


建築とは、与えられた条件の下で、理想とする環境を創造する芸術

であると考えます。美術館の建築においては、外部は敷地の自然

の姿や歴史の痕跡を尊重することを条件とし、内部は展示の背景

にふさわしい空間とすることなどを条件に設計します。これらの

条件を踏まえながら、私が設計した 11 の美術館に目指したのは、

「静けさの創造」による作品鑑賞のための環境です。　　 谷口吉生

I believe architecture is the art of creating the ideal environment under given 

conditions. In designing an art museum, the conditions that must be considered 

are, on the exterior, respect for the state of nature and traces of history on the site, 

and, on the interior, provision of spaces that are appropriate backgrounds to 

exhibitions. The goal I set for myself in the eleven art museums I designed was to 

create, while fulfilling those conditions, an environment for the appreciation of 

works of art through “the design of tranquility.”                           Yoshio Taniguchi 

静けさの創造 谷口吉生の美術館建築をめぐる谷口吉生 設計による美術館

Designing Tranquility
Museum Architecture by Yoshio Taniguchi

Admission fees (access to both the permanent exhibition and special exhibition):
Adults 800yen [700yen] , University students / Senior (65 and over) 600yen,
Child / Students (high school and younger) Free *[   ] Group rates for 20 and more 

Access: The nearest bus stops /
- “Hirokoji” Kanazawa Loop Bus
- “Hirokoji” Hokutetsu Bus
- “15 Nomachi Hirokoji” Flat Bus (Nagamachi Route)
* Parking space is only for disabled visitors. Please use public transportation.

観覧料：  一般 800 円 (700 円）、大学生・65 歳以上 600 円、高校生以下無料

                 ※（   ）は 20 名以上の団体料金   ※本料金で常設展示もご覧いただけます。

アクセス：   最寄バス停／城下まち周遊バス、北陸鉄道バス「広小路」

　　　　　　　　　　　  金沢ふらっとバス長町ルート「15 野町広小路」

　　　　　　　　　　　  ※一般駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。

谷口吉郎・吉生記念

金沢建築館

〒921-8033

石川県金沢市寺町 5-1-18

Tel：076-247-3031

Fax：076-247-3032

Yoshiro and Yoshio Taniguchi
Museum of Architecture,
Kanazawa

5-1-18 Tera-machi,
Kanazawa-shi, Ishikawa
921-8033 Japan
Tel : +81-76-247-3031
Fax: +81-76-247-3032

https://
www.kanazawa-museum.jp/
architecture/
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Marugame Genichiro-Inokuma
Museum of Contemporary Art

Toyota Municipal Museum of Art

The Gallery of Horyuji Treasures, 
Tokyo National Museum

Kagawa Prefectural Higashiyama Kaii
Setouchi Art Museum

The Museum of Modern Art,
New York

The Heisei Chishinkan Wing,
Kyoto National Museum

Yoshiro and Yoshio Taniguchi
Museum of Architecture, Kanazawa

D. T. Suzuki Museum

Nagano Prefectural Art Museum,
Higashiyama Kaii Gallery

Ken Domon Museum of Photography
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丸亀市猪熊弦一郎現代美術館

豊田市美術館

東京国立博物館 法隆寺宝物館

香川県立東山魁夷せとうち美術館

ニューヨーク近代美術館

京都国立博物館 平成知新館
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鈴木大拙館

土門拳記念館

長野県立美術館 東山魁夷館
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