“きれい”を生
み出します。

“やさしい”を生み出す技術
各種建材や遮熱塗料と組み合わせ、防
音・遮音・遮熱・防汚を図り、雨音低減な
ど快適な住まいを提供します。

“つよい”を生み出す技術
軽量ゆえの優れた耐震性。また、不燃材
料のうえ防火構造なので、類焼・延焼の
危険性を防ぎます。

です。
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