


高層マンションに囲まれ、唯一六甲山から連続した緑を残す場所

N

JR 新神戸駅

航空写真　点線部は敷地を示す

　敷地は神戸・六甲山の麓に位置し、大正年間の約 10 年、合名会社竹中工務店本店があった竹中工務店ゆかりの地である。新幹線の新神戸駅の完成以来商業開発が進み、現在は周辺を高層マンション等に囲まれており、新幹線以南では唯一 樹木が生い茂る土地で
ある。この “都市の中の森” ともいえる環境に、瓦葺きの和風屋根が点在している。
　敷地内の 300 有余の樹木一本一本について樹種・樹高・樹径・枝ぶりを現況調査し、樹木配置図を作成した。クスノキ・アラカシを主とした六甲山から連なる敷地内の植生を最大限保存することを第一に考え、樹木の伐採を最小とした位置に建物を据えた。背景
に六甲山の山並みが聳える中、近景・中景・遠景の緑が重層的に連なり、その緑の隙間に建築はかすかに見え隠れする。

既存の茶室・管理棟と併せて和風屋根が敷地内の緑の中に点在する風景
左：既存茶室　右：既存母屋（解体）

竹中工務店ゆかりの地



六甲山の風景の中にふわりと浮く瓦屋根

ものづくり精神を伝承する建築 

　創設30周年を機に「人と自然をつなぐ、伝統と革新をつなぐ」をテーマに移転・

新設する竹中大工道具館新館は、時を超えて脈々と流れる職人技術を現地現物で感じ

、職人の心意気－即ち“ものづくり精神”－を後世に伝えていくことを第一に考えた。

　昨今の経済社会状況の下、建築材料も急速に規格化・標準化の流れに乗り、バラつ

きのある素材や経年的変化を伴う材料－すなわち、木や土といった自然素材－はます

ます敬遠される存在となり、いまや高嶺の花となった。また耐火建築物における木の

利用については、近年様々な試みが為されているが、無垢の木を繊細なスケール感で

使用した事例は殆どない。市井の職人の技術で、ついこの間まで当たり前に使用可能

であった材料を、どの程度まで使うことが出来るのか、本計画では“ものづくり精神”

の原点に立ち戻り設計を行った。

　計画地は、六甲山の麓に残された“都市の中の森”とも言える環境にある。樹木の伐

採を最小限とし、建物の存在感を抑えることで、既存の茶室・管理棟と併せて和風屋

根が敷地内の緑の中に点在する風景を意図した。建物を平屋の佇まいとするために地

上1階・地下2階の3層構成とし、地下部分に常設展示スペースと体験学習を行う木工

教室を、地上部分に企画展や講演会に対応した多目的ホールを設けた。多目的ホール

はエントランスロビーも兼用する為、六甲山を望む敷地南北の視線の抜けを確保した

開放的なワンルーム空間とした。敷地が防火地域内にあり耐火建築物とすることが求

められたが、鉄骨造の屋根架構の中に、避難安全検証法を採用して木架構を容れ込み

、鉄と木のハイブリッドによる鞘堂のようなホールを実現した。一方で、地下2層に

亘る展示空間では、地下でも緑や光が感じられるよう、B1階・B2階レベルに立体的

な中庭を設け、外部の豊かな自然環境を引き込んだ。

　建築に表情を与える仕上素材としては、工業製品の合理性や経済性は活かしつつも、

木、土、しっくい、瓦、鉄、石といった自然素材について、その扱いに秀でた職人や技

術者との対話を通じ、“モノ”と“技”を最大限活かすことの出来る仕上げの在り方を追求

した。大工・左官・瓦といった伝統的職人技術の粋を間近に体験・体感可能としつつ、

アルミ輻射天井やコンクリート・鉄骨の最新の取組みも随所に散りばめた。過去から現

代まで脈々と受け継がれてきた技術を、伝統と現代といった区別なく空間に編み込むこ

とで、ものづくりの挑戦心や醍醐味を来訪者にも体感してもらえるのではと考えた。

　大工道具は人の知恵と技を通じて、自然を人の生活につなげる役割を果たしてきた

。そして道具職人のたゆまぬ努力による進化の連続を経て、珠玉の大工道具が生まれ

た。われわれも設計施工を通じた一連の過程において、施主（大工道具や職人の研究

者）・職人・設計者・施工者が一丸となって新たな可能性を求め挑戦することで、“も

のづくり精神”の結晶となる建築を目指した。
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日本の繊細美
耐火建築物としての新たな木造建

築のあり方

法的には、耐火建築を満たしなが

らも空間体験としては日本の伝統

的な繊細な木造建築として認識で

きるの自立系木造架構空間

ダブルアーチ架構
六甲山から敷地へと南北に連続す

る緑を建物に引き込むため、長大

スパンを合理的（最小部材数）か

つ美しく支持することができるア

ーチ架構を採用（寄棟屋根の新し

い解）

六甲の森
六甲山から敷地に至る森を建

物へと引き込む象徴空間とし

ての中庭とし、地下でも自然

を感じることができる博物館

不燃化
既存の玄関門

を不燃化処理

し、再度組み

上げた

瓦
既存の茶室・管理棟と併せて

和風屋根が敷地内の緑の中に

点在する風景

人と自然をつなぐ、伝統と革新をつなぐ



六甲山の風景の中にふわりと浮く瓦屋根

五寸釿による名栗仕上げ
エントランスの自動扉面には、名栗職人の原田隆晴さんとの対話で生まれた五寸釿で斫った名栗板を貼り、揺らぎ
のある木の表情で温かく人を迎え、自然との柔らかな境界線を作り出す。

鍛造案内サイン
鍛冶職人内橋圭介氏が鍛造で仕上げたプレートにレーザーでピクトサインをくりぬいた。

聚楽漆喰
京都の左官職人である浅原雄三氏と共に、聚楽土、稲荷山黄土、浅葱土の3種類の土をその配分量を変えたサンプル
を多数作成し、聚楽土5%を混入した最終案を導き出した。

達磨敷瓦
B1階中庭には淡路の伝統窯を復活させた“達磨釜”で焼いた瓦を敷き詰め、焼成条件の違いから一つ一つ色味や模様
の異なる瓦が地下で自然を感じさせる一助となるのではと考えた。

一枚板の踏板
構造解析技術（FEM解析）、現在の鉄の溶接工の技術を最大限に活かし、一枚板が浮遊するかのような階段を計画
した。象徴的な中庭、展示空間へといざなう階段として緊張感のあるディテールを目指した。

削出し土壁
B1階からB2階の中庭を貫く版築形状の大壁。壁をめぐるように動線が計画されており、常に視界に入る壁となる。
ここには、左官職人の久住章氏・久住有生氏実施監修による土壁削出し大壁を設け、古土の量、藁の量、削りだし
形状等に吟味を重ね「古くて新しい」土壁を目指した。

杉板本実化粧型枠天井
B2階のコンクリート杉板打放し天井は、現代の躯体職人の粋を表現する為に、鉄筋支持スペーサ―跡や木目傷を残
さぬよう、ボイドスラブ鉄筋を上部から吊下げてコンクリート打設を行った。型枠脱型後何らの処理も施さないこ
とで、杉板の素材感がそのまま転写された、緊張感ある打放し天井が実現した。

高機能天井パネル
展示室天井では、放射空調、対流空調（外気導入口・機械排煙スリット）、一般照明、展示用配線ダクト、感知器、非
常照明等が一体となった多機能アルミ天井を開発した。展示変更に対するフレキシビリティーを担保しつつ、放射空調
と対流空調による快適な空気環境を実現する天井として、博物館や美術館の天井に新たな可能性を提示した。

唐招提寺実大模型
堂宮大工の匠の技を来館者に真直で原寸で見てもらうため、鵤工舎棟梁小川三夫氏と法隆寺や唐招提寺の展示内容、
また切断位置や中庭や吹抜けとの関係性を入念にスタディ。美しい仕口や説妙な構造的バランス等が見て取れる計画
とした。
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人と自然をつなぐ、伝統と革新をつなぐ
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六甲山を望み、樹木を可能な限り残した敷地に、おおらかな淡路のいぶし瓦のむくり屋根を架けることで人と自然をやわらかくつないでいる.



耐火建築物としての新たな木造建築のあり方
敷地が防火地域内にあり、耐火建築物とすることが求められたが、鉄骨造の屋根架構の中に、避難安全
検証法を採用して木架構を入れ込み、鉄と木のハイブリッドによる鞘堂のようなホールを実現した。法
的には耐火建築を満たしながらも、空間体験としては日本の伝統的な繊細な木造建築として認識できる
自立系木造架構空間である。

木架構

鉄骨造

木架構合しゃくり仕口詳細アクソメ
セミナールーム倉庫 展示ロビー 風除室 展示ロビー

天然の無垢杉材を使用した船底天井.  木組みの技を用いてすっきりとした温かみのある空間. 



4周の部材が
アーチのスラスト処理

建物の骨格をつくるのは存在感を消した鉄骨材.   南北面を開くため、現在の解析技術を駆使し、アーチ構造を採用.  

①ダブルアーチ架構
六甲山から敷地へと南北に連続する緑を建物に引き込むため、長大スパンを合理的に（最
小部材数）支持すると共に　天井木ルーバー越しに部材が美しく見える、寄り添うアーチ
「ダブルアーチ架構」を考案した。アーチ架構は軸力のみで合理的に荷重を伝達すること
ができ、二つのアーチを屋根面内で互いに寄りかからせることで、面外方向の沈み込もう
とする力も軸力に変換することが可能。これは寄棟屋根の新しい解でもある。

②合掌垂木
木架構は天井から吊るのではなく、合掌造りのようにお互いの部
材が持ち合って成立するようにするため、仕口や材の勾配、断面
形状等、大工の太田棟梁と試作を何度も作成し検討を重ねた。
避難安全検証法を用いることで、防火地域における新たな木造空
間のあり方の提案である。

①

②



B1F展示空間から中庭を望む。中庭の真下には、茶室のスケルトン模型や組子障子などが展示されている。

唐招提寺実大模型

堂宮大工の匠の技を来館者に真直で原寸で見てもらうため、鵤工舎棟梁小川三夫氏と法隆寺や唐招提寺の展示内容、
また切断位置や中庭や吹抜けとの関係性を入念にスタディ。美しい仕口や説妙な構造的バランス等が見て取れる計画
とした。奈良・法隆寺　鵤工舎工場にて上部架構を組上げ、建築側からの支持部材をどこに設けるべきか、また、接
続部分をどのようなディテールにするか詳細な打合せを行っている様子。

削出し土壁

B1階からB2階の中庭を貫く大壁。壁をめぐるように動線が計画されており、常に視界に入る壁となる。さりげなく美しい、
自然を柔らかく受け止める壁を目指した。久住章氏案内のもと、西宮神社の版築壁、集落の荒壁構築法、土壁削りだし仕上げ
等を視察し、今回の建築に最も合致する工法を幾度にわたってブレストした。写真は、久住有生氏による試作。古土の量、藁
の量、削りだしの量等、意匠性、機能性を考慮し検討を進めた。「古くて新しい」土壁を目指した。



六甲山の風景の中にふわりと浮く瓦屋根

五寸釿による名栗仕上げ
エントランスの自動扉面には、名栗職人の原田隆晴さんとの対話で生ま
れた五寸釿で斫った名栗板を貼り、揺らぎのある木の表情で温かく人を
迎え、自然との柔らかな境界線を作り出す

鍛造案内サイン
鍛冶職人内橋圭介氏が鍛造で仕上げたプレート

聚楽漆喰
左官職人浅原雄三氏と目に優しい漆喰へ向けて試作。聚楽土、稲荷山黄
土、浅葱土を5％、10％、20％混入した９種類を試作

達磨敷瓦
淡路の伝統的な達磨釜で焼いた、一つ一つ色味、模様の異なる敷瓦



外気導入口放射面

冷温水配管

点検ユニット

北面、南面が構造的にも完全に解放され、南北の緑と人をつなぐ. 

高機能天井パネル

展示室天井は、放射空調、外気導入口、一般照明、展示用配線ダクト、感知器、非常
照明等が一体となった多機能天井を開発した。展示変更に対するフレキシビリティー
を担保しつつ、放射空調と外気導入口による快適な空気環境を実現する天井として、
博物館、美術館天井に新たな可能性を提案したいと考えた。



一枚板の踏板

構造解析技術（左図、FEM解析）、現在の鉄の溶接工の技術を最大限に活かし、木板が浮遊するかのような階段
を計画した。象徴的な中庭、展示空間へといざなう階段として緊張感のあるディテールを目指した。
中庭は伝統的な技、新しい技を継承していく場となる。

杉板本実化粧型枠天井

地下2階中庭下天井のコンクリート杉板打放し天井は、木目に対する傷やスペーサーの跡を残さぬよう、ボイドスラ
ブ配筋を上部から吊下げてコンクリートを打設し、完全に杉板が転写された緊張感のある天井となっている。



南側デッキ部より北側の庭・祠を望む



ロビーより中庭および階段室を望む
象徴的な中庭を介して展示空間へといざなわれていく



既存の邸内社を避けるようにＬ字に建物が配されている。



六甲山と敷地の緑を連続的に感じることができるように南北に開かれた構造体



ダブルアーチ鉄骨架構に支持された瓦屋根の下、木架構が浮かび上がる夜景.
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▽1FL

10
屋根：和形 桟瓦（還元いぶし瓦）4.5寸勾配（むくり付き）

鉄骨梁天端
1FL+3225
▽

鉄骨梁天端
1FL+5452.5

▽

天井：有孔ラワンべニアt=5.5 
　　  オイルステン塗装
　　 （一部穴あき）
　　  化粧垂木（杉）柿しぶ塗装
　　  45ｘ75＠150

廻縁：杉（生地）柿しぶ塗装

壁　：聚楽しっくい
巾木：木製（ナラ材）OSCL H=40
床　：フローリング
　　  ホワイトオーク t=19 柾目

のし瓦 6枚▽最高高さ

▽B1FL

▽B2FL

配管ピット

▽ピット底

鉄骨アーチ架構
250φ

4.5寸勾配（起り付き）
むくり：15/1000

4.5
粘着層付ゴムアスファルトルーフィングｔ=1.5
複合耐火野地板：硬質木片セメント板t=25
むくりレベル調整材
垂木 　-75×75×3.2（構造材）
断熱材　硬質ウレタンフォーム A種1吹付
断熱材　吸音材
GWt=50（48kg/㎥）
有孔ラワンべニア t=5.5・オイルステン塗装

防塵塗装

手摺：強化合せガラス
t=10+10

アルミ Ｐ-3.0 
B-UEメタリック

梁天端▽

空調吹出し口
W=20

花崗岩 t=40
アンティーク仕上げ
乾式浮床 PFシステム
超速硬化ウレタン

塗膜防水

S 無垢柱75角
糸面取り
耐火塗料

複層ガラス
FLG 8+8野地板 木材（杉）
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柿しぶ塗装

S梁 φ250×22
耐火塗料

手摺：強化合せガラス
　　  t=10+10

沓脱石

しっくい調塗装

スチール Ｐ t=6 
溶融亜鉛めっき りん酸塩処理

コンクリート
杉板本実型枠打放し

天井：リブ付アルミパネル　押出型材
　　  リブ間隔 @90
廻縁：アルミ　Ｂ-ＡＥ

壁　：ＧＢ-Ｒ t=12.5+9.5
　　  ＥＰ  

幅木：ビニル巾木　H=60
床　：タイルカーペット t=6.5
　　  （OAフロアH=100）

淡路瓦（達磨窯）t=35
PFスタンド
普通コンクリ－ト直押え　t=80
溶接金網３．φ100ｘ100

アスファルトフェルト
又はポリプロピレン平織クロス
押出法ポリスチレンフォーム
保温板 3種ｂt=30
超速硬化ウレタン塗膜防水
（保護モルタル用）

複層ガラス
FLG 19+19
(二辺支持)

笠木：P -9
溶融亜鉛めっきの上
りん酸塩処理

展示室

中庭

展示ロビー
（多目的ホール）
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朝のさわやかの光が軒先に入り、リフレクトした光が軒天を照らす.   軒下は外部と内部を柔らかくつないでいる.

設 計 概 要

　建 物 名 称      竹中大工道具館

　所  在   地　    神戸市中央区熊内町7-5-1

　用 途 地 域      近隣商業地域  　防火地域

　建 物 用 途　  博物館

　敷 地 面 積 　 2,744.30㎡

　建 築 面 積      538.97㎡

　延 床 面 積      1884.05㎡

　最 高 高 さ      6.720ｍ

　規 模 構 造　 Ｂ２　Ｆ１　S + ＲＣ造　　

　工       期　      2013年4月 ～2014年4月　

　設 計 施 工　  株式会社　竹中工務店

　

  主な仕上げ

  外 部 仕 上 

  屋　     根         ：淡路瓦　いぶし瓦スクラッチ仕上げ

  軒　     天         ：杉板 t12　柿渋塗料

  外　     装         ：聚楽漆喰塗り

　　　　　　     スチールサッシ　溶融亜鉛めっきリン酸塩処理　

　 　 床    　      ：凝灰岩　アンティーク仕上げ

  内部 仕上

 ホール  天井     ：化粧垂木45×75@150 　柿渋塗装

   　　　　壁     ：聚楽漆喰塗り　

  　　　 　床     ：ホワイトオークt19  W150 無垢　柾目　浮造り　オイル塗装

 展示室  天井     ：多機能押出型材アルミパネル　リブ間隔＠90

   　　　　壁     ：EP塗装　

  　　　 　床     ：タイルカーペット

　設 備 概 要　

　空 調 設 備      ：熱源:空冷ヒートポンプチラー、空冷パッケージエアコン

                                空調:展示室 空調機＋放射パネル、その他ファンコイルユニット

                                         多目的ホール 空調機（アンダーフロア空調）

                                換気:外調機、全熱交換器

　衛 生 設 備　  ：上水、便所洗浄水:直圧給水、散水:井水

　電 気 設 備  　：高圧受電、照明 LED、ＡＶ

　防 災 設 備　  ：自動火災報知機、非常放送、非常照明、誘導灯、屋内消火栓

　　　　　　　   連結送水＋機械排煙（地階、消防排煙兼用）


