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　算定要素　　

図書館の面積
（㎡）

加算すべき
座席数
（席）

・当該キャンパスの学部学生数 a

・大学院学生数b

・蔵書冊数A（単位：千冊）

1a＋2b＋5.3(A×1.5-0.1a-0.16b)＋300  ㎡
・全学で 1館に限り、さらに 300㎡加算
  することができる
・（　）内が負数となる場合は 0とする

表 3 国立大学図書館規模の算定基準
東工大
学部学生数　  a：5001（人）
大学院学生数  b：5080（人）
図書館蔵書数  A：904（千冊）

計算結果　15689( ㎡ )
2005 年度の統計より利用者数
大岡山図書館 418,929 人
すずかけ台分館 94,601 人
比率により大岡山図書館の
基準面積は、およそ12800㎡

加算すべき座席数 = （現在の座席数） 
                             - (a × 0.15) - （b × 0.3）

不足座席数＝
　　　      600 - 612 - 1243
   　　　   ＝ -1255 席
必要座席数は、
600＋1255＝1855席

図 1 改修方法の設計

図２ 新図書館の構成図

3. 保存と再生　

3-1. 対象　キャンパス内の歴史ある建築である本館を

新しい図書館の場所として選ぶことによって､大学の蔵

書を収蔵する場所としふさわしい､重厚な雰囲気を持た

せることができる。本学本館において､時計台のある北

側立面など大学のランドマークとなっている外観､及び

､構造躯体の大部分を残しながら､本計画では､中庭部分

を改修して屋内化し､図書館の主空間につくり変える計

画とし､新たに東工大の博物館機能を合わせ持つ新しい

タイプの図書館に改修する方法を提案する。

3-2. 改修方法　現在合計５つある中庭を一つにまと

め､大屋根をかけ屋内化し､巨大アトリウム空間をつく

る。構造は､現在の本館の柱間を利用し 4m ごとに屋根を

支える柱を既存柱に沿って立て､架構には張弦梁を用い

た。地面であった現在の中庭の最下部､地下一階床面に

は新たに床を設け､大規模な開架書庫を作る。既存部分

をつなぐようにいくつかのブリッジを新設して一般公

開する博物館としての役割も果たし､同時にこの開架書

庫とブリッジで作られる上下方向の視線､アトリウムの

開放性を活かす関係から､資料検索のナビゲーターの役

割も持たせる。床下には空調用スペースを納め､輻射冷

暖房でアトリウム空間の環境コントロールをスポット

的かつ効率的に行う。壁面は､改修により外壁から内部

間仕切り壁に変わる中庭に面する壁を利用しながら､複

層階の書架を巡らせる。この複層の書架は､既存の柱間

を基にした細かいスケールの書架配置と低く抑えた天

井で､個人学習用のポケットデスクやグループ研究室が

作られ､アトリウム中央部の開放性とはコントラストの

ある落ち着いた空間を形成する。バルコニーのように壁

面から持ち出す構造として､アトリウムの開架閲覧室を

取り囲み､効率良く蔵書と座席を配する。天井まで届く

書架は視覚的にもアトリウムの背景となって､利用者に

親しみやすいスケールをもたらすと考える。

6
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視線

1. 序　多くの利用者が、各々異なる目的を持って利用す

ることのできる公共施設の一つに図書館が挙げられる。

現代における図書館は、コンピュータ活用の進展に伴い、

その機能や意義が大きく変わりつつある建築タイプでも

ある。情報を提供する場として空間構成や家具配置にお

いてもより一層の充実が期待されている。しかし、建設か

ら年数を経た図書館には､蔵書の拡大に伴い閲覧室の小

さな貸出中心型が多いのが現状であり､館内空間と利用

者の関係を捉え直している事例は少ない。本計画では、本

学の本館を改修対象とし大岡山キャンパスにおける歴史

的建造物の保存・再生を行うことで､研究目的のみなら

ず学生や教員が豊かな時間を過ごすことのできる空間を

有する新しいタイプの図書館を提案する。

2. 基本計画

2-1. 規模と役割の検討　統計による本学図書は、国立大

学の平均値に比べ学生数は多い一方､図書館の延床面積

は平均より小さく、館内の座席数も少ないことがわかる

（表 2）。国立大学図書館協議会の図書館建築基準に関す

る報告による、大学図書館面積規模の算式、必要座席数の

算式を用いて算出すると､本学図書館の延床面積の目安

は 12,800 ㎡、座席数の目安は 1,800 席となった（表 3）。

大学院生が多数在籍する本学において､図書館規模の拡

大の必要性が望まれていることは顕著である。上記の算

式による規模の目安を参考に、施設規模の拡大、館内にお

いては閲覧座席を充実させ、大学図書館を計画する。

2-2. 空間構成の考察　印刷された資料にとどまらない

多様な情報に対応して､図書館建築において利用者と関

係が深いと考えられる閲覧空間 ( 書架と座席が混在する

スペース）に着目した。過去の図書館建築の閲覧空間の事

例をみると､座席と書架の配置や閲覧スペースのスペー

スやサイズには様々な工夫がみられる。壁付きの高書架

が座席群を取り囲むストックホルム市立図書館等の例

や､書架の配置により座席のスペースを形成するロバニ

エミ図書館等の例、部屋の中央に書架の列、外周に座席が

配される本学大岡山図書館等の例､建物の外形や構築物

により様々なコーナーを形づくるせんだいメディアテー

ク等の例に分類することができる（表１）。これらを組み

合わせることによって、読書や学習のための落ち着いた

スペースの原型を得ることができる。一方､そのほとん

どが書架と座席とで同一平面上の構成であり､デジタル

化された資料などが増えることに対応し数種類の滞在

空間を統合する際には､館内の構成を見渡せること書架

に囲われることは矛盾する面もある。本計画では､映像

展示から大規模な立体物の展示まで､大小の観賞対象を

持つ博物館に見られる様な空間の構成を取り入れるこ

とを考える。大学図書館の規模が拡大に向かうこと､内

容においては多様な利用の仕方が考えられることを踏

まえ､これからの大学図書館は単に本の収蔵庫としての

役割だけでなく､大学内の日常の拠点になりうる場所を

創出すること､また､利用者が必要な資料を手に取るま

でのナビゲーターとしての役割を､空間自体に持たせる

ことは重要な設計の課題であると考える。

ヴォタロ文化センター
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表 1  図書館内部にみられる書架と座席の配置

：書架 ：閲覧席

壁付の書架が座席を囲む
書架の配置によって
座席のスペースを形づくる

書架群と座席群に
分かれている

書架と座席が並列

ストックホルム市立中央図書館 ロバニエミ図書館

ヴィユールバンヌの図書館 フェニックス中央図書館

せんだいメディアテーク

建物の外形や構築物により
様々なコーナーを形づくる

テムズ・ヴァレー大学図書館

書架と座席が
別々の部屋にある

中央に書架、
外周に座席が配される

中央に座席、
外周に書架が配される

表 2  統計による東工大図書館の特徴
国立 公立 私立 平均 東工大

大学数 99 71 479 649(合計)

一大学 図書館数(館) 3.0 1.5 1.7 1.9 2

平均 学生数(人) 8039 1871 7265 6788 10081

蔵書冊数(千冊) 932.7 239.5 313.1 397.2 904.0

年間受入図書冊数(千冊) 18.5 8.8 10.8 11.7 18.4

年間受入雑誌種数(種) 5665 1464 1802 2340 4050

年間貸出冊数(千冊) 75.0 23.5 36.1 40.5 134.0

専任職員数(人) 22.4 7.9 10.1 11.6 26

延床面積(㎡) 9199 3421 4461 5065 7490

閲覧座席数(席) 653 240 475 477　　　　 600

中庭を一つにまとめ、大
屋根をかけ屋内化し、巨
大アトリウム空間をつく
る。構造は、現在の本館
の柱間を利用し 4mごと
に屋根を支える柱を既存
柱に沿って立て、架構に
は張弦梁を用いる。

中庭に面する壁を利用
しながら、複層階の書
架を巡らせる。この複
層の書架は、既存の柱
間を基にした細かいス
ケールの書架配置と低
く抑えた天井で、個人
学習用のポケットデス
クやグループ研究室が
作られる

現状で屋外となっている中庭に、
新たに床とブリッジを設ける。床
下地の下に空調を設置して放射に
よる冷暖房を行う。大空間内での
騒音を防ぎ、耐久性を高め、快適
な雰囲気と空気環境を作ることを
目的とする。



展示物と同時に
資料を検索する：
新しい博物館的視点

必要な本を選ぶ：
従来の図書館の視点

図3　アトリウム俯瞰模型写真

図4　アトリウム　ブリッジ部模型写真
図3　全体平面構成図 図7　新図書館長手断面図　 S = 1/900

図6　内観パース

図5　書架構成部分模型
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を有機的に混在させることとした。

4-3. 図書館・東工大科学博物館の複合した多機能ブリ

ッジ　通り抜けブリッジからは､一層下の図書館閲覧室

が一望でき､本棚に大きく明記された類別のアドレス表

示によって､閲覧スペースに下りる前から自分の目的の

書架の位置を確認することが可能である。また､ブリッ

ジ内には､東工大における様々な分野の展示品が類・学

科・専攻別に配列され､図書館の本の分類と関連させて

体系的に学習することができるような仕組みを構築す

る。さらに学生による企画展も行い､大学内・外との交

流を促進する場とする。

5. 結　本計画では､大岡山キャンパス内の歴史的建築

である本館を保存・再生した長時間滞在目的の図書館

を､中庭を内部化することによって新しい空間構成を有

した図書館のタイプを提案した。また､「通り抜けブリッ

ジ」を設け､東工大博物館機能を挿入し複合化すること

で､より活性化された情報交換の場を創り出した。今後、

滞在環境を考慮した座席などの家具配置や､より長時間

の開館をめざした管理方法など､運営上の工夫を考える

ことでより発展した計画になることを期待する。

 

 

4. 全体計画

4-1. 本館の通り抜け動線と一般開放　現在の本館前の

桜並木・プロムナードを延長するかたちで図書館内で

はブリッジ状となって館内の「通り抜け」を提案する。こ

のブリッジは同時に大学の博物館として機能する。ま

た､学生や教員が日常的に図書館を意識し､一般の人々

にも東工大の蔵書を公開する役割を果たす。

4-2. 全体構成　各フロアは、学習用図書、雑誌を含む件

研究図書､保存機能を重視した書庫など大きく資料の種

別と､利用者の滞在時間等のライフスタイルに対応して

構成する。図書館の管理外で気軽に立ち寄れるラウンジ

的なスペースをはじめ､管理内のガラスで仕切られた作

業室であるワーキングスタジオ等､図書館利用の多様な

方法を提案する。本館の正面性を尊重し､北側にメイン

アプローチを設け､また西側にも利用者のエントランス

を設けた。道路と接した西側角部に職員専用・搬入用の

通用口を設けて動線を明確に分離した。2､3 階には理学

部の研究室と教員室、講義室が配される。廊下の各所に

ラウンジを設け､アトリウムとの境界で理学部の滞在環

境を整える効果を持たせる。外周に諸室､アトリウムに

面して廊下､という円環状の構成になり､採光と通風を

確保しながらプライベートな空間とパブリックな空間

註1） 表１について、GA Contemporary Architecture 03 LIBRARY　を参照し、閲覧室の写真と平面構成

が把握できる国内外の 40 事例から分析した。

註 2） 表２・３について、建築計画学体系 30 図書館・博物館の設計 及び、

国立大学図書館協議会 図書館建築基準に関する報告を参照した。
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