
建物の約 60％を地下に埋めこみ、
高さを低く抑え建物を周りの風景と調和させています。

　トビカンは上野の杜にしっかりと溶け込んでいるでしょう。

広場！

空間の連続！緑の森を抜け敷地に足を入れると、
突然地下に誘導したり、ジグザクと
回り道をさせたり、美術館への入口までの
ワクワク感を醸し出します。

入口までのアプローチ！

東京都美術館を設計した前川國男は、日本におけるモダニズム建築の巨匠の 1人です。
1960 年代以降、多くの美術館、博物館の設計を手がけました。そのひとつひとつが珠玉のアートであり、
そこには前川好みの建築スタイルがあります。

あなたは今「トビカン」という名のアートの上にいます

トビカンのタイルのひみつ（解説編）　　　　

トビカンは、上野公園の緑の中に佇む、レンガ色の外観が印象的
な建物です。
レンガのように見える外壁は、実はタイルです。
炻器 (せっき )質の釉 (うわぐすり )のかかっていない焼き物で、分厚く、
目地部分まで一体になった複雑な形をしているタイル（＊１）です。
一般的な、薄いタイルとは少しイメージが異なるかもしれません。

タイル貼りの建物は、コンクリートの壁が完成した後に接着剤と
してのモルタルを塗り、薄いタイルを貼るのが一般的ですが、炻
器質の分厚いタイルを安全に保持するために、前川國男はタイル
をコンクリートと一緒に固めてしまうことを思いつきました。
それが「打込みタイル」という工法（＊２）です。

①コンクリートを流し込む（「打込む」といいます）木で出来た
　型枠の内側に、桟木 (さんぎ ) をつけ、桟木の上にタイルを乗せ、
　並べていきます。
②タイルに空いている小さい穴（タイルの溝の部分にあります）
　に釘を打ち、タイルを桟木と型枠に留めつけます。
　小さな穴は、このために最初からあけられています。
③タイルにあいている大きな穴（小さい方のタイルの真ん中に
　あります）と木の型枠を貫通させて、コンクリートを打込んで
　も重さで型枠が膨らまないように固定します。
　大きな穴は、このために最初からあけられています。　
④打放しコンクリートを作る時と同じように、木の型枠の中に
　コンクリートを打込みます。
　この時のコンクリートはドロドロの状態です。
⑤コンクリートが固まってから、木の型枠を外し、②で留めつけ
　た釘を取り除くと打込みタイルの壁が完成です。

タイルにあけられた穴は、前川独自の打込みタイル工法の特徴的
で意味のある穴です。
釘を打込むためにあけられた、小さな穴は発見できましたか？

「打込みタイル」工法のタイルは、コンクリートの壁と一体化して
いるため剥がれ落ちにくいので、安全であると言われています。
建築の永久性を追い続けた前川にとって、「打込みタイル」工法は、
素材と技術とが結実された、到達点のひとつだと言えます。

今回の改修（2010～2011 年）では、企画棟と中央棟の一部が作り
直されました。その際、新たに 8万 5000 枚ものタイルが使われ
ました。

トビカンについて、もっと知りたくなった方は、建築ツアーへ
ご参加ください　→　→　→　→　→　→　→　→　→　→　→

「 建築ツアー」開催中！
東京都美術館を建築作品として味わってみませんか？
トビカンではアート・コミュニケータ（通称：とびラー）が
多くの人に美術館を身近に感じてもらうための活動をしていま
す。建築ツアーでは、とびラーが選んだトビカンの見どころを
一緒に巡ります。
詳しくはHP（www.tobikan.jp）をご覧ください。

＊１　トビカンのタイルのかたち

大きな穴

小さな穴

＊２　打込みタイル工法（略図）

美術館をひとつの都市空間として捉え、
人が出会ったり、自由に行き来できたり
する広場（中庭）こそが
都市の中心であるべきだと考えました。

同じ形の建物を通路でつないだり、ずらしたりして、
建物に動きや変化を取り入れています。

公募展示室は同じ形の建物が４棟
くっつきあいながら、少しずつずれて建っています。

美味しいもの！

「美術館に来て美味しいものが
食べられないなんてあり得ない。」
と言っていたグルメな前川。
トビカンでは正面にレストランを
配置しています。

風景にとけ込むたたずまい！

素材感！

「平凡な素材によって、非凡な結果を創出する。」
と言った前川。トビカンでは、手間のかかる

打ち込みタイルなどを取り入れることによって、
とても落ち着いた趣ある建物に仕上げています。

東京都美術館概要
1926 年東京府美術館として開館（岡田信
一郎設計）。老朽化により 1972 年新館の
工事に着工、竣工は 1975 年 3 月。
設計は前川國男。敷地面積約 12,000 ㎡、
地下 3階地上 2階、外壁は焼きレンガ色
の打込みタイル工法。 
2010 年改修工事に着工、2012 年竣工し、
リニューアル・オープン。

ト ビ カ ン
み ど こ ろ
マ ッ プ  　  

ご来館くださったみなさん、

展覧会だけを見て、そのまま帰るのはもったいないですよ。

このマップを手に「東京都美術館（愛称：トビカン）」を

ゆっくりと散策してみませんか？

横から見ると、
分厚くて複雑な
形をしています→

制作協力：株式会社前川建築設計事務所
　　　　　不二窯業株式会社

制作　　：とびラー建築マッププロジェクト
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ト ビ カ ン
み ど こ ろ
マ ッ プ  　  

５．かまぼこ天井　
館内各所で見られる、かまぼこ（ヴォールト）
天井は、フックが付いた鉄骨の骨組みに、短
冊状のパネルをつりさげて固定する工法で作
られています。温かみのあるピンク色はイン
ド砂岩によるもの。やわらかく落ち着いた空
間を演出します。

10．むかしも いまも
カラフルな色の椅子やスツールが、館内のあ
ちらこちらに置かれています。
今回のリニューアルでは、残されていた色見
本を元に座面の張替えをしました。椅子の脚
も継ぎ足して、より座り心地も良くなりまし
た。こちらは公募展示室の休憩スペースです。

７．そこにも、ここにもおむすび型
ロビー階中央の階段を見上げるとおむすび
型、受付カウンターのテーブルもおむすび型、
そして佐藤慶太郎記念アートラウンジのテー
ブルもこれまたおむすび型。おむすび型は、
前川建築のモチーフの一つ。おむすび型はほ
かにもあるかも。見つけてみませんか。

８．なめらかな手すり
階段の手すりは、角がとられ、緩やかなカー
ブを描いています。これは柔らかな手触りと
和服のたもとを慮 (おもんぱか ) ってデザインし
た前川の細やかな精神を今に引き継いだもの
です。木のブロックから切り出した美しい木
目にも注目です。

６．実は『穴』場です！
レンガのように見える外壁は、タイルです。
真ん中に穴のあいているものもあります。
よく見ると溝の部分には二つずつ、小さな穴
が。この大小の穴に、前川こだわりの「打込
みタイル」の秘密があります。裏面をご覧く
ださい。

12．トビカンの夕景
日没が近づくと、赤、青、黄、緑の壁が夕闇
に浮かび上がり、見る人を温かく、落ち着い
た気持ちにしてくれます。立つ位置によって、
見える壁の色も異なります。この景色を開館
時間内に見られるのは 日暮れ前のほんの短い
時間だけ。

２．エントランスに残る「時代の傷」
建物の顔である正面入口に残る一筋の線はオ
イルショックの名残です。継ぎ足すコンク
リートが間に合わず、最初に流し込んだ分が
先に固まってしまったためできたのです。謝
る担当者に前川は「アルプスの山々を見てい
るようです。」と、さらっと返したとか。 

３．はつりコンクリート
正面のエスカレーターを降りると、重厚な
アーチが目を引きます。表面のざらざらとし
た質感は、固まったコンクリートの表面をノ
ミなどで叩いて削る「斫 (はつ ) り加工」によ
るもの。これは職人の手作業です。光の当た
り方によって豊かな表情を見せてくれます。

４．トビカンのトンビ　
中庭には前川が「トンビ」と呼んだＹ字型の
手すりが並びます。シンプルで軽快なデザイ
ンは、揺れを吸収し全体を安定させる安全面
でも優れモノ。素材の赤茶けたコルテン鋼は
「時間に耐える建築」を目指した前川の好み
で、錆までも美しいと言われています。

１．彫刻空間
上野の森を背景に野外彫刻がお迎えします。
周りの風景を映し出すステンレスの球体
「my sky hole 85-2 光と影」や、魅惑的なタイ
トルの「メビウスの立方体」、「さ傘（天の点
滴をこの盃に）」など、10 作品をお楽しみく
ださい。

９．降り注ぐ光
ギャラリーは 1975 年当時からの床タイル、
アーチ天井など、前川独特の手法がちりばめ
られています。大きな窓のカーテンが開くと
外光が柔らかくギャラリー内に降り注ぎま
す。そこから見える外の風景が一枚の絵のよ
う。春は桜の姿を眺めることもできます。

11．美術館を味わおう !
トビカンを訪れる楽しみの一つがスタイリッ
シュなレストラン。グルメで知られた前川ら
しく館の中央に置かれました。現在、カフェ
を含め 3店あります。1F「IVORY」の絶品メ
ニューはローストビーフ、2F「MUSEUM 
TERRACE」では眺めのよい窓際席がおすすめ。

ミュージアム
ショップ 講堂
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企画展示室
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