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concept　コンセプト

behind　背景

展示室３　あそぶ光

光は、私たちの周りに充満している。コン

ビニエンスストアやドラッグストア、オフィス

や住宅など、どこを見ても、私たちの周り

には白い煌 と々した人工光が空間を均

一の光で満たしている。

私は北欧への留学を機に、自然光そのも

のの美しさに魅了され、日本の人工光の

多さに疑問を持つようになった。

日本の今の光環境を見直し、自然ととも

に生きる「自然光を感じながら時間を過

ごす環境づくり」というものを今一度考え

てみたい。

光は普遍的で可変的であるため、様々な

ものを通すことで影とともに光そのもの

の形、色、空気感などを変えることができ

る。このことから、 『光』 自体が様々なア

ート作品となり、太陽が東から西に移動

するにつれて作品自体も変化をする、ま

るで生きているような全く新しい美術館

を設計する。
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宝ヶ池公園 北口へ

土地の傾斜、両側に位置する小山によって
敷地に光と影のムラができる

土地の傾斜を生かし
太陽光をより取り入れるため
北にゆくにつれて建物の天井高を伸ばす

展示する光の種類によって
展示室を振り分ける

人の動線、北から池への視線の抜け
などによって建物を分棟化する

各展示室に必要な光の角度、量を
照らし合わせて天井・壁に開口を開ける

京都市左京区に位置する宝ヶ池公園を敷地とする。

京都市北部に位置するこの公園は、市内でも有数

の自然に恵まれた土地で、平安時代には別業（今で

言う別荘）が多く建てられていたという。公園中央に

位置する宝ヶ池は江戸時代中期にかんがい用の溜

池としてつくられたもので、地域住民の水元として

親しまれてきた。現在は京都市によって運営され、地

域住民の憩いの場として静かに愛され続けている。

site　敷地

perspectives  パース

建築面積：　7650 ㎡
敷地面積：　12170 ㎡
建ぺい率：　62 ％
    容積率：　73 ％
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model  模型写真

全体鳥瞰

池から建物を北にみる 公園北口方面から建物をみる 展示室８　漂う光 展示室８への入り口 展示室7　庭と光
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さまざまな光の集い

　シアトル大学の敷地内に位置するこの礼

拝堂はイエズス会の典礼プログラムに対応

し、部屋ごとにそれぞれ特有の光を持って

いる。例えば主たる礼拝スペースには東側

と西側の光が対応し、南向きのヴォリュー

ムからの光はミサの主要部分たる礼拝行進

廊に対応している。

「さまざまなる方法がさまざまなる人々を助

ける」ー　光は人々の心に寄り添い続ける。

左：　内観パース
右：　礼拝室  断面図

　スイスとフランスの両国境に囲まれた田園風景の中に計画されたこのプロジェクトは、オフィ

ス、椅子の組み立て工場、美術館、ゲートハウスからなる。美術館は、展示スペースに加えて

カタログ・ライブラリー、オフィス、展示倉庫と補助スペースから為り、各ギャラリーで自然光、

ヴォリューム、内装、大きさが異なる興味深い形態をとっている。光を拡散させたり、反射さ

せたり、時には空間をさりげなく輝かせたりするために、光を和らげるようにかたどられたトッ

プライトから、自然光が採り入れられる。

左：　内観パース　右：　1階　平面図

　参照元：建築文化 vol.52 no.610 1997 年 8 月号
　参照元：　GA 現代建築シリーズ 2〈美術館 2〉2008 年　
　二川幸夫 / エーディーエー・エディタ・トーキョー 　参照元：アルヴァル・アールト　光と建築　小泉隆 2013 プチグラパブリッシング

上：　内観パース
下：　断面図

　第 2次世界大戦で連合軍により破壊されたカッシーノ市の戦後再建の過程として、過

去を証言する歴史美術館、そして同時にこれからの芸術を記録する現代美術館という 2

つの側面を持って計画されていた美術館。設計者のスティーヴン・ホールはこの建築に

おいて「光」を特に重要視し、「光の実験室」と呼ぶほど、建築と時間によって変化する

光のスタディを幾度にも重ね検討を行なった。湾曲の壁面を有する地上２階のギャラリー

は天井部のスリットから自然光が入るよう設計され、時間によって光の帯が形を変える

様子が観察できる。

左：　内観パース　右上：　試作模型写真（加味根制作）　右下：　断面図

　湾曲したガラスの壁で丸い外形が特徴的

なこの美術館も、設計段階のキーワードの

一つに「明るさ」があった。展示室につい

ては、ある意味で自然光の下のような均等

な明るさの空間が目指され、現実的には春

分と秋分の昼に曇りの状態で、300 ルクス

の照度を確保するという条件を設定したと

いう。

展示室の中にいて、日が陰ったり、雲の動き、

夕方の変化など、外を感じるために設けた

透明性に加え、配列、空間構成における透

明性にも工夫が凝らされたこの事例は、地

域の憩いの場となる美術館としてまた新し

い体験を生み出したと言えるだろう。

上　：　内観パース
中央：　礼拝室  断面図
下　：　礼拝室  断面図

　『明るく開放的な、今までになかったような美術館を考えられないか』という千住博氏の提案か

ら西沢立衛氏が設計したのは、ランドスケープのような一室空間が特徴的な、自然を大いに感じ

られる美術館。美術館であることから、開放的で透明感のある空間でありながら光を制御する必

要があるため、建物の周囲と庭をなるべく緑深くし、深く軒を出して、シルバースクリーンとUV

カットガラスによって光を制御しながらも、軽井沢の風景や緑、光が室内に柔らかく入ってきて、

軽井沢の自然と千住氏の芸術が融合し、調和することを意図されている。人々は、森の中を歩く

ようにいろいろな場を巡り、各所に配置された家具でくつろぎながら、千住氏の作品と対話をし

たり、豊かな自然を感じることができる。

左：内観イメージ　右上：平面図（傾斜線）　右下：断面図

左上：　外観パース
左下：　断面図
右上：　1F 平面図

　この作品はデンマークの建築家：ジャン・ジャック・バルエルとアアルトの共同作品である。

展示空間は大きく二つの部分からなる。一つは主要階の北東側半分に水平に広がる展示空間だ。

スカイライトと一体化された、二方向へ光を反射させる断面をもつ細長い反射装置が南東から北

東方向に延び、それらが平行に五列並ぶ。その奥には四方向へ光を反射させる反射装置が直交す

るように 3列設けられている。それぞれの方位から取り込まれた光は、光の色や強さが微妙に異

なっていることなども確認できて興味深い。

左：　内観パース　中央：　断面図　右：　屋根伏図

　ルイス・カーンの代表作の一つであるこの美術館は、キンベル夫妻の個人的なコレクションを

収蔵するため設計された比較的規模の小さい美術館である。特徴的なのは「サイクロイド」曲線

と呼ばれるその屋根の形状で、輪または円の線上の 1定点を決め、それを水平に回転させた軌跡

でできている。屋外のポルティコからエントランス・ギャラリーへとこの同じ構造形式、大きさ

のヴォールト屋根が連続するが、空間における光は徐々に変化する。絵画などの美術品を展示す

るギャラリーの中にも自然光を取り入れるため、設計段階では様々な屋根形状と昼光反射板が検

討された。最終的にはアルミニウム製の反射板が採用され、無数の穴を開けた有孔のものと穴を

開けない無孔のものとを使い分けることにより、取り入れる自然光の量を調整している。

　美術館は自然光を嫌煙してきた前例がある。国立西洋美術館もその一つの例と言っていいだろ

う。本来、設計者のル・コルビュジエの基本計画として、太陽光を用いると同時に無数の配置が

可能な人工照明を採用することが検討されていた。しかし「太陽の動きで展示室の明るさが変化

すること、直射光の影響があること、絵が反射することが問題だ」と主張する日本側の意見が尊

重され、直射光を遮るため照明ギャラリーの引戸の内側にはブラインドが設置され、その後もカー

テンの設置、照度不足を補う蛍光灯の増設など施工が試みられた。そして 1997 年以降、最終的に

照明ギャラリー上部の明り取りは完全に閉鎖されてしまっている。

左：　内観パース
右：　断面図

　ロサンゼルスの西側、サンタモニカ山地南方の

小高い丘の上に位置するこの美術館は、J・ポール・

ゲティ財団によるゲティ・センターという複合施

設の中にある。この美術館には、絵画やドローイ

ング、彫刻、写真等が収蔵され、パヴィリオン上

層階のトップライトを備えた 22 のギャラリーに

はヨーロッパの絵画が展示される。これらのギャ

ラリーには日中の補助照明は不要で、ドローイン

グ、彩色写本、写真等の日光を適度に遮る必要の

ある展示品は、下階層の 13 のギャラリーに展示

されている。またコートヤード西側に位置する 5

番目のパヴィリオンには、開閉自在のトップライ

トが設けられており、あらゆる種類の芸術作品を

展示できるよう工夫がなされている。

　『建築単体だけをつくるのではなく、アートと建築、自然が一体化したものをつくれないか』

という施主の要望からスタートしたというこのプロジェクトは、豊島という瀬戸内海の島々の中

でもひときわ緑が多く、豊富な湧水を持った美しい土地を舞台に施工が開始された。コンクリー

トによるシェル・ストラクチャーで支えられたこの空間には、大きな穴がいくつも開かれ、その

開口を通して光や雨、美しい自然の気配が取り込まれる仕組みになっている。ここを訪れた人び

とは、建築まで歩いていく過程でこの島の持つ美しい風景と歴史を感じ、アートの空間へと徐々

に導かれていく。

左：　内観パース　右：　平面図 左：　内観パース
右：　平面図

　産業都市として知られる豊田市の丘陵地に位置するこの美術館は、東方向に豊田市中心部を一

望することができ、西方向には昔ながらの樹林が繁る三万平米の敷地が面している。常設の展示

スペースの外部を印象付けるのは乳白色のガラスである。内部も壁面と屋根面から極力その構造

体の存在を消すようにして外光を目一杯に採り入れ、明るい展示室が実現している。外光を嫌う

美術品に対しては、大きな行燈の中に小さな箱を挿入することで対応がなされている。

　新たに設計された美術館新棟は” 5 つのレンズ” に

よって特徴付けられている。このレンズの半透明ガ

ラスの層は光を集め、拡散し、屈折させ、時に氷塊

のような形を与える。日中はレンズが様々な質をも

つ光をギャラリーに注ぎ込み、夜はその内部の照明

によって彫刻の庭を照らす。また、構造コンセプト

としてある” 呼吸する T” 型のストラクチャーは、下

側の湾曲に沿ってギャラリーに光を運び、同時にガ

ラス面を支持し、HVAC ダクトの設置場所を提供する。

　「日のある間はひたすら絵を描き、日没には寝る」そんな生活を送っていた画家の姿がインス

ピレーションとなり、自然光だけの美術館をつくろうと思いついたという安藤氏。内外ともコン

クリート打放しで仕上げられた一層の建物の展示室への採光は天井に設けた 1/6 の円弧状のトッ

プライトからのみである。展示室の西側の回廊はスリガラスのカーテンウォールから光が差し込

んでいて人工照明は一切使用していない。展示室の光は季節や時間の変化によってその質量や光

量を変え、内部空間も壁面の絵も微妙に変化し、さまざまな様相を見せる。

左：　内観パース　右上：　屋根伏図　右下：　展示室 平面図

　このベルヴューという地の市街地の中心に位置する最初の真の公共施設として建てられたこの

建物。「教育」「周囲からのアクセス」「学際的な活動」に焦点が当てられたこの美術館に常設展

示はなく、地元の芸術や教育機関と協力した画期的な展示会が常時行われている。わずかに歪ん

だ三つの軸が端壁構造で支えられ構成された 3つのフロアには、それぞれにギャラリーが配置さ

れ、異なる構造のもと光条件が設定されている。これらの 3フロア、3つのメインギャラリー、

3つの異なる光空間というコンセプトは、訪れた人々に see / explore / make の 3 つのアクショ

ンを誘発することを意図している。
右上：東西 断面図
左上：内観パース

　フィンランドの首都、ヘルシンキに位置

するヘルシンキ現代美術館の形態は” 文化

の線” と” 水の線” という 2つのコンセプ

トから形作られている。” 文化の線” とはア

アルトが 1961 年に提案した扇型の都市プ

ランに敬意を払い、フィンランディア・ホー

ルの輪郭を引き戻したもの。そして”水の線”

では自然に対して、そして全体の都市形態

に考慮がされている。ギャラリーにはすべ

て、それぞれに質の違う一種の自然光が入

り、各ギャラリーをユニークに彩る。

　現在は中村キース・ヘリング美術館として 2015 年には増築も行われているこの美術館。その

初期案は特に光に素直に向き合った独特な形が特徴となっているように思う。仮に「空」「闇」「影」

「地」「玄」と名付けられた展示室には、各々違った方法で周囲の大自然を空間に取り込む工夫が

されている。エントランスホールからまず最初に導かれる「空の展示室」は、上部へ向かうほど

絞られ、先細りするような角状のトップライトが東、西、北の空を捉えている。切り取った表情

の違う三つの空を見ていると、方位によって表情が違うことを再認識できるという。

左：　模型写真（トレース）　右上：　平面図　右下：　断面図

　現代スペインを代表する画家・彫刻家であるアントニ・クラーベの作品を飾るために設計された美術館。ファ

サードは二層分のコンクリートの単純な四角い箱に一箇所の入り口が開けられているだけに見えるが、中に

入ると一転、劇的な光の空間が待ち構えている。直方体の箱を斜めに切り裂くように、屋根から壁同士が合

わさる隅部にかけて、連続した開口部が設けられている。そのクレバスから、時々刻々表情を変えて自然光

が注ぎ込む。設計者の安藤氏は『画家が絵を描いていた時と同じ太陽の光のもとで鑑賞することで、彼がそ

こで表現したかったことを我々はより強く感じられるのではないかと考えた』そう語っている。

左：　内観パース　右：　アクソメ図

上：　内観パース
下：　新棟 長手断面図

　アアルトが設立した家具メーカー 

アルテック（artek）の共同設立者マ

イレ・グリクセンの勧めによって、ア

アルトはこの展示館を設計した。

　この展示館で発案された反射装置

は、その後さらに発展する、光の反射

の効果を積極的に用いた採用方法の原

点として大変重要なものである。パ

ヴィリオンは現在もヴェネツィアのビ

エンナーレ会場跡の公園内に現存す

左：　内観パース　右：　平面図

上：　内観パース　下：　平面図

左：　内観パース　右：　断面図

　敷地はアメリカ中部の、セントルイス市中心部に位置し、ピューリッツァー賞創設者家族のコレ

クションを収蔵するため計画された美術館である。ニュートラルなギャラリーの空間を性格づける

のは、強いコントラストを見せるトップライトからの光、静かな輝きを放つ水庭の反射光といった

限定された開口部からの自然光の存在である。開口を絞り込むことで、光、水の抽象化された自然

の意味を深め、閉じながらも内外の連続性の高い、自然の息づく空間を目指し設計されている。

　参照元：　GA 現代建築シリーズ 2〈美術館 2〉2008 年　二川幸夫 / エーディーエー・エディタ・トーキョー

　瀬戸内海の小島、直島につくられた

この「地中美術館」には、印象派のク

ロード・モネと現代美術のウォルター・

デ・マリア、ジェームズ・タレルとい

う 3作家の作品が永久展示されてい

る。アートスペースへと至る一連の地

中空間の主題は『光』である。地下に

埋め込まれた幾何学形態の連なりが生

み出す暗闇の迷路、そこに差し込む光

の量感と質感、その階調によって、非

日常の場に相応しい、抑揚ある空間を

生み出そうという意図が見られる。

左上：　内観パース　左下：　アクソメ図

イグナティウス礼拝堂　 シアトル大学キャンパス内
スティーヴン・ホール / 1997 年 / ワシントン州シアトル、U.S.A  

ヴィトラ・デザイン・ミュージアム
フランク・ゲーリー / 1989 年 / バーデン州ヴァイル・アム・ライン、ドイツ  

ヴェネチア・ビエンナーレのフィンランド館
アルヴァ・アアルト / 1956 年 / ヴェネチア、イタリア  

カッシーノ市美術館　 
スティーヴン・ホール / 実現せず / カッシーノ、イタリア  

金沢 21世紀美術館　 
SANAA / 2003 年 / 金沢市、石川県  

軽井沢千住博美術館
西沢立衛 / 2011 年 / 軽井沢町、長野県  

北ユヒトランド美術館
アルヴァ・アアルト、ジャン・ジャック・バルエル / 1972 年 / オールボー、デンマーク  

キンベル美術館　 
ルイス・カーン / 1972 年 / テキサス州フォートワース、U.S.A  

国立西洋美術館
ル・コルビュジエ / 1959 年 / 台東区上野公園、東京都  

J・ポール・ゲティ美術館
リチャード・マイヤー / 1997 年 / カルフォルニア州ロサンゼルス、U.S.A  

地中美術館
安藤忠雄 / 2004 年 / 直島、香川県  

豊島美術館
西沢立衛 / 2011 年 / 小豆郡 、香川県  

豊田市美術館
谷口吉生 / 1995 年 / 豊田市、愛知県  

ネルソン・アトキンズ美術館
スティーヴン・ホール / 2007 年 / ミズーリ州カンサス・シティ、U.S.A  

ピューリッツァー美術館
安藤忠雄 / 2001 年 / ミズーリ州セントルイス、U.S.A  

ブルーメの丘美術館　滋賀農業公園ブルーメの丘 敷地内
安藤忠雄 / 1998 年 / 蒲生郡、滋賀県  

ベルヴュー美術館
スティーヴン・ホール / 2000 年 / ワシントン州ベルヴュー、U.S.A  

ヘルシンキ現代美術館
スティーヴン・ホール / 1998 年 / ヘルシンキ、フィンランド  

中村キース・ヘリング美術館　( 初期案 )
北川原温 / 2007 年 / 北杜、山梨県  

光の美術館　 清春芸術村 敷地内
安藤忠雄 / 2011 年 / 北杜、山梨県  
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　参照元：アルヴァル・アールト　光と建築　小泉隆 2013 プチグラパブリッシング

research  自然光が特徴的な美術館の事例研究

自然光のみの美術館を設計するにあたり、参考として

国内外の自然光が特徴的な美術館を20例調査した。

選考基準は自身が興味をもったもの、光を主要テーマ

として多くの作品を残している著名な建築家の作品を

中心に選定を行った。

日本の美術館では作品劣化などの理由から、昔から自

然光が嫌煙されがちである。そのため、調べた中には

設計者の意図通りにはいかず、最終的に採光のための

開口が塞がれてしまうなどの例も見受けられた。

なかでも私が印象に残っているのは、安藤忠雄氏設

計の光の美術館だ。今回の私のコンセプトと同じく、全

く人工光を使用しない設計で、作者が絵を描いたその

当時の太陽光と同じ光環境で作品を鑑賞するというコ

ンセプトに感銘を受けた。

今回の自身の設計を含め、自然光のみの美術館という

具体例は少し極端なものであるかもしれないが、これ

らの美しい美術館のように、少しでも自然光と共存し、

触れることができる空間が増えること、またそれが生

活の中に広く繋がっていくことを願うばかりである。

In order to design an art museum with only natural 

light, I surveyed 20 examples of art museums in 

Japan and abroad that feature natural light as a refer-

ence.

The selection criteria were based on my own interest 

and the works of famous architects who have left 

many works with light as their main theme.

Natural light has long been frowned upon in Japa-

nese museums for reasons such as the deterioration 

of artworks. For this reason, some of the examples 

we looked at did not work out as intended by the 

designers, and in the end the openings for lighting 

were blocked.

The one that left the biggest impression on me was 

the Museum of Light designed by Tadao Ando. I was 

impressed by the concept of the museum, which was 

designed without any artificial light, just like my 

concept this time, to allow visitors to view the works 

in the same light environment as the sunlight when 

the artist painted them.

Although the examples of museums with only natu-

ral light, including my own design this time, may be 

a bit extreme, I can only hope that there will be more 

spaces like these beautiful museums where we can 

coexist with and come into contact with natural 

light, even if only a little, and that it will become a 

part of our daily lives more widely.


