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作 品 一 覧







このゲストハウスは京都東山の麓，通称，
哲学の道に面して建設されました。 レセプ
ション棟と和室棟と宿泊棟から構成されて
おり，楕円形をしたレセプション室が哲学
の道に面しています。 知っての通り哲学の
道は桜の名所です。 かつて近所に住んでい
ました画家，橋本関雪の夫人が苗木をこの
土手に，こつこつと植えていったそうです。

その桜の道を越えた向こうに吉田山を望み，
四季の変化を眺望できる位置にレセプショ
ン室を置き，和室棟は南庭と北庭に挟まれ
て静かなたたずまいの中に埋め込まれて，
宿泊棟は東山と比叡山を望み，東側の道路
を挟んで新しい町並みを構成しています。 
このようにして，それぞれの空間がごくあ
たりまえの望みを実現できるように継ぎ合
わされて全体をかたちづくっています。 
少し苦労をしましたのは，それぞれの空間
がまちまちの表情をしていますので，より
良い関係で，すなわち緊張感を失うことな
く継ぎ合わさってくれればと心をくだきま
した。 しかしながら緊張感を失わないよう
にと思っていても，どのような関係がより
緊張感を増しながらかかわってくれるのか
を見つけ出すのは大変な作業です。 また，
私自身現寸図をスケッチするのが大変楽し
みなものですから，あまり長考をしすぎて
竣工が2 カ月ものびてしまい，たびたび建
築主にお叱りを受けたのですが，理解をい
ただき，ようやく完成することのできた建
築です。 考えてみれば建築というものが大
衆性をもつのは当然のことですが，できる
だけ時代の動向に足をすくわれないように
心して設計をした私たちの事務所の初めて
の作品であります。 　　　　（永田祐三）

近年の合理主義一辺倒の中で，手作業など
ある訳がないと信じ，この数年来，机上で
数字合わせに翻弄されることに慣れ，すで
に構造を楽しむなどないものだと思ってお
りました。 
今回のプロジェクトに参加しましたのが，
60年4月中旬からでした。 
イメージの世界にいる建築家に，数字合わ
せなど，到底通用するはずはありません。
デザイナーの豊富な創造力で日々変化して
いく計画案を前にして手も足も出ないまま
に，移り変わる計画を，下から観たり，前
面の角度をかえてみたり，隅っこからディ
テールをのぞいてみたりという頭の体操を
しているうちに，徐々にデザイナーの意図
する造形を私なりに構築していく思考も生
まれ，想像の中で構造が見え隠れする日々
を楽しむうちに構造設計が出来上ってしまっ
た次第です。 
そういう訳で建築の全貌が見えているとい
うわけではありません。 この過程は，その
後，現場に移行してからも継続しており，
現場サイドでも同じような状況の中で模索
しているという具合でした。 
ところが，計画者の創造物となり得る建築
のほうでは，自ら，生成のためのボルテー
ジの高い場を形成し，個々の職種の人間の
知恵を引き出し，演出，そして集積して，
自らを形成していったのではないかと考え
ざるを得ないような，プロジェクトであっ
たことに，今更ながら気付いたという思い
があります。 
構造設計をすることにも，創造の過程があ
り得たことに，ただいま，自己満足をおぽ
えている次第です。　　　　（川崎福則）

立礼応接室前の廊下に設けられた円窓から玉砂利を敷いた中庭越しに和室を見る

設計　建築　永田・北野建築研究所 
　　　構造　川崎建築構造研究所 
　　　設備　永田・北野建築研究所 
施工　大林組 
敷地面積　1,177.61平方メートル 
建築面積　　448.47平方メートル 
延床面積　　591.19平方メートル 
規模　地下１階　地上２階 
構造　鉄筋コンクリート壁式構造 
工期　1985年8月～1986年5月



和風庭園に面した和室開口は左右いっぱいにとられている　畳敷きの縁もキャンティーレバーで支持されており敷居はLアングルで受けて浮いた感じを強調している

和室外観



北側外観

東側外観





北側外観。フォルムの重なりが美しい旋律を奏でている。



東側エントランス見上げ

南東からの全景　玄関とガレージを分かつ壁は内部の階段の壁となる



ダイニング・リビング・エントランスホールの関係　吹き抜け空間を共有している

円弧を描いたリビング　窓のガラスはロクレールといわれるステンドグラスの一種



南側外観　　　外壁はコンクリート打ち放し合成樹脂エマルジョンペイント塗り





安治川対岸からの全景



安治川側ファサード

側面見上げ



国道側ファサード　



外壁　白モザイクタイル45mm角　建具　アルミサッシュジュラクロン仕上げ

レストランへの入口周り ブリッジを渡ってエントランスホールに導く







口ビーからエントランス方向を見る． 床のモザイクは大理石とセガート，ガラス製の組合せで，イタリアのスピリンベルグのモザイク学校の製作． エ事はすべてイタリア人の職人の
手による． 柱は石膏マーブルというョーロッパでは古典の技術． 現在はほとんど使われていないこの手法を日本の左官職人，久住章氏の手によって再現した． 天井は金箔．



ロビー見下ろし。ロビーには螺旋階段が張り出す。

石膏マーブル仕上げの柱の間から見る。





無極 

永田祐三（建築家） 

蒼白い月光にオベリスクの先端は輝き，燈
火を掲げて集まる商人，神官，そして王た
ちの行列． このナイルの流れを前にして
演じられる宴は，一瞬の閃光と共に極彩色
に輝き，私の険から消え去った． 今は灼
熱の太陽に蝕まれて「ルクソール」の廃壇
がある．燭影に浮かび上がる霊塔，欄干を
タンカで埋め尽くし，幾重にも重なる回廊
の中庭で繰り広げられる仮面舞踏． キチュ
河を見下ろし悠久に生きる「ポタラ宮殿」．

精織な角楼を四隅に据え，瑠璃の莞の波で
大地を抑え，その内に金漆を施しだ幡龍模
様の玉座を世界の中心と定め，また支那墨
の心地よい薫りに満たされた養心殿，そし
て薩満教の竃． 陰欝な嵐の楽園「紫禁
城」．いささかの脆弱さも見せないこれら
の大建築物は私の神託であります． 私の
東洋の細い眼の奥の印画であります． 
近代が私にもたらしてくれたものは，人間
の諸権利と科学，正義と勤勉，鉄の箱に車
輪を付けて，都会へ運ばれる幾百万の人の
渦．近代はそして現代は，あらゆるものに 
「正確」というものを与えてはくれたが，
正確に近づこうとする精神の厳密さを悶絶
させてしまったように私には思えた． 幾
度となくこの臆綱を解こうともがいていた
私は，突然工事現場の道化師として，その
真っ只中へ躍り出た． そうして，夜を重
ね，昼を重ねて絵を描きました． どこか
に私の身元が見付かればと． 私には多く
の世界の幻影がすでに定着しているはずだ
と思いました． 西洋の衰弱した形式を，

そしてその人びとが辿ってきたありとあら
ゆる古びた仕事をあますことなく引き受け
よう． 終馬を迎えた東洋の仕事をあます
ことなく引き受けよう． そして，それらの
仕事にこそ私の東洋の細い眼の奥に印画し
た神託を念写するのだと． 
黄河と揚子江の源，青蔵高原の花の海から
談子の打合せにやってきた青年たち． 30
歳を越えてはじめて海を見たという． 
北京の北の山間で，真っ黒な増子土を練る
瑠璃瓦の職人たち． 
煉瓦の図案をコンピュータで弾き出すロン
ドンの技術者たち． 
鋳造のことならなんでも知っているハンツ
の職人たち． 
たとえタクアンでさえも，食べ物という食
べ物はなんでも美味しいというアイントフ
オーヘンの技術者たち．私は彼らの国には
チューリップと風車があるだけだと思って
いました． 
一番鳥の暗くときに足場の上で大声を上げ
る萩生まれで二枚刈の煉瓦工の親方． 
北ウェールズ生まれの無口な彫刻家． 
現代のミケランジェロといわれた画家． 
アドリア海に臨むフリウリ地方のモザイク
の職人たち．彼らはカトリック教徒だ． 
バネのように歩き回る淡路島の名左官師． 
遊び人で茶人の大和郡山の老指物師． 
ボルドーの元ボクサーの石工． 彼には確
かにゴール人の血が流れているに違いない. 
ラマダンになるとひとかけらのご飯も食べ
ない口髭をたくわえたアルジェリア生まれ
のデザイナー． 
大きな口髭を生やした金箔の職人． 髭は
刷毛の掃除のための道具であった． 
赤いパンツのモロッコの男． 
ビロードや絹の糸を操るフランスの娘たち．
パチンコの好きな寄木職人． 

一度しか大笑いしなかった変なパリの寄木
専門家． 
痩せ細り，ロマン派最後のピアニスト，ホ
ロビッツのような顔をした社長． 自らボ
ロビッツだと主張していた． 
数え上げればきりがない．工事現場はおよ
そ職業という名の付いた人びとでごった返
した．混乱，喧喋，無秩序，まだしも戦場
の方が秩序正しかろう．次第に職種は混乱
する． カーテンにミシンをかけるフラン
ス娘たちの手は床の掃除のためのものとな
り，社長は床に這跡って床磨き．配線工が
シャンデリアを組む． 左官は引越しのお
手伝い．モザイク職人はタイル工に早変わ
り……、私の幻影がどのようにしてこの地
上にその姿を現したのかは今もってわかり
はしない．そして私の身元も辿ってはみた
もののわかりはしなかった． この異邦人
でごった返した建築現場は出島であった．
芸術家，技術者，そして職人たちが国へ帰
る時がきたとき，私たちはいつもワインを
前にささやかな宴を開いた．別れの時がき
て涙を流さなかった人は少ない． 
ある日私は中国の世界的な陶磁器の研究家
で故宮博物院紫禁城出版社社長，李毅華よ
り，国家の文明の伝統が失われていくこと
を嘆きつつも，美しいものは永遠に残ると
いう手紙に添えて一枚の書を受け取りまし
た． それには，骨太い大きな二文字が書
かれていました． 「無極」と書かれてあ
りました． WÚJÎ と発音し，極めれども
極めれどもその先には何もありません，と
いう意味だそうです．

煉瓦積みの施工風景。

スタッコアンティコの工事風景。 柱の石膏マーブルの養生がとれたところ。 ロビーのモザイクを貼るイタリア人の職人。

ロビー天井の金箔を貼る職人。



エントランス夜景。左上の丸窓は洋宴会場の上部窓。





アプローチ全景。









(facing page)  West elevation of east wing. The bricks, madein 
England, give the building an expressive character. 
(below) Courtyard. The two wings are connected by a bridge. 

（前頁）東棟西側外観． イギリス製のレンガがさまざまな表情を
見せている． 
（下）中庭． 2棟がブリッジで結ばれている．



住宅の設計というものは，他の建築よりもた
いへん難しい面の多い仕事であると私には思
えます． 絵画でいうならば，ある人物の肖像
画を描くようなものだと考えていただければ
よいでしょう． ただこの場合，単なる似顔絵
であってはなりません． その人物の内面を深
く捉えなくてはならないのです． 社会的な背
景とか，文化的な背景とか，物事の考え方と
か，さまざまなことを知らなければなりませ
ん． このように十分理解したつもりで描き上
げた肖像画も，本人が好まなければよい結果
とはいえないでしょう． しかしこのような結
果になるのは，その肖像画を描いているのが
この私だからなのです． その肖像画の中に私
自身があまりにもたくさん入り込んでいるの
です．いかにそれを少なくしようとしても，一
見少なくなっているようでも，それは不可能
に近いのです．そこで，このようなことができ
るだけ起こらないように私が心がけているこ
とに関してお話をします． 
設計の依頼を受けますと，当然のことですが
最初に敷地を見学にまいります． 京都の東山
銀閣寺山の麓・浄土寺の高台，白川分流と銀
閣寺疎水に挟まれた高さ20mの高台が敷地で
す． この場合，建築主は同行しません． 私と
所員だけです． 私は周りの環境も含め高台か
らの見晴らしとか，敷地の外からこの高台が
どのように見えるかとか，風，太陽，住民，朝，
昼，夜，建築に関わるたくさんの事柄を調べ
ます． そのために多くの時間を必要とするこ
とがあります． 
それから建築主の望みと何の関わりもなく，
私はこの敷地に何を建てればよいのかを考え
はじめるのです． たとえば京都のこの風土に
なじむ静かなたたずまいの実現，そしてこの自
然を今以上の自然へと再生すること，隣の庭
の美しい楓をこの敷地へと導入させて自然の
連続の実現，等々，考えてみればごく当たり前
のことを基に，あたかも自分の住居を考えてい
るかのような気持ちでその住居のすがた，か
たちを想像してみるのです． そのような経過
を経てから建築主と話し合いに入るのです． 
私の話し合いには設計図というものはありま
せん． ただ話し合うのです． その場合私は，
私のやりたくない事柄に関してずいぶん話をし
ます． そしてできそうにもない建築の夢を話
し合います． そのような話し合いを幾度とな
く繰り返すのです． 本来相手は建築に関して
素人ですが，次第に私と同じようなことを話

し出すようになります． このような状態にな
りますと，ほぽ私としては成功なのです．まる
で私の病原菌のウイルスに相手が感染した状態
です． 
ここに至るまでにたいへん時間がかかるため，
建築主はいつになれば設計図を見せてもらえ
るのかといって怒り出す場合があります． し
かし慌てないことです． 私たちは思想を妊み
建築を産み落とすのです． 建築主と私は同じ
思想を妊み共に この建築を育てていくことに
なります． 
この山下邸の計画案がほぽまとまりつつある
とき，ある事件がもち上がりました． 山下氏
の妻が病に倒れ，この住宅の完成を妻に見せ
てやることができるだろうかといって嘆くので
す． これにはたいへん驚きました．私として
は今後の予定を最大限の努力によって短くせね
ばなりません． 建築というものは時として早
産せねばならないものです． 
そして設計者というものはいつも，あ る時点
であきらめなければならない宿命にあります．
建築が完成するすべての過程は，あきらめの繰
り返しであるといっても過言ではありません． 
それでも挫けずに進まなければなりません． 
この場合，幸運にも山下氏の妻は病から回復
し，1992年の暮れに建物は無事完成しました．
私は心からほっとしたことを思い出します． 
しかし建築はこれで終わったわけではありま
せん． 私は完成後たびたびこの住宅を訪れ，
時には泊まることがあります． それはそこに
どのような誤りがあったのか，また，私はこ
の住宅で何をしようとしていたのかを反鋼して
考えるためです．そのたびごとに，私はその住
宅の住まい手側の意見を聞くように努めてい
るのです． そして実現可能な範囲で改修を試
みるのです． そろそろその時期にきています．

ある朝，私はこの家で目を覚まし，私の寝室
から庭の楓を透かして東山から比叡山を眺め，
洗面をすますとブリッジを渡って玄関ホールに
下り，静かにピアノ即興曲を奏でると庭では紀）
科犬が空に向かって大きなあくびをする，と
いう具合です． 私はそのようなとき，この家
が大昔からこの場所にこのようなたたずまい
で存在していたような気がして，ある程度私の
想いが実現できたと考えるのです． 今年の五
山の送り火はこの家の丸い居間から，この家
の家族や友人をたくさん集めて楽しもうと考え
ています．

永田祐三





1階リビングルームの暖炉

エントランスホール・階段の手摺

1階バルコニーの手摺

エントランスホールの家具











西側を見る． 左奥が「六麓荘の家」(j89409）で，中央の屋上庭園から手前が今回新たに増築された 
次頁北西側のエントランスを見る 
前頁リビングルーム全景．左側のガラス面は中央部分（3, 600mm X 2, 400mm）だけが左右に引き分けられ， 
その両側は7,200mmx2,400mm厚さ22mmのシングルガラスでFIX.  
可動部分の上部は引き分けられ，その両側は7,200mmx 2,400mm 
厚さ22mmのシングルガラスでFIX. 可動部分の上部は電動トップライトで開閉可能．  
シャンデリアはWATERFORD社製で最下部はFLから2,100mm. 
右側の木天井の天井高は3,000mm









中庭を見る　左のバルコニーは1階ダイニングと2階ライブラリーに位置したもの。壁面のブリックは英国製で、中空積みにしてあるため部分的に換気用の隙間が開けられている。

次頁　中庭側壁を見る。1,2階では
この部分に廊下が通るが円形の開
口部をもつ3階部分では壁だけが立
ち上がり、フライングバットレス状
の構造体で支持されながら中庭を
強く囲む。

前頁　西側ファサードを見る。中央左が玄関、右が車庫、奥に中庭が見える。　門扉および手すりは鍛鉄製で、イタリアZANINI工房の制作による。照明のブラケットはスペイ
ンsalvi社製　屋根のブロンズ像はこの家のために英国人彫刻家によって制作されたもの。　左下は勝手口。





壁に穿たれたのぞき窓からふれあいセンターに面した池を見る。壁は砂利入りの珪石土仕上げ、左官工事は花咲か団の久住章氏による。



上：池はふれあいセンターの建物と植栽、壁に取り囲まれて閉じられているが、その中には滝の音と水のきらめきが周辺とは隔絶した環境をつくり出している。 
下：ふれあいセンター夜景。





左：ふれあいセンターは池に向けて大きく開かれている

食堂への廊下から見る。





総合情報システムを扱う日本電通建設の
本社ビルの敷地は，大阪の環状線の弁天
町駅と地下鉄中央線の交差点から少し大
阪港寄りにある。周辺は再開発と都市整
備の事業が進められてはいるがまだ雑然
としており，あまりよい環境とはいえな
い。 私たちが日本電通建設の本社ビルを
この敷地に設計することの依頼を受けた
のは1987年の秋であったので，完成まで
に7年の歳月がかかったことになる。 故
人となられたこの会社の先代の社長が，
より高く，大きな本社ビルを願っておら
れたことを思い出すが，紅余曲折の後，
現社長のもとで今日のようなかたちで本
社ビルは完成したのである。 
この長い設計期間中にずっと実現したい
と考えていたことがある。 それはこの本
社ビルで仕事をする人びとが，互いにビ
ジュアルに自分たち同士を認識できるよ
うな空間構成にしたいということであっ
た。 こうした相互の認識というものは，
今日のセンターコアのオフィスビルにお
いても高度な情報システムを使うことで
一応は可能であるが，私は「人間の五感
を通じてじかに認識できる」ということ
を特に大切に考えてきた。 これまでにも
オフィスビルの中心部分を抜いてボイド
な空間をつくり，その周辺に執務室を配
するというやり方でビジュアルに互いを

認識できるような空間をいくつか実現し
てきている。 例を挙げるならば，「ロン
シャン本社」，「高岡建設本社ビル」
(1975年竣工），「ロンシャン第2ビル」,
「長瀬産業本社ビル」などである。 

この「日本電通建設本社ビル」もこのよ
うな一連の作品の流れをくむものであ
る。 しかし，ここでの新しい試みは，外
部の騒音が非常に高いため外周をほとん
ど壁で閉ざしているのに対して，3層の
横向きの吹抜けがあることである。 この
ことは，エレべータを降りたときに，街
に対する自分の位置とか建物の構成や全
体像を即座に理解するのに十分に役立つ
と同時に，これによって建物の中で働い
ている人びとを一望のもとに認識するこ
とができる。 このことは人びとにある種
の安心感を与えている。 
建物の外部は，人びとに対して馴染みや
すいブリックで威圧感を与えないような，
しっとりとした表現にしている。 これも
私の一連の作品の流れをくむものであ
る。 内部の吹抜けに面する外壁はアルミ
のスパンドレルとし，反射率を上げて執
務室に十分な光を与えることに役立って
いる。 
この建物が，周辺の殺伐とした生硬い街
並みに対して安らぎとしっとりとした表
情を与えることに，少しでも役立つこと
ができたのではないかと思っている。 
（永田祐三）

外壁に開けられた横向きの吹き抜けを見る



前頁：外部に対してほとんど閉ざされた壁面に3層分の横向きの吹き抜けがある。

次頁：北西側の通りに面したファサード。 外壁は外に対してほとんど閉ざされている。





南側外観。外側はコンクリート打ちっ放しフッ素樹脂塗装とガラスブロック。

次ページ：２階から吹き抜けを見る。





上：吹き抜け見上げ。黒く塗られたコンクリートの二重梁による構成。／ 下：２階店舗から吹き抜けを通して香室方向を見る。



1階奥の茶室。



























1986年 
光世証券京都ゲストハウス 

京都市 
591.2 ㎡

1986年 
熊本電子ビジネス専門学校 
熊本市 
1,166.5 ㎡

1987年 
熊本電子ビジネス専門学校 増築 

熊本市 
329.9 ㎡

1987年 
別府商工会議所 
別府市 
700.0 ㎡

1987年 
富山 源新保工場 

富山市 
9,480.0 ㎡

1987年 
萩原大阪支店ビル 
大阪市 
929.8 ㎡

1988年 
上野邸 
大阪市 

354.9 ㎡

1988年 
ジオン商事安治川配送センター 
大阪市 
3,587.0 ㎡

1989年 
倉橋写真館 

大阪市 
396.8 ㎡

1989年 
石田邸 
豊中市 
339.7 ㎡

1987年 
ホテル白菊大浴場増築 

別府市 
315.7 ㎡

1990年 
ネッツトヨタ大阪寝屋川バイパス営業所 
寝屋川市 
677.3 ㎡

1990年 
大分の家 
別府市 

261.3 ㎡

1990年 
豊田邸 
京都市 
171.6 ㎡



1991年 
ホテル 川久 

白浜町 
26,076.1 ㎡

1991年 
ネッツトヨタ大阪玉出営業所 
大阪市 
1,148.8 ㎡

1991年 
丸三ビル 
大阪市 

1,052.2 ㎡

1992年 
ホテル萬象閣 
嬉野市 
2,609.9 ㎡

1992年 
ネッツトヨタ西田辺営業所 

大阪市 
471.8 ㎡

1992年 
光世証券市川独身寮 
市川市 
608.2 ㎡

1992年 
浄土寺の家 

京都市 
621.8 ㎡

1994年 
六麓荘の家 
芦屋市 
849.5 ㎡

1994年 
日電建本社ビル 

大阪市 
4,800.0 ㎡

1994年 
JA OGAKI グリーンパーク 
大垣市 
6,494.1 ㎡

1994年 
ルネス金沢リゾートロッジ 

金沢市 
5,777.0 ㎡

1994年 
ルネス金沢アミューズメント 
金沢市 
6,482.0 ㎡

1995年 
豊田愛山堂 

京都市 
750.0 ㎡

1996年 
宇治ハウジングプロジェクト 
宇治市 
12,681.8 ㎡



1996年 
源伝承館 
富山市 

399.1 ㎡

1996年 
神戸市松本ビル 
神戸市 
475.8 ㎡

1997年 
神戸老健施設静耕 

神戸市 
1,572.0 ㎡

1997年 
南青山巽邸 
東京都 
796.2 ㎡

1997年 
源黒部インター店 

富山県 
500.0 ㎡

1997年 
クマリフト本社ビル 
大阪市 
601.9 ㎡

1997年 
長浜泰豊増築 

長浜市 
2,100.0 ㎡

1997年 
猿渡医院 
大阪市 
2,100.0 ㎡

1997年 
ネッツトヨタ東大阪営業所 

東大阪市 
2,477.5 ㎡

1997年 
六麓荘巽邸増築 
芦屋市 
226.7 ㎡

1998年 
大普メゾネ北山通 

京都市 
2,883.5 ㎡

1999年 
小浜高井邸 
小浜市 
237.0 ㎡

1999年 
千本ハウジング計画 

京都市 
946.5 ㎡

1999年 
TAKETSU伊丹南野計画 
伊丹市 
2,584.0 ㎡



1999年 
光世証券兜町ビル 

東京都 
2,101.0 ㎡

2000年 
神戸電子専門学校東館計画 
神戸市 
3,800.0 ㎡

2000年 
宝塚花の道再開発 

宝塚市 
21,475.6 ㎡

2000年 
TAKETSU芦屋東町 
芦屋市 
4,078.0 ㎡

2000年 
光世証券本社ビル 

大阪市 
3,931.7 ㎡

2000年 
AUTOPIA PAVILION 
芦屋市 
167.9 ㎡

2002年 
ピカソ美化学研究所本社ビル 

西宮市 
2,096.5 ㎡

2002年 
八木邸 
加古川市 
740.0 ㎡

2002年 
茂山邸 
京都市 

292.0 ㎡

2002年 
大一ホール 改修工事 
大阪市 
3,258.0 ㎡

2003年 
ネッツトヨタ六万寺営業所 

東大阪市 
1,913.0 ㎡

2003年 
野中邸 
泉南市 
350.0 ㎡

2003年 
森ノ宮医療学園1期 

大阪市 
240.0 ㎡

2004年 
御所南ビル 
京都市 
431.7 ㎡



1965-1985　竹中工務店期　永田祐三
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Bekleidungswerk 
in Kioto-Yamashina 

Architekten: 
Takenaka Koumuten, 

Osaka

>>Longchamp<<



Der Name der Firma ist »Longchamp«, 
was als Hinweis für europäische Haute 
Couture ihrer Produktion zu verstehen 
ist. Die Lage: an der Nationalstraße 1 mit 
2 4 - S t u n d e n - H o c h b e t r i e b . D i e 
Nachbarschaft: noch viele traditionelle 
Wohnhäuser, aber punktweise durchsetzt 
mit großen Miethäusern, Fabriken und 
Verwaltungen. 
Den Architekten war die Aufgabe gestellt, 
in diesem 2. Bau der Firma folgende 
Funktionen unterzubringen: Lager, 
Verwaltung, Forschung und Entwicklung, 
EDV-Anlage, Auslieferung sowie eine 
e t w a 8 0 0 m 2 g r o ß e H a l l e f ü r 
Vorführungen und Konferenzen. Obwohl 
keine funktionelle Notwendigkeit dafür 
bestand, gliederten die Architekten die 
Baumasse so kleinteilig, daß sie von wei- 
tem wie eine Agglomeration vieler 
Einzelbauten wirkt. Damit nehmen sie 
ihr etwas von der Maßstabslosigkeit, 
ohne ihre s ch ie re Größe j edoch 
beiseiteschaffen zu können. 
Im Grundriß fällt diese fast romantische 
Kleinteiligkeit nicht auf: er ist in zwei 
große Bereiche gegliedert, die über einen 
Innen- Bereiche gegliedert, die über 
einen Innenhof, an dem die zwei Kerne 
liegen, miteinander verbunden sind. Die 
drei unteren Geschosse beherbergen 
ausschließlich Lager und Versand, 
während die oberen drei für die 
Verwaltung reserviert sind. Die Klein- 
teiligkeit der Räume auf der Nord-, Ost- 
und Westseite diente den Architekten als 
wi l lkommener Vorwand zu e iner 
bewußten Inszenierung des Baues: sie 
erfanden Erker mit französischen 
Fenstertüren und Mauerwangen im Art-
Deco-Stil, zogen Treppentürme vor die 
Fassade und über die Dächer, machten 
aus Obergeschossen romantische 
Dachgeschoße und übernahmen manche 
dekorativen Elemente aus den zwanziger 
Jahren, um Fenster und Gesimse zu 
schmücken. Den Eingang ziert eine nicht 
ganz geglückte Nachempfindung Pariser 
Metro-Schutzdächer. 
Der Bau ist ein Stahlbetonskelett, das 
außen mit Ziegeln verkleidet ist. Die 
Dachgeschosse wurden als Stahlskelett 
errichtet, um die notwendigen großen 
Spannweiten zu erhalten. Sie sind außen 
mit Stahlblech verkleidet. Im Innenhof 
und Teilen der Pu- blikumsräume im 
Erdgeschoß wurden Keramikplatten als 
Wandbekleidung verwendet. 
Daten: 
Grundstück 4000 m2 groß, überbaute 
Fläche 1650 m2, Bruttofläche 7500 m2.

>>Longchamp<<, Japan



>>Longchamp<<, Japan

Das Gebäude in seiner Umgebung ist ein warnendes Beispiel dafür, daß man trotz Auflösung einer großen  
Masse in viele vermeintlich kleinteilige Elemente die hier angehäuften Kubikmeter nicht wegzaubern kann. 
Sobald man den nötigen Abstand hat, erscheint das Gebäude in seinen wirklichen Dimensionen.



>>Longchamp<<, Japan

"Longchamp" 
clothing factory 
in Kyoto-Yamashina, J  

The site is on a street that is busy 24 hours a 
day. The neighbourhood consists of many 
traditional dwelling houses sprinkled with 
large residential buildings, factories, and 
administration buildings. The architects had 
the task of providing the spaces for storage, 
administration, research and development, 
electronic data processing, delivery, and a 
hall about 800 m2 for demonstrations and 
conferences. Even though there was no 
functional necessity for it, the architects 
made the building mass to such a small scale 
that it appears as an agglomeration of many 
individual buildings when seen from a dis-
tance. In the ground plan, this almost 
romantic division into small parts is not con-
spicuous: it shows up in two large areas 
joined by an inner court, on which the two 
sections are situated. The construction is a 
reinforced concrete skeleton with exterior 
cladding of brick. The attic stories were built 
as a steel skeleton to achieve the necessary 
large spans; they are cladded with sheet steel 
on the outside. In the inner court and parts of 
the public spaces in the ground level, the 
walls have ceramic tiles. 

Die Details zeigen eine raffinierte Mischung 
von ganz einfacher Ziegelwand and 
hineingesetztem oder vorgeblendetem 
Ornament aus anderem Material. Das ist ein 
Stuck japanischer Bautradition, wenn auch 
nicht im wortlichen Zitieren von 
architektonischen Einzelformen. 



ニューヨーク近代美術館フィルムライブラリー永久保存作品

WHITE BOX IN AN OVER-BUILT 
RESIDENTIAL ZONE 
architects: Takenaka Koumuten Co,. Ltd., architects and engineers



入口部分夜景

西側正面全景 
外壁　コンクリート打放し　アクリル系エマル
ジョンペイント　ローラー仕上  打継目地　ポ
リサルファイド系コーキング　開口部　スチー
ル格子戸OP　内部玄関ドア　木製OP



長瀬産業本社ビル 
大阪市西区

施主のこれまでの歴史を培ってきた既存社屋への思い入れに
対応した計画である． 
同じ色彩と質感で外装を仕上げ，足元回りでは開口部の高さや
プロポーションなどにまで既存建物のもつイメージを継承して
いる． 
同じテクスチャーの建物が，デザインやディテールを異にしな
がらも立ち並んでいる様子は，単体ではもち得ない変化に富
んだヴォリューム感をもたらし，街に豊かな表情を与えている．

既存の周辺状況の中ではソフトな表情をもっている　高層部分が今回建築されたもの



旧館（左）と新館の取り合い　外壁は旧館にならって同色調の炻器質スクラッチタイル二丁掛けが用いられている　玄関は旧館のものを使用している



松蔭女子学院大学・短期大学 
兵庫県神戸市





国電・渋谷駅に程近い，明治通りの裏に建つオフィスビル． こ
の建物では曲面を持つ連続した外殻と柱のない空間をつくり出す
ために壁式構造が採られている． 平面的には事務空間とサー ビ
スエリアとしてのコア部分に分かれている． 床は各階とも中空
スラブで，空調用のダクトスペースとしても使用されている． 
外壁は，ほとんどが磁器小口タイル貼りと御影石で仕上げられ，
西面だけがコンクリート打放しである． 外観上のデザインのアク
セントとなっている非常階段は，低層部では建物の影にあり， 
最上階で突如姿を表わしている．

三基商事東京支店 
東京都渋谷区

北側全景







■構造について 
本建物の外殻は鉄筋コンクリート壁式構造で，中空
スラブを採用している． これは曲面を持つ連続し
た外殻と柱のない空間を現実にするために選択され
た構造形式である． 全体としては事務棟およびコ
ア部分の独立した構造物をおのおのの階で境界スラ
ブにより接続した構造となっている． 
外殻壁は最下層で500mm，最上層で180mm の壁
厚，中空スラブは500mmから325mm とスパンに
より版厚を変えている．基礎には場所打ちコンクリー
ト杭を外殻壁下部に連続的に配置している． 
設計計画者との議論の中で最初いわれもない不安と
大 変さを感じたが，面体で大略閉鎖形を構成すれ
ば構造的に安定し得ると判断し，等価な矩形断面モ
デルを用いて梁理論により応力の大きさ，変形量を
考慮しながらあらかたの検討を進めディメンション
を把み設計計画者との話を進めていった．外殻壁は
連続した壁が理想であるが開口部が設けられる面は
配置を千鳥状にすることによりブレース効果を得る
など，できるだけ面内剛性を減じないようにしてい
る．実断面は実形状モデルを用いた有限要素法の解
析結果を配慮し設計を行なっている． 
床版は全体の形状を保持するために外殻壁と同程度
の曲げ剛性および使用時に支障のない強度と剛性を
確保し得るよう，さらに重量軽減からも中空スラブ
で設計し，異方性版として取扱っている．またこの
中空部を空調用ダクトのルートとして使用している．
本建物の構造要素は外殻壁と床版のみで構造的には
極めて簡潔である．しかし，離散量に慣れ過ぎた私
たちにとって連続量に対する設計は，本来自然界に
多く存在しているにもかかわらず取扱い難く，むず
かしいことをこの建物の設計を通じて感じている． 

（俣野博）
有限要素法解析モデル 南北方向地震時変位図

パース



CONCOURS INTERNATIONAL ̊ OPERA DE LA BASTILLE

パリ・バスティーユオペラ座国際コンペ入選作



今 日 も 、 よ り 良 い 建 築 の 実 現 に 努 力 し て い ま す






