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千葉県立中央図書館の保存活用に関する要望書 

 

 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素より本会の活動につきましてご理解とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

千葉市中央区市場町 11－1 に位置する千葉県立中央図書館が蔵書収蔵量の不足や耐震強度不

足とその補強が困難であるなどの事由から、現在 3 館体制である県立図書館を 1 か所に集約す

る形での新館建設を計画されていることを 2018(平成 30)年 1月に策定された『千葉県立図書館

基本構想』より見聞きしております。 

千葉県立中央図書館は、1934（昭和 9）年に建てられた旧館が狭く機能的に不十分であったこ

とから、これに代わる建物として 1968（昭和 43）年に戦後日本を代表する建築家の 1人である

大髙正人（1923 年‐2010 年）の設計で建てられたものです。本作は、構造家･木村俊彦（1926

年‐2009 年）が考案した「プレグリッド・システム」と呼ぶ、プレキャストコンクリートにな

る柱・格子梁（床版）をポストテンション方式のプレストレストコンクリートで結合して建築

空間を造るというプレファブリケーションを全面的に採用し、これを芸術的表現にまで高めた

というところに 1960年代の時代的特質を顕著に示し、かつ高い建築的価値が認められるもので

す。 

大髙正人は、1960（昭和 35）年の「世界デザイン会議 1960」の開催を機に結成されたメタボ

リズム･グループの一員として「群造形（グループフォーム）」の理念を提起し、これを千葉県

立中央図書館と共に一連の作品として建てた千葉県文化会館・聖賢堂（共に 1967 年）とで「千

葉文化の森」として実践し、加えてこれが 50年という長い時間に亘って千葉県の文化的象徴と

なる都市風景となって寄与してきました。千葉県立中央図書館は、大髙正人が自らの建築作法

として掲げた「PAU」（P：Prefabrication / A：Art& Architecture / U：Urbanism）の統合と

いう理念を極めて高い水準で実現させたものとして、優れた歴史的・文化的価値を有する貴重

な文化資産となるものです。 

県立図書館を取り巻く様々な問題があり、そのために図書館の新築移転が検討された経緯は

理解しておりますが、上述の千葉県立中央図書館の歴史的価値について改めてご理解をいただ

き、是非このかけがえのない文化資産の価値を最大限に考慮し、かつ他用途への転用も視野に

入れた柔軟な保存活用を行っていただきますよう、格別のご高配を賜りたくお願い申し上げる

次第です。 

なお、本会はこの建物の保存活用に関して、千葉県立中央図書館の歴史的価値を尊重した適

切な耐震補強のあり方など技術的・学術的観点からのご相談をお受けいたします。 

敬具 
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千葉県立中央図書館についての見解 

 

一般社団法人 日本建築学会 

建築歴史・意匠委員会 

委員長  石田 潤一郎 

 

 千葉県千葉市市場町 11－1 に建つ千葉県立中央図書館は、旧館（渡辺仁設計、1934年）が狭

隘でかつ機能的に不十分であったことから、これに代わる施設として計画された。千葉大学付

属小学校のあった亥鼻山中腹に「千葉文化の森」と呼んだ一連の文化施設建設計画を締めくく

るものとして、千葉県文化会館・聖賢堂（共に 1967年、大髙正人設計）に次いで建てられたも

のである。これは大髙正人（大髙建築設計事務所）の意匠設計、木村俊彦（木村俊彦構造設計

事務所）の構造設計、井上宇一（早稲田大学井上宇一研究室）・大瀧設備の設備設計、そして建

築施工を戸田建設が担い、1967（昭和 42）年 3月 30日着工、1968（昭和 43）年 6月 30日に竣

工した。建築はプレストレスト・プレキャストコンクリート造一部鉄筋コンクリート造地上 5

階地下 2 階建で、敷地面積（暫定）5,600㎡、建築面積 1,977 ㎡、延床面積 6,171 ㎡である。 

 竣工間もない 1970（昭和 45）年には建築業協会賞（BCS 賞）を受賞し、後に 2003（平成 15）

年には DOCOMOMO Japan の選定建築となり、国内における戦後モダニズム建築の優れた事例とし

て高い評価を受けてきたと共に長く図書館として県民に親しまれてきた歴史をもつ。 

 千葉県立中央図書館における歴史的・文化的価値は、以下の 3点が挙げられる。 

 

①「群造形」によるメタボリズムの理念を実践し、千葉県の文化的象徴となる都市風景となっ   

て長く親しまれてきた歴史的価値 

 千葉県立中央図書館は、高低差約 15m の亥鼻山の丘陵に建つ。鉄道駅や官庁舎などがあり市

民生活と最もつながりが強い前面道路に面する西麓の斜面を活かして東西に長い形状で図書館

を配置し、これに沿って亥鼻山中腹に建つ千葉県文化会館・聖賢堂に向けて斜面を利用した「エ

スプラナード」（esplanade：遊歩道）として一体的に「千葉文化の森」を構成している。建築

家･大髙正人（1923 年‐2010 年）によって連作で設計された千葉県立中央図書館 [床スラブに

よる水平的表現] 、千葉県文化会館 [HP シェル壁面による鉛直的表現] 、聖賢堂 [壁柱でヴォ

リュームを掲げた立体的表現] は、それぞれ造形表現を違えて対比させることで、これに先立

つ 1960（昭和 35）年にメタボリズム･グループの一員として、大髙が建築家･槇文彦と共に提唱

した「群造形（グループフォーム）」を実践したものである（三浦功「設計過程の問題点」、『建築』

1968年 10月号収載）。 

 「メタボリズム」は、戦後復興から高度経済成長期へと進み、人口増加の著しかった当時の

日本社会にあって、それが意味する新陳代謝のように建築・都市も有機的に変化すべきとして

思想された日本から世界に向けて発信された独自の建築運動として名高い。多様な理念からな

る「メタボリズム」において、個々の建築の関連の上に 1つの造形を求めようとする「群造形」

の理念を実践したものには、大髙正人によって設計された坂出人工土地（1968 年‐1986年）や

槇文彦が設計したヒルサイドテラス（1969年‐1998年）が知られるが、千葉県立中央図書館で



は敷地形状より生じた高低差を活かして、北側に駐車場を置いて 1 階のエントランスより館内

に入れ、南側は歩行者専用として一般来館者は 2 階のメインエントランス、自学自習を行う学

生を南側外部に張り出して設けた折り返し階段を通じて 3階の読書室（現･郷土資料室、一般閲

覧室）へと導き、目的に応じて動線を分離するとともに文化会館に最も近い 3 階東側にもエン

トランスを設けて「エスプラナード」へと通じるものとして計画しており（現在、来館者の出

入りは 2 階のメインエントランスに一元化されている）、敷地の高低差を巧みに活かして多様に

かつ動的に内外を接続するものとしている。建築内部にも「エスプラナード」を持つといえる

この構成は、千葉県立中央図書館より先に建設された千葉県文化会館でも既に取り組まれてき

たものである。「千葉文化の森」は、外部空間をつなぐ「エスプラナード」に加えて千葉県立中

央図書館・千葉県文化会館それぞれの建築内部にも「エスプラナード」が挿入されて、これが

内外を複層的に接続して敷地全体にわたって有機的な環境を築くものであったことは、これら

が公共建築かつ文化施設という高い親和性をもつ建築的性格から生み出されたものであり、前

出の坂出人工土地やヒルサイドテラスとは異なる、さらに高次ともいえる「群造形」のあり方

を示している。そして、このことが 50 年という長きに亘って千葉の文化的象徴としての都市風

景となってきた高い歴史的価値を認めるものである。 

 

② プレファブリケーションを芸術的表現にまで高めた「プレグリッド・システム」を実践した 

技術的価値 

 千葉県立中央図書館は、大髙正人の「天衣無縫の構造を考えてほしい」という要望を受けて、

構造家･木村俊彦（1926年‐2009年）が考案した「プレグリッド・システム」と呼ぶ 2.4mグリ

ッドをモジュールとする 60㎝厚のプレキャストによるプレストレストコンクリートの格子梁を

平面的に展開し、これをプレキャストコンクリートの柱で構築するという構法・構造システム

を採用している。この「プレグリッド・システム」は、柱・格子梁（床版）ともにプレキャス

トコンクリートとすることと、あらかじめプレテンションされた連続する十字梁同士を接続す

る際に交差する向きでポストテンションをかけるという 2方向にかけられたプレストレストコ

ンクリートを用いたという点で革新的かつ独創的な工法であった。千葉県立中央図書館では、

設備配管を必要とするトイレや空調用ダクト、荷重を受ける書庫などは現場打ちの鉄筋コンク

リートで建てて設備ならびに構造を分離し、「プレグリッド・システム」を閲覧室のような柱が

少なく広がりのある空間が望ましいところに限定することで、シンプルな形で適用して建築を

構成している。これにより一般的な鉄筋コンクリートのラーメン構造よりも広い 9.6mスパンに

なる機能的な閲覧室を実現し、さらにこれが南側の「エスプラナード」に面して配されること

で、千葉県立中央図書館のファサードを特徴づける建築造形ともなっている。 

プレキャストコンクリートを含むプレファブリケーションならびにプレストレストコンクリ

ートは、建築雑誌上に 1950 年代後半より種々の取り組みが見られ、1960年代になるとこれが用

いられた数々の建築作品が誌面を彩るようになる当時の建築界の潮流であった。大髙正人も半

年ほど先行して設計を進めていた栃木県庁舎議会棟（1969年、現存せず）において、これも木

村俊彦との協働で、現場打ちの鉄筋コンクリートの大架構にプレキャスト・プレストレストコ

ンクリートの構造躯体を積層ないし吊り下げる「空中架構形式」に取り組んでいた。大髙は、

千葉県立中央図書館の設計にあたっても「一つの部品がどれだけ多彩な空間をつくれるか、ど

れだけ多彩な機能に対応できるかどうか、というような問題設定が中心になっている」（大高正



人「コンクリートプレファブ建築の社会的現況」、『建築文化』1968年 10月号収載）というようにプレフ

ァブリケーションを前提として臨んでおり、1966（昭和 41）年 8月より設計に取り掛かってほ

どなく、9月にコンセプトを固めて木村俊彦が構造形式を検討し、10 月には「プレグリッド・

システム」が考案されるに至っている（『建築』1968年 10月号収載）。千葉県立中央図書館では「プ

レグリッド・システム」が建築の建方を規定するにとどまらず、これがファサードに表出して

建築の造形を形づくるものとなっている。この特徴は、大髙正人が計画した優れた図書館環境

を、木村俊彦が考案した単一のシステムによって構成することで成り立つものといえる。すな

わち、プレファブリケーションを芸術的表現にまで高め、かつこれを「プレグリッド・システ

ム」で実現したという、わが国の建築文化に資する高い技術的価値をもつものといえる。 

 

③ 建築家･大髙正人の掲げた「PAU」の建築理念を高い水準で実現させた代表的建築作品である 

千葉県立中央図書館を設計した建築家･大髙正人は、東京大学第二工学部建築学科に学び、大

学院に進学して 1949(昭和 24)年から前川國男建築事務所に勤めて建築家･前川國男（1905年‐

1986年）に師事した。在職中には、所内で結成した MID 同人の一員として福島県教育会館（1956

年）の設計に携わり、1960（昭和 35）年の「世界デザイン会議 1960」に合わせて結成されたメ

タボリズム･グループにも加わるなどの活動を経て、設計チーフとして担当した東京文化会館

（1961年）完成後の 1962（昭和 37）年に大髙建築設計事務所を設立して独立した。事務所設立

後は千葉県立中央図書館や千葉県文化会館のほかにも、農村コミュニティの中心としての農協

建築の理念を示した花泉農協会館（現･JA いわて南花泉支店、1965年）、鉄筋コンクリート造で

築いた人工地盤の上に住宅地を造成し、下部に駐車場や店舗を置いて立体的な市街地開発を実

現し、メタボリズム･グループで大髙が提唱した「群造形」の理念を実践した坂出人工土地（1968

年‐1986 年）、広島の戦災復興の集大成として教育・商業施設も有して 1つの都市的性格をもつ

高層集合住宅群として建てた広島基町高層住宅（1947年‐1978年）等の数々の建築を手がけた。

また、南多摩ニュータウン自然地形案（1966年‐1969 年）、横浜市都心臨海部開発基本構想（み

なとみらい 21、1975年‐2002年）など都市計画でも多くのプロジェクトに関わっている。とり

わけ千葉県では、「千葉文化の森」以外にも海浜ニュータウン検見川地区センター計画（1971年

‐1979年）や千葉港中央地区臨海公園計画（1973年‐1974年）などの都市計画と千葉県立美術

館（1980 年）の設計にも関与して多大な貢献を果たしており、およそ半世紀に亘って建築家の

みならず都市計画家としても戦後日本建築界に多くの足跡を残した人物である。 

大髙正人は自身の設計事務所を設立する上で、自らの建築作法として「PAU」を標榜した。「PAU」

とは P：Prefabrication / A：Art&Architecture / U：Urbanism の統合を目指すというもので

ある。千葉県立中央図書館は、上述の建築作品と並んで戦後日本を代表する建築家･大髙正人の

代表作に数えられるが、本作は「プレグリッド・システム」を採用することでプレファブリケ

ーション［P］による美しい建築［A］を実現し、さらに「千葉文化の森」を構成する文化施設

として「群造形」による都市風景［U］を創出したものである。建築史家･山本学治が「PAUとい

う信条の具体化」（山本学治「豊かな可能性を秘めたシステム」、『新建築』1968年 10月号）と評したよ

うに、千葉県立中央図書館は建築家･大髙正人が掲げた「PAU」を高次元で統合したものであり、

その理念が極めて純粋な形で表れた建築作品として優れた建築的価値が認められる。 

 



建築写真 

1．南西側外観（正面入口側） 撮影：藤木竜也 

 

2．北西側外観（駐車場側） 撮影：藤木竜也 

 

 



3．南側外観 撮影：藤木竜也 

 

4．南側外観ディテール 撮影：藤木竜也 

 

 

 



5．2階メインエントランス 撮影：藤木竜也 

 

 

6．3階郷土資料室・一般閲覧室 撮影：藤木竜也 

 

 



7．「プレグリッド・システム」の柱・格子梁（床版） 撮影：藤木竜也 

 

 

8．「千葉文化の森」の「エスプラナード」（奥に見えるのが千葉県文化会館） 撮影：藤木竜也 

 

 



9．「千葉文化の森」の「エスプラナード」（千葉県立中央図書館と千葉文化会館の間） 撮影：藤木竜也 

 

 

10．「千葉文化の森」全体構成（日本大学生産工学部建築工学科広田研究室製作） 撮影：藤木竜也 
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