ファインスチール

第63巻

1号

通巻590号 1、4、7、10月25日発行

平成31年1月25日発行

ISSN1348−494X

Winter 2019

冬

CONTENTS
01

特集1

【フラット35】適合の戸建住宅にみる
ガルバリウム鋼板の採用状況
05

特集2
「全国ファインスチール流通協議会」展示会出展報告

あいち住まいるフェア2018
07 ファインスチールを使った 建築設計例 328

Eagle Woods House

森と共生する住宅

―

設計：稲垣 淳哉・佐野 哲史・永井 拓生・堀 英祐／Eureka
11

建築めぐり
ウォートルス伝 15

13

丸山雅子

街でみかけるファインスチールの施工例 その37

一般社団法人 日本鉄鋼連盟

特集

1

【フラット35】適合の戸建住宅にみる
ガルバリウム鋼板の採用状況
住宅金融支援機構 調査結果
「【フラット３５】住宅仕様実態調査報告（平成29年度）
の概要」より ―

―

平成29年4月１日以降に設計検査の申請がなされ合格した全国の一戸建て住宅注1）
（約3,000戸）について
注2）
注3）
行なわれた各種調査報告 から、
ガルバリウム鋼板 屋根に関する経年採用比率変化・地域特性等の情報を
ピックアップし、ご紹介します。
塗装ガルバリウム鋼板の特長である高日射反射性能等がどのように活かされてきているか、
注目されます。
注1）平成28年12月末まで。
平成28年4月１日以降のものも一部含みます。
注2）他に、断熱材種類・厚さ、
外壁 等。
注3）当資料の文中で記載する ガルバリウム鋼板 には、塗装ガルバリウム鋼板、およびジンカリウム鋼板を含みます。

【フラット35】とは、
民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利住宅ローンです。
フラット35では、一戸建て住宅等及び共同住宅に対し、省エネルギー性・耐震性・耐久性／可変性・バリアフリー性
等に関し、
一定の技術基準をクリアすることで、
さらにより良い住まいづくりを応援する制度を設けています。

■ 断熱材の施工位置（天井断熱・屋根断熱）の経年推移
平成19年度、平成24年度、平成29年度 と、 断熱材を屋根に施工する比率 が年々高まっています。

屋根の断熱材種類（参考）
平 成 2 9 年 度では屋 根の断 熱 材に
「硬質ウレタンフォーム」
が使用される
率が高いようです。
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■ 屋根葺き材比率の変遷
屋根葺き材は平成7年度はスレート瓦が46.4%を占めていましたが、
ガルバリウム鋼板の比率が徐々に増加し、
平成29年度は３７．
８％とついにトップになりました。

※平成29年度調査の設問から、
「屋根一体型太陽光パネル」
の選択肢を設けた。

考 察
❶断熱材を、屋根に施工する比率が高まっていること
❷屋根葺き材比率でガルバリウム鋼板の比率が高まり、平成29年度は37.8％とトップになったこと
から、
省エネルギ−に対する意識の高まりにより、屋根材に日射反射性を高めた塗装ガルバリウム鋼板を採用し、
裏面に断熱材を配する方式が浸透してきたということが考えられます。
（塗装ガルバリウム鋼板は、塗膜の改良により、耐久性も高まってきております）

良好な断熱効果
高日射反射性塗装ガルバリウム
鋼板の断面構成

断熱材や空気層を設けた屋根

断熱

遮熱特性を向上させるため、塗膜に
断熱材を使用したり空気層を設ける
る
高日射反射性を付与し、太陽光に含
ことで、室内温度の上昇を抑制します。
す。
まれる目に見えない熱線（赤外線）を
吸収
40%以上反射させ、鋼板温度の上昇、
塗装ガルバリウム鋼板
↓
鋼板からの伝熱を抑制します。
熱変換

ー
ギ
ル
ネ
エ
陽
太

高日射反射性塗装ガルバリウム
鋼板と断熱材を併用することに
より、優れた断熱性や夏場の冷
房費削減効果が期待されます。

鋼板

断熱材

吸収した熱を
伝えにくくする技術
FineSteel 02

■ 屋根葺き材の地域性
平成29年度調査結果を地域別に整理すると、
北 海 道：ガルバリウム鋼板が55.5％と高位。その他金属板の比率も高い特徴がある。
首 都 圏：ガルバリウム鋼板は14.6%とやや低位。
その他地域：ガルバリウム鋼板は近畿を除く各地域で１位に位置している。

まとめ
前ページの変遷のグラフとあわせるとガルバリウム鋼板は、首都圏を除く各地域でその使用比率を確実に
のばしていることが見てとれます。

多種多様なバリエーションを持つガルバリウム鋼板
屋根に求めること、
そのひとつはデザイン性です。
カラフル、
スタイリッシュ、可愛い、
和風など、屋根によって家のイメージや住む方のライフスタイルまで表現することが可能です。
ガルバリウム鋼板なら、
ご要望のイメージに合うものが見つかります。
質感
コーティング技術の進歩によって、
メタ
リックやマット調のものなど、素 材の
色・つやもさまざまなものがつくられて
います。
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カラー
ブルー、
ブラック、
レッド、
グリーン、
オレ
ンジ、
グレーなど、
カラーバリエーション
も豊富。屋根をきれいに楽しく演出する
ことができます。

■ 屋根形状の変遷
「切妻」
と
「片流れ」の2パターンで全体の70％を超えています。
「寄棟」の割合は調査年度ごとに減少しており、平成29年度調査では13.2％となっています。

※平成19年度以前の調査の設問では、
「段違い」
の選択肢を設けていなかった。

平成29年度の地域別調査で、北海道では「無落雪（M型）」が70％以上を占め、
「 片流れ」
とあわせて90％を超えており、
他の地域とは大きく異なる傾向となっています。

参 考
上記グラフで色付けされた、屋根形状のサンプルを下記のとおりイラストで表現しました。

切妻

寄棟

片流れ

無落雪（M型）

形状
横葺きや瓦の形をしたもの（ガルバリ
ウム鋼板製瓦）など、形状もいろいろ。
平面、曲面など、多様な形の屋根に対
応できます。
FineSteel 04
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「全国ファインスチール流通協議会」展示会出展報告



概要 ： 新築からリノベーションまで多様化する住まいづくりに関する情報を発信する、
愛知県内最大規模の住宅総合イベント
会期 ： 2018年10月11日（木）
〜10月13日（土）
会場 ： 名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール、第1ファッション展示場）
主催 ： 愛知ゆとりある住まい推進協議会、中日新聞社、中部経済新聞社

●今年は『さわって』
『見て』
『楽しめる』展示を進化
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、あいち住まいるフェアに出展。金属サイディングのモックアップや金
属瓦の実物サンプルで現物を手に触れるものと、小型で自分で操作でき
る
「電動式耐震性能比較模型」
と
「遮熱塗料効果体感模型」
も展示し、来場
者の理解度を上げていく展示に進化させました。
また、今年も建築総合
展2018と同時開催のため、来場者多数で大盛況のうちに終了しました。
ブース全景
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熱心な若者が数多く遮熱性能を体感

外壁サンプルの軽さを実感

お年寄りは金属瓦に興味深々

「空き缶釣り」
は大人でも楽しい

●熱心に聞き入る来場者

仕上げ塗装（遮熱フッ素樹脂）

屋根断面形状

下塗り塗装
化成被膜

昨年同様、新築やリフォームに関心のあるお客様のご来場

裏貼材

鋼 板

が多数を占め、具体的な質問が多くありました。幅広い年
齢層の方がブースに訪問され、熱心に専門的で様々な問合
せをされていました。

ファインスチール製瓦

55％アルミ・亜鉛合金めっき
断熱マット

軽さと強さを体感してもらうためファインスチール製瓦の

55％アルミ・亜鉛合金めっき

金属瓦屋根の納まりイメージ

化成被膜
下塗り塗装
仕上げ塗装（ポリエステル樹脂）

ファインスチール製金属瓦の断面図例

サンプルを展示。鬼瓦などとの組み合わせで、意匠性にも

鬼瓦

優れたファインスチール製瓦屋根に驚かれていました。
様々な商品サンプルをお客様が実際に手にとることで、

切妻
段付けらば

隅鬼

寄棟
化粧棟

ファインスチールの認知度アップに効果を発揮していると
実感する展示会となりました。

実際に使用した金属瓦のサンプル

鬼瓦などとの組み合わせ例

開催結果
●来場者数報告
10月11日
（木）曇

6,400人

10月12日
（金）晴れ時々曇

9,800人

10月13日
（土）曇

5,100人

合計

21,300人

●当協議会ブースでの配布物
3日間合計

500部配布
（ファインスチール読本、
ワクワク鉄学、
ハンドタオル、各500部準備もすべて配布）
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ファインスチール
を使った

建築 328
設計例

Eagle Woods House
森と共生する住宅

―

設計：稲垣 淳哉・佐野 哲史・永井 拓生・堀 英祐／Eureka

（撮影：写真はすべて、
大倉英揮氏撮影

）

自然堤防上に残る自然を
計画に取り込んだ住宅

フィールドノートを基にした
配置計画と設計

た。敷地の現況と、計画に活かしたい
要素、森におけるアクティビティの可
能性、森の将来像などを記したフィー

Eagle Woods Houseは、埼玉県

敷地は約1100㎡と広いことに加え、

ルドノートを作成し、住宅の配置計画

杉戸町の、南北に流れる川に沿って

当初は植物の生い茂る森だったた

と設計の拠り所としている。将来道路

できた自然堤防の上の小さな森のな

め、
どのような条 件なのかわからな

が敷地を貫くように建設されたとして

かに立地する。別荘のようにも見える

かった。鬱蒼とした森の中へ分け入

も成り立つ場所であり、
なおかつ西側

が、夫婦と幼い娘の家族が日々を過

り、住宅を設計するために必要な樹

へ開けた眺望と敷地の高低差を活

ごすための住まいである。
この住宅が

木や植生、環境、敷地形状、眺望など

かすことができる場所に住宅が配置

建つ敷地の近くには、施主が育った

の情報を調べることから始まった。調

されている。

実家がある。施主は自らが育ったよう

査から、敷地の最頂部から西向きに

な自然豊かな環境の中で子育てをし

傾斜し、眺望の優れた地形がわかっ

たいという思いから、
この森のなかに

てきた。
また敷地内には計画道路の

開放的な住宅を計画することにした。

計画線が通っていることも把握され
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森との有機的な関係を育む
西側に傾斜している地形と眺望を

ようになっている。西側のピロティは
コーナーパークとして斜面を引き込む
役割を持っている。
ダイニングの足元
に設けられている窓からはこのコー
ナーパークを通して斜面を見通すこと
ができる。洗面所、浴室など水回りに
近接している洗濯物をすぐ干せる屋
根付きの場所でもある。2階中央部の
切妻屋根に空いた大きな穴の下は
ルーフテラスになっている。
これは、周
りの樹木が生い茂る季節には、暗い
環境となってしまうことから、直上から
光を取り込むための天窓のように、天
空光をこのルーフテラスで一度受け
止め、両脇の窓から室内に落とすた
めのものである。BBQやパーティもで

西側から見る。
ピロティから洗面所、浴室へ出入りできる。

きるようにシンクも設けている。

2階平面図

取り込むために、段状の基礎を設ける
ことが、設計上の一つ目のプロセスと
して考えられている。地形をそのまま
建物に引き込んだような断面構成の
建築のプラットフォームを考え、
それに
対して複 数のレベルの床と環 境の
異なる3つの半屋外空間を立体的に
配置した。そしてそれらと室内を覆
い、大きく全体を掴み取るような切妻
屋根が架けられている。
前面道路からのアプローチ側には
車庫として使われるピロティがある。
ガレージやパントリーと隣り合い、玄関
まで回らなくても収納にアクセスできる

１階平面図
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ルーフテラス。寝室側の外壁はガルバリウム鋼板の素地を、
リビング側の外壁は屋外階段にあわせた赤色の塗装ガルバリウム鋼板を使用している。

これら3つの半屋外空間は、立体
的に室内外が連続するように屋外

適材適所に用いられた
素材とガルバリウム鋼板

階段や軒下空間によって繋がれて

設計者であるEurekaは、建物に
用いる素材の色や仕上げを決める
際は、複数の建築エレメントを横断

いる。屋内の諸室は視線の抜けを考

湿 度の高い森のなかであること

した秩序の在り方を、相関性の中に

えてスキップフロアになっている。ス

から、素材選択には特別な配慮が

見出すように心がけている。例えば

キップフロアの諸室と3つの半屋外

なされた。木の構 造 部 材が地 面に

本作品で柱や梁に用いているLVL

空間を屋外、屋内の階段で繋げ、住

近いところで露出していれば早く劣

材は積層する断面を優先した意匠

宅全体と森につながる回遊性を作り

化してしまう。主 構 造を木 構 造とし

として構成している。
ガルバリウム鋼

出している。子どもは家を走りながら

ながら、適材適所で構造材を選択

板の使い方にもその考え方が現わ
れている。

遊びを見つけることができる。
日常的

して使 用している。例えば 西 側 の

な動線に外部を取り込んでいく。住

コーナーパーク部分では梁に大胆

本作品において、
ガルバリウム鋼

宅の諸室を回遊する過程の中で自

に鉄骨を用いて、劣化のリスクを回

板は屋根と外壁に用いられている。

然との関わりが構成されている。子

避すると同時に無柱のピロティを実

東側の外壁には工業素材が持って

どもはまだ幼く、将来の生活の変化

現している。

いる、亜鉛めっき模様のばらつき感

は予 想できないので、変 化に備え

ルーフテラスを境にボリュームが

がそのままが現れるガルバリウム鋼

て、室として完結した子供部屋など

二分されているが、外壁の素材もボ

板の素地を、そのニュートラルな感

は予め用意しておくことはしなかっ

リュームごとに異なっている。
この使

覚を生かして用いている。素地のガ

た。今は必要なものだけを作ってお

い分けは地面との距離による。東側

ルバリウム鋼板は周囲の景色や空

いて、子ども部屋や遊び場、仕事部

の接地部から上に連続する部分に

を鈍く映し出し、主張しすぎず周囲

屋は必要になったら後から森のなか

は、湿度に強く耐久性に優れたガル

になじむ外 壁をつくりだせることか

に作り足していくことが想定されてい

バリウム鋼板を選択した。一方で西

ら、Eurekaの作品では以前から素

る。施主の今後の意向に応じて森と

側は高いRC基壇上に載り地面と距

地のガルバリウム鋼 板を好んで採

住宅の関係がさらに構築されていく

離があるのでラワンの羽目板を用い

用しているという。一 方 、西 側のボ

ことになる。

ている。

リュームのルーフテラスに面した外
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め、他の素材とできるだけ近い色を
探すのには苦労した。
しかし工業製
品としては加 工 性 が 高いので、現
場で調整しながら施工していくこと
ができ、折り込むことによってコー
ナー材を用いることなく、連 続 性を
持ったファサードを作りだすことがで
きている。

敷地の形状や自然に
連動した住宅での暮らし
森のフィールドワークから発 見さ
れた敷地の特徴から、森の将来像

ダイニングよりリビングと屋外階段を見る。西側と南側の外を望める。

までを思い描き、森への関係と回遊
壁部分には、赤い塗装ガルバリウム

色によって外部空間につながりのあ

性が計 画された本 住 宅において、

鋼板が使われている。屋外階段等

るシークエンスを演出している。塗

施 主の家 族は、家 族の成 長ととも

の鉄部の錆止め塗装の赤色にでき

装ガルバリウム鋼 板は少 量だと既

に、暮らしの中で自然との関わり合

るだけ近い色のものを選び、共通の

存 の 製 品 の 色を使うことになるた

いを重ねていくだろう。
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ウォートルス伝●

日本初の鉄構造物
：初代伊王島灯台
藤森研究室
も と こ

担当

丸山 雅子

興味深い記事がある
（図1）。
1903年、長崎の英字新聞『The
Nagasaki Press』
に投稿された
「The First Lighthouse for
Japan（日本で最初の灯台）」
と
題する文章である
（文献1）。
こ
こに、
日本で最初の灯台は、T・
B・グラバーと 彼の技師（his
engineer） T・ウォートルスに
よって建てられたと記されている。
投稿者は当時の灯台事情に
詳しく、
かつグラバーに近い人物
で、
このことを広く知らしめたかっ
たようであるが、
この記事は肝心
なところで間違っている。
それは
問題の場所を、薩摩の佐多岬と
していることである。
佐多岬灯台についてはすで
にふれた
（2016年冬号）。おさら
いすると、佐多岬灯台は薩摩藩
のお雇い技師だったウォートルス
によって1867年に鉄造で設計さ
図1「The First Lighthouse for Japan
れ、英国に発注されたが、実現 （日本初の灯台）
」
しなかった。
その後、明治政府に 長崎で発行された英字新聞に投稿された
記事。日本で最初の灯台は、T・B・グラバー
雇われ来日したR・H・ブラントン と 彼の技師（his engineer）T・ウォートル
スによって建てられたと書かれている。出
によって、1871年に佐多岬灯台 典：
『The Nagasaki Press』1903年1月
12日号、
長崎歴史文化博物館所蔵
は完成している。
だがこの記事は全くの思い違
いでもない。場所を佐多岬ではなく、長崎の伊王島としていれ
ば良かったのである。
昨年、
アバディーンの研究者ジェフ・グーリック氏からウォート
ルス伝記本の著者メグ・ヴィーヴァーズさんに、伊王島灯台につ
いて問合せがあった。英国国立公文書館が所蔵する商務省
文書に、旧伊王島灯台はウォートルスの設計であることを記し
た書簡の写しが存在するというのである。
旧伊王島灯台は、
ブラントンによる日本初の鉄造灯台として
一般的に知られている。
だが、
ブラントン以前から鉄造灯台が
存在し、
ブラントンの灯台は新築ではなく改造であったことも、
す
でに知られている事実である。
しかし既往研究にウォートルスの
名は出てこない
（文献2）。
そこで、
身近で閲覧可能な英国の外交文書を調べたところ、
グーリック氏に教示されたものも含めて、初代伊王島灯台に関
する史料を多数発見することができた。
とりわけグーリック氏に教示された、1866年2月22日付けの
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エーベル・A・J・ガワー英国長崎領事からハリー・パークス英国
公使宛ての書簡は重要であった
（文献3）。
そこには、
まず伊王
島灯台計画の経緯が綴られ、次に設計者はウォートルスである
こと、彼はグラスゴーのランドルフ・エルダー社と関係のある若い
技師で、
ガワーはウォートルスから図面と見積もりを受け取り、
そ
れを長崎奉行に推薦し、承認を得た。灯台は英国に発注され、
長崎港に向けて輸送中であると書かれている。
ランドルフ・エルダー社に言及していることから考えて、
灯台は
おそらく同社に発注されたのであろう。
同社についてはすでにふ
れたように、
ウォートルスの伯父アルバート・ロビンソンとグラバー商
会が、
同社の極東における代理人を務めていた
（2018年秋号）
。
ガワーの書簡によると、
ウォートルスは注文の実費のみを請求
するとある。
なぜなら、
日本政府が必要とするかもしれない将来
の仕事のために、
自分の名を憶えて欲しいからだという。金銭に
は無欲で、仕事には意欲的なウォートルスの性格がよく現れた
エピソードである。
英国に発注されたのは灯台の上部一式で、巨大な灯籠に
納められた強力なリフレクター付きの灯明器、6〜7フィートの高
さの鉄柱、強固な亜鉛メッキ製の屋根、周囲にめぐらすベラン
ダ、避雷針を含んでいたという。灯台が設置される場所は充分
に高いので、石造の台をさほど高くする必要はなく、灯台は簡
単に設置されるであろうとガワーは説明しているが、
さほど高く
ない石積みの台の上に、鉄製の灯台上部を載せるというのが
ウォートルスの計画だったのであろう。
以下、英国側と日本側の史料（文献4）
に基づいて、初代伊
［注］
王島灯台完成までの経過をまとめた。
1865年4月 長崎の住民と船長達が連名で、在長崎の各国領
事に灯台の設置を嘆願。
1865年5月1日 在長崎の米蘭仏英独（署名順）
の領事が連
名で、長崎奉行に伊王島に灯台設置を申し入れる。
A・A・J・ガワー、T・ウォートルスの灯台上部の図面と見積も
りを長崎奉行に推薦し承認される。
1865年6月26日 長崎奉行、
ガワーに灯台設置を約定。
1865年8月 グラバー商会を介して灯台上部が発注される。
1867年4月 英国海軍軍艦サーペント
（Serpent）号艦長C・J・
ブロック
（Bullock）、長崎奉行と現地見分。灯台の高さについ
て助言。高さ30フィートの切石積みの塔を直ちに建てることを
進言（文献5）。
1867年4月9日付 ブロック、長崎奉行に図面を提出
（図2）。

図2 初代伊王島灯台のブロック案
1867年4月に英国艦船サーペント号艦長ブロックが長崎奉行に送った図面の一部。1867年
4月9日の日付と
「Bullock」の署名が見える。右の灯台上部の図は、
ウォートルスの設計と同じ
ものと考えられる。
ブロックは、
灯台下部は石造と考えていた。出典：外務局編『燈明臺一件 慶応
元年四月以降』、長崎歴史文化博物館所蔵

1867年4月15日 グラバー商会、長崎運上所に灯台上部の到
着を報告。

1867年7月18付 英国長崎領事M・フラワーズ
（Flowers）、
ブ
ロック案に基づいて作製されたニコルソン・ボイド社（Nicholson
(ﾏﾏ) & Boyd）
の図面と見積もり
（7月15日付）
を長崎奉行に提出
（文献6）。塔の高さは基礎から灯りまで45フィートに、構造は鉄
造に変更されている。
1868年3月31日 長崎製鉄所鍛冶師政平、灯台の建造を申し
付けられる。
1868年4月3日 政平、灯台上部の組み立てを開始。
1868年4月7日 当局、政平、英国海軍軍艦シルヴィア
（Sylvia）
号艦長E・W・ブルーカー
（Brooker）
と現場見分。灯台の場
所と高さの確認。政平、45フィートは高すぎると主張。18フィート
余りの台におよそ14フィートの灯台上部が載ることを説明し、
承認を得る。
1868年4月8日および10日 政平、
当局に図面と見積もりを提出。
1868年8月7日 灯台完成。
1868年8月10日 当局、
ブルーカーら、現場見分。
ブルーカー、
土台を今少し堅牢にするよう指導。
1868年8月31日付 ブルーカー、伊王島灯台を布告。
ブルー
カー、第一等の灯明に置き替えるべきと指摘。
1868年9月3日付 ブルーカー、九州鎮撫使とパークスに伊王
島灯台の完成を報告（文献7）。
因みに、
日本の灯台の父と称されるブラントンが初めて横浜
に到着したのは1868年8月8日
（文献8）、
日本で最初の鉄構造
物とされる長崎のくろがね橋が開通したのは同年9月16日
（文
献9）、
日本で最初の洋式灯台とされる観音埼灯台が完成した
のは翌年2月10日である
（文献10）。
初代伊王島灯台の設計はウォートルス、
ブロック、
ニコルソン・
ボイド社、
そして政平に引き継がれた。
ウォートルスの図面は見
つかっていないが、
ブロック案（図2）
から推測できる。
ブロック案
は、
ウォートルスの灯台が長崎港に到着する直前に提出された
ものなので、
ウォートルス案を踏襲したものに間違いなかろう。特
に灯台上部（図2右）
は、
ウォートルス案と同一と見てよいだろう。
但し灯台下部は、上述したように、
ウォートルス案よりブロック案
の方が高く設定されたと考えられる。
次にニコルソン・ボイド社が、
ブロック案に基づいて図面を作
成しているが、塔はブロック案よりさらに高く、構造も石造から鉄
造に変更されている。
そして工事を任された長崎製鉄所の鍛
冶師政平は、
ニコルソン・ボイド社案に基づいて、塔の高さと鉄
材の厚みに修正を加え、
わずか四か月の工期で完成させた。

ために作成した覚書が細かいので参考になる
（文献11）。高さ
は結局、基礎から灯りまで24フィート
（他の資料では22フィート）
に落ち着いた。
ニコルソン・ボイド社案の約半分、
ブロック案の
約3分の2でしかないが、現在の伊王島灯台（図3右）
と大差な
いことを考えると、高さはこれで問題なかったのであろう。
大問題なのは、英国に発注した強力なリフレクター付きの灯
明器がどうなったのかということである。完成した灯台にそのよ
うなものは付いておらず、
ブルーカーからも第一等の灯明に置き
替えるように指摘されている。
これでは、画竜点睛を欠く。
ブルーカーはこの灯台について、この種のものとして日本で
最初のもの（being the ﬁrst of its kind in the empire）
（文献7）
としているが、灯明器の性能次第では、
日本初の洋式
灯台とは呼べないかもしれない。
それでも建物は斬新である。
既往研究（文献2）
ですでに指摘されているように、
日本初の鉄
構造物と考えてよいであろう。

図4 鉄造横浜英国領事館案
ウォートルスの伯父アルバート・ロビンソンが、
日本滞在中にラザフォード・オールコック公使に提出
した
「Estimate for an Iron Building
（鉄造建物の見積もり）
」
（1864年4月6日付）
の付図の一
枚。
たまたま横浜に滞在していたロビンソンに、
オールコックが見積りを依頼したもの。出典：英国外
交文書General Correspondence Japan FO46/87、
東京大学史料編纂所所蔵写真

最後に、英国の外交文書で見つけた図面を紹介したい
（図4）
（文献12）
「
。鉄造建物の見積もり
（Estimate for an Iron
Building）」
の付図で、図面のタイトルは
「山手の英国領事館案
（Plan for the British Consulate on the Bluﬀ）」、差出人は
ウォートルスの伯父アルバート・ロビンソン、宛先はラザフォード・
ランドルフ・
オールコック英国公使、
日付は1864年4月6日である。
エルダー社の鉄製浮きドックの売り込みのために、
ロビンソン
が横浜のガワー兄弟の家に居候していたときのものである
（2018年秋号）。
この案は実現しなかったが、
これほど早い時
期に鉄造の建築案が日本に存在したとは驚きである。
［注］便宜上、年月日は西暦に、長さはフィートに統一した。外国語のカタカナ表記は、
史料によって異なるため、現代の一般的なものに統一した。

図3 初代伊王島灯台の実施案（政平案）
と現状
初代伊王島灯台の設計は、
ウォートルス、
ブロック、
ニコルソン・ボイド、
そして政平に引き継がれた。
建物の最大の特徴は六角形平面と、塔の基礎から頂上までほぼ全て鉄でできていることである。
初代伊王島灯台の基礎の部分は保存され、
その隣に現在の伊王島灯台が建っている。左図の
出典：外務局編『燈明臺一件 慶応元年四月以降』長崎歴史文化博物館所蔵

政平の図面は現存するが、簡単なものである
（図3左）。詳細
については、1868年11月に英国長崎領事館館員がブラントンの
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4 外務局編『燈明臺一件 慶応元年四月以降』.および石田保解読『外務局編
「燈明臺一件 慶応元年四月以降」
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街でみかける
ファインスチールの施工例

1 箱根ラリック美術館
箱根ラリック美術館は、神奈川県足柄下郡箱根町仙石原に
あり、
アール・ヌーヴォー、
アール・デコという美術様式の時代に
生きたフランス人のジュエリーとガラスの工芸家ルネ・ラリック
の作品を展示する美術館である。塗装ガルバリウム鋼板屋
根のミュージアム内に約1,500点の作品を収蔵、約230点を
常設展示。大胆さと繊細さを兼ね備えた初期のジュエリー
や装飾品、
きらびやかな中期のガラス作品、後期の建築装
飾など生涯に渡る作品を数多く展示。
ルネ・ラリックの創作
活動を見ることができる。
また、美術館だけでなく、国内外の
生活雑貨を取り揃えたセレクトショップやカジュアルフレンチ
のレストランも併設。
ラリックが室内装飾を手掛けた美しい
ガラス・レリーフで彩られたオリエント急行車両「特別展示
ル・トラン」
では、優雅なティータイムを楽しむことできる。
「自然と美と人が出会う場所を作る」
をコンセプトに、箱根の
雄大な自然と鮮やかなアートが響きあう、心豊かになれる
美術館である。
FineSteel 13
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2 北海道カントリークラブ 共用クラブハウス
開場54年目の当コースは大沼コースとプリンスコースを有するゴルフ
場として2017年６月にリニューアルオープンした。
広々したフェアウェーを豪快に飛ばす醍醐味が思う存分堪能できる
大沼コース。幅広い層に楽しんでいただけるプリンスコース。乗用
カーには多言語ナビを搭載するなど、
ゴルファー層の多様なニーズに
対応し、
お楽しみいただきやすいゴルフ場となった。
このプレーヤーを迎えるのが新設の共用クラブハウスだ。塗装ガルバ
リウム鋼板を使用した赤い屋根・象牙色の外壁が、雄大な駒ケ岳を

大沼コース No.5ホール

有する大沼の自然にマッチ。
ロビーの要所にデジタル掲示板を配し、
コース条件やスタート情報等を容易に把握できる。
２階レストランか
らは、
コースが見渡せる。北海道新幹線開通で東北地方/首都圏
からのアクセスが大幅向上し、道央自動車道路延伸で札幌方面・
新千歳空港からも近くなった。函館大沼プリンスホテルも隣接し、
滞在型ゴルフプレーも満喫できる。間違いなく 北海道を代表する
ゴルフリゾートのひとつであろう。
住
所 ： 北海道亀田郡七飯町西大沼
大沼コース： 7,330ヤード パー73
キャディー付き
（セルフプレー可）
プリンスコース ： 6,724ヤード パー72
セルフプレー
レストランから
FineSteel 14
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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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