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1 このガイドブックについて 

すでにタウン&カントリー・シーダーホームズのフォトＣＤに収録されている当社の豪華な家や、

新のデザインＣＤに入っているプランをご覧頂いたと思います。木造の家を建築することは並大抵

のことではないことを、多分認識されているものと考えます。1947 年以来シーダーのログホーム及

び手加工されたティンバーホームを建築してきた当社は、貴方の理想にマッチした家を建築いたし

ます。たゆまざる研究開発プログラムとともに、当社の経験、研鑽及び勤勉さが、高品質の木造の

家を建築するのに、 も優れた方法であると確信するものを創り出す事を可能にしてきました。 
 
タウン＆カントリー・シーダーホームズのそれぞれの家は特徴のある二つと同じものがないご家族

に温かさと保護をお約束するユニークなものです。この小冊子を通じて、気持ちを楽にして、何が

当社の木造住宅が優れているかをご覧頂きたいと思います。 
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2 建築部材としての木材 

A 樹種 

 
ノーザン・ホワイト・シーダー 
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タウン＆カントリーでは、特に風雨に対

する高度な耐久性と抵抗力を必要とする

外壁にノーザン・ホワイト・シーダーの

使用をお勧めしています。 
加工は丸太の周囲の白太を除去し、樹木

の中心から心材のみを残すことから始ま

ります。ホワイトシーダーの心材は害虫、

腐食及びカビに対する自然の抵抗力を持

つ、独特な細胞構造を持っています。そ

の色は明るく、むらがなく、塗料の乗り

が優れています。コルクと同じようにホ

ワイトシーダーは水分を吸収しません。

軟木なので加工性に優れ、木工職人に好

まれています。 
タウン＆カントリーのノーザン・ホワイ

ト・シーダーはミシガン州の半島の北部

及びカナダの森林から伐採されます。（全

ての伐採は環境に配慮した方法で行われ

ています。詳しくは当社のホームページ

をご覧下さい。） 
伐採されたノーザン・ホワイト・シーダ

ーは当社の製材工場でキルン乾燥した後

製材され、加工工場で加工されます。建

築部材のパッケージは当社が推薦する施

工店または当社の直接の監督の下で組み

立てられます。これは樹木から家の完成

まで、当社がシーダーのグレードと品質

をコントロールすることを意味していま

す。 
 
タウン＆カントリー・シーダーホームズ

は貴方の家にそぐう外観を達成する為に、

色々なスタイルとパターンを提案してい

ます。アメリカの歴史的遺産の神秘性や

郷愁をかもし出す野性的なログホームの

外観をお望であれば、彫合した長尺のロ

グまたはロッジ・ログをお選びいただけ

ます。当社ではまた二種類の幅のハンド

ヒューン・ログと、お好みによりオリジ

ナルなログホームの外観をもたらすスク

ライブ・コーナーと、より効果的な耐侯

性を持った垂直コーナーも提供していま

更に当

す。 

社はコテージ及びクラフツマンの

外観を持ったシーダー・シェークとラフ

ソーンの組合せ、ケープコッド・スタイ

ルを彷彿させるビベルラップ（鎧張り）、 



当社の木工のスペシャリストによりアク

セントをつけた色々な美しいコンテンポ

ラリー・ホームを創り出すためのビクト

リア調を模したスタイル、更にはヨーロ

ッパの影響を受けたチューダー・スタイ

ルまで提供しています。 
 
その他の樹種 

ての樹種はそれぞれ利点と欠点があり、

 
全

それぞれに適した用途があります。ノー

ザン・ホワイト・シーダーほど風雨に耐

える事が出来る種はありません。その理

由の為に、当社は外壁に使用する事に固

執しています。当社は風雨に晒されない

屋内の構造部材として、しばしば直径が

太いレッド・パイン、ノールウェー・パ

イン、スプルース、ファー及びバルサム

を使用します。これらの直径が太いログ

は風雨から保護されている当社の手加工

を施した構造用のルーフ・システムやス

パンの広い部屋に使用するのに理想的で

す。多くのお客様は屋内の壁面や一部の

インテリアー・トリムにパインやシーダ

ーのペネルを使用しています。木造住宅

を建築する鍵はそれぞれの用途に も適

切な木材の種やタイプ・・・屋外にはシ

ーダー、屋内にはシーダーまたはその他

の種を使用することです。 
 

B 木材の加工 

部材を注意 る事が貴方の

会がありましたらミシガン州北部にあ

木の貯蔵

木材 深く加工す

家の一体性に不可欠です。タウン＆カン

トリー・シーダーホームズは原木の貯蔵

から製材、乾燥、カッティング及び加工

に到る全てのプロセスを管理しています。

これにより当社がお約束する品質と、貴

方の木造住宅を建築する際に関連するコ

ストが管理されることを確実なものに致

します。 
 
機

る当社の加工施設を見学されることをお

勧めします。 
 
原  

社が提供する各種の木材は樹皮を剥ぐ

木の製材

 
当

まで当社の製材工場に隣接した原木置場

に貯蔵されます。6 ヶ月から１年間の在庫

量を保つことで、管理されたキルン乾燥

や製材を行う前に、木材の自然の予備乾

燥を可能にしています。またそれにより、

貴方の家のデザインや仕様に も適した

色々なサイズ、形状及び樹種を提供する

ことを可能にしています。 
 
原  

社の製材工場のオペレーターは歩留ま

 
当

りを 大限にする為に原木を選んでカッ

トします。ホワイトシーダーは直径が小

さい為に、選別には科学的というよりも

芸術的で特別な知識とトレーニングを必

要とします。家の構造全体を通じて色々

なサイズや形状のものを提供する為に、

原木の殆ど全てを使用する事が出来るの

で、無駄を省く事が出来ます。木目や木

肌を考慮しながら、それぞれの木材の用

途に応じて機能的な利点にマッチする適

切な製材技術が使用されます。 
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ホワイトシーダーの原木から白太を除去

くの種の樹木では白太と心材の間に

級付けと品質管理

する時に重大な時点が到来します。どん

な種の木材でも、白太の主な機能は養分

を蓄え、水または樹液を運ぶことです。

もしも木材に白太が残っていると、家に

取付けた後でも水分を運び続けて、腐敗

の対象となります。当社では何世代も大

切にする長持ちして、メンテナンスが少

ない家を保証する為に、ノーザン・ホワ

イト・シーダーの心材のみを使用してい

ます。「木材ハンドブック」によると、「心

材は水の伝導または養分の貯蔵の機能を

果たさない不活性な細胞で構成されてい

て、心材の抽出物はカビや害虫に対して

抵抗力を持っている」と述べています。

白太の大きさはパインやレッドシーダー

を含め、種によって大きく異なりますが、

ホワイトシーダーでは白太の輪は非常に

薄く通常は 1 インチ以下である為に、歩

留まりを悪くせずに簡単に除去する事が

出来ます。 
 
多

「過渡的な部分」が存在し、心材の一部

にエキス機能を活性化させています。種

によっては白太の輪と心材のエキス部分

が非常に厚く、これらを除去すると無駄

が著しく増大し、歩留まりを悪くします。

生産者の多くはログをそのままにしてお

く為に、屋外の使用には不適切なものに

しています。 

 
等  

木材の等級は強度、耐久性または実用

、ひび。ヤニ穴、裂け目及びシミは目

 
殆どの責任のあるランバー材のメーカー

 
「

的な価値を下げるかも知れない事を示す

数字、特性及び場所をベースにしたもの

である。」 
 
節

につき易い特徴（あるものは樹木により

特有なもの）である一方で、適切な等級

付けを行えばこれらの特徴を持ったラン

バー材は多くの用途に全く支障はありま

せんが、必ずしも「外見が美しい」事と

は一致しません。等級に加えて、強度、

美しさ、有用性及び商業用の用途に影響

する多くのその他の機械的及び物理的性

状があります。 

は等級付けの方法を確立している協会や

組織に所属しています。タウン＆カント

リーの等級はナショナル・アソシエーシ

ョン・オブ・ホームビルダーズのログホ

ーム評議会の基準に従っています。タウ

ン＆カントリー・シーダーホームズはロ

グホーム評議会の創設メンバーの一員で、
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評議会のメンバーに義務付けたログの等

級プログラムの作成に努力しました。等

級付けのないログを製造したり建築を行

う会社は自己責任において行うものです。

 
 

ルン乾燥キ  

ルン乾燥は長年ログホームにおける論

これは誰もが認める事実であるのに、何

全てのメーカーがログをキルン乾燥し

題を緩和する為に多くのメー

ーはログが屋内と屋外の風雨という二

の隙間はカビや腐食の温床に

ります。アメリカのログホームを生み

トリーでは平衡水分含有量

ＥＭＣ）キルンを使用しています。Ｅ

 
キ

点でした。米国農務省のガイドラインに

よると「木材の水分含有量を木材が使用

される場所の大気条件に合わせる処置が

望ましい」事は明白です。 
 

故

ないのでしょうか？ まず第一にキルン

を購入して建物を建て、稼動させるのに

は莫大な投資が必要です。第二に、水分

の除去とその後の収縮の幾何学は、特に

急いで乾燥させようとした場合に、丸太

を正しくキルン乾燥させるのには、非常

に難しいという現実が存在します。第三

に大きな材木をキルン乾燥させるのは非

常に費用が高く、時間が掛かることです。 

後に、一部の樹木の種は高い水分含有

量を持っていて、乾燥させるのは経済的

に適さないことです。白太は心材よりも

水分含有量がかなり高く、白太の輪が大

きい樹種は乾燥させる事が更に困難にな

ります。 
 
これらの問

カ

つの全く異なった環境に晒される結果生

じる不均一な収縮やセトリングに対処す

る為に、各種の調整ボルト、「セトリン

グ・ブロック」スリップジョイント及び

その他の機械的な方策を使用することを

選択しています。これらの方策の中には

他と比べれば良いものがある一方で（こ

の点に付いて詳しくは木材のエンジニア

リング及び断熱性の項を参照）、それでも

制御できないひび割れや亀裂の問題は残

ります。 
 
ひびや亀裂

な

出した頑健な開拓者たちは絶え間ないメ

ンテナンス・プログラムをこなす時間を

持っていたかもしれませんが、今日では

殆どのホームオーナーはそのような贅沢

な時間を持ち合わせていません。キルン

乾燥以外に、水分含有量を克服する有効

な手立てはありません。同じ木でさえ、

板の水分含有量には大きな差がある事が

あります。 
 
タウン＆カン

（

ＭＣは木材がそれ以上水分を吸収したり

失ったりしない点として定義されていま

す。当社のキルンはＥＭＣ点に到達する
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まで、継続的に水分を加えたり抜いたり

します。米国の殆どの地域ではその点は

6%から 11%の間です。(日本は約 11%) 
技術的に言って、19%で「キルン乾燥」

のレッテルを貼られる事がありますが、

これはＥＭＣとは同じではありません。

当社の注文設計された除湿キルンは高級

家具に用いられる木材の準備に使用され

るものと良く似ています。当社は色々な

大きさの木材を同時に乾燥させる必要が

あります。当社は効率を 大限にする為

に、究極のキルンを天然ガスで作動させ

ています。当社では大量の木材を在庫し

ている為に、当社の原木は水分を減らす

為に自然乾燥させて、キルンによる乾燥

時間の短縮を図っています。キルン乾燥

の前段階として効果のあるこの｢空気乾

燥｣は、そのままでは米国農務省の木材乾

燥のガイドラインに到達するものではあ

りません。 
 
シーダー・ナチュラル・マッチ 

ーム

紹介している特色のある木肌豊かな屋

 
タウン＆カントリー・シーダーホ ズ

が

内用の木製パネル、シーダー・ナチュラ

ル・マッチはホームビルダーやホームオ

ーナーの方々から急速に好評を頂きつつ

あります。エンド・マッチのシーダー・

パネルは木目、節目及びユニークな木肌

に富んだ自然の芸術品です。シーダー・

ナチュラル・マッチは自然の中にいるよ

うな感じを与える深みのある温もりと居

心地の良さを与えてくれます。 

 
 
シーダー・ナチュラル・マッチの利点 
 

 工場であらかじめ塗装されたシーダ

ー・ナチュラル・マッチは費用が掛

かる現場での塗装を省いてくれる。 
 乱尺のエンド・マッチにより無駄な

く 大限に使用できる。 
 

 
 

 も安定した樹種の一つとして、シ
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ーダー・ナチュラル・マッチの水分

含有量は非常に少ない。 
 作業が大変に容易である為に大工さ

んに好評である。 
 
シーダー・ナチュラル・マッチのホーム

オーナーとビルダーの証言 
 
「自分の家の壁や天井を眺めるのは、暖

かい暖炉の火や、水面を眺めるの同じで

飽きる事がありません – 眺めるたび

に何か新しいものや、今まで気つかなか

ったものが見えます」 
― ジョン・ホッサック、ホームオーナ

ー 
 
「シーダー・ナチュラル・マッチは長さ

がまちまちである為にドライウォールよ

りも無駄が出ません。全てが同じ長さの

板を使うよりもよりドラマチックな効果

を創り出す事が出来ます。更に四方向が

さねはぎ加工されているので組み立てが

容易で迅速に出来ます」 
― トニー・バターズ、ビルダー 
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C 木材のエンジニアリング 

伝統的な丸太組み工法の壁とエンジニア

リングされた建築システム 
 
多くのログホームの壁面が水平に組み立

てられているのに対して、樹木は生育し

ているのと同じように、自然の力により

本質的に垂直に荷重を支えるように出来

ています。もしもログが家の構造的な安

定性を維持するのに十分な太さがあれば、

水平に荷重をかけても問題はないかもし

れませんが、それには必要以上な材木を

使わなくてはならなくなります。 
 
元々、古い世界の職人たちは樹木の自然

の構造上の利点を利用してログの壁面を

垂直に立てていましたが、ログを真直ぐ

に立てるのには、事前にかなりのデザイ

ン上の考慮と高度の木材加工の熟練を必

要としています。アメリカの開拓者がロ

グホームを建築した際には、殆どがこれ

らの熟練に欠けていました。更に、彼ら

はいずれにしても片付けねばならない樹

木が余りあるほどあったので、彼らにし

てみれば水平にログを使用するのが も

簡単な方法でした。それから、樹木は先

に行くほど細くなり、ピッタリと合わせ

る事が出来ない為に、必要に応じて分割

されました。これらの隙間はモルタル、

ワラ、泥または何で手近かにある使える

材料でふさがれました（冬には雪を使う

ことさえありました）。このようにして伝

統的で郷愁をそそる詰め物をしたログホ

ームの外観が誕生しました。これらの未

完成の建物は問題が山積していました。

割れ目をふさぐ為に絶えず手入れが必要

でした。ログは不均一に沈降しました。

腐敗や害虫が木材を犯しました。隙間だ

らけの建物を温めるのに、膨大な量の木

材を必要としました。しかし、ログが非

常に太いものであった為に、同じような

問題を抱えた普通の建物ほど急速に腐敗

することはありませんでした。と言うよ

りはむしろ崩れずに残った為に、開拓者

精神の象徴になったのです。それでも、

多くのログホームは状態が悪い為に、し

ばしば 5年から 10年で廃屋となりました。 
 

それ以来今日に至るまで建築のサイエン

スは飛躍的に進歩してきました。キルン

乾燥したログは収縮を 小限にしました。

手間やメンテナンスのコストがかなり増

えるとしても、「セトリング・システム」

がこれらの問題の一部を緩和してきまし

た。タング＆グルーヴやエンド・マッチ

を含めて接合部分に様々な機械加工を施

したログが現在では使用されています。

コストを抑制し無駄を少なくする為に、

ログの太さは細くなり、殆どのログの壁

は現在では４インチから 8 インチの範囲

になっています。 
 
このような進歩は良いとしても、当社は
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それでも不十分であると考えています。

殆どのソリッド・ログの外壁システムは

いまだに窓、ドアー及び壁面のトップに

セとリングの為の余裕を必要としていま

す。その為に大きな断熱されていない部

分が残り、そこから入る空気の浸透がす

でに大きな問題になっています。前述し

たように木材が建築現場の気象条件に合

うようにキルン乾燥されていない限り、

セトリングの問題は発生します、丸太は

ただ単にこの状況を得る事が出来ません。

つまり、「隙間のある接合部」の継続的な

メンテナンスを意味しています。前にも

述べたように、樹種やタイプが防腐剤処

理の使用を必要とするものであれば、ロ

グホームはいまだに非常にメンテナンス

費用の高いものになります。 
 
1947 年にタウン＆カントリー・シーダー

ホームズがボインフォールズ・ログホー

ムズとして創業した当時、当社もこれら

全ての問題に直面しました。当社の創業

者たちは雨が降る秋と雪が降る冬が来る

と当時のことを闡明に思い出しています。

シーラーやコーキングを載せたトラック

はお客様からの呼び出しに応じる準備を

行っていました。その時に、当時工場主

任をしていたジュリアス・コワルスキー

が何か良い方法があるに違いないと考え

ました。そして試行錯誤の末に、 初の

タウン＆カントリー・シーダーホームズ

のポスト＆シル外壁システムが誕生しま

した。これは業界で始めてのスーパー断

熱ログ外壁システムで、米国及び日本で

特許を取得しました。 
ジュリアスは単純にログを半割にして、

その間に垂直に荷重を支える部材（支柱）

を挿入し、硬質の断熱材を加えました。

その結果、ログの外壁は割る前と外観は

全く同じに見えますが、暖かく住み心地

の良いものが出来ました。これは全米の

構造及びエネルギー基準に合致する事が

保証されました。時代が変わるに連れて

多くのお客様から異なったログのプロフ

ィールや外観を要求する声が上がりまし

た。この柔軟性は簡単に達成する事が出

来ました。好みが変遷するに連れて、ド

ライウォール、壁紙及びその他の壁面パ

ネルのような色々な屋内仕上げに興味が

示されました。 
 
このポスト＆シル・システムは当然の選

択肢でした。これはまた、ログホーム・

ガイドの承認を与えられた唯一のログ外

壁システムです。 
 
タウン＆カントリーの建築システム 
 
建築システムは今日では米国の住宅建築

の大きな比重を持っています。システム

化の度合は千差万別です。工場で完全に

家を組み立てから現場まで運ぶものから、

前もって作られたトラス、床根太その他

のアッセンブリーを現場で組み立てるも

のまで様々です。 
 
当社はお客様のニーズに合うようにカス

タムかされたいくつかの建築システムを

揃えています。貴方の家の建築に影響す

るいくつかのシステムの選択肢をご紹介

します： 
フロアー及びベースメントのシステム 
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ベースメント及び基礎のシステムには

色々なものがあります。居住面積を広く

する為に、多くのホーム・デザインや建

築現場でウォークアウト・ベースメント

またはデイライト・ベースメントが使用

されています。殆どのベースメントや基

礎のシステムは地盤の状態、資材や機材

の便宜性、その他現場固有の要素を考慮

した選択と好みにより決められます。貴

方の請負業者またはタウン＆カントリー

の代理店が計画の段階で、このような情

報を入手してくれます。ホーム・システ

ムと正しく対応した基礎が貴方の家の構

造の一体性に不可欠です。 
 
当社はあらかじめ作られたトラス・アッ

センブリーと伝統的なディメンション・

ランバーの両方を提供しています。コス

トとデザインの考慮が当社のお勧めする

システムを決定します。大きな部屋をデ

ザインする為の長いスパンの部分には、

フロアー・システムのデザインにスチー

ル・ビームを必要とする場合がしばしば

あります。「床暖房」システムには色々な

ものがあり、貴方の家のフロアー・シス

テムは構造及び美観を考慮に入れて設計

されます。 
 
貴方の選択は例えば天井の高さや階段の

デザインなど、床面から上の全てに影響

しますので、計画の早い段階で決めてい

ただく必要があります。 
 

 
外壁システム 

 
特許のポスト＆シル・システム 

 
当社の特色のある外壁システムはポスト

＆シルです。これはしばしば「スプリッ

ト・ログ・システム」とも呼ばれていま

す。これは壁面パネルの垂直荷重を支え

る構成要素を形成するログホーム評議会

認定の支柱で校正されています。この厚

さ 6 インチのパネルは、寸法通りに裁断

されてコーキングを施したＥＰＳ発泡断

熱材が工場で埋め込んであります。これ

によりエネルギー効率が高く、非常に遮

音性が高い密閉されたアッセンブリーを

保証しています。構造強度を確実なもの

にする為に、パネルの外側には外壁用の

下地板が取り付けられています。それか

ら貴方がお好みのシーダーの外壁材が現

場で取り付けられます。部屋ごとにお好

みの内壁仕上材が、配船や配管が終わっ

たあとで現場で取り付けられます。電気、

セキュリティーまたはデータ通信用の配

線用チェースはパネルのデザイン及び製

造プロセスの一部として、当社の工場で

あらかじめ穴が開けられています。 
 

パネロック・システム 
 

ポスト＆シルと同じようにパネロック・

システムは等級付けをした垂直のフレー

ミング部材を使用しています。外壁の下

地板は工場で取り付けられ、仕上材は現

場で取り付けられ、ご希望に応じてＥＰ

Ｓ発泡断熱材を使用する事が出来ます。 
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これらのパネル化されたシステムは完全

に密閉された壁が望まれる寒冷地や風が

強い気象条件に特に価値があります。現

場に送る前に工場でかなりの作業が終わ

っている為に、人件費が高い地域や、建

築のシーズンが非常に短い地域に人気が

あります。 
 

ウェスターナー外壁システム 
 

このシステムは現場で全て組み立てられ

るウェスタン・グレードのフレーミング

部材を使用し、屋外及び屋内をお好みの

仕上材で仕上げるものです。このシステ

ムは人件費が通常であるか、通常よりも

低い地域で、工期に余裕がある場合に適

しています。貴方のデザイン・マネージ

ャーまたはプロジェクト・ディレクター

が貴方の状態、タイミング及び予算に

も適したシステムをお勧めします。 
 

ルーフ・システム 
 

有力な建築設計家が当社にプロジェクト

に参加を要請する場合、その主な目的は

一般的に当社の芸術的な屋根構造システ

ムにあります。貴方の新しい家に家族や

ゲストが到着すると、必ずと言ってよい

ほどそそり立つカテドラル天井と屋根構

造システムを見上げます。外壁はログま

たはティンバーホームの特徴を示すもの

としてしばしば考えられていますが、真

にダイナミックなインパクトを創り出す

ものはドラマチックなカテドラル・ルー

フ・システムです。 

                    
すでに当社のフォトＣＤでご覧頂けたと

思いますが、当社はキングポスト・フル

スクライブ・トラス、ログ及びパーリン、

シザーズ・トラスなどを含むバラエティ

ーに富んだ構造用のハンドクラフトされ

たルーフ・システムを提供しています。

それぞれのシステムはログ、集成材、自

然またはリソーンのティンバー材で作る

事が出来ます。約 20 の標準のバリエーシ

ョンがあり、選択肢は無限にあります。

貴方が気に入ったルーフ・システムの写

真があれば、当社のクラフツマンが喜ん

でレプリカをお作りします。 
 
当社の木工技術者たちは全ての特殊なア
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ッセンブリーを作る為にプレカットを行

い、ドリルで穴お開けたり、刷り合わせ

をしたり、溝を切ったりします。それか

ら金具や特注のジョイントを使って、当

社の組立て工場でアッセンブリーを行い

ます。次に写真を撮影し、接合する部分

の部材に印を付けて、貴方のビルダーが

現場で簡単に組み立てられるように寸法、

合わせ具合及びログのサイズを芸術的な

観点から、作業図面に修正を施します。

その上で現場に配送し易くする為に分解

します。 
 
屋根の仕上材には多くの選択肢があり、

これらは多くの場合お客様の好みや地域

的な習慣で決められます。当社は一部の

特殊な製品の他に、各種のシーダー・シ

ェークやコンポジット・ルーフィングを

オプションとして提供しています。多く

のお客様はスチール製のルーフや、その

地域で人気のある製品を選んでいます。

当社は貴方の家に もふさわしい仕上げ

についてご相談に応じています。 
 
手加工されたティンバーホーム 
 
当社の遺産や歴史は住宅建築の「ログホ

ーム」の分野に深く関わっていますが、

当社の木材加工の能力に関するお客様か

らの要望が、新しい分野へと導いてくれ

ました。精巧で魅力的なログホームを創

り出すことを可能にしたのと同じ技術が、

創造的なティンバー・フレーム建築（ス

チールや金属のコネクターの代りに木製

の指物が使用される）やその他の芸術性

の高い構造の創造や開発に使用されてい

ます。有名な建築家の兄弟のグレーン＆

グリーン、カントリー・コテージのスタ

イル、アート＆クラフトのデザインある

いはヨーロッパの影響を受けたチューダ

ー・スタイルのような建築のトレンドを

利用して、当社はいくつかの特別な家を

創り出してきました。多くのお客様が木

の自然な美しさを愛し、芸術的な志向を

持っていますが、ログホームだけに固執

する狭い視野や嗜好を持っていません。 
 
木材加工技術が非常にユニークで、この

世にたった一軒の素敵な家を作るのに重

要な要素であることを確信して頂ければ、 
タウン＆カントリーはその経験と技術を

持ち合わせており、その目的を達成する

為に皆様とともに献身的にご協力を致し

ます。 
 

窓とドアーのシステム 
 

タウン＆カントリー・シーダーホームズ

は当社の家に付随する全ての外注製品に

ついて、非常に神経を使っています。当

社は主な窓として、コルビ＆コルビ・ミ

ルワークの窓とドアーを提供する事に誇

りを持っています。タウン＆カントリー

と同じように、コルビ＆コルビは木材加

工を伝統にしている会社です。当社は仕

入先を選ぶ場合に、業界のトップの候補

先を徹底的に徹底的に分析することから

始めます。それから 善と思われる仕入

先を絞り込んで、自分たちの目で工場を

視察します。当社の製品に匹敵する品質、

サービス及び注文処理の優秀性、更に大

量仕入れによる価格的メリットが、タウ
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ン＆カントリーの仕入先の資格を得る重

要な要件です。多くの場合、仕入先はタ

ウン＆カントリーのシステムに適合し、

厳密な品質基準に合うように、特別仕様

の製品を作ったり、品質改善を行う必要

があります。 
 
この他、タウン＆カントリーの主な仕入

先にはモーガン・プロダクツのドアー、

シュラージ社のロック、サートゥンティ

ード社のルーフィング製品、ＡＰＭ－Ｅ

ＰＳ発泡断熱材及びサーマ・トゥルー社

のドアーなどが含まれます。 
 
貴方のデザイン・マネージャーあるいは

販売代理店が必要に応じて特定な製品情

報、カタログまたはインターネットのホ

ームページを提供する事が出来ます。 
 

D 木材の防腐と仕上げ 

貴方の家を風雨から保護する防腐剤 
 

有機物質として多くの樹種（ホワイトシ

ーダーを例外として）環境次第で分解し

ます。水分、カビ、菌類、太陽からの紫

外線及び各種の害虫が腐食や腐敗に貢献

する事があります。また雨水の対策、基

礎、地面の傾斜及び造園のようなデザイ

ン的な要素も考慮に入れる必要がありま

す。適切なデザインや木材の保護剤を使

うようになるまでは、ログホームはある

程度まで劣化が進むと、しばしば廃墟と

して見捨てられていました。 
 
米国農務省の森林サービスが述べている

ように「ノーザン・ホワイト・シーダー

は風雨に対して例外的な抵抗力」を持っ

ていて、殆どの樹種は風雨に晒される場

所に使用する場合は処理しなければなり

ませんが、ノーザン・ホワイト・シーダ

ーは防腐剤や防虫剤を必要としません。

一般に使用されている防腐処理にはＣＣ

Ａ（クロム化された銅砒酸塩）、ペンタ（ペ

ンタクロロフェノール）、クレオソート及

び硼酸塩が含まれています。それぞれは

固有の特性と共に欠陥や限界があり、あ

る程度まで毒性を持っています。もしも

家にこうして処理された 1 本のログが使

用されていれば、そのログの一部が屋内

にも使用されていることを忘れてはなり

ません。使用する際にはじめに処理を必

要とするログは、その後も継続的に手入

れが必要で、後日再処理を必要になるこ

ともあります。パインとシーダーの価格

差が狭まり、殆どどんな現場にもシーダ

ーを出荷する事が出来るようになった今

日では、以前にも増してノーザン・ホワ

イト・シーダーはメンテナンスの少ない

家に有望な選択肢になっています。ノー

ザン・ホワイト・シーダーは一生その家

を自然の力で保護します。（ワシントン州

ベルビューのジム・レンフローが書いた

ログホーム・オーナーのマニュアル、外

壁木材の修復と保護が良い参考になりま

す。） 
 
木材の塗装、貴方の家の外観を決める 

 
一部の人は自分たちの家を実際に塗料で

「塗りつぶして」しまいますが、殆どの

ログホームのオーナーはソリッド・カラ
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ー、半透明または非常に透明なステイン

を使用しています。一部のログホーム・

オーナーは木の自然な色や木目が見える

ように透明な仕上げを望んでいます。し

かし紫外線から保護する完全に透明な製

品は存在しません。一部の製品は紫外線

吸収剤または抑制剤を使用して、長期間

の保護により有効ですが、コストが高い

ものになります。 
 
ノーザン・ホワイト・シーダーは防腐剤

による保護は必要としませんが、美観の

目的でしばしばステインで塗装されます。

ステインを塗装せずにそのままにすると、

ホワイトシーダーは自然と淡い銀色がか

った古色に変化します。ホワイトシーダ

ーは心材の細胞が均一である為に、殆ん

どの他の木よりもより均一に変色します。

灰色がかった色と生涯塗装をせずにメン

テナンスの手間が省ける家を希望される

方々は、実質的に 終的な自然の灰色が

かった色に近い、木材の黒ずみを防止す

る半透明のグレー系のブリーチング・ス

テインまたはオイルをしばしば使用しま

す。 
 
もしも貴方が透明または半透明のステイ

ンがお望みであれば、殆どどんな色でも

お好みに応じて選ぶ事が出来ます。木材

塗装の価格に影響する要素は数多くある

一方で、塗装剤に含まれる固形分が塗装

のもちと価値を決める主要な成分です。 
 
一般的に溶剤ベースのオイル・ステイン

の方が殆どの水性ステインよりも長持ち

します。また地域及び立地に特有な考慮

すべき問題もあります。貴方のタウン＆

カントリーのプロジェクト・ディレクタ

ーまたは販売代理店が、他の家で成功し

ている塗装仕上げの例をお見せすること

も出来ます。 
 
米国の森林製品試験所は木材に含まれる

水溶性の抽出物を封じ込める為に 初に

プライマーを塗装して、その上に塗膜を

形成する 100%のアクリル・ラテックスを

塗装するツーコート・システムを薦めて

います。 
 
その他の木材の屋外塗装に関する配慮 
 
木材塗装を施す手間代は製品自体のコス

トよりはるかに高いものですが、 善の

品質の塗装製品を選ぶ事が理に適ってい

ます。デッキ及び木製の階段のように水

平の面は特別な扱いを必要とする事がし

ばしばあります。半透明または顔料が入

ったデッキ用のステインは透明な木材塗

料よりも長持ちします。下からの水分の

吸収を防ぐ為に、デッキの板は 4 方向の

全てに塗装して十分に乾燥させ、裁断し

た後で切り口にシーラーを塗装すべきで

す。デッキの支柱や手摺にも同じような

方法をお勧めします。もう一度言います

が、デッキにシーダーを使用すれば防腐

剤により保護の必要性が省けます。ポー

チのオーバーハングや軒の裏側は紫外線

に曝される事がないのでこれらの部分に

使用されるシーダー製品には紫外線吸収

剤や抑制剤にお金を掛ける必要はありま

せん。 
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家の外部に取り付けるログやパネルの裏

側にプライマーを塗装するのは一般に良

いアイディアです。木材の裏側に塗装を

施しておくと水分含有量の変動を減少さ

せ、塗装の寿命を長くする一方で、反り

や木材成分の滲み出しを防ぐ役に立ちま

す。ＥＭＣキルン乾燥したホワイトシー

ダーの場合は、これは必要ではありませ

ん。スムースな木材の表面は吸収をあま

りしませんが、ラフソーンの木の表面は

より多くの塗料を細胞の中に吸収するの

で、塗膜を形成させる為には 低ツーコ

ートを必要とします。 
 
その他の考慮事項としては塗装する表面

の準備と塗装方法があります。 善の器

具や足場などを揃えた経験豊かなプロの

塗装業者を選んでください。すでに建築

してからある程度時間が経過している彼

らが手掛けた似たような家を見れば、製

品の品質や腕前がある程度分かります。 
 

木材の塗装、貴方の家の内部の塗装 
 

屋内の仕上げとなると似通った家は二つ

とありません。タウン＆カントリーのシ

ステムを使うと、貴方の家のインテリア

は各種の木材表面または塗装や壁紙の為

の伝統的なドライウォールを選ぶ事が出

来ます。もしもインテリア・デコレータ

ーを起用する場合は、早い段階から計画

に参加してもらう必要があります。 
 
パネルに使用する木材の種類、サイズ、

タイプ及び取付け方法（例えば水平、垂

直、対角あるいは腰壁）、トリミングのタ

イプやサイズ及び仕上げ材が、部材の発

送や取付けに先立って、建築する上で考

慮しなければなりません。この事は例え

ばハードウッド、タイル、大理石などの

ような床の仕上材の選定にも適用されま

す。 
 
屋内の木材に使用される典型的な塗装剤

は水性の透明タイプのステインです。ポ

リウレタンのように光沢のある仕上げを

好む人もいれば、ソフトなサテン調また

は洗って漂白したような仕上げを好む人

もいます。風雨から保護する必要がない

ので、選択の幅は広くなります。部屋に

より異なった仕上げをお望みかもしれま

せん。お近くの塗装センターや貴方の仕

事を引き受ける塗装業者が、貴方の判断

に役立つ色見本やサンプルを見せてくれ

ます。これらの決断を早い段階にしてお

くと、工期を短縮するのに役立ちます。 
 

以下は木材塗装製品を 
供給している主な会社です 

 
ABR PRODUCTS, INC. 

X-100 natural Seal 

9720 South 60th St., Franklin, WI 53132 

www.abrp.com  

 
ADVANCED WOOD CARE AUTHORITY 

屋外用クリーナー及び塗装剤 

Renegade Exterior Wood Finish 

4779 S. Lowell Blvd.., Littleton, CO 80123- 

1611 

www.awa.cc 
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AKZO NOBEL COATINGS, INC. 

Sikkens 

P.O. Box 37230, Louisville, KY 40233 

www.akzonobelusa.com 

 

TIMBERWOLF WOOD FINISHES 

屋内ステイン、シーラー及び塗料 

1647 Hwy. 7 East, Hutchinson, MN 55350 

 

THE CONTINENTAL PRODUCTS, CORP. 

1150 E. 22nd Street, Euclid, OH 44117 

www.continentalprod.com 

 

ISECO COMPANY 

Wood Rx 

5100 S. Cleaveland Ave., Ft. Myers, FL 33907 

www.woodrx.com 

 

ISK BIOCIDES 

Woodguard 

6075 Poplar Ave., Suite #306 Memphis, 

TN 38119 

www.woodguard.com 

 

MENCO CORPORATION 

Menwood-200 

P.O. Box 188, 81 W. Carleton Road 

Hillsdale, MI 49242 

www.menco.com 

 

PERMA-CHINK 

Lifeline 

17635 N.E. 67th Ct., Redmond WA 98052 

www.permachink.com 

 

PRESERVA-PRODUCTS, INC. 

Preserva-Wood Log Home Finish 

12860 Earhart Dr. Auburn, CA 95602 

www.preservawood.com 

 

THE SANSIN CORPORATION 

3377 Egremont Drive, Strathory, Ontario, 

Canada, N7G 3H6 

www.sansin.com 

 

SASHCO 

Symphony 

10300 E. 107th Place, Brighton, OO 80601 

www.sashco.com 

 

SAVERSYSTEMS 

Defy 

800 South 7th Street, Richmond, IN 47374 

www.saversystems.com  

 

STANDARD TAR PRODUCTS 

2456 W. Cornell St., Milwaukee, WI 53209- 

6294 

www.standardtar.com 

 

THE TIMBERWOLF GROUP 

サービス、塗装、塗装システム、建築部材 

P.O. Box 925,  Boyne City, MI 49712 

www.timberwolf-group.com 

 

VELVIT PRODUCTION 

P.O. Box 1741, Dept. LHD, Appleton, WI 

54913 

 

WEATHERALL COMPANY, INC. 

UV Guard 

106 Industrial Way, Charlestown, IN 47111 
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www.weatherall.com 

 

3 デザイン – 建築プロセス 

美しい写真が一つの方法です・・・あな

た自身の家をデザインさせ、設計させ、

建てさせるのがもう一つの方法です。

1947 年以来タウン＆カントリー・シーダ

ーホームズは世界中のご家族の為に素敵

な家を建築して来ました。デザインから

入居後まで、当社は全ての段階でお手伝

いいたします。当社は全てのチーム・メ

ンバーとの首尾一貫したコミュニケーシ

ョンを確実なものにする為に、プロジェ

クト・マネージメントのプロセスを採用

しています。 
 
A プランのオプション 
 
タウン＆カントリー・シーダーホームズ

は四つの基本的なデザイン方法を使用し

ています。建築の学位を持ったデザイン

とエンジニアリングの社内のチームが当

社のユニークなシステムの複雑さを十分

に理解いています。彼らが多種多様な部

材のアッセンブリーを活用して、どのよ

うにすれば構造の一体性と外観を関連さ

せるかを考えながら貴方の家をデザイン

します。 
 
ストック・プラン 
 
当社は長年の間に何千というプランを開

発して来ました。絶え間なく更新と統合

を行い、約 100 の今日のベスト・プラン

のライブラリーを開発して来ました。そ

の殆どのものは当社のデザインＣＤでご

覧頂く事が出来ます。これらのプランは

現場特有な問題や特殊な状況がなければ、

そのままお使い頂く事が出来ます。間仕

切り壁のような小さな変更は現場でビル

ダーの手で行う事が出来ます。急いでい

る方、デザインの費用を削減したい方、

または貴方が考えていたのと同じような

プランが見つかった方には、このストッ

ク・プランを利用されるのも良い方法か

も知れません。 
 
改定プラン 
 
上記のストック・プランの一つが貴方が

探しているものに近いが、多少の変更を

加えればピッタリ合う場合があります。

その場合は図面上に貴方が希望する変更

を書き込んで下されば、当社のデザイ

ン・チームが貴方の希望通りに改定を致

します。 
 
カスタム・デザイン 
 
貴方がすでに何らかのアイディアを持っ

ていても、当社のコレクションに該当す

るものが見つからない場合があります。

その場合は心配しないで下さい。貴方の

ニーズを判断する為にお目にかかり、貴

方だけの家を注文設計するか、貴方が指

定する建築家と共同で貴方の家をデザイ

ンします。（関係者が集まって も効果的

な作業の段取りを検討するまでは、建築

家と契約を行わないことをお勧めしま

す。）当社のデザイン部門は共同してユニ

ークな受賞プロジェクトを創り出す為に、
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一部の著名な建築家と一緒に仕事を行っ

て来ました。 
 
シグネチャー・ホーム 
 
シグネチャー・ホームとは典型的に大型

で、広範な現場でのプランニング、特別

なデザイン上の考慮及び貴方だけのユニ

ークなディテールなど、膨大な特別なプ

ランニングを必要とするより複雑なデザ

インの家です。シグネチャー・ホームは

オーナーの方のこの世に二つとないもの

です。シグネチャー・ホームは完成する

と、プランは貴方の名前で登録され、複

製される事がありません。 
 
コンセプト・デザインのプロセス 
 
ストック・プラン、改定プランまたはカ

スタム・プランのいずれを選ばれても、

そのプロセスは非常に簡単です。 
 
ストック・プランや変更に限度がある改

訂プランの場合は、1/8 インチのスケール

の図面に印を付けて、希望の部材や好み

のコンポーネントを選んで頂ければ、当

社は準備図面（プレリミナリー・プラン）

と貴方の家の概算コストを準備します。

貴方から頂く情報が多いほど、お見積り

はより正確なものになります。 
 
もしも修正が広範囲であったり、カスタ

ム・ホームまたはシグネチャー・ホーム

を選ばれる場合は、貴方のニーズをお調

べし、建築図面を作成する前に検討して

承認を頂く為に、当社は色付きのコンセ

プトとラフな平面図を作成します。これ

によりデザインの方向性に間違いがない

かどうかを、お互いに確認する事が出来

ます。このコンセプトは当社のデザイ

ン・チームが作成するので、当社のシス

テムを十分に考慮に入れたものである事

を確信して頂く事が出来ます。 
 

 

B デザイン・サービス 
 
貴方のデザインやプランニングに対する

ニーズが多くなればなるほど、プランの

作成には手間が掛かります。これらのコ

ストは貴方のタウン＆カントリーからの

購入価格に含まれます。もしも貴方が外

部の建築家にデザインを発注すれば、彼

らの利益は主としてデザインの仕事から

もたらされるものになり、貴方のプラン
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のコストは比較して非常に高いものにな

るでしょう。典型的に建築家が設計する

プランは当社特有な建築システムではな

く、標準の建築技術に適応するように作

られています。多くのプランは部分的ま

たは全体を作り直さねばならず、不必要

な時間と費用がかさんでしまう事があり

ます。 
 
プランが出来るまでどの位時間が掛かる

か？ 
 
当社は貴方だけの為に仕事を行い、当社

のサービスは当社の製品に絞られる為に、

他の方法と比較して非常に迅速にプラン

を作成します。勿論ですが、ストック・

プランやストック・プランの改定プラン

は迅速に出来ますが、カスタム・プラン

は時間が掛かります。デザインの過程に

おいて、貴方が選択を行ったり、検討や

承認を行い、貴方のプランに変更を行い、

当社に速やかに連絡して頂く場合もあり

ます。お互いに効率よく作業を行えば、

善の結果を生み出す事が出来ます。そ

の間、当社はそれぞれの段階で貴方に何

を期待して頂けるかをお知らせします。

大工さんの信条が「二度測って、一度切

る」事であるように、特にカスタム・ホ

ームやシグネチャー・ホームの場合は、

デザイナー達はプランニングのプロセス

をあまり急がない事が非常に重要です。

芸術的な家を建てる為のプランを創りだ

すことは、無限ともいえる可能性を含む、

創造的な共同作業に他なりません。当社

はタイムリーにコスト効率の良い方法で、

質の高いプランを創造する事をお約束し

ます。 
 
現場と建築請負業者の準備が整い、貴方

が部材やコンポーネントを選んで 終プ

ランを承認して頂ければ、８週間で現場

に 初の部材を配送する事が出来ます。

(日本の場合は海上輸送と通関で、約 1 ヶ

月弱時間が余分に掛かります。) 
 
手順は次のようになります。貴方の地域

の経験を積んだ販売代理店または当社の

デザイン・マネージャーが貴方の個人的

な相談役になるように任命されます。彼

らは貴方とお目にかかり、貴方のプロジ

ェクトを軌道に乗せるのに必要な情報を

収集します。貴方を担当する代理店また

はデザイン・マネージャーはデザインの

インプット、スケジュールの作成、プロ

ジェクトの管理及び予算のコントロール

のお手伝いを致します。貴方の家は貴方

の個人的な好みや要望を反映したもので、

二つとして似通ったものはありません。

当社がお約束する事はお客様に「建築プ

ロジェクトの過程を楽しんで頂き、米国

で も優れた木造住宅に満足して頂く」

事です。 
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C 貴方の家の建築 
 
通常は貴方の家の建築プロジェクトを管

理する為に請負業者を雇う必要がありま

す。その選択は業者の履歴、財政状況及

び法的な資格、何か違ったユニークなも

のに挑戦する意欲と能力、貴方との一般

的な相性及び貴方の家に専念する十分な

時間的な余裕などを含むいくつかの要素

が基準となります。 
 
初めてタウン＆カントリーの家を建てる

ログまたはティンバーホームのビルダー

を手助けする為に、当社では腕の良いコ

ンサルティング・サービスを行うスーパ

ーバイザーの派遣や、基本構造を建築す

る為の経験豊かな建築クルーを推薦いた

します。すでに決められた請負業者があ

る場合は、タウン＆カントリー・シーダ

ーホームズのプロセスを理解して頂く為

に直接当社に連絡を頂く事を強くお勧め

します。多くのビルダーは契約を交わす

前に当社を訪問し、何軒かの家を見学し、

当社の建築クルーと会う事が非常に有益

であると考えています。部材を遠方の工

場で製造した建築システムと、地域の材

木店から仕入れた部材で建築するシステ

ムでは、いくつかのプロセスの違いがあ

るので、貴方のビルダーは貴方の家を決

められた時間と予算で完成させる為に、

これらの違いを理解する必要があります。

当社はその目的を達成する為に、全ての

過程で貴方やビルダーと協力します。 
 
貴方の家を建築する為の鍵は、入居日の

目標を確定することです。その上で当社

はその目標に合わせる為の日程表を作成

します。その過程においてある程度の紆

余曲折が自然に発生しますが、全ての人

たちが協力すれば、プロセスは比較的ス

ムースに進行します。 
 

3 暖かな居心地と省エネ 

一部の人たちはログホームは暖かくて居

心地の良いものと考えている一方で、そ

の他の人たちはログホームは寒くて隙間

風が入るものと考えています。貴方の家

の居心地は重要な問題です。丸太を重ね

た「スタック・ログホーム」はチンキン

グの品質に影響がある宿命的な背とリン

グの問題を抱えていて、その結果ログの

間や窓の周囲に隙間が出来て、熱を逃が

してしまいます。スタック・ログホーム

は絶えずコーキングやメンテナンスを必

要とします。当社が特許のポスト＆シル

外壁システムを開発したのはその為です。 
 
エネルギー効率に影響する要素は他にも

沢山あります。床と壁面及び天井と壁面

の区切りとなる部分の建築の品質が漏れ

の原因になる事があります。エネルギー

効率に影響するその他の要素は質の悪い

断熱や不十分な断熱、建築現場における

家の配置、冷暖房システムの設計がどの

ように行われるかです。デザインの要素

や窓割りの考慮も重要です。 
 
タウン＆カントリー・シーダーホームズ

では、当社のパネル化したポスト＆シル

及びパネロック・スステムに 5-1/2 インチ

のＥＰＳ発泡断熱材を使用しています。
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この断熱材は完全な気密性を確実にする

ために工場で取り付けてコーキングを施

しています。どのログまたはシーダーの

外装材を使用するかによりますが、タウ

ン＆カントリー・シーダーホームズの断

熱値はＲ-25 からＲ-30 の間が標準です。

エネルギー効率に加えて、貴方の家は静

かです。 
 
当社の標準の窓はローＥの断熱二重ガラ

スを使用している一方で、タウン＆カン

トリー・シーダーホームズのフロアー及

びルーフ・システムは建築をする地域の

気象条件に必要な断熱性を持っています。

使用される断熱材のタイプとサイズは貴

方の家に使われるルーフ・システムや基

礎のシステムにより異なります。当社そ

れぞれの家が常に も効果的な組合せに

なるように、新しいアイディアや製品を

継続的にモニターし、分析し、テストを

行っています。 
 
詳しくは米国エネルギー省に連絡をする

か、ホームページwww.doe.gov を参照し

て下さい。 
 

5 注文設計住宅の価格を決定 

 

価格と価値 
 
「お金を払い過ぎるのは賢明ではないが、

お金をケチり過ぎるのはもっと愚かであ

る。払い過ぎる場合は、多少お金を存す

るが、それだけの事である。お金をケチ

り過ぎると時として、購入したものが目

的を果たす事が出来ない為に、全てを失

う事がある。ビジネスのバランスに共通

した法則は、少ないお金で多くを得るこ

とは出来ないことである。もしも 低価

格を提示した業者と取引する場合は、貴

方が負うリスクに対してなにがしかを加

算した方が良く、もしそうすれば何かよ

り良いものを手に入れる事が出来る。」 
 
― ジョン・ラスキン、英国の哲学者 
  1819 – 1900 年 
 

はじめに 
 
注文住宅の価格の決定は貴方が生涯に行

う他の買物のいずれとも非常に異なって

います。 
 
私たちは定価の世界に暮らしています。

私たちは値札を購入する欲望と能力を判

断する為に使い、購入するかどうかを決

定します。注文住宅は異なっています。

家が完成するまでは誰も正確な価格を知

りません。何百という価格に関連した決

断が行われ、その過程で調整が行われま

す。 
 
注文住宅の計画を始める場合、貴方は幅

広い価格帯で始める必要があります。貴

方にとってそこそこの範囲になるまで、

調査の過程で私たちはご一緒に価格の範

囲を継続して狭めて行きます。（図参照）

貴方の考えている価格範囲が狭ければ狭

いほど、プロジェクトを開始するまでに

より多くの情報、調査及びプランニング

が必要になります。価格範囲が広いほど、
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プロジェクトを進める上でより多くの柔

軟性があります。 
 
これから述べる情報は住宅の価格に影響

する考慮事項のいくつかを含んでいます。

これは貴方が回答を必要とする質問を理

解して、賢明な決断を行うのに必要な判

断を行う為に参考になると思います。こ

れは決して完全なものではありませんが、

貴方がどのように進めるべきかを判断す

る知恵を提供するものです。 
 
何よりも大切なことは、家を建築すると

いう生涯をかけた旅に出かける準備を行

う為には、信頼が置ける正直で経験ある

チームメートやパートナーを得る事です。 
 
幸運をお祈りします。 
 

価格決定のピラミッド  
 

←  価格範囲  → 

初期検討、事実調査段階   +/-50% 

備プランの段階      +/-25% 

終プランと仕様段階    +/-10% 

築段階          +/- 5% 

成時           正確な価格 

予測」の価格帯の精度は情報の精度に関

 
 
 

 

 

準

 

 

建

 

完

 

「

連し、情報の精度が高いほど、各段階での

予測価格帯が絞られる。 

 

坪単価は？ 

安としての坪単価は非常に不正確で、

）日本でも坪単価で建物の価格を判

 
目

広い範囲でしか使う事が出来ません。

1998年に米国における現場建築の注文住

宅の価格は、安いもので平方フィート（約

0.028 坪）当り$95 から、$300 までの範

囲で、平均はおよそ$195 でした。（勿論

高いものになると実際に上限はありませ

ん。） 
 
（注

断しようとする傾向が見られます。安い

もので坪単価 35 万円と宣伝をするもの

から、100 万円またはそれ以上と様々で

すが、特に安い坪単価を標榜するものに

は家の本体価格だけで、基礎工事、浄化

槽、給排水、電気工事、照明器具、キッ

チン・キャビネットその他諸々の付帯設

備や工事費が全てオプションになってい

るものが殆どです。家の価格とは入居し

たその日から、カーテンや家具はまだで

も照明が点灯し、お料理が出来て入浴も
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可能で、寒ければ暖房、暑ければクーラ

ーが使える完全に日常生活が営める状態

の所謂「ターン・キー価格」でなければ

なりません。見掛けだけの安い坪単価に

惑わされると、建築の過程で次々とオプ

ションが膨れ上がり、結果的に二倍も三

倍も完成引渡し価格が高いものになる恐

れが十分にあるので、見積りの段階で内

容を十分に吟味して確認を行う必要があ

ることを忘れないで下さい。これから建

築を予定されている方は「坪単価のマジ

ック」に惑わされないようにする事が、

後でこんなはずではなかったと後悔した

り支払いに苦しまない為に大切です。 
 

価格に大きい影響を与える要素 

．坪単価の誤り

 
1  

しも建築する家に 27 もの出隅や入隅

単価の誤りの例 

 
こに縦横の長さがそれぞれ 30 フィー

フィ

．居住快適性の度合

 
も

があったり、5 つの珍しい角度があったり、

高さ６メートルもの天井があったり、凍

結深度が深かったり、ジャクジー、大理

石、木製の屋内仕上げがあったり、幅が

1.2 メートルの廊下があったり、重厚な石

積みの暖炉、屋根付きのポーチ、大きな

ガラス窓などがあるとすれば、四角い二

階建てのケープコッド・スタイルの家よ

りも、坪単価は明らかに高くなります。

また、坪単価の計算方法もまちまちです。

もしも貴方が坪単価の比較で計画を始め

る場合には、これらのものに対する期待

度や重要度は制限すべきです。坪単価は

部材費や建築費の適切な判断基準ではあ

りませ。 
 

坪

こ

トの正方形の家Ａと、幅が 10 ートで

長さが 90 フィートの建物Ｂがあります。

いずれも床面積が同じ 900 平方フィート

になります。面積だけ見ると全く同じで

すが、建築をする場合に必要な外壁部材

の長さはＡの建物は 120 フィートである

のに対して、Ｂの建物は 200 フィートも

必要で、この要素一つだけでも、価格の

相違は 66%にも及びます。これだけ見て

も、如何に坪単価が当てはまらない基準

であるか分かります。 
 
2  

住性を左右するアメニティーは「低い」、

 
居

｢中程度｣、｢高い｣または「贅沢」のレベ

ルから選ぶ事が出来ます。キッチンには

「高い」レベルを選び、自分の居住部分

には「中程度」あるいはその逆を選ぶ事

があるかも知れません。お客様の中には

全てまたは一部に「低い」レベルを選び、

後からグレードアップすることを計画す
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る方もいます。（特にいずれは老朽化する

傾向がある絨毯、キャビネット及びカウ

ンタートップなどに該当します。） 
 

貴方は贅沢なアメニティーの為に借

入れをして金利を払うのでしょうか、

またはその都度支払いをするのでし

ょうか？ 
 
3．建築のプロセス 

レーシー・キッダー書いたピューリッ

方の価格、品質及び完成日、貴方の総

者の選択及びプロジェクトのマネージ

．基本的建築システムと部材のタイプ

 
ト

ツァー賞受賞の小説「ハウス」を読んで

見て下さい。これには住宅建築にまつわ

る可能性がある建築業者との関係や感情

的な問題が述べられています。 
 
貴

体的な満足度は貴方自身がオーナー・ビ

ルダーになるのか、あるいは献身的な請

負業者または複数のプロジェクトを抱え

ている請負業者を雇うのかによって、異

なった影響が生じます。 
 
業

メントに関する詳細は、担当のタウン＆

カントリーの代理店またはデザイン・マ

ネージャーとご相談下さい。 
 
4  

 現場で全ての部材を調達するスティ

を行なう 
、スタッ

は予め製

いずれかから選んで下さい。 

前もって加工」されていればいるほど、

 

．貴方の地域の人件費

 

ック・ビルド 
 現場で特注加工

 地域的な特産物（ブロック

コ、ロック、ログなど） 

 工場組立て、工場加工また

造されたシステム 
 
の

 
「

早い段階で価格を予測する事が出来ます。

殆どの注文住宅は予め製造された部材、

現場建築及び工場で加工されたコンポー

ネントの組合せです。基本的な建築シス

テムが住宅の も恒久的な部分であるの

で、高い品質のレベルに投資を行う事が

理に適っています。前にも述べたように

家具、カーペットなどのより暫定的なも

のは、後でも変更が出来ます。基本構造

は家の命です。後で交換したりグレード

アップすることは殆ど不可能なので、構

造用の床、外壁またはルーフ・システム

にお金を惜しむことは理屈に合いません。

 
5  

くのビルダーは自社で忠実で経験があ

．建築予定地及び建築基準に関する考慮

 
多

り、献身的なチームを抱えています。も

しそうではなく、貴方の地域の人件費が

高い場合は、より多くの工場加工された

コンポーネントを使用した方が良いかも

知れません。また、部材の運搬や作業内

容により、熟練を要しない作業に賃金の

安い見習いが利用できるしっかりとした

組織を持っているビルダーを捜した方が

良いかも知れません。 
 
6  
交通の便、地形、天候、地域的な建築基

準、積雪荷重、風圧、電力、水道、仕入
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先の便、その他の建築現場及び作業に関

連した色々な考慮が、貴方の家の価格に

影響します。その内のいくつかは予見出

来ても、予見が出来ないものもあります。 
そのような事態に備えて「予備の予算」

を必ず組んでおいて下さい。もしも貴方

の土地が建築基準の厳しい所であったり

開発許可を必要としたり、ご近所にうる

さい人がいる場合は、さらにお金が掛か

る可能性があります。 
 
7．時間とお金の考慮 

しも貴方に無限のお金と時間があれば、

．デザインのスタイルと

 
も

全てどんなものでも手に入れる事が出来

ます。しかし、私たちの殆どは、多かれ

少なかれ妥協を強いられます。200 万ド

ル家であっても予算を超過する事があり、

多少でも予算を切り詰める必要が生じま

す。急いで建築をしようとすればコスト

が高くなるか、品質を犠牲にする事があ

ります。もしも予算に制約がある場合は、

何かを切り詰める必要があります。建築

資金の全額または一部を融資に頼る場合

は、時間が長く掛かります。もしも貴方

が実際の予算に正直でないと、計画を達

成することは更に困難になります。 
 
8  

にも述べた出隅や入隅の数や高い壁面

．要求される品質とサービス

 
前

でさえ、複雑に入り組んだ屋根のタイプ、

スタイル及び勾配に比較して、手早くし

かも比較的容易に建築する事が出来ます。

寄せ棟、屋根の谷、切妻、ドーマー及び

その他の屋根伏せに「障害」となるよう

なものが沢山あると、複雑さの度合は大

きくなり、デザインのコスト、建築費及

び部材費が高いものになります。非常の

スパンの広いオープン・エリアもまた、

コストが高くなる要因になります。しか

し、このような建築設計上の複雑さが、

家をユニークなもので楽しいものにして

います。 
 
9  

部のお客様は自分は何が欲しいかを決

0．パーソナル・スタイルと好み

 
一

め、注意深く自分たちのチームを選び、

迅速かつ首尾一貫した決断を行い、達成

しようと望んでいる品質やサービスの水

準を明確にして、プロジェクトに取り組

む事に満足しています。サービスの水準

を特定出来なかったり、高い水準のメン

テナンスを要求する人たちは、コストを

高いものにしてしまう事があります。も

しも考え方が不安定で優柔不断であった

り、物事を先送りする傾向があれば、家

を建築することは良い考えではないかも

知れません。良いサービスを期待して特

定をしても、それは妥当なものでなけれ

ばなりません。 
 
1  

の人と一緒に仕事をする場合に、相手

 
他

が仕事をやり易い人か、やり難いかを判

断するビルダーが沢山います。過度の要

求があると考えると、それをコストに入

れる事を考えます。一方で、自分たちに

有利になるように相手を操ったり、出し

抜いたり、巧に扱ったり出来ると考える
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不埒な人たちもいます。これは場合によ

ってビルダーであったり、お客様であっ

たりします。 
 
予期しない費用を限定し、円滑な建築の

1．オーナーの洞察力とビルダーの倫理

プロセスを本当に楽しむためには、貴方

のビルダーを信頼して、プロジェクトが

展開する際に出来るだけ変更を少なくす

る事が賢明です。 
 
1  

低めの球」を投げるのは建築業界の常

客様はこの事を認識し、適正な利益を

2．完成の度合

 
「

套手段です。これはお客様がどんな価格

帯の値段を「聞きたがっているか」を判

断し、いかにもその価格でお客様が欲し

がっている家を手に入れる事が出来るか

のごとく話をする習慣です。一旦お客様

が契約を交わしてしまうと、ルビコン川

を渡ってしまう事になります。そうなる

と注文の変更が出たり、「所で・・・・」

と言う言葉が出たり、緊急事態や非現実

的な「安い」推定見積りなどの問題が発

生するたびに価格が膨れ上がり、家の大

きさを小さくするか、グレードを落とす

か、予算を上げるか、 悪の場合はプロ

ジェクトの放棄などの選択を強いられる

ケースが発生する事があります。これは

時として一時に大きなショックとしてや

って来る事もありますが、一般的にはず

る賢く時間を掛けてジワジワと拡大する

パターンで到来します。これらはいずれ

にしても良い事ではありませんが、これ

はお客様側の我が儘や知識不足、または

認識不足と、ビルダーが習慣として来た 
倫理観が結びついている事に、その多く

が起因しています。もしもプロジェクト

のはじめから正直な価格を出して来るビ

ルダーがいるとすれば、建築に詳しいご

く一部のお客様には受け入れられるとし

ても、一般のお客様からは仕事が取れな

いというのが多くの業界のプロたちの一

致した意見です。 
 
お

ビルダーに供与して、貴方が欲しいもの

に対して対価を支払う気持ちを持たなけ

ればなりません。価格の交渉をする事は

結構な事ですが、一般的に無理強いは通

用しません。 
 
1  

算の都合があれば、一部の課題の完成

階を経て建築のプロセスを完成させる

3．建築のプロセスを始める時のオプシ

 
予

を後日に残すのも良い考えかも知れませ

ん。屋根裏部屋や地下室を未完成にする

ことは一般的に行われています。タイル、

カーペット、キャビネット及びその他の

仕上げを入居後に残すのも、サイズや品

質をカットするのに望ましい事がしばし

ばあります。 
 
段

のも効果的な場合があります。初年度に

は基礎工事だけを完成し、二年目に躯体

工事、三年目に仕上げを行うことで、多

少価格を安くして、急いで建築を行う事

に関連したストレスを軽減します。 
 
1
ョン 
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A) 信頼性が立証されている組織を選択

 

必要

教育する。建築のプロセ

ザイン、仕様の決

拠

価格のピラミッド」の項で述べた、自

する。担当者に 善のケースと 悪

なケースのシナリオをたずねて見る。

B) 貴方の予算を注意深く検討する。

初から価格が論点となるプロジェク

トで、予算以内または予算通りに運

ぶプロジェクトは殆どない。 
C) 貴方のビルダーも利益を上げる

がある事を理解して、それに同意す

る。さもないと貴方のプロジェクト

を放棄したり、手抜きをするかも知

れない。 
D) 自分自身を

スを学ぶ為に本を読んだり、セミナ

ーに参加する。 
E) 建築家を雇い、デ

定及びプロジェクトのマネージメン

トに 12%までの報酬を支払う。 
F) 現実的である事。明白な経済的根

がない限り、誰かが値切れば品質や

サービスも犠牲になる。あまりにも

話しが良すぎる場合は、十分に気を

つける事。 
 
「

分にとって「そこそこの水準」を探して

下さい。 
 
 
 
 
 
 
 

まとめ 

ストに関連した要素の累積的、付加的

 

コ

影響 
 
これらの範囲のいずれか一つでも問題が

方のプロジェクトを円滑で幸福な結末

あれば、困った事です。いくつかの範囲

で予期せぬ問題が起これば、貴方の夢は

悪夢に終わってしまう事があります。 
 
貴

にする為には、注意して、知識を持ち、

情報を集め、勤勉で現実的になる必要が

あります。貴方が信頼する人たちを選び、

彼らの資格を確認して下さい。何を優先

させるかを心得て下さい。 
 

自分でも勉強する 

文住宅を建築することは大仕事です。

ンターネット、図書館及び本屋で、ど

 
注

調査、計画及び予算の作成が重要です。

誰もが居心地や安全性に関して個人的な

見解を持っています。ある人は直感的に

信頼が置けるプロジェクト・パートナー

に一任して、自信を持ってプロジェクト

を進行します。中にはこれはと思う製品

とサービスの組合せを調査するだけに、

何ヶ月も何年も時間を掛ける人がいます。

また中には「分析で麻痺」を起こして、

何も始めない人もいます。 
 
イ

んな代案があるか勉強して下さい。建築

のプロセスを実感する為にホームショー、

セミナー及びその他の関連した教育プロ

グラムに参加して下さい。メーカーと取

引をする場合は、その本社を訪問して担

当者と会って見て下さい。裁判記録もチ
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ェックして下さい。もしも何回も告訴さ

れたビルダーであれば、彼らの仕事のや

りかたに関連して誤解があった可能性が

あります。 
 

何故タウン＆カントリー・シーダーホ

ームズを選ぶのか 
 
タウン＆カントリーの違い 

ウン＆カントリー・シーダーホームズ

 
タ

の販売代理店やデザイン・マネージャー

は訓練を受けた経験のある建築コンサル

タントです。彼らのサービスはタウン＆

カントリーの違いの一つです。当社の社

風と使命は、共通の目的である貴方を喜

ばせるシーダーホームを達成する為に、

真剣に考えている人々のお手伝いをする

友好関係を樹立する事です。その家とは

何世代にもわたり、貴方の家族にお仕え

する家です。貴方の夢を実現する為にご

一緒に仕事をさせて頂きます。 
 

もっと安く建てられるか？ 

んなものでも少ない費用で建築する事

の建築プロジェクトを成功させる鍵は、

 
ど

は出来ます。しかし、誰かが「これと同

じような家を私なら安く建てられる」と

言えば、それは真実ではありません。そ

れは実際には中傷に過ぎません。こうし

た手合いには気を付けて下さい。どうす

れば出来るか聞いて見て下さい。何が特

定な具体案があるのでしょうか？それを

可能にする何か効率の良い方法を持って

いるのでしょうか？一般的にこのような

主張は具体性に欠けています。誰かが耳

障りの良い事を言うと、間違った方向に

引きずられ易いものです。このような悪

徳ビルダーに一生掛かって貯金した夢の

家の予算や多額のお金を注ぎ込む事は、

宝くじを買うのと同じようなものです。 
 
家

尊敬できる信頼の置ける人たちと手を結

ぶことです。 
 

プロジェクトのパートナー 

文住宅を建築することは共同の努力で

ウン＆カントリーの販売代理店やデザ

のプロセスを通じていくつかギブ＆テ

までに注文住宅を建築した事がない方

 
注

す。建築のプロセスを通じて、貴方は何

百または何千という決断を行う事があり、

それぞれがプロジェクトの時間や予算に

影響します。あるものは小さく、あるも

のは大きく影響します。 
 
タ

イン・マネージャーは、貴方の新しい家

のパートナーとして貴方とご一緒に献身

的に仕事を致します。私たちは注文を取

り、木材を発送し、代金を頂いて終わり

ではありません。 初のラフスケッチの

段階から新居に入居した後まで、全ての

段階でご協力します。 
 
こ

ークをお願いする事があります。それぞ

れが役割を果たして連絡を効果的に行う

事で、はじめて円滑なプロジェクトの流

れが保証されます。 
 
今

は、当社のデザイン・マネージャーのサ
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たちは貴方の夢を実現するパートナー

ービスが掛け替えのないものである事が

分かって頂けます。すでに経験がある方

は、多分何故重要であるか理解されてい

ると思います。 
 
私

としてお手伝い致します。 
 

おわりに 

造の家は米国だけでなく日本でも日増

れは自然の中にいるような気持ちです。

い木工の職人たちが殆どフレーマー、

 
木

しに人気が高まっています。以前にも増

して、我々は仕切られた部屋に満ちたオ

フィス、都市近郊の画一的な住宅やフラ

ンチャイズ・ビジネスの立ち並ぶ我々を

取巻く無味乾燥の環境から逃れたいと願

っています。木の天然の美しさは落ち着

いた優雅な感情をかもし出してくれます。

木造の家に足を踏み入れた人は、直ちに

くつろいで癒されます。 
 
そ

ブロードウェー女優でタウン＆カントリ

ー・シーダーホームのオーナーである派

ティー・ルポンは、タウン＆カントリー

のシーダーホームを「静寂の砦」と称し

ています。また他の人たちはタウン＆カ

ントリーのシーダーホームをロッジ、隠

れ家、ファミリー・センターなどと考え

ています。それはただの家ではありませ

ん。それは心のシェルターです。そこに

は家族の伝統が生きずき、新しい思い出

が刻まれます。 
 
若

大工または予め製造された部材の組立て

業者になるに連れて、木工芸術は失われ

た技術になりつつあります。タウン＆カ

ントリー・シーダーホームズでは、木材

を理解して、どのようにして住み良い環

境を創り出す為に使用するかが、かつて

は当社の遺産であり、現在でも当社の永

遠の課題です。木材はビニールのサイデ

ィング、ドライウォールあるいは成型さ

れたプラスチックのようには「完全」で

はありません。 
 
しかし、家の本質を与えるのがその不完

全さであり、それこそが木造住宅なので

す。 
 
その多くがタウン＆カントリーの家族の

第三世代で占められている当社の木材の

芸術家たちは、彼らの仕事に大変な誇り

を持っています。彼らは木材を熟知して、

当社のデザインの専門家、当社の販売代

理店やデザイン・マネージャー及びその

他のタウン＆カントリーのチームと共に、

貴方が誇りにする家を創り出して行きま

す。 
 
当社はアメリカで も優れた木造住宅の

建築に、一軒一軒全力を傾けています。 
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タウン＆カントリーの約束 
 

タウン＆カントリー・シーダーホームズの使命は 

世界で も優れた天然の木造住宅 

の供給を探求する上で、 

高の品質のホーム・パッケージ、 

カスタム・コンポーネント及び 

優れた木材製品のみを提供することで、 

お客様に 100%の満足を提供する事です。 

 
タウン＆カントリー・シーダーホームズは下記の会員です： 
 

 米国ホームビルダー協会 

 ミシガン州ホームビルダー協会 

 リトル・トラバース地区ホームビルダー協会 

 グランド・トラバース地区ホームビルダー協会 

 ビルディング・システムズ評議会 

 ログホーム評議会 

 ペトスキー商工会議所 

 トラバース・シティー商工会議所 

 ミシガン州森林資源同盟 

 

 

 

 

 

 

 35



 
 

 

 36


