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この美術館は、長野市の城山公園内、善光寺に面する恵ま

れたロケーションの中に建つ。公園と後背の道路の間に

は約10mの高低差があり、そこに建物を埋め込むように配

置することで、風景に突出することなく、ランドスケープ

と建築の一体化を図った「ランドスケープ・ミュージアム」

である。この、10mの高低差を利用した断面計画と、善光寺

および隣接する東山魁夷館に至るふたつの軸を意識した

平面・配置計画のふたつが設計の骨格となっている。

また、この美術館では、城山公園に開いた「屋根のある公園」

（しなのスクエア）と呼ぶ自由な利用が可能なスペースと、

「公開承認施設」を目指す美術館部分とを機能上明確に分

離した上で、一体的に整備している。内部での行き来は可

能であるが、接続部には風除室を設け、設備系統も分ける

など、実質的にはふたつの施設とし、別々の運用も可能な

計画とした。

公園につながる1階部分と屋上広場、それぞれが建物の境

界を越えて豊かな周辺環境と連続し、両者をつなぐ中央水

辺テラスの緑と水のランドスケープが、敷地の高低差を印

象付けている。

ランドスケープ・ミュージアム

屋上広場の軸線状に善光寺本堂が位置する Photo: Sode Naomichi / SS



善光寺からの来館者を迎え入れる西側外観。左奥に見える連絡ブリッジで東山魁夷館とつながる。 Photo: Kitajima Toshiharu



敷地の高低差を利用した3つのレベル

連絡ブリッジ
東側道路･彫刻広場とつながる地盤

東山魁夷館とつながる建築の地盤

善光寺･城山公園とつながる大地の地盤
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配置図　S=1:2000

断面図　S=1:2000

建物の各階を、公園側と南側道路、東側道路へそれぞれ繋

がる形で3つのレベルとして設定することからスタートす

ることで、各階で外部からの水平アプローチが可能な計画

とした。この、敷地の高低差を利用した断面計画と、善光

寺の参道に続く軸と隣接する東山魁夷館に至る軸の2軸を

意識した配置・平面計画が、設計のスタートとなっている。

周辺環境への繋がりと既存建物への繋がり、このふたつの

「つながり」を常に意識して計画を進めた。

特に善光寺東参道からの軸線は、重要な道標となった。

善光寺と旧信濃美術館は、隣接するとはいえ、交差点部の

歩道橋や鬱蒼とした樹木で視界が遮られていたこともあり、

互いの関係性はとても希薄であった。善光寺や長野市と

の協議を地道に続けることで、美術館側のアプローチ広

場の整備に留まらず、歩道橋の撤去や善光寺側歩道、周辺

歩道の整備までが実現できたことで、地元の人々でさえ驚

くような新しい風景が出現した。

敷地の高低差を利用した3つのレベルと
善光寺・東山魁夷館の2つの軸線

Level 1

善光寺越しに美術館を見る
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城山公園からの俯瞰。公園、南側道路、東側道路の 3つのレベルから入館できる。 Photo: Sode Naomichi / SS

敷地の高低差を利用した3つのレベル



善光寺本堂と信濃の山並みを望む新しい風景が広がる屋上広場 Photo: Sode Naomichi / SS



かつて、この場所には、林昌二氏設計による旧信濃美術館

が建っていた。新美術館を計画する際、正面の善光寺と

隣接する東山魁夷館との関係が非常に重要であると考え、

建物の配置は、両施設に至る軸線を基に決定している。

同時に、旧美術館に対するリスペクトとして、その跡地

をボイド（空地）として残すこととし、双方の間に距離を

とった。ボイドとなった場所は、エントランス広場から

東側道路を越えて奥の彦神別神社の森に至る視線を確保

する広場とし、高低差を視覚化したカスケードや傾斜した

緑化壁を設けた。カスケードの中段にある木デッキ部分は、

公園利用者にも開放された憩いの場所であり、その脇には、

旧信濃美術館アプローチ部にあった、コレクション第 1号

のブロンズ像「躍進」を再設置している。

水と緑の風景 -水辺テラス-

東側より水辺テラスを見る。
城山公園や善光寺東公園まで視線がつながる。

Photo: Sode Naomichi / SS



Photo: Kitajima Toshiharu

東山魁夷館側(北側)より見る。建物ではなく水景というバッファゾーンを

設ける事で、2つの建物が静かに向かい合う関係を作り出した。



2階展示室前廊下

これからの美術館は、作品を鑑賞する場であることはもち

ろんであるが、より身近な施設として、人びとが日常的に

気軽に立ち寄ることができる施設であることも重要だと

考えている。そのために、展示室以外のスペースを、無料

ゾーンとして公園の一部のように誰でも利用できるよう

にすることは、当初からのテーマのひとつであったが、

この点を県や美術館と早くから共有することで、「立体遊

歩道」とも言うべき回遊性に富んだ共用部を実現すること

ができた。「屋根のある公園」エリアから続くパブリック

ゾーンは、外部の風景を取り込みながら、屋上広場や水辺

広場にもつながっており、人々は、内外を自由に行き来す

ることができる。

回遊性のあるパブリックゾーン
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県内各地でワークショップを続ける中で、美術団体や利用

者の声として、「作品の鑑賞」はもちろんのこと、自分たち

でも多目的かつ自由に利用できるようなスペース（通常の

美術館ではタブーともいえる土や水も使えるような場所）

がほしい、との声が多くあることに気付かされた。

そうした要望に積極的に応える形で生まれたのが、多目的

に利用できるアートスペース＝「屋根のある公園」である。

公園に近い場所を市民ギャラリーとし、建具を開放するこ

とにより内外を一体的に利用することも可能な場所とし

て計画した。公園の一部として日常的に利用できる場所

という意味を込めて、「屋根のある公園」と名付けた。

このエリアは、「公開承認施設」を目指す美術館部分と内部

での行き来が可能であり、自由に回遊できる計画としてい

るが、接続部には風除室を設け、設備系統も分けるなど、

実質的にはふたつの施設とし、別々の運用も可能とした。

「屋根のある公園」

「屋根のある公園」の内観。交流スペースの L字壁には映像アート作品を上映している。

「屋根のある公園」の外観。公園の延長として利用できるデッキ広場。 Photo: Sode Naomichi / SS



Photo: Sode Naomichi / SS

2つの軸が交差するエントランスホール

東山魁夷館に向かう軸線と善光寺を意識した主軸線が2階

フロアで交差する。東山魁夷館との間を結ぶ連絡ブリッジ

は吹抜け空間を横切り外部へと連続している。



エントランスホールより東山魁夷館を見る 内外がつながる階段と連絡ブリッジ Photo: Sode Naomichi / SS

Photo: Sode Naomichi / SS

内外がつながる
大階段と連絡ブリッジ

エントランスホールの内階段と水辺テラスの外階段は、ガ

ラスを隔てて内と外とが連続し、まるでひとつの大階段の

ように見える。この部分ではどこよりも内外のつながりを

意識し、仕上げも同じ石、一段一段も全く同じレベルで収

めている。また、東山魁夷館へ続く連絡ブリッジは本体と

一体の構造とすることで、エキスパンションジョイントを

設けないシンプルな納まりとした。



吹抜けのある展示室 1。吹抜けを上がった 2階ギャラリーからも鑑賞することが可能。企画展示に利用される展示室 2

断面詳細図 S=1:300

様々な展示に対応できるフレキシブルな展示空間

Photo: Kitajima Toshiharu



屋上広場の緑化部分を見る。
草屋根が公園や山並みと視覚的・空間的に連続する。

撞木造りと呼ばれる善光寺の特徴的な屋根を眼前に望む

屋上広場（風テラス）は、ランドスケープ・ミュージアム

をとしてのこの美術館の象徴であり、訪れた人々に山々

に囲まれた敷地の特徴を再認識させる新しい視点を生み

出している。

ここは、建物の「屋上」でありながら、東側道路と「地続き

の広場」となっており、誰でも立ち寄り、利用することが

できる。床仕上げは、地面のイメージで、ハードな質感の

洗い出しPCと花崗岩、それに木製デッキの組み合わせとし、

デッキの上にはベンチやテーブルを設け、さらに屋上外周

の手摺部分をバーカウンターのようにして、カフェと連動

させた飲食も可能な場所としている。

屋上広場の外周の植え込みは、「草屋根」をイメージし、

善光寺東公園や城山公園、遠景の山々との視覚的、空間的

なつながりを意図した。

緑と善光寺につながる屋上広場

Photo: Sode Naomichi / SS



庇の下はカフェのテラス席にもなり、善光寺を眺めながらくつろぐことができる。大庇の軒天は、佐久桧のルーバーを折り上げるように組んだ。

屋上広場の大庇は、斜めに立ち上がる5本の鉄骨柱で支

えている。長手方向には梁せい400mmのH形鋼を渡し、

厚さ100mmの鉄筋コンクリート造屋根を載せた。その上

でコンクリート屋根板のたわみを抑えるために、柱より

外側の木材が方杖のように突っ張り、柱より室内側の木

材が引張に抵抗して、全体として積雪荷重80cmにも耐え

られる構造としている。整然と並んだ佐久桧のルーバーは、

端部の折り上げ形状や各所躯体との取合いなど、取付に複

雑な加工を必要としており、熟練した大工10人が1ヶ月以

上かけて組み上げた。視線の先にある善光寺本堂の桧皮

葺の屋根に呼応させている。

佐久桧の大庇

大庇の構成

コンクリート屋根板

木材の方杖

鉄骨柱

鉄骨梁

Photo: Sode Naomichi / SS



外部で木材を使用する際には、雨対策と紫外線対策が不可

欠であり、耐久性という観点から採用できないこともある。

ここでは、アルミ形材と木を組合せた複合型のルーバーを

新たに開発した。

上部の雨掛り部には強度と木材の保護の役割を担うアルミ

押出形材を用い、見え掛り部には木の表情を生かすことで、

両者のよいところを組合せた。この建物では、執務室エ

リアには県産のカラマツを、正面ファサードには佐久桧を

用いている。

視線を制御する

アルミと木のハイブリッドルーバー

Photo: Sode Naomichi / SSPhoto: Sode Naomichi / SS 1階応接室のテラスよりのぼり庭をみる正面ファサードのルーバー



新しい長野県立美術館NAMは、展示室や収蔵庫など美術

館の主要機能部分を強固なコンクリート躯体でしっかり

と護りながら、その外周をガラスカーテンウォールによる

開放的な共用部で囲んだ構成となっている。

寒冷地における美術作品の展示・収蔵環境として必要な断

熱性能と、公園とのつながりを妨げない透明性を両立させ

るため、大開口が可能な高断熱カーテンウォールを新たに

開発した。公園に面した北側では、2層分のエレベーション

としてファサードのデザインを行い、スチール無垢材（60×125）

のマリオンで補強したサッシに、空気層16mmの複層ガラス

（最大約1.2×7.4m）を組合せている。

大型樹脂断熱材と室内側への熱伝導を抑える冷気遮断ゴ

ムを採用した枠断熱構造とすることで、透明複層ガラスで

断熱性H-4（Low-Eガラス使用でH-6）を実現した。ファサード

の垂直性を強調するため、無目部はアングル材を加工した

自重受を用いて、表面に形材が出ない納まりとしている。

内と外をつなぐ
高断熱ガラススクリーン

2層にわたるガラススクリーン。新開発した高断熱サッシと複層ガラスを用いて断熱性を確保した。

展示室前の 2階廊下。床と屋根を跳ね出しのスラブとして柱をなくし、床とカーテンウォールが取合う部分をガラス床とすることで、
ファサードのスパンドレル部分をなくすと共に、公園に向けたパノラマビューを実現している。

開発した断熱サッシ Photo: Sode Naomichi / SS



25m

2階展示室

地下1階しなのギャラリー

ウォールガーダー

キープラン

堅牢なRC躯体と公園とつながる開放性を
両立した構造計画

展示室や収蔵庫を囲む壁は、厚さ450mmの堅牢なRC壁で

作り、それを主構造として積層させた構造計画とすること

で建物の耐震性を確保している。上下階の壁位置が重な

らない箇所では、上階の壁をウォールガーダーとすることで、

約25ｍスパンある地下階のギャラリーに柱を落とさない
計画とするなど構造的に工夫している。

美術品を守る堅牢なRC躯体

基準スパンが9m、展示室の最大スパンが18mとRC造とし

ては比較的大きく、加えて城山公園と後背の道路との間の

約10mの段差の中に展示室を2層分納めるという目標が

あったことから、スパンの大きい空間には現場打ちプレス

トレス梁(PS梁)を採用することで躯体断面を調整した。

特にスパン18mとなる展示室においては、PS梁を建物上部

に出すことで天井内に設備スペースを確保しつつ、上部に

突き出た梁型を屋上デッキ床の基礎として利用し、階高に

余裕がない条件の中、建築計画・設備計画とも調和のとれ

た合理的な架構を実現している。

最大18ｍスパンのプレストレス梁の計画

2階展示室屋根

1階

18m 18m 18m 18m

3階

キープラン

展示室のプレストレス (PS)梁を上部に出した 3階屋上広場の躯体施工時。展示室天井内の設備スペースを確保すると共に、乾式デッキの基礎としても利用している。

地下階しなのギャラリーの断面モデル図 展示室断面モデル図

18m 18m

25
m

18m18m



本館と東山魁夷館をつなぐ連絡ブリッジには、それぞれの

建物のイメージを損なうことなく、また、水景を望む風景

の妨げにならない透明なあり方を追求した。隣棟間隔

22m（新館内の通路も含めると 30m）を極力薄いスラブで

架け渡すために、床はH-250の上下にPL-25を高力ボルト

で現場接合したサンドイッチ構造とし、両側のサッシは、

柱（St-40x60）をマリオンとして利用し、上下枠の存在を見
せないことで透明性を強調している。

また、エントランスホールでは、水庭に向けた視線を妨げ

ぬよう、特に内外のつながりを重視しているが、ブリッジ

についても、いかに連続して見えるかを意識した。鉄骨を

本館のRC躯体と一体にし、エキスパンションジョイントを

魁夷館側に設けることで、カーテンウォールのマリオンの間

をシンプルに貫通しているように見える納まりを実現した。

東山魁夷館と接続する連絡ブリッジ

本館の 2階と東山魁夷館を結ぶ鉄骨のブリッジサッシと一体化した柱を3.6m間隔で配し、長さ20mの連絡ブリッジがそのまま本館の中にまで貫入している

床板

サッシの方立兼用の柱

屋根の地震力を負担する
鉄骨フレーム

本館のRC壁

連絡ブリッジの構成

Photo: Sode Naomichi / SS Photo: Sode Naomichi / SS



美術館に求められる設備計画の主目的となる『美術品の保

護および年間を通した安定運用』を実現するとともに、『消

費エネルギーの抑制と環境への配慮』を目的とした自然エ

ネルギー利用との両立を図った。空調設備では、年間を通

して必要となる冷水/温水用の熱源設備として、地中熱交換

井(垂直ボアホール100m×19井)による地中熱利用HPチラー

を採用し、空調熱源のベース運転機とした。変動幅の小さ

い地中温度を年間利用する事で、エネルギーの安定供給を

図るとともに、運用並びに維持管理の容易性を確保している。

また、冬期降雪対策として敷設した、温水融雪設備の熱源と

しても利用している。(写真①②)　室内環境への影響が大

きい外気導入においては、各階が接地階となる建築計画を

利用して計画された地中外壁部コンクリートシャフトを経

由する事で、予冷・予熱効果による外気負荷の低減を図って

いる。給排水衛生設備では、雨水を原水とした雑用水利用

を行い、便所洗浄水や散水栓、水景設備補給水等に使用して

いる。電気設備では太陽光発電設備を導入、省エネ化を図り、

パネルを屋上設備スペースの防音ルーバ一体型とすること

により、意匠との融合を図っている。(写真③)

美術館と自然エネルギー
-地中熱エネルギーを利用した環境計画-

① 温水融雪設備稼働状況。 美術館へのアプローチ路や、公園内の通り抜け通路などの主要動線部分に融雪装置を設け、冬季の安全なルートを確保している。③ 屋上設備スペースの防音ルーバーと一体型とした太陽光パネル

② ボアホール施工状況



解体前に原形へ戻された旧信濃美術館

旧信濃美術館の外観 (撮影 : 村井修 )

旧信濃美術館の講堂 (撮影 : 村井修 )

東側ポケットパークに移設された

旧美術館の陶製の輪

解体前の旧信濃美術館

地下1階にて再組み立てをした

旧美術館講堂の組格子

林昌二氏設計による旧信濃美術館。敬意を表してその場所

には新しい建築を建てない、と決めた。あわせて、解体す

る前に竣工時の原形に戻す試みをし、記録に残した。また、

旧美術館の記憶として残せるものがないかと考えた結果、

旧美術館のPC梁の化粧に用いられていた陶製の輪と、講

堂の木製組格子を新美術館の一部に引き継ぎ活かすこと

にした。これらの取組みには、旧美術館から新美術館へ

歴史が「つながる」という想いを込めている。

消えてしまう建築への想い

Photo: Sode Naomichi / SS



この美術館では、来館者はどこからでも入館することが可

能で、展示を鑑賞することはもちろん、公園の一部として

いつでも自由に出入りできる。そのような「開かれた美術館」

では、サインを空間の一部としてあえて存在が主張しない

在り方をめざした。デザインは「フレーム」をキーワードに、

たとえばひとつの空間をシンプルな矩形とし、それらがつ

ながり空間を形成していくイメージをグラフィック化した。

サイン計画

メインエントランスの館名サイン

屋外誘導サイン

館内誘導サイン

案内サイン カフェサイン

エレベーター各階案内サイン。フレームの線で現在階を示す。

東側道路からの来館者に向けた館名サインと催事案内掲示板



この美術館には、美術館であって美術館でない場所がいく

つもある。周辺環境に恵まれたこの場所だからこそ、敷地

とまちとが自然とつながるような、できる限り境界のない

空間づくりを提案している。その例が南側歩道と東側歩

道に面したふたつのポケットパークである。南側は、道路

の勾配になじむように階段で結んだ広場状のポケット

パークとし、段差部分を利用してベンチを設けた。一方、

東側には、道路を挟んだ彫刻広場と向かい合う形で、市の

歩道と連続して枕木敷の広場を設けている。また今回の

改修計画前に城山公園にあった屋外トイレとバス待合所

を一体的に再整備した。美術館エントランス広場に向か

うアプローチ通路の入口ともなることから、城山公園の玄

関口として計画している。他にも東山魁夷館前の松林に

沿った傾斜地には、公園全体を見渡すことのできる展望テ

ラスを設け、カウンターやスツールを配するなど、くつろ

げる場所となっている。

周囲を取り巻く風景との融合

屋外トイレとバス待合の機能を持った待合プラザ。

南側ポケットパーク 東山魁夷館前に設けた段状の展望テラス東側ポケットパークPhoto: Kitajima Toshiharu Photo: Kitajima Toshiharu

Photo: Sode Naomichi / SS



所在地　 長野県長野市箱清水

主要用途　 美術館

建主　 長野県

規模

敷地面積 16,363.30㎡
建築面積 5,857.48㎡（本館、東山魁夷館合算）
延床面積 11,324.25㎡（本館/ 連絡ブリッジ69.79㎡含む）
地下1階 3,092㎡
1階 3,989㎡
2階 3,693㎡
3階 551㎡
構造規模　 鉄筋コンクリート造+プレストレストコンクリート造
 一部鉄骨造　地下1階　地上3階

寸法

最高高　 11,570mm
軒高　 10,762mm
階高　 地下：6,600mm/ 1階：4,200mm/
 2階：6,400mm/ 3階：3,750mm

敷地条件

地域地区 都市計画区域内（市街化区域）/ 法22条区域 /
  善光寺城山風致地区 / 下水道処理区域 / 日影規制  
 （4h-2.5h/4m）/ 第二種住居地域
道路幅員 東18.0m　南18.0m　北12.0m

工程

設計期間 2017年6月～2019年3月
施工期間 2019年4月～2020年12月(本館)
 2021年1月～2021年3月(周辺整備等)  

設計

建築 宮崎浩 / プランツアソシエイツ
 オープンヴィジョン

構造 KAP
設備 森村設計

サイン  KMD
外構 オンサイト計画設計事務所 
照明計画 ライティングプランナーズアソシエーツ

施工

建築･周辺整備 清水・新津建設共同企業体
空調 金澤工業

衛生 浅間設備

電力 協栄電気興業

弱電 TOSYS
外構ほか工事 守谷商会

建築概要

平面図　S=1:1000
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屋上広場 (風テラス)

水辺テラス

長野県立美術館 本館

至 善光寺 →

← 至 善光寺

東山魁夷館

連絡ブリッジ

連絡ブリッジ

断面図　S=1:800配置図　S=1:1200

北立面図　S=1:800

西立面図　S=1:800

屋上広場 (風テラス)

レストラン 展示室 3 展示室 2
展示室 1

コレクション展示室 事務室

収蔵庫交流スペース

しなのギャラリー 収蔵庫 収蔵庫 機械室ホール

← 至 善光寺

管理駐車場

展望テラス展望テラス

0 10 25 50m

城山公園

善光寺
東公園
善光寺
東公園

健御名方富命
彦神別神社

待合プラザ

東山魁夷館

長野県立美術館
本館

長野県立美術館
本館
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	17_ガラススクリーン
	18_構造
	19_連絡ブリッジ
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