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著名建築家が実際に使用した建材を紹介するCLASS1 ARCHITECT。
今回は川島範久建築設計事務所の川島範久氏にご登場いただき、

建築にまつわる想いを伺いました。

川島範久 N O R I H I S A  K A W A S H I M A

建築家（一級建築士)・博士（工学）
川島範久建築設計事務所 主宰

1982　神奈川県生まれ
2005　東京大学工学部建築学科卒業
2007-2014　同大学大学院修士課程修了後、日建設計勤務
2012　カリフォルニア大学バークレー校客員研究員
2014-2020　東京工業大学大学院理工学研究科建築学専攻

（現 環境・社会理工学院建築学系）助教
2016　東京大学大学院博士課程修了・博士（工学）取得
2017　川島範久建築設計事務所 主宰
2020　明治大学理工学部建築学科 専任講師

（地域デザイン研究室主宰）

● 主な作品
2017　Yuji Yoshida Gallery / House
2017　一宮のノコギリ屋根
2020　REVZO虎ノ門

●受賞歴
2014　日本建築学会賞（作品）

（NBF大崎ビル／旧・ソニーシティ大崎ビル）
2016　第7回サステナブル住宅賞 国土交通大臣賞

（Diagonal Boxes）
2017　住まいの環境デザイン・アワード2017

グランプリ（Yuji Yoshida Gallery / House）
2020　第21回JIA環境建築賞 環境大賞

（一宮のノコギリ屋根）

THIS ISSUE'S CLASS1 ARCHITECT

建築家になったきっかけは？

ものづくりや、ものの仕組みから
考えることが好きで、大学では建築
学科に進みました。そこで出会った
建築家の難波和彦さんがサスティナ
ブル・デザインをテーマに掲げてい
て、環境的な視点から建築・都市の
デザインを考えることに興味を持ち
ました。はじめから建築家を目指し

ていたというより、このようなテー
マで研究と実践をしていくうちに、
建築にのめり込んでいったという感
じです。

印象に残ったプロジェクトは？

NBF大崎ビル／旧・ソニーシティ
大崎ビル（日建設計での担当作品）

です。樹木を植えるように建てるこ
とで都市環境にも寄与する建築はつ
くれないかと考え、素焼きの陶製ルー
バーから滲み出る雨水の蒸散によっ
て建物と周囲を冷やす外装システム
「バイオスキン」を採用しました。植
えれば植えるほど環境を良くする植
物のように、周囲にできる限り良い影
響を与える建築をつくりたいと思って
います。

現在進行中のプロジェクトは？

総合建設会社の淺沼組とともに目
下取り組んでいる築30年の既存ビル
のリニューアルプロジェクト「GOOD 
CYCLE BUILDING」では、「人にも
自然にも良い循環を生む」をコンセ
プトに、既存建物を最大限活かしな
がら、自然素材の積極的活用、人工
素材のアップサイクル、植物をいか
に建築に取り込むか、といった新し
い技術の開発・デザインへの統合に
チャレンジしています。
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建築家 川島範久

一級建築士に直接お届けする建材特集マガジン

06 REVZO虎ノ門
・株式会社 KS AG 「ソイルペイントHiLaRi」
・有限会社モメンタムファクトリー・Orii 「発色銅板」
・有限会社 李荘窯業所 「有田焼タイル」

15 ARCHITECT'S Q&A
聞きたくても聞けない、建築家が出合った特別な建材を一挙ご紹介！

16Vol.自然と呼応し、
働き方を解放する建材とは。
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不純物を一切含まない天然粘土の室内塗料

「REVZO虎ノ門」は、外観は働く人々を主役にした
フレームとなるようシンプルにデザインされているが、

内部は土と木と緑に包まれるような空間づくりが意図さ

れている。その室内壁に広範囲にわたって用いられてい

るのが、天然の土を主原料とした室内塗料「ソイルペイ

ントHiLaRi」だ。株式会社KS AGが生産しているこの
塗料は、生産時だけでなく、施工時や下地とともに廃棄

されるまで人や地球環境に一切のダメージを与えないこ

とを目指して開発され、極めて安全性が高い。「ソイル

ペイントHiLaRi」はほぼ土と水だけでできており、顔
料にも天然の鉱物を使用。石油化学製品であるアクリル

やウレタン等は一切使っておらず有害物質が発生しない。

調湿性や臭気吸収性を持つ自然素材の壁塗り材として珪

藻土や漆喰など左官技術を伴うものは複数あるが、ペン

キ塗料においては稀だ。下地も選ばず一般的な塗料と変

わらない感覚で塗布できる。

粘土、陶土、石灰、大理石を独自の比率でブレンドして
おり、風合いと隠蔽力に優れ濃色の上にも塗れる。色展
開も180色と豊富で使用面積により特注色開発も可能。

01  天然の土が生む豊かな色彩と質感

職人が現場で水や藁等を混ぜてつくる左官用の塗り材と
は違い、塗料の状態で購入・保存が可能。ペンキと同様
にハケとローラーで簡単に施工できる。

02  ハケとローラーで簡単に塗装可能

素材の性質上、通気性・調湿性に優れており結露や水滴
を防止する。マイナスイオンの発生作用や臭気吸収性も
備えており、空間の快適性を向上させる。

03  調湿とマイナスイオン効果で快適な空間へ

ソイルペイントHiLaRiの特徴

MATERIAL 01

ソイルペイントHiLaRi
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川島さん、
なぜこの建材を採用したのですか？

土の質感を容易な塗装で実現

「REVZO虎ノ門」と同時期に取り組んでいた
住宅プロジェクトで、健康にも環境にも良い塗料

を探したのがきっかけで知りました。揮発性物質

を含まない土でできている塗料で、塗装の現場で

もツンとした臭いが全くしません。調湿性や消臭

効果を持ち、健康にも寄与するので「REVZO虎
ノ門」では多面的に使っています。例えばエント

ランスホールでは、石膏ボードや鉄の防火扉など

材質の違う壁面がありましたが、「ソイルペイン

トHiLaRi」は下地を問わず塗布できるため、空
間の質感を統一できました。表面のテクスチャー

は左官技術の延長線上にありながら塗膜も薄く簡

易で使いやすいため、大型のプロジェクトでも使

用できます。

お話を伺ったのは …

境洋一郎さん

環境負荷まで考慮した建築に

「REVZO虎ノ門」では川島さんから色指定があり、その色
をベースに特別色のソイルペイントを製作しました。マットタ

イプのソイルペイントでパターンをつくり、土の呼吸を妨げな

いケイ酸（シリカ）のトップコートで仕上げて水拭きでも汚れ

を除去しやすくしています。自然素材ゆえに耐久性の面では石

油由来の塗料に劣りますが、川島さんをはじめ、建材の行く末

までしっかりと見つめ、地球の持続可能性に寄与することに価

値を感じる先進的な建築家の方に選ばれています。

メーカーさんへ聞いた

カタログ
送付可

サンプル
提供可

見積
作成可 試作可

〒107-0062 東京都港区南青山3-4-8-302
TEL 03-6821-0635
MAIL soilpaint@hilari.co.jp　U R L hilari.co.jp/

株式会社 KS AG
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無限の表情と唯一の存在感を持つ銅板

「REVZO虎ノ門」の内部には、随所に日本の伝統的
な技術や文化に基づいてつくられた建材が用いられてい

る。その一つが、エントランスホールやラウンジに室内

装飾のアクセントとして使われている銅板だ。これらは

富山県高岡市にある有限会社モメンタムファクトリー・

Oriiが、高岡のまちで400年もの歴史を持つ高度に発達
した鋳造技術を礎に、自社で独自に培ってきた金属への

着色技術によって生み出している。着色といっても塗装

とは異なり、銅の腐食性を利用し、薬品や熱を加えて発

色させる。しかも伝統的な高岡銅器の着色法では不可能

とされてきた1mm以下の極薄の銅板を発色させる技術
は、無数の試行錯誤の末にその方法を見出したこの工房

にしかない。金属と職人との間に奇跡的な瞬間が積み重

ねられて生まれた錆や腐食がつくり出す無二の表情は、

「REVZO虎ノ門」の空間にも独特の空気感を添え、愛
着の起点として機能している。

昭和25年の創業以来、高岡の伝統技術を継承し多様な鋳
造品の着色を行う。金属の腐食・錆びを人為的に発生さ
せることで独特の発色と風合いを生み出す。

01  金属素材に新たな表情を生む着色

独自に開発した低温焼き付け技術により、1,000度以上
の高温で焼く伝統技法では成し得なかった1mm以下の
銅板の発色に成功。製作の幅をさらに広げた。

02  1mm以下の銅板を発色させる技術

金属の繊細な発色技術を用いて装飾用建材やインテリア
雑貨を製作しホームページで販売。繊細なデザインで日
常に溶け込む雑貨ブランド「tone」も手掛ける。

03  インテリア雑貨の開発・販売も

発色銅板の特徴

MATERIAL 02

発色銅板

最上階のラウンジでは、キッチンカウンター（左奥）や内庇の小口（右上）にモメンタムファクトリー・Oriiの銅板を使用している
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川島さん、
なぜこの建材を採用したのですか？

素材のストーリーを伝えたい

インテリアにおいて私が大事にしているのは、

デザイン性や素材感だけではなく、誰が、どこで、

どのようにしてそれをつくっているのかが分かる

ものをできるだけ選ぶということです。また、高

岡や会津など日本には日本の伝統技術や文化が

残っており、それをいかに現代の社会で価値をつ

くり出すかに懸命に取り組んでいる人たちがいる

ところを応援したいとも考えました。この銅板は

そのような考えのもと選んだ素材のひとつです。

また、エントランスホールのデジタルスクリーン

に映し出される家具と素材の産地の風景・工房の

映像は、その背後にあるストーリーやネットワー

クを建物の利用者にさりげなく伝えるための工夫

でもあります。

お話を伺ったのは …

折井宏司さん

建築と調和する発色銅板の魅力

川島さんには当社にお越しいただき、さまざまなサンプルを

ご提案させていただく中で、当社の発色銅板の中でもあまり強

烈な色味を主張しない筋目茶褐色や荒し色、真鍮黄華色を採用

いただきました。これらは特に繊細な色なので、薬品処理して

からの変色も激しく、色や斑模様のバランスを調整することに

大変神経を使いました。多くの方に銅や真鍮の発色の魅力を感

じていただき、建築と調和できる素材としてスタンダードになっ

ていくことを願っています。

メーカーさんへ聞いた

〒933-0959 富山県高岡市長江530
TEL 0766-23-9685　FAX 0766-23-9696
MAIL info@mf-orii.co.jp　U R L www.mf-orii.co.jp/

有限会社モメンタムファクトリー・Orii

カタログ
送付可

サンプル
提供可

見積
作成可 試作可
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藍のグラデーションと冴えた白が出せる窯元

深く静謐な藍色から、目の覚めるような冴えた白まで、

「REVZO虎ノ門」の1階から10階をつなぐ階段の踊り
場には、フロアごとに微妙に色合いと模様が変化してい

く有田焼のタイルが貼られている。タイルを追いかけな

がら知らず知らずのうちに階段を上り下りしたくなる仕

掛けだ。ビルの利用者の心を潤すだけでなく、健康にも

一役買っている。このタイルを焼いているのは佐賀県の

有田町にある有限会社 李荘窯業所。17世紀初頭に日本

で初めて白陶を焼いたという李参平の住居跡に開かれた

窯元だ。有田焼の伝統的な技術を継承しつつ、時代と共

に磁器彫刻から食器、そして建材へと常に新しい挑戦を

続けている。タイルに施されたユニークな模様は、東京

東京2020五輪・パラのエンブレムをデザインした野老
朝雄氏が手掛けた。全てのフロアで異なるタイルを見る

ために、通常は足を運ばないフロアにも行ってみたくな

る、という川島氏の狙いがある。

約400年前に日本で初めて白磁が焼かれ
た有田焼の伝統技術を継承。「心を動かす
モノ作り」を目指し、高度な技術を持つ
職人集団による確かな品質の製品を提供。

01  約400年の伝統に
裏打ちされた品質

伝統的な技術に加え、デジタル技術を用
いた革新的で精細なものづくりが可能。
食器から建材としてのタイルやアートピー
スまで李荘窯ならではの製品を手掛ける。

02  デジタル技術による
高精度のものづくり

基本の白磁のほか、色を添加した土での磁
器や通常の5倍の強度を持つ磁器、透光性
の高い磁器、軽量磁器、収縮しない多孔
質磁器などさまざまな磁器を製造している。

03  強度や透光性を持つ
多彩な磁器を製造

有限会社 李荘窯業所の
特徴

MATERIAL 03

有田焼タイル
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川島さん、
なぜこの建材を採用したのですか？

ピュアな白と多様な藍色の表現

各フロアごとにタイルの色やパターンを変えて

上り下りする楽しみをつくるという仕掛けも、10
階建ての規模だからこそできますよね。有田焼を

選んだのは黄ばみのないピュアな白と美しい藍色

を出せるから。有田焼の陶土の特徴です。そして

フロアごとに微妙に異なるトーンの藍色をグラデー

ションで出せる李荘窯さんの技術はやはりすごい。

野老さんが10フロア全て違うパターンでデザイ
ンしてくれたタイルの模様は、デジタルファブリ

ケーションを使ってロボットアームで描いていま

す。最先端のロボティクスを取り入れて、有田焼

の伝統的な技術に現代の技術を結びつけながらも

のづくりを進化させてこそ実現したタイルです。

お話を伺ったのは …

寺内信二さん

磁器の可能性を建築目線で追求

階段のアートピースタイルは、各階を単色で構成しつつ白か

ら濃い青へ変化させていくとのご依頼で、中間色の部分を色に

ムラのないようにつくるのが非常に難しかったです。生地によっ

て釉薬の吸い方が変わるため、なかなか色が揃わないのです。

また窯内の焼成場所によって火の当たり方が違い、これによっ

ても影響が出ます。川島さんにはこうしたこともご理解いただ

き無事に製作できました。磁器は多くの可能性を持つ素材のた

め、今後も建築の目線で磁器の可能性を追求していきたいです。

メーカーさんへ聞いた

〒844-0007 佐賀県西松浦郡有田町白川1-4-20
TEL 0955-42-2438　FAX 0955-42-2104
MAIL s_terauchi@risogama.jp　U R L www.risogama.jp/

有限会社 李荘窯業所
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ARCHITECT'S

Q&A

あの建築家はどんな建材を使って、どんな価値観を持っているのだろう？
そんな、聞きたくても聞けない “ここだけの話”  
建築家がテーマに沿って特別に語ってくれました。

川島範久が選ぶ5つの建材

近くで見ても遠くから見ても
ちょうどいい存在感

「REVZO虎ノ門」のファサードに使うメッシュ
状の金網を探していた時、ジャン・ヌーベルが設計
したバルセロナのホテルにこれが使われていたのを
思い出して調べました。よくある金網だと「檻っぽ
い」というか、硬さが出てしまいますが、この製品
はフラットな留め金が特徴で、離れて見ると金網が
一つのパターンにも見えるし、近くで見ると存在感
が消えて気にならなかったり、いろいろな見え方を
します。網目のサイズが細かすぎても壁のようにな
るし、大きすぎてもバルコニーの場合は落下防止の
安全性にも関わりますが、この製品はサイズのバリ
エーションも豊富で適切なものを選べます。

開放感と安全性をあわせ持つ金網とは？

A SUSメッシュ

Jakob Rope Systems
（日本の問い合わせ先：大綱株式会社）

Q1

〒552-0007 大阪府大阪市港区弁天6-1-5
TEL 06-6574-2121　FAX 06-6574-2133
MAIL contactform@wirerope.co.jp
U R L www.wirerope.co.jp

カタログ
送付可

サンプル
提供可

見積
作成可 試作可
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ARCHITECT'S

Q&A

持続可能な管理がされている
森林から木材を調達する

特許技術が生み出す
世界最薄水準の天然木つき板

SDGsの研究者の方のために家を設計したのです
が、そこで使用する木材は、持続可能な森林管理が
行われている所から調達された木材を使用すること
にしました。良好な森の環境の持続には、森林の再
生能力を超えた伐採をしないこと、そして放置され
すぎても森林は劣化するので適切な間伐や管理をし
ていくことが必要です。そこで、躯体には速水林業
と森林組合おわせによる、「FSC®認証」という持
続可能な森林管理のグローバル基準に適合した尾鷲
ヒノキ・スギを使用。フローリング材にはマルホン
さんによる、FSC®認証を取得している尾鷲ヒノキ
の無垢フローリングを使用しました。

REVZOのコンセプトである「自然を感じられる
オフィス」、「建物で使用される素材や家具の背後に
あるネットワークを感じられる」という観点から、
自然素材かつ産地・作り手が明確な素材を探してい
ました。また、 中規模オフィスビルの内装に求めら
れる「不燃・準不燃認定」を取得しており、健康に
も良い建材という点で、徳島に工場を持つビッグウィ
ルさんが製造しているこの製品が良いという結論に
至りました。天然の木材なので木の香りや手触りが
しますし、同じ模様は二つとない自然素材の良い点
をしっかり維持しています。それでいてコストや施
工性にも応えられる製品です。

生態系に配慮した建材とは？

木の香りと手触りのある不燃認定建材とは？

A

A

尾鷲ヒノキ無垢フローリング

アメリカンチェリー柾目材クロス貼り

〒 434-0013
静岡県浜松市浜北区永島1295
TEL 053-587-0711　FAX 053-587-2339
MAIL cs@maruhon.com
U R L www.mokuzai.com/

〒771-2501 徳島県三好郡東みよし町昼間20番地1
U R L bigwill.co.jp/
【製品（WILL WOODクロス）問い合わせ先】
チャネルオリジナル株式会社
TEL 045-662-0088　FAX 045-662-6001
URL www.channel-o.co.jp/

株式会社ビッグウィル

株式会社マルホン

Q3

Q2

カタログ
送付可

サンプル
提供可

見積
作成可

カタログ
送付可

サンプル
提供可

見積
作成可
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川島範久が選ぶ5つの建材

耐久性を高め木の呼吸を妨げない
植物油の自然塗料

引き寄せ機構で優れた気密性能を
発揮する大開口窓

これまでに手掛けたほとんどの住宅で使用してい
ます。内装材には自然素材である木材を用いること
が多いですが、その素材の良さを可能な限りそのま
ま表現に活かしたいと考えています。自然素材に起
因するムラや経年による変化は、自然とのつながり
を感じるきっかけになると考えるからです。無垢材
や合板の木目を潰すことなく、色や質感を少しだけ
調整したい時に、このオスモカラーを使います。自
然の植物油を使用した塗料で、木に浸透する塗料な
ので、人体にも安全で、木の調湿機能も活かされま
す。耐久性が上がり汚れにくくもなりますし、木目
も残ります。

住宅において快適な温熱環境の実現が重要と考え
ており、そのためには冬は日射を南から存分に取り
入れ、夏は遮ることが重要です。そこで、南面に大
きな窓と庇やブラインドを設置することが多いです
が、この大開口からの熱損失を防ぐためには、窓サッ
シの断熱気密性能が重要になります。また、都心部
では防火性能も求められます。これらの条件に対し
て、国産の木材による窓サッシで対応できたらいい
なと思っていたのをこの製品が叶えてくれました。
特有の引き寄せ機構を持つエコスライドにより高気
密を実現するとともに、遮炎技術を活用することで
大きなサイズの防火窓の認定も取得しています。

自然素材を活かす建材とは？

新技術が使われている建材とは？

A

A

オスモカラー

木製サッシ

〒 673-1111
兵庫県三木市吉川町上荒川748-6
TEL 0794-72-2001　FAX 0794-72-2000
MAIL info@osmo-edel.jp
URL osmo-edel.jp/

〒 992-1128 山形県米沢市八幡原 2-444-7
TEL 0238-40-8612
MAIL info@yumemado.com
U R L yumemado.com/

オスモ＆エーデル株式会社

アルス株式会社

Q5

Q4

カタログ
送付可

サンプル
提供可

見積
作成可

カタログ
送付可

サンプル
提供可

見積
作成可 試作可

※木材、塗装サンプル

※上限あり
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右のQRコードよりアンケートにご協力いただいた皆さまには、
弊社の関連会社であるOOKABE GLASSのガラス・鏡販
売サイトにて利用できる10%OFFクーポンをプレゼントいたします。
更に、ガラス販売サイト内の「OOKABE GLASS会員」に
ご登録いただくと、無料でデザインガラスのサンプルアソート
BOX（通常税込10,780円）をプレゼント!

Vol.16読者アンケート

【 編集後記 】
「テナントビルは本来、入居者やそのお客さん以外にとっては関係の

ないものですよね。しかし、まちに建つものなので、入居者にとっ

ても、まちの人にとっても良い建物にしたいと思いました」と語って

くださった川島さん。「REVZO虎ノ門」は内と外が完全に分断され
た排他的なものではなく、豊富なグリーンを介してビルの利用者と

そうでない人との間にさりげないつながりがあり、誰もが愛着を感

じられる建物になっていることに感銘を受けました。

SPECIAL THANKS

Architect
川島範久様

Manufacturer
株式会社KS AG
有限会社モメンタムファクトリー・Orii
有限会社　李荘窯業所
Jakob Rope Systems
株式会社ビッグウィル
株式会社マルホン
アルス株式会社
オスモ＆エーデル株式会社

Architecture
REVZO虎ノ門

Photo
長谷川健太様（表紙/P5/P6-7/P10上/P12/P15/P16上）

大木大輔様（P11上/P13上）

鈴木淳平様（P16下/P17上）

CREDIT

発行

発行人

ディレクション

編集

文

デザイン・DTP

OOKABE Creations株式会社
大壁勝洋

岩﨑祐輔

嶋田明莉

角舞子・坪井千晶

山本実紗・勝木遥菜・伊藤周平・

三枝清美（株式会社ウララコミュニケーションズ）

掲載されている情報はすべて発刊当時のものです。各メーカー様へのお問い合わせの際には「CLASS1 ARCHITECTを見た」と
お伝えください。サンプル送付・試作等の対応については有料の場合がございますので、お問い合わせ時にご確認ください。

プロポーザル情報・建築士の求人情報・建材の比較記事など、建築士

の方に役立つ情報を配信しています。無料会員登録がまだお済みでない

方は、右のQRコードからぜひご登録をお願いいたします。

本誌は建築建材デジタルプロモーション協会（DPA）が運営しています。
本誌への広告掲載についてはDPAにお問い合わせください。

https://architecture-dpa.com/
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「REVZO虎ノ門」は、中央日本土地建物株式会社と建築家の川島範久氏が
具現化した、中規模テナントオフィスビルの新たな試みだ。コンペにおいて

川島氏は、「このスケールだからこそ実現できる、新たな価値を創造する」と

して、内外装のデザインのみならず、内部構成にまで踏み込んだ提案を行った。

求められていたのは、利用者が自由に、創造的に、そして健やかに仕事が

でき、発想や交流が活発に生まれるオフィス環境だ。多様な使用目的に対応

できる空間の柔軟性と、安全性も重要だった。これに対し川島氏は中規模ビ

ルだからこそ実現できる解を用意した。

 
オフィスビルは、通りに対して最大のワイドをとるようにワークプレイス

を設け、その背後にエレベーターや階段、機械室などの機能を伴ったコアを

設けるのが一般的だが、「REVZO虎ノ門」ではコアを建物の東西に分離して
配置し、南北に開かれた大空間をつくる計画とした。建物の奥行きは18m程
度と浅いため、南北に大きく取った窓からワークプレイス全体に十分な自然

光が差し込み、心地よい風が吹き抜ける。外堀通り側には住宅のように引き

戸で出入りするバルコニーを設け、ふんだんな植物とその拠り所にもなるス

テンレスのメッシュを設置した。ビル内では植物や窓辺に掛けられた透過性

の高いカーテンを通じて外の自然とのつながりを色濃く感じることができ、

一方でビルを外側から眺めると、内部で働く人々を包摂し都市の中に屹立す

る大樹のような様相をもたらしている。

エントランスホールの大きなデジタルスクリーンに映し出されるのは、こ

のビルで用いられている、高岡銅器や有田焼などの建材のストーリー映像だ。

「自然からの刺激や、空間を構成するものの背景を知ることで生まれる愛着と

いったものが、創造性を高めることにつながると考えています」と川島氏は語っ

た。自然の循環の中に融和させることで、働く人の心身を解き放つオフィス

が稼働し始めた。

デザイン性の向上だけではない
創造性を刺激するための解

所在地

設　計

東京都港区
川島範久建築設計事務所＋中央日本土地建物株式会社

REVZO虎ノ門
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