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Academy Museum of
Motion Pictures (USA)
by Renzo Piano

映画の歴史と文化に触れる。
透明な球体がハリウッドに誕生。
9 月30日、ハリウッドに「アカデミー映画博物館」がオ
ープン。運営は、アカデミー賞を主宰する機関、映画芸術
科学アカデミーによるものだ。1939 年に建てられたビルを
イタリアの建築家、レンゾ・ピアノが改修したというこの
建築物は、宇宙船のような透明のボール状のフォルムが個

20 世紀建築の代表作といえば、1926 年にド

技術の飛躍的な発展がある。例えば、フラン

イツで生まれたヴァルター・グロピウス設計

ク・ゲーリーは航空機設計のため開発された

の「バウハウス・デッサウ校舎」だろう。鉄

ソフトを建築設計に用い、予想外のフォルム

とコンクリート、ガラスを使った四角い箱形

を生み出してきている。

の建物で、当時としては斬新で新世紀を象徴

しかし、派手で欲望丸出しの建築が誕生す

する建築だった。しかし、この建築が生まれ

る一方、サステナビリティを意識した建築も

たのは、20 世紀が始まって四半世紀もの月日

多く生まれている。トーマス・ヘザウィック

が経ってからのこと。そう、技術力・資金力

の都市空間に緑を持ち込んだ「リトルアイラ

の塊である「建築」は、ファッションやデザ

ンド」や、パリの歴史的建造物を美術館とし

イン、アートなどに比べ、新スタイル誕生ま

て再生させた安藤忠雄による「ブルス・ド

でに時間がかかるのだ。

ゥ・コメルス」など。都市環境への配慮や再

となると、21 世紀に入って 21 年近くが経過

生可能な素材の使用、建築遺産を次世代へつ

アター。ギャラリーではオーソン・ウェルズらアカデミー

した今、そろそろ今世紀を象徴するような新

なぐ試みなど、単に視覚的な驚きというだけ

賞受賞者の紹介や、ペドロ・アルモドバルによるインスタ
レーションなどが楽しめる。オープニングを飾る企画展は

たな建築が誕生してもおかしくない。ここ数

ではない点が、今の時代を象徴している。果

宮崎駿展。世界の人々を魅了する映画の世界に浸れる新
スポットだ。◦ 6067 Wilshire Boulevard, Los Angeles,
CA 90036, USA https://www.academymuseum.org

年間に完成した現代建築を見てみると、なん

たして、今世紀を代表する建築は何か？ 最新

といっても、そのフォルムに驚かされる。単

建築の数々を見て探してみたい。

性的だ。球体の内部は、オーケストラ・ピットまであるシ

純な四角い箱ではなく、光り輝いていたり歪
んでいたりと、見た目のインパクト、異空間
ぶりが半端ないのだ。そんな“ビックリ建
築”が生み出される背景には、コンピュータ

One and Only Structures

ックリ建築を追え』
（扶桑社）がある。

現代アーティストを支援するリュマ財団の活動拠点「ア
トリエ・パーク」にフランク・ゲーリーが設計した輝くタ
ワーが出現。ギャラリーやアーティストのためのアトリエ
が入るビルだ。高さ56メートルの建物を1 万 1000 枚もの
ステンレスパネルが覆う。この煌めく結晶のような外観は、

四方に枝を伸ばす白木のよう。
ダイナミックな集合住宅。

ゴッホの《星月夜》やアルピーユ山脈の描写からインスピ
レーションを得たもの。建物下部のガラス張りになった円

フランス語で「白い木」という名前の通り、四方に枝を
張りだした巨大な木のような建築。藤本壮介がフランス人

活躍した近代まで、アルルの歴史を体現する注目の建築だ。
◦ Parc des Ateliers, 35 avenue Victor Hugo, 13200
Arles, France https://www.luma.org/arles

筒形の部分は、紀元 90 年に建てられたアルルの円形劇場
を引用している。円形劇場が建てられた古代からゴッホが

建築家ニコラ・レズネ、ディミトリ・ルッセル、OXO アー
キテクツらと協働で造り上げた集合住宅だ。張りだした枝
のように見えるのはバルコニー。ヨーロッパでは閉じた構
成の建物が多いが、南仏モンペリエの陽光をオープンエア
のリビングのような感覚で満喫できる。1 階にはガラス張
りのギャラリーやショップが、屋上にはパノラマビューが楽
しめるバーや居住者向けの共有エリアが造られた。さまざ
まな形で外に対して開かれた建築だ。◦ Place Christophe
Colomb, Rond-point Richter, 34000 Montpellier, France
https://larbreblanc.net
Photos: Alamy / amanaimages (Academy Museum of Motion Pictures), Iwan Baan (L ＇ Arbre Blanc),
Getty Images (Depot Boijmans Van Beuningen)
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白井良邦／編集者、ビックリ建築探求家。慶應義塾大学
SFC 特別招聘教授（建築メディア論）
。著書に『世界のビ

古代ローマやゴッホの絵を引用。
F.ゲーリー作の煌めく塔。

by 藤本壮介＋Nicolas Laisné＋
Dimitri Roussel＋OXO Architectes

オランダ、ロッテルダムにあるボイマンス・ヴァン・ベ
ーニンゲン美術館の「アートが見られる収蔵庫」が 11 月6
日に正式オープンする。1664 枚もの鏡面パネルに覆われ
た外壁が街ゆく人々や空に浮かぶ雲を映し出す建物の内部
には、作品の収蔵庫、修復スタジオ、レストランなどが。ま
た、アトリウムには吊り下げ式で動くガラスショーケース
があり、さまざまな作品をディスプレイ。コレクションは
クラーナハやレンブラントからマーク・ロスコ、マウリツィ
オ・カテランまでと、実に幅広い。アートがどのように守ら
れているのか、展覧会の舞台裏を知ることができるユニー
クな施設だ。◦ Museumpark 18-20, 3015 CX Rotterdam,
The Netherlands https://www.boijmans.nl/depot

Text: Naoko Aono Editor: Maki Hashida

by Frank Gehry

L’Arbre Blanc (France)

アートの収蔵庫にロッテルダムの
街の人々や風景が映し出されて。

ここに紹介するのは、
ここ1～2年の間に竣工した、
もしくは完成間近の、
異空間へと誘ってくれる世界各地の
建築作品。ひと目で見る者を唸らせるユニークで大胆な
構造体から、
歴史的な建造物を新たに甦らせたものまで。
いつかは必ず実物を見たくなる、
スターアーキテクトたちが
手がけた最新のアイコニック作品を集めた。

(France)

PART.

by MVRDV

驚きにあふれる、
世界の最新建築。

La Tour, LUMA Arles

一瞬で釘づけに！ 圧巻のフォルムと構造体。

Depot Boijmans Van
Beuningen (Netherlands)

Amazing Architecture
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角川武蔵野
ミュージアム (Japan)

Little Island (USA)
by Thomas Heatherwick

by 隈研吾

今年5月に誕生した、
ハドソン川に
浮かぶ緑豊かな人工島。

隆起する巨大岩のような空間に
本が無限に広がる
“知の拠点”
。

NY のハドソン川に林立する柱の上に造られた人工島
「リトルアイランド」は、イギリス人デザイナー、トーマス・
ヘザウィックが設計し、今年 5 月にオープン。高さの違う
100 本を超える柱の上部はお椀のように広がっていて、ゆ

高さ約 30メートル、窓のない外観はまるで大地から隆起
した巨大な岩のよう。昨年秋のオープンと同時に一躍話題
となった「角川武蔵野ミュージアム」は、デザイン監修を

るやかにうねる人工の丘のイメージだ。全体はまるで、水
中から延びた茎の先の葉や花のようにも見える。ランドス

手がけた隈研吾自身も最高傑作と自負するほど。外壁は、
割肌仕上げという岩を割ったそのままの荒々しいテクスチ

ケープデザイナーのシグネ・ニールセンが一年を通じて豊

ャーに仕上げた花崗岩で覆われている。内部には「ブック
ストリート」や「本棚劇場」など、本棚が無限に続くかのよ

かな自然を味わえるようにと、NY の自生種を中心に約 400
種の樹木や草花をセレクト。川の眺めとともに、ダンスや

うな迷宮空間が。選書は館長の松岡正剛によるもの。ギャ

音楽、演劇を楽しめる野外シアターも併設している。
◦ Pier55 in Hudson River Park West 13th St., New

ラリーや「EJ アニメミュージアム」で展示も楽しめる。
◦埼玉県所沢市東所沢和田 3-31-3 https://kadcul.com

York, USA https://littleisland.org

Cloudscape of Haikou
(China)

by MAD Architects

波のように海辺に佇む有機的な
造形は、唯一無二の美しさ。

PART.

Green & Sustainable

「Wormhole Library」とも呼ばれる有機的なフォルムが印
象的な図書館。設計はマ・ヤンソン、ダン・チュン、早野
洋介らが率いる中国の MAD アーキテクツ。もとは液体で
あるコンクリートの特性を活かした、流動的な形態だ。図
書館のほかレストランや屋上庭園などがあり、海辺の遊歩
道としても楽しめる。海口市のこのエリアはかつて「海の

GREENable HIRUZEN
(Japan)

by 隈研吾

自然と共生するライフスタイルを
体感できる新スポット。
岡山県真庭市の蒜山高原に、観光文化発信の拠点が誕
生した。隈研吾の設計によるパビリオン「風の葉」を中心
に、持続可能なライフスタイルを体感できるショップや美
術館、アクティビティの施設などが配されている。この
「風の葉」ほか各施設には、真庭市の木材によるCLTとい
う断熱性や遮音性に優れた集成材を使用。中に入ると日差
しが柔らかくさえぎられ、さわやかな風が通る。軒や天井
に茅を使った「サイクリングセンター」などとあわせて、自
然と人との共生を体感できる場だ。◦岡山県真庭市蒜山上
福田1205-220 https://www.greenable-hiruzen.co.jp

by MVRDV

“水の都”
台南の記憶を甦らせる、
プールとマーケットが隣接予定。
かつて市内を流れる運河でたくさんの物資が運ばれたと
いう“水の都”台南。
「Tainan Spring」はショッピングモー
ルを解体して資材をリサイクル、地下駐車場を水遊びが楽
しめるプールにしたもの。また、隣接した土地には近々、青
果市場「Tainan Market」がオープンする。波打つ屋根は
誰でも入れる屋上庭園になる予定だ。水と緑で遊べる新し
い公園に期待が高まる。◦ No. 343-15 700, Zhongzheng
Rd, West Central District, Tainan City,Taiwan
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Photos: Alamy / amanaimages (Little Island), Coutesy of MVRDV (Tainan Spring, Tainan Market)

Tainan Spring /
Tainan Market (Taiwan)

Photos: Aflo (Wormhole Library), Forward Stroke inc. / Provided by: Tanseisha (Kadokawa Culture Museum), yashiro photo office (maison owl), Iwan Baan (Musée Atelier Audemars Piguet)

自然と建築の共存。エコな意識が加速。

シルクロード」と呼ばれた海路の主要な港湾。今後建設さ
れる15 のパビリオンとともに新しいカルチャーのハブとな
り、歴史的な港湾都市を再活性化させる予定だ。
◦Century Park, Haikou, Hainan Province, China

maison owl (Japan)
by 石上純也

完成間近！ 土地に溶け込み、
なじむ、
洞窟のようなレストラン。
石上純也の友人である平田基憲がオーナーシェフを務め
るレストラン「メゾン アウル」
。土を掘ってコンクリートを
流し込み、そのまま固めて洞窟の中にいるような空間を作
り出す。まるでずっと前からそこに存在していたかのよう
に土地になじむ建築だ。シェフの隠れ家のような場で振る
舞われるのは、素材重視のフレンチ。器は陶芸家の吉田次
朗、カトラリーは坂野友紀が手がける。今年秋開業予定。
◦山口県宇部市（住所非公開） https://maison-owl.com

Musée Atelier
Audemars Piguet (Switzerland)
by BIG（Bjarke Ingels Group）

地中のスパイラルで
時計職人の情熱を感じて。
スイスの精緻な手仕事が生むラグジュアリーな時計、オ
ーデマ ピゲ。その創業の地ル・ブラッシュのブランド最古
の建物に隣接したスパイラル状の「ミュゼ アトリエ オー
デマ ピゲ」が建てられた。曲面を描くガラスが鋼鉄製の屋
根を支え、その屋根は草に覆われて半ば地中に埋もれたよ
うに見える。これらは時計と同様の高度な技術によって実
現したもの。内部には見学可能な工房とミュージアムがあ
り、約 150 年におよぶ時計の歴史を堪能できる。◦ Route
de France 18, CH - 1348, Le Brassus, Switzerland
https://www.museeatelier-audemarspiguet.com
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日本を代表する巨匠による作品が宿泊施設に。また、新たなホテルも
続々完成。日本の有名建築に泊まって、刺激と癒しをともに得よう。

白井屋ホテル（前橋）
老舗旅館の土地が
アートと眠れるホテルに。
創業 300 年の歴史ある旅館「白井屋」が
藤本壮介の改修で生まれ変わった。古い
建物を改修した「ヘリテージタワー」と、
隣接する新築の「グリーンタワー」があり、

京都市京セラ美術館 (Japan)

ヘリテージタワーのダイナミックな吹き抜
けにあるラウンジをはじめ、すべての客室
に塩田千春や鬼頭健吾らのアート作品が

by 青木淳＋西澤徹夫

設置されている。レアンドロ・エルリッヒ
やジャスパー・モリソンらによるスペシャ

“ガラス・リボン”
の上に浮かぶ
和洋折衷のモダン建築。

ルな客室や、宮島達男のインスタレーショ
ンを堪能できる小屋なども魅力だ。
◦群馬県前橋市本町 2-2-15
https://www.shiroiya.com

Bourse de Commerce
(France)

by 安藤忠雄

なめらかなコンクリートが
18世紀のフランス建築と共演。
パリ中心部、18 世紀の商品取引所を安藤忠雄が改修。
ヴェネチアの貴族の館を改修した美術館「パラッツォ・グ
ラッシ」などでもコラボレーションした、ラグジュアリー・
グループ、ケリング創業者のフランソワ・ピノーが施主だ。
今年 5 月に開館したこの現代美術館「ブルス・ドゥ・コメ
ルス」では、フレスコ画が美しいドームの下になめらかな
コンクリートの円筒を挿入、新旧の対比を際立たせている。
見上げると、煌めくのはドーム中央に開けられた天窓のガ
ラス。パリの歴史と安藤の空間が見事に溶け合う。
◦2 rue de Viarmes, 75001 Paris, France https://www.
pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce

1933 年開館の美術館を大規模改修し、昨年春に生まれ

アートビオトープ スイートヴィラ（那須）
坂茂設計のヴィラで那須の自然を感じる。

ヴィラが建つ。客室には工芸やアートを

変わった「京都市京セラ美術館」。洋風建築の上に和風の
屋根を載せた和洋折衷の建物の前庭を掘り込み、ガラス・
リボンと呼ばれる新しいファサードを設けた。流線型のガ

をかけた「光の広間」などが目を引く。そのほか、西広間の
床のタイルや天井のステンドグラスなど、オリジナルのデ
ザインとともに堪能したい。◦京都府京都市左京区岡崎円
勝寺町 124 https://kyotocity-kyocera.museum

展示する「燦架（さんか）
」が設けられ、作
品とともに時を過ごせる。傾斜した敷地
に合わせてヴィラの内部はスキップフロ
アになっていて、大きな窓を開けると木々
の緑や近くを流れる川の水音が。敷地内
の「レストランμ」で石上純也が設計した
「水庭」を眺めながら地元の食材を中心と
したコース料理を味わうのもおすすめだ。
◦栃木県那須郡那須町高久乙道上 2294-5
https://www.artbiotop.jp

Inamura House（熱海）
海を眺めながら、
前川國男の
貴重な木造住宅を満喫。
建てられてから80 年、昨年になってモ
ダニズム建築の巨匠、前川國男の設計と
判明した幻の住宅建築を1 棟貸しのホテ
ルに。内部は過ごしやすい洋風の造りに
改修されているが、外観や窓、木の廊下な
ど、前川の手がけたディテールが随所に残
る。ル・コルビュジエの弟子だった前川
は多くの公共建築を残しているが、木造住
宅で残っているのはここと江戸東京たて
もの園に移築された自邸のみ。広い庭か
ら相模湾の海を眺め、貴重な建築作品を
満喫しよう。◦静岡県熱海市伊豆山（予約
時に住所お伝え） https://itohen.world

カプセルハウスK（軽井沢）

Musée Carnavalet (France)

黒川紀章の別荘を動態保存。宿泊施設に生まれ変わる。

by Snøhetta

東京・銀座の「中銀カプセルタワービ
ル」を設計した黒川紀章が 1973 年に同じ
カプセルを使用しながら個人向けの別荘
タイプとして造った建物を1 棟貸しの宿泊
施設にすべく、クラウドファンディングを
実施。この「カプセルハウスK」では、上下
2 層になったコアを中心に、2つの寝室と小
堀遠州を参照した茶室、厨房という合計4
つのカプセルが取りつけられている。茶室
と寝室には特徴的な丸窓が配置。宇宙船
のようなメタボリズム建築に、一度は泊ま
りた い。 ◦ 長 野 県 北 佐 久 郡 御 代 田 町
https://miraikurokawa.jp（今秋オープン）

Legacy Transformations

ラスには景色が映り込み、浮遊感覚が味わえる。また内部
では、大きな吹き抜けにバルコニーを設け、ガラスの屋根

パリ最古のミュージアムが、
より親しみやすい空間に。
パリの歴史にまつわる絵画や資料を多数所蔵する「カル
ナヴァレ美術館」を改修したのは、ノルウェーの設計事務
所スノヘッタ。パリでもっとも古いミュージアムであるこ
の建物に、スノヘッタはシャティヨン・アーキテクツととも
に主にレセプションエリアをリニューアル。螺旋階段を追
加し、空間に変化をつけた。落ち着いた色味と質感でもと
もとの建物やインテリアとの調和を図っている。歴史を感
じさせる外観はそのままに、より親しみやすいミュージアム
に生まれ変わった。◦ 23, rue de Sévigné, 75003 Paris,
France https://www.carnavalet.paris.fr

Photos: Bourse de Commerce — Pinault Collection © Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, Agence Pierre-Antoine Gatier, Photo Marc Domage (Bourse de Commerce interior),
Courtesy Bourse de Commerce - Pinault Collection, photo Studio Bouroullec (Bourse de Commerce exterior), Courtesy Western Australian Museum, Peter Bennetts (WA Museum Boola Bardip exterior),
Courtesy Western Australian Museum, P Michael Haluwana, Aeroture (WA Museum interior), Staatliche Museen zu Berlin / Maximilian Meisse (Neue Nationalgalerie)

那須の豊かな自然の中に、坂茂が設計
した14 棟 15 室のオールスイートタイプの
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Photos: Koroda Takeru (Kyoto City KYOCERA Museum of Art), Antoine Mercusot (musée Carnavalet),
MIRAI KUROKAWA DESIGN STUDIO inc. (capsule House K)

Trip to Another World!
国内で泊まれる有名建築、最新情報。

レガシーに現代建築家が新たな息吹を注いで。

PART.

WA Museum Boola
Bardip (Australia)
Neue Nationalgalerie
(Germany)

by David Chipperfield

ミースの傑作を、D.チッパー
フィールドがリノベーション！
20 世紀を代表する建築家、ミース・ファン・デル・ロー
エの設計で 1968 年に完成。500メートル四方の屋根は 8 本
の柱で支えられている。イギリスの建築家、デヴィッド・チ
ッパーフィールドはその元の姿を残すため、照明やスロープ
など最小限の改修にとどめたという。ミースの先進性を改
めて感じさせるこの「新ナショナルギャラリー」は、今年 8
月に開館したばかり。◦ Potsdamer Str. 50 10785 Berlin,
Germany https://www.smb.museum/museeneinrichtungen/neue-nationalgalerie/home

by Hassell + OMA

3つの歴史的建造物を
モダンなガラス建築が包み込む。
1891 年に地質学博物館として開館した「西オーストラリ
ア州立博物館」には海洋学や金山に関する6 つの分館があ
り、レム・コールハース率いるOMAとオーストラリアの設
計事務所ハッセルが手がけた「ブーラ・バルディップ」は
その 1 つ。19 世紀半ばから20 世紀初頭にかけて建てられ
た3 つの歴史的建造物を改修し、それらを包むように新し
い棟を増築。石やれんがのクラシックな建物と、シャープ
なガラスのファサードが歴史の出合いを感じさせる。
◦ Perth Cultural Centre, Perth WA 6000, Australia
https://visit.museum.wa.gov.au/boolabardip
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