


□土塀と日本瓦の屋根でつくられる京都の伝統的な景観が見られるこ

の土地は，風致地区（第 2 種），特別修景地域に指定され、建築も高

さや屋根勾配のみならず建築の形態，壁面の色彩などの意匠の基準が

あり，植栽についても樹種とその位置，形態，規模についても細かな

基準が設定されている。また、埋蔵文化財指定のため床付けレベルも

浅く，豪雨の際に川の氾濫や大風時にも突風が川沿いに吹くことも多

い。山や川に近く，自然豊かな環境である一方，建築は厳しい法的規

制を受けながら，洪水や台風などの大自然の脅威と戦わなければなら

ない。自然の中で京都の街や文化と共存することが，この美術館には

強く要求された。「長い歴史を積み重ねてきた風景」に溶け込み，「現

代に建つ建築」であることから，過去と現代の意味との接点を見いだ

すことであり、現代の建築言語を用いつつ古き日本を想起させる。

制限の中で京の街並み
嵯峨嵐山の大自然を重ね合わせた新風景

大堰川
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嵐山を背景に、渡月橋と福田美術館



一体となった百年建築が
古都の風景に溶け込む

□嵯峨嵐山は、渡月橋や天龍寺をはじめとする多くの歴史

遺産や建造物が点在する史跡・名勝地であり、瓦屋根と土

塀でつくられる京都の伝統的な景観が守られてきた地域で

ある。その嵯峨嵐山地区の中でも雄大な嵐山を臨み大堰川

に面した絶好の地に、「福田美術館（2019 年）」がオープ

ンした。

□目の前に広がる嵐山、大堰川を背景とした風景の中で、昔

からすでに建っていたと錯覚を起させるような佇まいをめざ

した。遠くからみると周辺環境に溶け込みながら風景となる

「地」となり、近くに寄ってみると現代的なディテールが浮

かび上がり「図」が見えてくる。この二重構造を持った建築

が永く愛される仕組みにつながっていくことを期待したい。

大堰川対岸より



□本敷地に元々建っていた茶屋の風景，とり

わけ紅葉の季節にカエデと背景の嵐山の調和

が見事であったことが印象に残っている。新

しい美術館は敷地北側に寄せ東西に棟を通し

正面に嵐山を臨み、庭園には “水鏡” をイメー

ジした池に逆さの嵐山が映り込む。また、敷

地東側にはカフェを配し、庭を介して渡月橋

をパノラマ状に見ることができ、全体として

曲家のような構成とした。

□日本の伝統である建築，庭，借景という視

覚的な連続性を意識しながら全体構成を模索

した。

庭を介して
大自然と対峙する曲家

1 階カフェより庭を見る
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□敷地北側の 2層の展示室を有する展示棟と，

敷地西側には 1階にカフェ，2階に企画展示室

を有するカフェ棟をブリッジで連結した。嵐山

と小倉山の勾配に合うような緩やかな勾配を屋

根に与えた切妻 2棟は，それぞれ嵐山と渡月橋

に正対し，L字型に配置した。

□展示棟からは，前面の川と視覚的に一体とな

るようにつくられた “水鏡” をイメージした水盤

に逆さの嵐山が映り込む。カフェからは，庭を

介して渡月橋をパノラマで見ることができる。

1 階カフェより庭を見る



□日本の原風景が保存されている京都の中で

も、自然と京の街並みが保全されている嵯峨

嵐山地区に立つ美術館の姿を 10 年間模索し

た。

日本瓦を有した勾配屋根と緑豊かな庭と堀の

風景から逸脱することなく、21 世紀の現代

を表現するため、日本の伝統的な建築言語を

読み替えた。すなわち現代であるが故に可能

なしつらえを与えることを念頭に置いて設計

している。

□「蔵」「縁側」「屋根」「庭」「日本画展示ケー

ス」という建築を構成する各エレメントにつ

いては、日本人が本来持ち続けている空間イ

メージを喚起し、各部位の特性を活かした素

材を選択し、そしてそれら厳選された素材に

新しい技術や意味を掛け合わせるような試み

を行っている。

□金属屋根に直線的な銀鼠色の” 瓦棒”、” 蔵”

に見立てた展示室を漆喰の代わりに” 網代模

様” で大理石（ビアンコカララ）で覆い、庭

に面する回廊” 縁側” ガラス面を” 網代模様”

のセラミックプリントで覆った。日陰を積極

的に作る” 御簾” の役割を果す。

日本の伝統的空間概念を読み替えた
現代の空間イメージ

上空から見た福田美術館
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□景観の重要な要素となる

屋根は、嵐山の風景の一部

となるように屋根勾配や

瓦、金属屋根の仕上を周囲

と合わせ、屋根を構成する

素材と寸法等を特に留意し

た。

□幅７５ミリ、長さ３００

ｍｍの特注瓦は建築のモ

ジュール（柱スパンや網代

模様の寸法など）と合わせ

て２５０ｍｍ間隔で配置し

ている。

景観と建築のモジュールに合わせた屋根構成

福田美術館：矩計図 1/80

□いぶし銀の瓦と同様に、

素地を活かした亜鉛合金

板仕上の金属屋根が２５

０ｍｍの割付で覆ってい

る。軒は１６ミリ厚の鉄

板を２.５ｍ持出し、軒先

は７０ｍｍの見付幅で屋

根を薄く見せている。

上空から見た福田美術館



□日本瓦を有した勾配屋根と緑豊かな庭と堀の風景から逸脱する

ことなく、21 世紀の現代を表現するため、日本の伝統的な建築言

語を読み替えた。すなわち現代であるが故に可能なしつらえを与

えることを念頭に置いて設計している。

□金属屋根に直線的ないぶし銀の” 瓦棒”、” 蔵” に見立てた展示

室を漆喰の代わりに”網代模様”で大理石（ビアンコカララ）で覆い、

展示棟の南側は雄大な嵐山と庭を楽しむための “縁側” と名付け

た回廊が客動線となり、ガラス面を” 網代模様” のセラミックプ

リントで覆った。日陰を積極的に作る” 御簾” の役割を果す。

□縁側は本来外部であるが、ここでは展示室の熱・空気環境及び

人が感じる明暗の感覚を制御するバッファーゾーンとして内部廊

下となっている。景観上の理由で設けた２mの深い庇で強い日差

しから守られ、池からの反射光が、壁と同様の” 網代” をイメー

ジしたセラミックプリントを施したガラススクリーンの濃淡で光

の明暗を制御している。さらに展示室へ入るトンネルはクランク

して人の目に入る光がやわらかく制御されている。

和風建築をモチーフとした
グラフィクスでの読み替え
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繩代模様の壁石とセラミックプリント
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□縁側は本来外部であるが、ここでは展示室の熱・空気環境及び

人が感じる明暗の感覚を制御するバッファーゾーンとして内部廊

下となっている。景観上の理由で設けた２mの深い庇で強い日差

しから守られ、池からの反射光が、壁と同様の” 網代” をイメー

ジしたセラミックプリントを施したガラススクリーンの濃淡で光

の明暗を制御している。さらに展示室へ入るトンネルはクランク

して人の目に入る光がやわらかく制御されている。

□ロビーより展示室へと導く２層吹抜の縁側は、庭に開かれた空間として来館者が佇む。

□無垢柱と一体のセラミックプリントが施されたガラス面は、外観には奥の石壁と模様が重

なって見える奥行感を持たせ、室内空間には遮熱効果と共に柔らかい光に包まれた印象を与

えてくれる。
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繩代模様の壁石とセラミックプリント



□ギャラリースペースの外壁面とそれを覆うガラス・ウォールの全面にグラフィック・パターンを施している。日本美術を展示する美術館

であることと、現代的な構造と素材により伝統的な日本建築の形態を模倣した様式との調和を考え、日本の伝統紋様に基づいたパターンと

することとし、多くのリファレンスから網代紋様をモチーフとした。縦と横のラインが交互に重なる織りのパターンは数寄屋造りで実際に

使用されるように、それ自体が構造的でストラクチャーと一体化できる点と、パラメトリックにコントロールできる点が大きな選択理由と

なっている。

□ガラス・ウォールから差し込む外光を和らげる目的と、特に照度を落とした展示空間の入口部を遮光する目的でガラス面にセラミックプ

リントが必要とされた。2000mmピッチで反復するガラス面に対し、100mmグリッドに基づいて全面に連続するパターンを設計した。ラ

イトグレーのセラミックにより 8段階の透過率のユニットをデザインし、アイレベルは高透過率にして借景を確保し、上下にグラデーショ

ン状に透過率を低くしている。ギャラリー入口に近づくに従って透過率が更に低くなるよう、フレーム単位で横方向もグラデーショ

ンになっている。障子から差し込むような柔らかな光を硬質なマテリアルで実現した空間を是非体験してほしい。また外観か

らも、単に表層としてではなくガラス面が素材感を持って前面化し、水平のラインが強調された格子状の和の様式を連想させ

る意匠を実現している。マテリアルとしてのプリントの可能性を再認識するよい機会となった。

（細野一三）

セラミックプリント



大理石壁面パターン

□2フロアー分の大きな壁面を大理石で織られた大きな網代

紋様にデザインした。各パーツのサイズは料の規格サイズか

ら決定している。白色調とライトグレーのコンビネーション

により立体的に見えるラインが交差する。縦と横で磨きを変

え、それぞれのラインを強調し、正方形の隙間を磨きなしの

グレーで表現している。マテリアルに構造を与えることで現

実には不可能な石による織りを視覚的に実現している。

繩代模様の壁石とセラミックプリント



□嵐山の自然美の中に抱かかえられたような，意匠的

に緻密に設計された美術館の環境制御設備はどうある

べきかを考慮した結果，地下水熱源ヒートポンプを採

用した。目にはできないが，嵐山の奥深い環境を構成

する大きくて欠くことのできない地下水を，本美術館

の熱源水とした。最近は大気熱源が圧倒的であるが，

本美術館では，①既存井戸がある，②地域環境への排熱

負荷削減，③騒音規制値のクリアー，④所要機器設置ス

ペース，⑤嵐山の水の親密性，⑥新規井戸掘削ができ

る，ことから水熱源を採用した。

◎熱源システム（図 1）

□地下水を汲み上げて地下井水槽に貯留し，水熱源

ヒートポンプを運転する。24 時間系統の展示室 1，

展示室 2，展示室 3，定時運転のロビー，縁側の 6系

統でシステムを構成している。定時系統は展示室系統

のバックアップ機能をもつ。水熱源ヒートポンプ，水

―水熱交換器類は地下機械室に集中設置する。冷温風

をダクトで各空間に循環させている。井戸を 2本もつ

が，万が一の地下水枯渇の場合には，地下機械室内に

空気熱源ヒートポンプの設置が可能なスペース・構造

的な対応をしている。

◎展示室空調システム（図 2）

□展示ケースは完全密閉式であり，ケース内部に負荷

はない。ケース内温度により周囲環境を制御する。即

ち大きな空間内に密閉式展示ケースを置くことにな

る。熱的には周囲空間と同じ環境になるが，物理的

には区画されている。大空間での温度変化が少ない

ため，ケース内温度は安定する。ケース内湿度はケー

ス内下部に調湿材を組み込んでいる。空調機を地下

機械室内と展示階とに各々設置して，空調機トラブ

ルの場合でも最大負荷時でも 50％の空調能力を維持

する。空調空気は展示ケース下の床面近くに吹出口

を置き，床面に這うように吹出す。レタン空気は側

面壁より取込む。図 3に，室内温度分布の設計時点

での CFD解析を示す。展示ケース内部の温度異常の

場合には，ダンパを切替えて直接ケース内に空調空

気を循環する方式である。

◎収蔵庫

□非常電源接続の 24 時間運転の専用空気熱源ヒート

ポンプ空調機 2台を地下機械室に設置し，空調空気

をダクトで循環させている。空調方式は，庫内温度

制御の入れ子式の間接空調としている。庫内湿度は，

建築内装調湿材で行う。庫内に人が立ち入る場合に

は，ダクト系統を切り替えて直接空調空気を庫内に

循環させる。この際は通常時閉止のケミカルフィル

タ経由の外気取り入れを行う。（佐藤英治）

図 1

図 2

図 3

緻密な美術館の環境制御設備
地下水利用ヒートポンプ方式の採用



□美術館の展示棟とカフェ棟から構成されており、共通することは深い軒を持ち透

明感の高いファサードが形成されていることで、「ディテールを消失させた鉄骨の

こだわり」である。展示棟は地上 2階地下 1階の構成で展示室の周りには十分な耐

震壁が存在し、主体構造は壁式鉄筋コンクリート造である。2階床はハーフ PCス

ラブを用い、プレキャストコンクリ―トを天井としてそのまま表現している。

「縁側」と名付けられたロビーから連続する回廊は 2層分の吹き抜け空間であり、

透明感のあるファサードを持ち庭園との一体感を生み出している。ファサードを支

持する構造としてフラットバーの鉄骨柱が連続し、その鉄骨がそのまま連続して 2

階の展示室の屋根の構造ともなるデザインで、この鉄骨部材を繊細にすること、接

合部を目立たせることなく構成することが構造計画のポイントの一つであった（写

１）。もう一つのポイントは屋根の軒を薄くするため鉄板構造を用いること、その

鉄板が展示室の天井仕上げともなることである。そのため RC造は 2階では立ち上

がり壁だけとなっており、屋根レベルでの水平剛性を確保するために幅 1.05mの

水平梁を壁の頂部に設けている（図２）。

□このような繊細な部材や鉄板の構造では現場での組み立てにも配慮が必要であ

り、現場溶接をなるべく減らして建方が可能となるように設計することも重要と

考えた。

□鉄骨フレームは 60 ㎜×180 ㎜のフラットバーを繋ぎ合わせたものであり、2ｍ

ピッチで 1 階床から立ち上がり 2 階レベルでほぼ水平に折れ曲がって 2階の立ち

上がりに連続し、さらに 2 階屋根を支える梁部材へと連続している。2 階床レベ

ルや屋根レベルで部材が折れ曲がる位置では直交方向（建物長手方向）につなぎ

梁を設けているが、このつなぎ梁を見せないような工夫を行っている。庇や屋根

の構造体としての鉄板がフラットバーの上部に設けられており、鉄板の上部に直

交方向に CT 鋼のつなぎ梁を設け、CT 鋼はフラットバーに空けられたねじ穴に鉄

板とともにボルト接合させている（図 1）。( 金箱温春 , 岡山俊介 )

写 1ディテールを消失させた鉄骨のこだわり RC 壁とフラットバーの架構 図 1



福田美術館：矩計図



□伝統的な和の風景に溶け込む美術館として、また主なコレクションが江戸か

ら近代にかけての日本画であることも鑑み、展示棟には美術品を守る “蔵” の

イメージが適していると設計当初から考えていた。２層のコンクリートボック

スを “蔵” と見立て展示室を包含した。
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展示ケース詳細図（1/20）

平面図

奥行可変

□主に日本画の作品を展示する展示空間は切妻屋根に包まれた、落ち着いた鑑賞空

間とするため、仕上の素材や色、展示ケースとの調和に配慮した。

□特に展示ケースは、展示空間の水平方向の連続的な広がりをつくり出し、来館者

が最良の状態で作品を鑑賞できることと、展示作品の保存環境を維持できることが

大切である。日本画の繊細な表現を間近で見られる様、ケースの奥行が最小３１０

ｍｍまで展示壁が前後に可動する仕様としている。




