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特集

屋根用塗装/亜鉛系めっき鋼板の標準保証規格
屋根の雨漏りに対する材料標準保証規格

「屋根用塗装/亜鉛系めっき鋼板の
　標準保証規格」
2020年改訂版のご紹介
「屋根用塗装/亜鉛系めっき鋼板の標準保証規格」は2000年に制定されて以来、
2016年まで4回の改訂を重ねてきました。今回、2016年以降の修正を織り込んで
2020年改訂版を発行いたしましたのでご紹介いたします。

最新情報につきましては、以下に掲載いたしました本文をご確認下さい。
また、「屋根用塗装/亜鉛系めっき鋼板の標準保証規格」の冊子がご入用の場合は記載の会員会社へお問合せ下さい。

■ 保証の内容についてはこれまで通り変更なし。
■ 対象製品一覧表の会社名及び製品名を更新した。
■ 対象製品一覧表欄外の注に以下を追記した。
“④上記以外の製品につきましては、直接製造メーカーにお問い合わせ下さい。”

■ 巻末の会員会社名を更新した。

改訂のポイント

1

2

3

4

1. 趣旨

　2000年4月「住宅の品質確保の促進等に関する法律」 いわゆる住宅新法の施行に伴い、鉄鋼業界では「屋根の穴あき
保証について」の材料統一保証基準（2000年10月1日）を施行致しました。
　その後、材料保証に関する課題·考え方を数次に亘り、鋭意整理·見直し、2004年11月に建築外装用屋根材の「屋根用
塗装/亜鉛系めっき鋼板の標準保証規格（以下、標準保証規格）」として改訂版を取りまとめましたが、今般、業界再編に
伴い、名称等見直しをすることとなり、改訂致しました。
　保証内容注）については下記に示す通りで、施工者が消費者から瑕疵責任を問われ、それが材料に起因するものであれば、
材料提供メーカーは自社で定めた保証内容に従い施工者に対し補償を致します。
　なお、本規格は、建築用外装用屋根材に用いる屋根用塗装/亜鉛系めっき鋼板について標準的な品質保証期間を定め
て採用を推奨し、これを周知することにより、一般消費者その他の需要家を保護し、当該鋼板の普及促進を図ることを目的と
するものです。

注） 保証内容：内容は対象製品を製造するメーカーが保証する規格です。

2. 概要

■保証対象品種
①塗装溶融亜鉛めっき鋼板
②塗装溶融亜鉛ー5％アルミニウム合金めっき鋼板
③塗装溶融55％アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板
④溶融55％アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板

■保証内容
①塗装溶融55％アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板については穴あき及び赤さび10年保証。
②その他3品種については穴あき10年保証。



FineSteel  02

建材薄板技術・普及委員会  材料標準保証規格

材料標準保証規格については、下記の通りとする。

保 証 対 象

保 証 内 容

保 証 期 間
 

保 証 条 件
 

不適切な使用例
（1）環境例

（2）加工、施工例

（3）設計例

補 償 方 法

1.

2.

3.
 

4.
 

5.

6．

建築外装の屋根材として使用する塗装亜鉛系めっき鋼板及び亜鉛系めっき鋼板
1）JIS G 3312    「塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯」
2）JIS G 3318    「塗装溶融亜鉛ー5％アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯」
3）JIS G 3322    「塗装溶融55％アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯」
4）JIS G 3321    「溶融55％アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯」

1）JIS G 3322     建築施工後、材料の腐食による穴あき及び赤さびがないこと。
注1 ： 切断端面から発生した赤さびは対象外。
注2 ： 防食機構上、黒い腐食生成物が発生することがある。

これは下地鋼板の腐食による赤さびとは異なるもので、
保証の対象外とする。

 
2）JIS G 3312
JIS G 3318　　  建築施工後、材料の腐食による穴あきがないこと。
JIS G 3321

建築施工後10年間とします。但し、製造後6ヶ月を越えた製品で施工したものは、
製造後 6ヶ月より数えて10年間とします。

1）適切な環境で使用されていること。
2）加工・施工・ 設計が適切に実施されていること。
 

①塩害、亜硫酸ガス、アルカリなどの影響がある場合。
②鉄粉など付着した場合。
③湖沼、河川などの周辺で常に水しぶきがかかる場合。
④天災地変、災害など、その他不可抗力による損傷が発生した場合。

①施工後に外力、加工屑などの飛来による損傷があった場合。
②加工時、施工時に損傷が発生した場合。
③異種金属接触起因の錆が発生した場合。
④防腐剤、防蟻剤を含む木材との長期接触があった場合。

①葺工法毎に許容される屋根勾配を無視した場合。

各メーカーが定めた内容による。
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標準保証規格  対象製品一覧
塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板

JIS G 3318 2類相当、5類相当JIS G 3312   2類相当、5類相当
塗装溶融亜鉛めっき鋼板

溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板
JIS G 3321JIS G 3322   2類相当、5類相当

塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板
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溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板
JIS G 3321JIS G 3322   2類相当、5類相当

塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板



FineSteel  05

溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板
JIS G 3321JIS G 3322   2類相当、5類相当

塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板
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東鋼業（株）

アズマプレコート（株）

大阪鐵板（株）

（株）神戸製鋼所 

JFE鋼板（株）

JFEスチール（株）

ダイト工業（株）

千代田鋼鉄工業（株）

（株）DNPエリオ

東海カラー（株）

東邦シートフレーム（株）

東洋鋼飯（株）

中山化成（株）

日鉄建材（株）

日鉄鋼板（株）

日本製鉄（株）

北海鋼機（株）

丸一鋼管（株）

（株）メタル建材

（株）淀川製鋼所 

全国ファインスチール
流通協議会

〒340-0831　埼玉県八潮市南後谷99

〒272-0127　千葉県市川市塩浜 2-30

〒590-0977　大阪府堺市堺区大浜西町 6-3

〒141-8688　東京都品川区北品川 5-9-12

〒141-0032　東京都品川区大崎 1-11-2

〒100-0011　東京都千代田区内幸町 2-2-3

〒555-0044　大阪府大阪市西淀川区百島 2-1-10

〒272-0013　千葉県市川市高谷 1920

〒243-0303　神奈川県愛甲郡愛川町中津 4013

〒808-0022　福岡県北九州市若松区大字安瀬 1

〒276-0022　千葉県八千代市上高野 1812

〒141-8260　東京都品川区東五反田 2-18-1 

〒596-0001　大阪府岸和田市磯上町 6-17-5

〒101-0021　東京都千代田区外神田 4-14-1

〒103-0023　東京都中央区日本橋本町 1-5-6

〒100-8071　東京都千代田区丸の内 2-6-1

〒060-0002　北海道札幌市中央区北2条西4 丁目

〒542-0076　大阪府大阪市中央区難波 5-1-60

〒273-8502　千葉県船橋市西浦 1-1-1

〒541-0054　大阪府大阪市中央区南本町 4-1-1

〒541-0057　大阪府大阪市中央区 北久宝寺町 3-5-12

048-936-8021

047-396-0171

072-238-4601

03-5739-6270

03-3493-1283

03-3597-3740

06-6473-7141

047-327-0121

046-285-7755

093-771-9308

047-484-0100

03-4531-6850

072-439-9931

03-6625-6170

03-6848-3675

03-6867-6844

011-231-5641

06-6643-4101

047-433-8512

06-6245-1111

06-6227-8221

一般社団法人 日本鉄鋼連盟   建材薄板技術・普及委員会
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「住む」「展示する」「製作する」「街
に開く」ことを統合したこの住宅は、歌
川広重が歩き描いた「東海道五十三
次」で有名な国道1号線（東海道）沿
いに建ち、画家と妻、幼児と夫の母の
3世代4人で暮らす狭小アトリエ付き
住宅（87.23㎡）である。延床面積のう
ち、アトリエが25㎡と約1/3を占め、か
つ3世代4人で暮らすことからも、「住
む」領域を「展示・製作する」領域が
侵食することを許容する施主や家族
の懐の深いアイデンティティが表れて
いる。設計の最初期から決めていた
ことは、東海道（現国道１号線）に対

して「引き」をつくることだった。それは
現代の画家として生きる施主と、東海
道五十三次を紡いだ歌川広重の存
在を重ね合わせた時、東海道に対し
て一種の敬意を払う意味で、「圧迫
感を与えないこと」と、「明るく保つ」こ
とを命題としたからである。ただし敷
地が潤沢に広いわけではないため、
余剰空間をつくっても駐車場にしか
使われないことが容易に想像できる
ため、建築形態によって引きをつくるこ
とはできないか、という考えに帰着した。
そこで生まれた建築が、屋根のような
壁、あるいは壁のような屋根をした、

強いフォルムのセットバック住宅であっ
た。見通しの良い東海道においては、
このセットバックした佇まいが広重へ
のオマージュを表わすと同時に最大
限の主張をしていることから、当初の
施主の想いは実現できたわけである。
またこの完全幾何学をトルソの様に
掻き取った玄関は、施主のアートギャ
ラリーを街に開くことに一役買い、建
築名である「8.5ハウス」がギャラリー
名として街に認知されたことで、大磯
や小田原に比べてあまり街の特徴が
なかった二宮町を「8.5エリア」として
位置づけ、自治体とともにイベントや

ファインスチール
を使った

建築
設計例

334
8.5ハウス

設計：齋藤 隆太郎（DOG）＋ 井手 駿

東海道五十三次8.5エリアを紡ぐ―

（撮影：写真はすべて、高栄智史氏撮影　）
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北側全景。大きく切り開かれた開口部以外は塗装ガルバリウム鋼板で包み込まれている。

断面詳細図

町おこしが予定されているという。そう、
この「8.5ハウス」という建築名は東海
道五十三次の宿場順に由来しており、
大磯（8番目）と小田原（9番目）の間に
二宮町が位置し、現代に生きる画家
（施主）によって8.5番目を紡いでもらう
という想いが込められている。
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階段側からリビング・ダイニングを見る。南側の窓・天窓から光が差し込む。

この壁とも屋根ともとれるビルディン
グエレメントを「大屋根」と呼ぶとすれ
ば、その大屋根を活かすのがさらに
特徴的な平面計画である。この住宅
はいわゆるローコスト住宅に位置づ
けられるため、尺貫法に基づいた木
造寸法体系、かつ在来構法によるこ
とが前提であり、平面形態もただの
長方形を一部掻き取っただけのもの
である。しかし、居住エリアとギャラ
リーを「対角線の展示壁」で仕切るこ
とにより、単純な空間は劇的な揺らぎ
をみせる。急勾配の屋根と対角線の
壁により「高い・低い」「広い・狭い」の
たすき掛け、つまりワンボリュームロー
コスト住宅という1つのパッケージの中
に4つの空間が生まれることになる。
その空間がシームレスかつ表裏一体
的に居住エリアとギャラリーをつなぎ
合わせ、普段の生活の中に表れる刺
激的な非日常性を演出している。そも

そも画家という属性はその作品を世
に問うてなんぼ、であるため、敷地に
対して最大長対角線を展示壁とした
ことは、東海道に自身の作品を発信
する好機となった。

構造設計は私よりも少し歳の若い
金田泰裕氏に担当してもらった。いか
にこの造形を合理的かつ経済的に
美しく組んでもらうか、ということに注
力してもらった。そこで私たちが行き
着いた答えは、全ての材料（柱や梁
等）を3寸5分でつくる、というものだっ
た。それを実現するために、大面積の
大屋根の中央には鉄骨水平梁を入
れて木材を分断することで、3寸5分
の規格化に寄与している。なぜ木材
の断面を小さくする必要があるか、そ
れは断面を見ると一目瞭然なのであ
るが、「大屋根を薄くつくる」、「1階階
高を低く抑える」ことで、2階のリビング

ダイニングが広くなるからである。この
ような直接的ポジティブアンサーが大
義名分となり、構造の美しさをより助
長しているようでもある。こうした考え
で生まれた「薄い大屋根」は、壁と同
等の断熱レベルで性能を満足でき、
住居エリアとギャラリーエリアの北面
に跨って、まるで被膜のように柔らかく
大らかに覆い、施主の創作活動と生
活を優しく包み込んでくれている。

今回計画敷地は太平洋と目と鼻の
先にある。つまり潮風による塩害を考
慮しなくてはならない地域である。こ
の特殊なフォルムをどのような材料で
包み込んだら、機能的かつ意匠的に
しっくりくるか検討した結果、塗装ガル
バリウム鋼板の横平葺きに行き着い
た。勾配屋根の頭頂部は左官材だと
雨仕舞が心配で、塗装ガルバリウム
鋼板のような板金を折り曲げて包むこ

形態を活かすための
架構計画

特殊なフォルムを包み込む
塗装ガルバリウム鋼板

大屋根が活きる
平面計画
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西側奥からアトリエ・ギャラリーを見る。

1階配置平面図

2階平面図

とで初めて安心できる。さらに今回は
頭頂部のみ2枚重ねることにして、耐
久性を高めた。さらに塗装ガルバリウ
ム鋼板横平葺きは、そのマットでメタ
リックなテクスチャと、強調された水平
ラインにより、日の当たり方で大屋根の
表情が刻 と々変わることも重要なファ

クターであると考えている。夏場、朝は
日陰で控えめな表情、日が昇ると光沢
を放ち、夕方には夕焼け色に、夜は闇
夜に紛れて内部空間を際立てる。今
回ギャラリー付き住宅に非常に適した
素材だったといえる。

設計：齋藤 隆太郎（DOG） ＋  井手 駿

レポーター：東京大学 大月研究室　深見 かほり

株式会社DOG一級建築士事務所／〒169-0074 東京都新宿区北新宿4-20-8 サン北新宿1F
［tel/fax］03-6885-7530 ［e-mail］info@dog-archi.com ［URL］https://dog-archi.com/
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A2 ウェストポート（続）
　1886年5月、英国のロンドンで「植民地・インド博覧会」
が開幕した。ニュージーランド会場では、ブラー地方の炭
砿が紹介され、ウェストポート石炭会社（WCC）のバンバ
リー炭坑（2020年冬号）で採れた石炭が展示されていた。
重さ12トン、高さ19フィート（約5.8m）の見事な標本で、
ピカピカに磨かれ、美しさが評判になったという（注1）。
　博覧会の開催に尽力したニュージーランド地質調査所
のJ・ヘクター博士は、ニュージーランドの炭砿業について
こう述べた。「鉄道の延伸、積込施設、港の改良が完成す
れば、炭砿はさらに大きく発展するだろう」（注2）と。
　当時のウェストポートは、鉄道は炭田地帯から港まで
完成していたが、港と積込施設は今後見込まれる出荷量
に対して明らかに不十分だった。そこで植民地政府は、
1884年12月にウェストポート港湾委員会（Westport 
Harbor Board）を発足させ、築港事業の一切（積込施設
の拡張工事や浚渫を含む）を任せることにした。委員会は
７人で構成され、地元の代表から候補者が選ばれ、政府
が任命した。最初に任命された7人には、地元選出の代議
士、町長、町議会、郡議会の議員のほか、WCCのゼネラル
マネージャーだったW・H・ディクソンも含まれていた。（注3）
　港の設計は、当時港湾設計の第一人者だった英国のJ・
コーデ卿による。コーデ卿が1880年12月に発表した案に
基づいて、港湾委員会の技師C・N・ベルが細かな修正を
行った（注4）。起工式は1885年2月2日、ニュージーランド
のスタウト首相とラーナック鉱山大臣の列席の下に執り
行われ、首相が最初の石を据えた（注5）。
　ウォートルスがウェストポートに着任したのはそれから
一年後のことである（2019年秋号）。だがこのときはまだ
港の工事は始まっていなかった。工事に使う石材を、ケー
プ・ファイルウィンドの採石場（図1）から運ぶ鉄道が、
やっとブラー川の西岸に達したところだった（注7）。
　当時のウェストポートの港がいかに貧弱だったかを示
す事例には事欠かない。例えば、1886年2月27日にタウポ
号は、水深が浅すぎて石炭を積むことができず、空荷の
まま出港し、隣のグレイマウス港で石炭を積んだ（注7）。
1886年3月31日に石炭を積んでウェストポートを出港した
WCC所有のカワティリ号は、出港時に船体を川底で傷つ

け、修理のためしばらく使用できなくなった（注8）。水深
が浅くて石炭が積めない、石炭を積んだら船が壊れた。
ウォートルスは着任して早々、港の問題に直面した。

　1886年2月、ウォートルスは、ディクソンの後任として港
湾委員に任命された（注9）。委員会は発足して以来、地元
選出の代議士のE・オコナーが議長を務めていた。彼は

「ブラーのライオン（The Buller Lion）」の異名をもつほど
勇ましい地方のリーダーだったが、自己主張が強く頑固で
しつこいところがあった。ウォートルスが委員会に加わっ
たころから、オコナーは技師のベルと意見が合わず対立
を深めていた（注10）。
　1886年9月にオコナーが港湾委員会に関する覚書を発
表すると、5人の委員が彼に反発し、ベルの側についた。
特に激しく歯向かった一人がウォートルスだった（注11）。
　1886年11月、坑夫の間でこんなジョークが流行ったと
いう。「なぜ港湾委員会の議長は烈火のごとく怒っている
のか（Why is the Chairman of the Harbor Board like 
a raging fire?）」「ウォートルス（水）が消そうとするから
さ（Because it takes Waters to put him out）」（注12）
　1887年6月末、港湾委員会は、委員の任期が切れる前
の最後の会合で、オコナー議長の言動に対する不支持
を表明し、ベルの誠実さと有能さに対する強い信頼を記
録に残すことを決議した（注13）。実はこのときまでにオコ
ナーの多数派工作が功を奏し、7月からの新しい委員会
はオコナー支持者で固められていたのである（注14）。
　さらに、匿名でベルを誹謗中傷する記事が地元紙に載
り、投稿者の正体がオコナーであることが明らかにされ
た（注15）。オコナーから度重なる嫌がらせを受けて、つ
いにベルは港湾委員会の技師を辞任した（注16）。
　1887年11月、政府はウェストポート港湾委員会の内紛
を調査するための特別委員会（Westport Harbor Select 
Committee）を立ち上げた（注17）。全国の有力紙もこの
問題を詳しく取り上げるようになった（注18）。「ウェスト
ポート・スキャンダル（The Westport Scandal）」は厳し
い批判を受けたのである（注19）。
　1888年2月、政府はウェストポートの築港事業を引き継
ぐことを決め、港湾委員会の解散を命じた。委員たちは
抵抗したが、3月末、政府は役人のみで構成された新しい
港湾委員会を組織した。（注20）

建築めぐり

ウォートルス伝●

ウェストポート港

21

藤森研究室

担当  丸山 雅子
も と こ

図1 ケープ・ファウルウィンドの採石場跡（2002年撮影）
ウェストポートの築港に使われた石のほとんどがケープ・ファイルウィンドの採石場で採れたものだっ
た。石材を運ぶために、約8マイルの鉄道と、ブラー川に橋を架ける必要があった。
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　ウォートルスは港湾委員会から外れはしたが、蚊帳の
外に置かれたわけでは決してない。なぜなら、ウェスト
ポート港は石炭の積出港であり、その石炭の多くはWCC
からのものである。WCCの発展はウェストポート港の改
良なしにあり得ないが、逆もまた然りで、WCCの繁栄な
しにウェストポート港に未来はない。WCCを代表する
ウォートルスが、築港事業に関わり続けたことに変わりは
ない。1889年7月、政府から、現在の港湾委員会は過去の
ものとくらべてどうか意見を求められ、「大きな違いは感
じません（I do not see any great difference）」とウォー
トルスは答えている（注21）。

　1891年2月にウォートルスはWCCからの辞意を表明し
た（注22）。すでに築港事業ははっきりとした成果をあげ
ていた（図2）。積込桟橋の拡張工事も始まっていた（注
23）（図3）。3月には、役人4人、地元からの3人からなる新
しい港湾委員会が組織された（注24）。依然として政府
が多数派を掌握していたが、その後、役人は地元の代表
に置き換えられていった。翌年には、WCCからA・ジェイ
ムソンが委員に任命されている（注25）（図4）。

　1891年6月、石炭の積込に使用するためのクレーンのテ
ストが採石場で行われた。そこには港湾委員会の議長に
復帰したオコナーと共に、ウォートルスとジェイムソンの

姿があった（注26）。後日、このときの視察について、
ウォートルスとオコナーの間で書簡が交わされている。日
付は「1891年6月4日」、ウォートルスの肩書は「Managing 
Engineer, Westport Coal Company」だった（注27）。こ
れが筆者の確認できた、ウォートルスのニュージーランド
での活動の最後の記録である。
　6月12日、ウォートルスは家族と共にウェストポートから
永遠に立ち去った（2020年冬号）。築港事業については、
満足のいく成果を見届けてからの出発となった。

（注）
1. 『Westport Times』1886年8月13日, 2頁.
2. C. Le Neve Foster「Mining Industries」『Colonial and Indian Exhibition: 
Reports on the Colonial Sections』（London：William Clowes & Sons, 
1887年）, 33-34頁.

3. ウェストポート港湾委員会については、当時の新聞の他に、『The Cyclopedia 
of New Zealand』第5巻 Nelson、Marlborough & Westland Provincial 
Districts（Christchurch: Cyclopedia Company, 1906年）159-165頁を参
考にした。

4. ウェストポートの築港事業については、当時の新聞の他に、John Alexander 
Wilson Jr.「Westport Harbour Works, N. Z.」『Minutes of Proceedings of 
the Institution of Civil Engineers』112号, 1893年, 301-309頁. 
Thomas Harold Rawson「Westpor t  Harbour ,  New Zealand.  
Wave-Basin」『Minutes of Proceedings of the Institution of Civil 
Engineers』136号，1899年，265-67頁を参考にした。

5. 『Grey River Argus』1885年2月3日, 2頁.
6. 同1885年12月18日, 2頁.
7. 同1886年3月1日, 2頁. 『Westport Times』1886年3月2日, 2頁.
8. 『Westport Times』1886年4月2日, 2頁. 『Otago Daily Times』1886年4月
6日, 2頁. 同4月22日, 2頁. 

9. 『Westport Times』1886年2月23日, 2頁.
10. 『New Zealand Times』1887年7月16日, 4頁に、オコナーとベルの対立は
過去18カ月に及ぶとある。

11. 『Westport Times』1886年9月7日, 2頁. 同9月14日, 4頁. 同10月5日, 4
頁. 同10月8日, 4頁.

12. 『New Zealand Times』1887年7月2日, 4頁.
13. 同1887年7月16日, 4頁
14. 同1887年7月16日,  4頁.
15. 『Grey River Argus』1887年9月23日, 4頁.
16. 『Press』1887年9月29日, 5頁.
17. 同1887年10月15日, 5頁. 同11月9日, 4頁. 同11月15日, 6頁. 同12月17
日, 5頁

18. 『Grey River Argus』1887年10月21日, 2頁.
19. 同1888年1月25日, 2頁.
20. 『Evening Post』1888年2月29日, 2頁.『Press』1888年3月13日, 5頁. 
『New Zealand Times』1888年3月20日, 5頁.『Grey River Argus』1888
年3月24日,4頁. 同3月29日, 2頁. 

21. 「Session Ⅰ. I-6. Westland Coalfields Committee」『Appendix to the 
Journals of the House of Representatives of New Zealand. 1889』
1889年, 17頁. 

22. 『Otago Daily Times』1891年2月20日, 2頁.
23. 『Grey River Argus』1891年2月24日, 2頁. 
24. 同1891年3月4日, 2頁. 同3月5日, 2頁. 同3月7日, 2頁.
25. 『Press』1892年10月20日, 5頁.
26． 『West Coast Times』1891年6月6日, 2頁.
27. 「Session Ⅱ. D-10 Westport and Greymouth Harbour Boards and the 
Works of Those Harbours」『Appendix to the Journals of the House of 
Representatives of New Zealand. 1891』1891年, 9頁.

図2 ウェストポート港の水深と石炭の出荷量の推移　1885-1891年
ウェストポート港の水深と石炭の出荷量の推移を示す。防波堤の工事が始まる前は、水深が平均
11フィートほどしかなかったが、1890年には22フィートに達した。1890年と91年の水深に変化が
少ないのは、長く続いた日照りが原因と思われる。原図に筆者が彩色した。
原図の出典：John Alexander Wilson Jr,「Westport Harbour Works, N. Z.」『Minutes of 
Proceedings of the Institution of Civil Engineers』112号，1893年．

図4 ウォートルスとジェイムソン
WCCの代理人だったジェイムソンは、1892年10月からウェストポート港湾委員会のメンバーに
なった。WCCの港湾事業の担当は、ウォートルスからジェイムソンに引き継がれたようである。
出典：『New Zealand Graphic』1893年4月29日, 389頁. Auckland Libraries Heritage 
Collections NZG-18930429-389-3.

図3 ウェストポート港（1896年）
ブラー川で撮影されたもの。たくさんの船が高架の積込棧橋に横づけにされている。
出典：『The Cyclopedia of New Zealand』第5巻 Nelson、Marlborough & Westland 
Provincial Districts （1906年）, 162頁.
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街でみかける
ファインスチールの施工例 その 42

2019年7月1日にオープンした長野県の塩尻市北部交流
センター「えんてらす」は、木造を主体とした構造で塩尻市産
を含む長野県産木材をふんだんに使用しており、木の香り
とぬくもりに包まれた空間は、初めての来訪者にも『どうぞ』
と迎え入れてくれるようなあたたかさがある。
また、木との調和を考えて屋根材に採用されたギングロ色の
塗装ガルバリウム鋼板は、木材と外壁材をうまく調和させる
存在として、まちに溶け込んでいる。
この「えんてらす」は、さまざまな世代の方が自由に活用で
きる複合拠点施設となっており、みんなが自由に居場所を
見つけながら世代を超えた出会いや交流が生まれることを
コンセプトに株式会社宮本忠長建築設計事務所の設計・
監理により建設された。
2019年、市制施行60周年を迎えた塩尻市に誕生した「えん
てらす」は、交流が生まれる場所として賑わい、「100歳の元
気なまち」を目指す塩尻市のシンボルとして活用されている。 撮影：ロココプロデュース

撮影：ロココプロデュース

撮影：ロココプロデュース

11
塩尻市北部交流センター

「えんてらす」
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22

先住民族アイヌの文化の復興・創造拠点となる民族共生
象徴空間“ウポポイ※”。そのウポポイが7月12日に北海道
白老町にオープン。その一部を構成する体験交流ホールも
同時オープンした。
ポロト湖畔に位置する建物屋根は最長47.5mの長尺。
周辺景観の四季のさまざまな変化にも溶け込む配慮から、
塗装ガルバリウム鋼板“しろがねいろ”を採用。光の反射を
抑えた工夫も施した。
館内ではアイヌ民族の伝統芸能が上演され、舞踊・口承
文芸を肌で感じることができる。来訪者が充実したときを
過ごし、新たなアイヌ文化の創造や発展に寄与する一翼
とならんことを祈念する。

入口付近

ホール

※ 「民族共生象徴空間」の愛称。
　 アイヌ語で“（おおぜいで）歌うこと”を意味する。

写真：（株）新津写真

写真：（株）新津写真

写真：（株）新津写真

国立民族共生公園 体験交流ホール
（北海道白老町）
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変化
」進
化し
た鉄

！
ボクらの

特 長

地震につよい 表面がきれい 環境にやさしい

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
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。

ファイン君
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

http://www.zenkoku-fs.com
全国ファインスチール流通協議会
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