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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 ： 2017年10月12日（木）
〜10月14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

●『さわって』
『 見て』
『 楽しめる』物を出展
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2016年度に引続き、
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。前年度同様、屋根・壁のモックアップ『さわる』
や耐震模型の展示
『見る』、
「空き缶釣り」のイベント
『楽しむ』
を行いました。
また、建築
総合展2017と同時開催であったため、工務店、設計士などの業界
関係者、
も多数来場いただき、大盛況のうちに終了しました。
ブース全景
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展示内容についての解説にも真剣に耳を傾ける

お年寄りもやはり地震が心配な様子

若いカップルも熱心に質問

前年同様「空き缶釣り」
は子供たちに大人気

●真剣に耳を傾ける来場者
新築やリフォームに関心のあるお客様のご来場が多数を占め、熱心で専門的な質
問が多くありました。また、年配の方から若いカップルまで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。
重い屋根とファインスチールの屋根の模型には、実際に崩れるシーンに興味をひ
かれると共に、真剣にじっくりと違いを質問されました。
金属サイディングに関しては、金属には見えない外観と塗装技術の向上にほとん
どの方が驚かれていました。
展示会全体を通して、年々地震に対する不安感が大きくなっていると感じられ、
耐震対応製品に関する興味が高まってきており、
ファインスチール普及の重要性
をひしひしと肌で感じた展示会となりました。

音楽に合わせて演武する
「ミュージック空手
（写真上）
」
や
その他のイベントも多数開催

開催結果
●来場者数報告
10月12日
（木）曇

7,200人

10月13日
（金）曇時々雨

9,700人

10月14日
（土）曇一時雨

5,600人

合計

22,500人

●当協議会ブースでの配布物
3日間合計

900ケ配布
（ファインスチール読本：300部、
ワクワク鉄学：250部、
ハンドタオル：350枚）
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NEW

ファインスチールWEBサイトを
リニューアル しました！

2017年12月末より、
ファインスチールWEBサイトをリニューアルしました。
「知りたい情報につながりやすく」するために、ページデザインを一新。デザイン（ファインスチール使用
例）紹介ページの充実・最新化や、技術資料ページ内容の充実やリンクの強化。季刊広報誌「ファイン
スチール」の紹介を拡大。また、ほぼすべてのページでスマートフォンに対応しました。
今回、
リニューアルしたWEBサイトについてご紹介しますので、
この機会にぜひリニューアルした『ファイン
スチールWEBサイト』をご体験ください。
協力：全国ファインスチール流通協議会、日本金属サイディング工業会、一般社団法人 日本金属屋根協会

ファインスチールWEBサイト

―

NEWトップページ

4
1
グローバルナビゲーションの■〜■は、
初めての方にもわかりやすいように工夫しました。
5
■には、
専門的な内容に限定した、業者様向けの資料を掲載しています。

※各ページの詳細は次ページ以降でご紹介します。

1

2

3

5

より 専 門 的 な 内 容 を
ご 覧になりたい方のためにご 用 意 ︒

ファインスチールについて専門的にもっと知りたい方へ。

● 季 刊 広 報 誌﹁ファインスチール﹂W E Bマガジンと P D Fへリンク ︒
どのページにも 常に 表 示 されているのでいつで も 閲 覧 可 能 ︒

視 認 性の高いバナーボタンで 見 たいページに
ダ イレク トにリンク︵■■にリンク ︶︒

バナーボタンクリックで ︑
見 たいページにダイレクトにリンク ︒
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1 ファインスチールとは
■
ファインスチールとは何か。その素材の種類にはどんな
ものがあり、
どこで使用されているのか、を図版付きで説
明しています。

2 リフォーム
■
ファインスチールを使用したリフォームについて、一般的な
屋根・壁の改修方法やカバー工法を詳しく紹介しています。

屋根材のカバー工法とは をクリックすると表示されます。
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3 デザイン
■
ファインスチールを使用した建物のデザイン例とリフォーム
での使用例について写真で紹介。
「屋根・サイディング」
「色種」
などの分類表示が可能です。
施工写真が
拡大できます。

「横葺き」
の例

4 ファインスチールの特長
■
ファインスチールの「美観性」や「耐震性」など、7つの特
長をイラスト・図版付きで詳しく説明しています。

「美観性」
では、屋根・外壁のカラーシミュレーションが可能です。

もっと詳しく知りたい場合は
ここをクリックしてください。
「設計・施工業者向け資料」
にリンクします。

豊富なカラーバリエーションの例
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5 設計・施工業者様向け資料
（より専門的に知りたい方へ）
■
より専門的な資料を6つご用意。
その他、関連動画やサイトもご紹介しています。

関連動画紹介：
（企画/制作：全国ファインスチール流通協議会）
「進化した鉄 ファインスチール」
「金属屋根カバー工法 施工手順」

●

季刊広報誌「ファインスチール」PR
季刊広報誌「ファインスチール」
がWEBマガジンかPDFで
閲覧できます。

「WEBマガジン」
は2011年以降、
PDFは2003年以降のものが閲覧できます。

● スマートフォン対応
パソコンからだけでなく、スマートフォンからも
ご覧いただけるようになりました。

縦でも横でも読みやすいサイズで表示されます。
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ファインスチール
を使った

建築 324
設計例

三万冊の本の家
中央の書庫が示す生活の多様性―
設計：山本 卓郎／山本卓郎建築設計事務所

（表紙・P7の写真は、鈴木研一氏撮影
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その他の写真は、
山本卓郎氏撮影 ）

書庫を持つ二世帯住宅
「三万冊の本の家」は東京都大田
区に立地する祖父、父、母、娘の4人
家 族 が 住 む二世 帯 住 宅 である 。
元々この土地には祖父が一人暮ら
しをしていた家と親戚が住んでい
た 空き家 が あり 、祖 父 が 高 齢 に
なったことをきっかけに父が二世帯
住宅を建てることを考え、知人の紹
介により山本氏に設計を依頼した。
父は高校教師で化学を教えている
こともあり、自身の所有する膨大な
書物を収容する書庫も併設したい

住居Bの居間よりキッチンを見る。

と考えていた。
オリンピックの影響によるコンク
リート工事費用の高騰から構造は

地であったこともあり、祖父と父の

木造が選択されたが、4歳になる娘

共通の財産でもある書庫をのみ通じ

の足音が 祖 父を困らせることを恐

て両世帯が繋がる構成とした。二世

れる母の要望もあり、二世帯を上下

帯住宅は密接でありたいと同時に、

さんの本を収 容したいということ

に積むのではなく平面的に単純に

適切な距離感も必要であると山本

だった。当時トランクスペースを借り

分離する計画となった。2軒分の敷

氏は言う。

て保存している本も含めると施 主

３万冊を収容する書庫
施主からの要望は、とにかくたく

自身も何冊所有しているのか正確
にはわからなかったが、山本氏との
話し合いの結果、3万冊を収容でき
る規模で計画が進められた。
敷地は近年住宅地化が進みマン
ションや戸建てが立ち並ぶ準工業
地域であり、敷地の北西方向と南
東方向に駐車場があり視界が開け
ていたため、書庫を建物に対して45
度傾けて配置することで、書庫を通
して視界が抜けるようにしている。
また、これにより2つの三角形の空
2階平面図

地が生まれ、これをサンクンガーデン
とすることで両側の住居部分と書
庫内部の視界がつながるように設
計されている。

明快な機能分担
３万冊の本は合計２トンほどの
重 量になるため、構造 上も工夫が
必要だ。書庫の本 棚側の壁には基
本的に開口部は設けず、木造であり
ながら一部鉄骨で補強をしている。
吹き抜けの書庫は法的に居室とし
て換気や採光面積を大きくとる必
要があるため、本 棚を2面に抑え、
１階平面図
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断面図

ているが、これを表現するために外
壁に塗装ガルバリウム鋼板が使用
されている 。山本氏はこの住宅を
『表皮のある分厚いチーズを切った
ら濃 厚な中身が出て来たような建
物』と表現している。チーズを切り
取った断 面 である書 庫 開 口 部 の
ディテールにおいては内外壁ともに
白の左官で統一することで開口部
の単純化を図っている。開口部の
サッシは開口をシンプルに表現する
ためにビル用サッシを用い、それに
より三角形のサンクンガーデンと内
半層ずらして二重に収容された文庫本が並ぶ書庫。

部との一体感が生まれている。一方
でチーズの表皮にあたる外周部の
開口はなるべく汎用性のある住宅

本の重さを支える面と採光用の面

このような機能分離は山本氏が

用サッシを用いることで建設コスト

に明確に分けることで強さと開放

学 生時 代にのめり込んだアメリカ

を下げる工夫をしており、準防火地

感を両立している。

の建築家ルイス・カーンが実践した

域のため住宅用サッシの種類の選

この住宅の顔である開口部にお

ものであり、この家では通常の居室

択肢が少ない中、塗装ガルバリウム

いても明確な機能分担をしている。

空間ではない書庫において用いら

鋼板の色をサッシに合わせること

真ん中のガラスはFIXであり、サッ

れている。

で、開口部は低予算ながらシンプル
な表現が可能になった。

シなどの枠が見えることなく純 粋
な光を通す窓として機能する。その
両側は観音扉となっており通風を

表皮としての
塗装ガルバリウム鋼板

もある。
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を低予算で実現するためには塗装
ガルバリウム鋼板のように色を選ぶ

担い、これは本 棚の本がガラスの
結露により濡れることを防ぐためで

山本氏はこの表皮の部分の表現

この建物は上から見ると長方形

ことが可能な材料が不可欠である

から三角形を２つ切り抜いた形をし

と言い、さらにサッシとの調和性を

高めた製品があれば嬉しいと言う。例えば、同じ白の
サッシにもメーカーによって若干の色味の違いがあり、
建築家自身が色の対応を考えながらメーカーを指定す
ることもあるからだ。サッシと塗装ガルバリウム鋼板の
色味を合わせた色設定があれば、木に穴が開いた時と
同じように、住宅の開口部の単純・明快な表現が可能
になるのではないかとさらなる可能性も示唆していた。

書庫のある暮らし
この家では蔵書数が年間約千冊ずつ増えることか
ら、将来的に本棚を増設できるよう、住居内の壁の一部
に補強がなされている。時代の経過とともに中央の書庫
から住居内に本が溢れ出していく見込みである。当初
施主は、本棚はあればあるだけ欲しいと言っていたが、
建築家は経年によって家族構成や使われ方が変化して
いく住宅において、最初にすべての機能を揃えるのでは
なく、徐々に需要を満たしていけるように設計している。
二世帯住宅では住宅の機能を世帯間でどこまで共有
するのか決め難いが、この住宅ではあえて機能は共有
せず、共通の財産である書庫を通じてのみ両者が交わ
る構成となっている。近すぎず遠すぎず、自慢の書庫を
介しての豊かな暮らしは、窮屈でない新しい二世帯住宅
の提案と言えるだろう。

住戸B玄関より書庫を見る。

設計：山本卓郎建築設計事務所／山本 卓郎
山本卓郎建築設計事務所／〒169-0051 新宿区西早稲田2-17-34-28
［tel/fax］03-3207-4570 ［e-mail］info@takuroyama.jp ［URL］http://takuroyama.jp/

レポーター：東京大学 大月研究室

植竹 悠歩（M1） 足立 壮太
（M1）
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ウォートルス伝●

日本初の洋紙工場
：有恒社
藤森研究室
も と こ

担当

丸山 雅子

トーマス・ウォートルスは、1842年アイルランド、バー
（Birr）
で
ウォートルス家の長男として生れた。
トーマスが14歳のとき、医
師だった父が亡くなり、母は9人の子供を連れてイングランドに
移住した。
トーマスは子供の頃から体が弱く、母はいつも彼の
健康を心配した。21歳のトーマスが日本で働くことを決めたと
き、家族の誰かが彼のそばにいて支えてやれたらいいのにと
願った。
ニュージーランドにいる娘が奄美に行ってくれたら、蒸
気船の船員をしている次男が香港でトーマスに落ち合えた
ら。
しかしそのときは実現しなかった。
（文献1）
次男アルバートは、
トーマスの四つ下の弟で、性格はトー
マスとはまるで違っていた。
トーマスは品行方正な働き者だっ
たのに、
アルバートは一言で言えば「問題児」だった。仕事は
一年もたず、知識も経験も中途半端なまま、転職癖を身につ
け、
しばしば行方不明になった。
そんな彼も21歳のとき、海外で製糖機の据付けをするため
にイングランドを発ち、
その足で1868年来日した
（文献1）。
まず
長崎に入り、兄が大阪にいるときには神戸に、兄が東京に移
ると、彼も東京に移り、兄の仕事を手伝った
（文献2）。兄と同じ
大蔵省土木寮に、明治5年2月24日
（西暦1872年4月1日）
（注
1）から雇われ、兄が銀座の復興事業（銀座煉瓦街）
を手が
けることになると、3月24日
（同5月1日）
より二年間、東京府建築
掛に雇われている
（文献3）。
ところが、東京府の10月5日
（同
11月5日）付けの書類には、
「 当府元建築掛御雇技師洋人
ウォートルス」
という記述が見える。
アルバートの東京府の雇
用期間は、実際は半年に満たなかったらしい
（文献4）。

図1 19世紀半ばの英国の製紙工場
19世紀半ばの英国の製紙工場の内部を示す。描かれた時点では、
この工場はまだ完成しておら
ず、正確には完成予想図である。描かれた機械は、当時の最先端のものだった。
ウォートルスが日
本に導入しようとしたのは、
これより簡易なものであったはずである。
出典：
『Illustrated London News』1854年12月30日
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次にアルバートは、有恒社で兄の助手として働いた。有恒
社は、
トーマスの助言に基づき、旧広島藩主浅野長勳が興
した日本初の洋紙工場である。明治5年2月、浅野家はトー
マスを招いて、西洋の機械式製紙工場と、
日本における製
紙業の将来性について説得力のある話を聞き、
「 皇国の為
めに率先して新事業を起すは、華族の義務」
として、浅野家
による単独経営を決断した（文献5）。
それより先、
トーマスは大阪時代に、英国の製紙機械を日
本で採用する際の、機械一式の規模と性能、
コストについ
て五代友厚に報告している
（文献2、6）。英国の製紙技術を
日本に導入することを、そのころから温めていたのかもしれ
ない。明治5年6月には、
ウォートルスに近い井上馨と上野景
範が連名で、
「 製紙事業を官営または政府保護下の民営
で興す」
ことを政府に建議している
（文献7）。
ウォートルスの
周辺では、急ぎ製紙業を興すことの必要性が認識されてい
たのだろう。
有恒社は工場敷地を日本橋の蛎殻町3丁目
（現中央区日
本橋人形町2丁目）
（ 注2）に定め、工場の設計・建設、機
械・用品の購入、組立て・据付け、完成に至るまでの全ての
業務をトーマスに一任した。
トーマスは、
自分は「機械のこと
には精通せず」
として、
アルバートを助手にした。
さらに、洋紙
製造に詳しい外国人教師が必要だったので、その人選、交
渉、来日の手配もまたトーマスに託された。
（文献5）

図2 有恒社建物平面図（1874年）
図面は、浅野家から東京府に提出された、西洋紙漉場煙出願
（1874年6月〜8月）
の一連の書
類に付されたもの。
出典：東京府『諸願伺届綴込・２冊之内２〈第二課〉』明治7年. 東京都公文書館所蔵

1872年内に工事は始まり、機械は英国に発注されたが、
前号で述べたように、
トーマスは1873年4月から翌年2月まで
日本を離れ帰英している。その間の工事を監督したのは、お
そらくアルバートだろう。1874年1月上旬に製紙機械が横浜
港に到着し、機械の支払いに関する1月12日付けの有恒社
の書類がアルバート宛であることは、彼が兄の代理を務めて
いたことを示している
（文献5）。そして、兄の留守中に初来
日した末弟のアーネストを彼は喜んで出迎えただろう。
アーネ
ストは工部省鉱山寮に、1873年9月1日
（文献9、10ほか）ある
いは3日
（文献8）から三年間副師長として雇われることに
なっていた。
トーマスは帰省中に、興業社の機械を購入したほか（前
号参照）、興業社と有恒社のお雇い外国人、そして弟の
アーネストを日本政府に雇用させる差配をしたと考えられて
いる
（文献2）。かつてトーマス・グラバーが、
日本人の要望に
応じて西洋人技師をキャスティングしていたことが思い出さ

れるが、
ウォートルスも初来日から数年を経て、
日本人に時限
付きで雇われる側から、
日本人と事業を興し、外国人を雇う
側にまで身を立てたのだ。
1874年2月13日トーマスは再び日本に現れ、3月1日から一
年間、工部省製作寮に雇われた（前号参照）。
アルバートも
同様だが（注3）、彼の雇用は短かった。

スに支給された官舎で（文献13）、
トーマスはこの場所で銀
座の復興計画に従事した。
この遺失物届によって、
アーネス
トがウォートルス館に居住していたことと、開業したばかりの
有恒社を訪ねたことがわかるのである。巾着の中には、130円
相当の金銭が入っていたという。大金である。それから間も
ない8月25日、
アーネストは工部省鉱山寮から、
「現今不用に
属し候ニ付」解雇された（文献10）。三年のはずの雇用期
間は、一年足らずで終わった。
トーマスが1874年2月に再来日してから一年と少しの間、
3人の兄弟が日本に揃っていた。1874年2月に近衞兵が竹橋
陣営に入居し
（2017年夏号）、7月までに京橋銀座一帯の洋
風の町並みがほぼ完成し
（2017年冬号）、8月には有恒社が
操業を開始し、興業社では着々と工事が進み（前号参照）、
年末には銀座の大通りにガス灯が灯り
（2017年冬号）、年
明けには山里釣橋が一般に公開された（2016年秋号）。
トーマスにとって公私ともに充実した一年だっただろう。母親も
兄弟が一緒にいることを喜んだに違いない。
もっとも、弟たち
がトーマスの支えになったかどうかはわからない。

図3 ウォートルス館（1872年）
明治5年2月
（1872年4月）
に発生した銀座大火からの復興計画、
いわゆる
「銀座煉瓦街」の新し
い町割を示す「明治五年二月焼失跡道路改正之図」
（73cm×87cm）
に筆者が加筆したもの。
現在の銀座6丁目15番地に
「ヲートルス館」
と明記されている。同じ内容の絵図が、
『 官途必携 附
録 巻の一』
（明治5年6月）
のなかで、明治5年3月
（1872年5月）
の文書に付されていることから、
その頃のものと推定できる。
出典：
「明治五年二月焼失跡道路改正之図」国立国会図書館デジタルコレクション

トーマスから二週間遅れて、有恒社で働く予定のジョン・
ローゼルス
（John Rogers）が横浜に到着した。
トーマスが
雇用契約の草案を書き、ほぼそのまま翻訳されて、2月28日
雇用契約は結ばれた。契約では、給与と住まい、帰りの旅費
が決められたほか、想定される様々な事態に対する措置も
決められていた。雇用期間中に死亡した場合には、
ウォート
ルスが遺体を引き取るとまで書かれていた。雇用期間は
1874年2月28日または3月1日から一年間であった（文献5）。
これはトーマス自身の日本政府による雇用期間と重なる。
幸いなことに、
ローゼルスは期待に応えてよく働き、着任し
てわずか三ヶ月で試運転にまでこぎつけ、8月3日に有恒社
は操業を開始した。浅野家では、
ウォートルスに特に手当を
与えていなかったので、記念品として、慶長大判一枚、大名
用の黒塗り箪笥一竿、古代錦二巻を贈っている
（文献5）。
アルバートはというと、兄の復帰とローゼルスの登場によっ
て、有恒社での居場所を失ったのかもしれない。3月24日、
次のような手紙を大蔵卿大隈重信に送っている。
「 工部省
との契約が来月で切れることになり、更新の予定はなく、
目
下新しい仕事についていません。私は、先ごろ大蔵省が海
外から購入した製紙機械を据え付けることができます。私は
製紙機械に経験豊か（I have had a large experience
in Paper Machinery）ですので、満足していただけると確
信しています」
（ 文献2、11）。大蔵省に売り込みを図ったの
である。だがこの件について、その後の記録は見つかって
いない。
さて、
もう一人の弟アーネストも、有恒社と全く無関係では
なかった。1874年8月5日、
アーネストから巡査長官に遺失物
届けがでている。それによると、8月4日木挽町から
「浜町紙
製造所」の間で、赤茶の柔革の巾着を落としたという
（文献
12）。
「 浜町紙製造所」
とは有恒社のことである
（注2）。そし
て木挽町とは、
「ウォートルス館」のことである
（図3、4）。それ
は現在の銀座6丁目15番地に、明治3年に建てられ、
トーマ

図4 ウォートルス館跡地（1875年）
この図は木挽町10丁目11番地
（現・銀座6丁目15番地）
の「製作寮雇外国人居館地」
を工部省
に引き渡す旨書かれた一連の書類
（1875年11月から76年4月まで）
に付されたものである。
「元
ウォトルス居館地」
と書かれた紙片が貼りこまれている。製作寮のお雇い外国人だったトーマス・
ウォートルスは1875年2月末に満期解約となり、
8月下旬に離日している。
出典：東京府『既決簿・第３号・市街地理 〈租税課〉』明治9年. 東京都公文書館所蔵

［注］
1 明治6年のお雇い外国人のリスト
（文献7）
では、
アルバートの土木寮の雇入れ日
を明治7年壬申2月24日、満期日を明治5年壬申4月22日としているが、明治7年
は壬申ではないし、雇入れ日が満期日より遅いはずもないし、
そもそもこの文書は
明治6年調べなので、雇入れが明治7年はあり得ない。明らかに誤りである。筆者
は雇入れ日の明治7年は5年の誤りと考える。尚、
ユネスコ東アジア文化研究セ
ンター編『資料御雇外国人』
（1975年）
では、雇入れを明治5年2月24日、満期を
明治7年4月22日としているが、
となると、雇用期間が2年2か月という半端な長さ
になり、
それも考えにくい。
2 蛎殻町3丁目は明治5年に起こされた地名で、
トーマス・ウォートルスは同じこの場
所を英文で
「Hamacho」
と記している。
浜町は蛎殻町に隣接する町名である。
3『工部省沿革報告』
（文献9）
では、
トーマス、
アルバートの雇入れを明治7年2月2
日としているが、当時の複数の公文書では、
トーマスの雇い入れは3月1日である。
従って筆者は、
トーマスとアルバートの雇い入れは正しくは3月1日であると考える。
［参考文献］
1 メグ・ヴィーヴァーズ
『An Irish Engineer』2013年.
2 堀勇良
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1995年.
3 東京府
『建築事務御用留・甲 〈第一課〉』明治5年. 東京都公文書館所蔵
4 東京府『大蔵省御用留並往復・附租税寮達』明治5年. 東京都公文書館所蔵
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『日本紙業綜覧』1937年.
6「Particulars of Paper Mill」
『五代友厚関係文書』R-20-2
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1927年. 堀越三郎『明治初期の洋風建築』1929.
FineSteel 12



街でみかける
ファインスチールの施工例

1 和歌山県水産試験場
和歌山県水産試験場は、黒潮の恵みを受けた本州最南端
のまち串本町にある。屋根材に塗装ガルバリウム鋼板が採
用された
「本館棟」
「生物棟」
「魚病研究棟」
「資材・工作・屋
外水槽棟」
で構成された当施設では、波の穏やかな漁場を
利用しての養殖研究や海洋調査などが行われている。

□□□□□□□□□□

和歌山県の漁業生産は黒潮の動態に大きく左右されること
から、調査船や人工衛星によって漁況海況情報の解析研
究を進め、迅速かつ的確な情報の伝達と、漁況海況予測技
術の高度化を図っている。
また、水産資源の持続的高度利
用と管理技術の確立、養殖生産物を含む安全・安心な生
産物の安定供給を図るため、様々な研究に取り組んでいる。
その他、漁場環境保全対策として、漁場環境のモニタリング
並びに赤潮監視、磯焼け対策として藻場造成についての
研究も行われている。
FineSteel 13

本館棟

その
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撮影者：渡辺一生（わたなべ・かずお）

大学共同利用機関法人 人間文化研究機構

2 総合地球環境学研究所

総合地球環境学研究所（略称「地球研」）
は、大学共同利
用機関のひとつとして2001年に創設。
自然科学系だけでな
く、
人文社会系の分野の研究も行う
「文理融合」
の研究所で
あり、
「地球環境問題の根源は、人間文化の問題にある」
と
いう認識に基づき、
地球環境問題の解決に役立てる総合的
研究を行なっている。研究者をはじめ、市民や行政、企業な
ど多様な立場の人々と協働・連携し、持続可能性を越えた
「未来可能性」
のある社会の構築をめざしている。地球研の

施工前からの樹木を生かした中庭

位置する京都市北区上賀茂が風致地区に該当することも
あり、
屋根材に塗装ガルバリウム鋼板が採用された施設の外
観には、施工前からあった樹木を生かすなど周辺の景観に
馴染む工夫が施されており、
自然光の取り入れや断熱性を
高めるなど省エネのための配慮がなされている。
地球研は、既存の学問分野の枠組みを超えた総合地球環
境学の構築をめざしていることから、研究スタッフが研究室
の枠組みにとらわれず議論し、切磋琢磨できる環境を整備
することが重要と捉えている。
この発想は建物設計にも反映
され、
研究室ごとに壁を設けず、
各研究プロジェクトの独自性
を保ちつつも共同研究を可能にするような造りとなっている。
本館１階
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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
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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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