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山本想太郎設計アトリエ



Sotaro Yamamoto

ご挨拶

 

山本想太郎設計アトリエは、豊富な経験を活かし、住宅から大規模ビルまでの広範な建築設計、イベント

仮設物やアート製作、グラフィックなど、さまざまなご要望にお応えいたします。

最終的に生み出される建物・デザインの品質はもちろんのこと、その業務プロセスにおいても、技術力に

裏づけされたわかりやすく的確な情報を常に提示することを業務方針としています。

建築全般の設計、インテリア、リノベーション、その他デザインやアートワークなどに関することでした

ら、種類や大小規模に関わらずどのようなことでもどうぞお気軽にご相談ください。

一級建築士事務所　山本想太郎設計アトリエ

代表・管理建築士　山本想太郎

住所  　〒185-0022　東京都国分寺市東元町2-13-13 

電話  　042-325-4721

Fax　 　042-325-4721 

e-mail  sotaro＠atyam.net 　

HP　　  http://atyam.net



ProfileSotaro Yamamoto

東京都国分寺市東元町2-13-13
tel / fax　042-325-4721
e-mail　sotaro@atyam.net

山本想太郎（やまもと・そうたろう）　　建築家　一級建築士　

山本想太郎設計アトリエ　　　　　 HP：　http://atyam.net

職歴

1966年  東京生まれ

1989年  　　　 早稲田大学理工学部建築学科 卒業

1991年  　　　 早稲田大学理工学研究科（建築専攻）修士課程修了

1991～2003年　  株式会社 坂倉建築研究所 勤務

2003年～        プロスペクター・アソシエーション共同主宰

2004年～        一級建築士事務所　山本想太郎設計アトリエ主宰

現在 　　　  一級建築士事務所　山本想太郎設計アトリエ　代表

 　　　  一般社団法人 ＨＥＡＤ研究会　代表理事

 　　　  一般社団法人 日本建築まちづくり適正支援機構　室長

 　　　  公益社団法人 日本建築家協会　デザイン部会長

 　　　  一般社団法人 日本建築学会会員

  東洋大学・工学院大学・芝浦工業大学　非常勤講師

主な作品等　　  ※作品の画像・詳細については上記ウェブサイトをご覧下さい

1991～2003年　  坂倉建築研究所勤務。主な担当作品：「新宿サザンタワー・サザンテラス」

　　　　　　　　「関西エアポートワシントンホテル」「東京国立近代美術館改修」「菊池寛実記念智美術館」

2005年 　　　 「汐留プラザビル」

2006年 　　　 「南洋堂ルーフラウンジ」

　　　 　　　 「空家プロジェクト」（越後妻有アートトリエンナーレ2006出品作品）

　　　 　　　 「ＣＯＮＴＡＣＴ－足湯プロジェクト」（越後妻有アートトリエンナーレ2006出品作品）

2007年 　　　 「メゾン・ド・スリジェ」

　　　 　　　 「妻有田中文男文庫」

　　　 　　　 「プロスペクター展　Calculation　～建築の演算・都市の演算～」（INAX：GINZA）

2008年 　　　 「Lighting Book展」「カン・アイラン個展」会場構成

　　　 　　　 「筑摩書房展示ブース」（東京国際ブックフェア）

2009年 　　　 「日本橋大伝馬町プラザビル」

　　　 　　　 「はたのいえ」

　　　 　　　 「建具ノニワ」（越後妻有アートトリエンナーレ2009出品作品）

2010年 　　　 「アイラン・カン―内なる本棚展」会場構成

　　　 　　　 「東映デジタルセンター」内外装デザイン

2012年 　　　 「オーストラリア・ハウス」（アトリエ・イマムと共同実施設計・監理）

       　　　 「建具ノモリ」（越後妻有アートトリエンナーレ2012出品作品）

2013年 　　　 「アミュレット・ショップ」

　　　 　　　 「来迎寺」（本堂・客殿・庫裏）

2015年 　　　 「清津倉庫美術館」（越後妻有アートトリエンナーレ2015）

2016年 　　　 「みちの名前プロジェクト」（青葉アート2016）

 　　　 「素材の空間＋HEADベストセレクション賞2016展示ブース」

2017年 　　　 「犀の目文庫」

 　　　 「磯辺行久記念　越後妻有清津倉庫美術館」（越後妻有アートトリエンナーレ2018）

2019年 　　　 「紙の家」

2020年 　　　 「原口典之 wall to wall」展 展示設計（√ｋ Contemporary）

主な著作

2002年 　　　 『テクトニック・カルチャー』（共訳、TOTO出版）

2005年 　　　 『現代住居コンセプション』（共編著、INAX出版）

2007年 　　　 『Detail Japan TALK』（リード・ビジネス・インフォメーション）

2010年 　　　 『建築家を知る／建築家になる』（王国社）

2011年 　　　 『建築設計のための行く見る測る考える』（共著、鹿島出版会、日本建築学会編）

2014年 　　　 『異議あり！新国立競技場』（共著、森まゆみ編、岩波書店）

2018年 　　　 『イラスト解剖図鑑　世界の遺跡と名建築』（日本語版監修、共訳、東京書籍）

2020年 　　　 『みんなの建築コンペ論　新国立競技場問題をこえて』（倉方俊輔と共著、NTT出版）

2020年 　　　 『建築設計のためのプログラム事典』（共著、鹿島出版会、日本建築学会編）

主な受賞

2012年　　　　  「川越市シンボルマーク公募」最優秀（川越市）

2013年　　　　  「ヨーン・ウッツォン国際建築賞」（オーストラリア建築家協会）

2015年　　　　  「北米照明学会賞」Award of Merit （北米照明学会）

2015年　　　　  「AACA賞」優秀賞（日本建築美術工芸協会）

2016年　　　　  「木の建築賞」（NPO 木の建築フォーラム）

2016年 　　　 「公共施設オープン・リノベーション　マッチングコンペティション」（総務省）にて提案採択

2019年 　　　 「東京建築賞」奨励賞（東京都建築士事務所協会）

2021年 　　　 「グッドデザイン賞」（日本デザイン振興会）  



Sotaro Yamamoto Facilities

完成年　　：2018年
所在地　　：新潟県十日町市
用途　　　：美術館

磯辺行久記念　越後妻有清津倉庫美術館　ＳｏＫｏ
2015年に廃校となった小学校の体育館を改修した『清津倉庫美術館』
から継続し、本校舎部分を改修して全校を美術館とした。上層の環境
の整った「空」の展示室から下層の体育館と融合した「地」の大展示
室へと下降していく空間体験と、美術館と小学校の対比が重なり、非
日常・日常、アート・地域環境、といった感覚のゆらぎを生み出す。



Sotaro Yamamoto Facilities

完成年　　：2015年
所在地　　：新潟県十日町市
用途　　　：美術館

清津倉庫美術館
廃校となった小学校の体育館をリノベーションした美術館。この地で
開催される「大地の芸術祭　越後妻有アートトリエンナーレ」の拠点
施設のひとつであり、かなりの大型作品まで展示可能。倉庫に見立て
た既存体育館と新美術館の対比によって、ただ見るのではなく、アー
トという「モノ」の存在を感じる体験を生みだすよう計画した。



Sotaro Yamamoto Facilities

完成年　　：2021年
所在地　　：東京都新宿区
用途　　　：アート展示
アート　　：原口典之

「原口典之 wall to wall」展　展示設計

現代アートギャラリー、√ｋ Contemporaryのオープニング展ともな
る展覧会。日本を代表する美術家のひとりである原口典之氏の、代表
作「Oil Pool」を含む約30の作品が3つのフロアから屋上まで大規模
に展開されました。会場展示と立体作品の実施設計を山本想太郎設計
アトリエが担当しました。



Sotaro Yamamoto Facilities

完成年　　：2017年
所在地　　：東京都墨田区
用途　　　：演劇スタジオ

Ｍ.Ｍ.Ｃスタジオ
劇団が所有するスタジオの内外装リノベーション。かつては工場であ
った建築の雰囲気を残しつつ、角スタッドを用いて舞台＋客席という
形式のスタジオ空間を構成した。通常は壁の下地材として用いられる
角スタッドは強度・耐久性に優れ、ディテールを丁寧に仕上げること
によって非常に安価でシャープな仕上げ造作材ともなる。



Sotaro Yamamoto Facilities

完成年　　：2016年
所在地　　：東京都江東区
 　　 東京ビッグサイト
用途　　　：展示ブース

素材の空間＋ＨＥＡＤベストセレクション賞2016 展示ブース
東京ビッグサイトにて開催された建材の大規模展示会「建築インテリ
アWEEK、ジャパンホームショー2016」内の特設ブース。主催者企画に
よるコンセプト・ブース「素材の空間」と、HEADベストセレクション
賞2016の展示が合体したもの。200種類以上の建材を、いろいろな角度
から「体感」する空間のプロデュースと設計を担当。



完成年　　：2013年
所在地　　：千葉県松戸市
用途　　　：寺院、住宅
襖絵(版画)：井出創太郎

来迎寺
寺院と庫裏（住職の住居）が一体となった建物。特に本堂部分は伝統
木造構法により、木組みの美しさをそのまま表現するようにしていま
す。一方で、木彫装飾などは用いず、外光をふんだんに採り入れるな
ど、現代的な感覚も反映されています。
高断熱やLED照明など、省エネルギー、快適性にも配慮しました。

Sotaro Yamamoto Facilities



完成年　　：2013年
所在地　　：東京都千代田区
用途　　　：店舗

アミュレット・ショップ
秋葉原にあるPCシステムと周辺機器のショップ。企業イメージを象徴
するショウルームでもあります。 ファインOSB板を用いた大きな展示
台は、電気機器の梱包に用いるスペーサーをモチーフとした形状とな
っており、「箱を開けて中に入る」というコンセプトを反映していま
す。木質素材の空間が電子パーツ街で強く個性を放ちます。

Sotaro Yamamoto Facilities



完成年　　：2010年
所在地　　：東京都練馬区
用途　　　：デジタルセンター
全体設計　：大和小田急建設

東映デジタルセンター
映画・テレビ・DVDといったソフトウェアの製作を一貫作業でできる拠
点として、各種録音、編集、試写などの最先端の機能を総合的に備え
る建物。当社は、ファサードやエントランスの外観意匠、ロビー、試
写室など各室の内装意匠について、デザイン協力を行いました。

Sotaro Yamamoto Facilities



完成年　　：2009年
所在地　　：東京都中央区
用途　　　：オフィス・ビル

日本橋大伝馬町プラザビル
汐留プラザビルのシリーズとなるテナント・オフィスビル。都市環境
や執務環境の現在形をテーマとしています。高度なセキュリティ設備
を備えるとともに、時間の変化に応じてその表情を変化させるエント
ランスホールが、際立った都市景観をつくります。 照明設計＝SLDA

Sotaro Yamamoto Facilities



完成年　　：2008年
所在地　　：東京都江東区
用途　　　：展示ブース
アート　　：カン・アイラン

東京国際ブックフェア　筑摩書房展示ブース
東京ビッグサイトで行われた、本の展示会用のブース。カン氏とのコ
ラボレーション・シリーズの一環です。実際の本（筑摩書房の全出版
物）と光る本のアートを視覚的にオーバー・レイするように配置し、
ブースを訪れるお客様はその間の空間に入ることになります。展示を
見るだけでなく、参加することを意識させるための仕掛けです。

Sotaro Yamamoto Facilities



完成年　　：2007年
所在地　　：新潟県十日町市
用途　　　：図書館
アート　　：カン・アイラン

妻有田中文男文庫
木造2階建ての地域公民館の1階部分を改装し、民家研究で有名な棟梁
・田中文男氏の蔵書を収蔵する図書館とした計画です。書棚には実際
の本とともにアーチスト、カン・アイラン氏の光る本のアートを配置
し、変化する光の中で浮遊するような本に囲まれる空間となるように
意図しました。

Sotaro Yamamoto Facilities



完成年　　：2006年
所在地　　：東京都千代田区
用途　　　：ラウンジ・看板
共同設計者：今村創平・南泰裕

南洋堂ルーフラウンジ
建築専門書店の屋上に、空中のラウンジをつくるプロジェクト。
足湯もできる憩いの場所であるとともに、文字のない「看板」として
の機能ももつ構築物です。日除け屋根でもあるステンレス鏡面仕上げ
の円盤は、外部には屋上に塗られた赤色を映して見せ、屋上からは地
上の風景を反転させて見せます。

Sotaro Yamamoto Facilities



完成年　　：2005年
所在地　　：東京都港区
用途　　　：オフィス・ビル

汐留プラザビル
汐留に建つテナント・オフィスビル。都市景観に寄与するとともに、
独自の表情のファサードを形成するため、アルミカーテンウォールの
方立ピッチを500ｍｍ以下まで小さくし、特殊なフィン形状の押縁によ
って垂直線を強調しました。11階の外部テラスは船のデッキのような
デザインとし、都市生活の快感を強調しています。

Sotaro Yamamoto Facilities



完成年　　：2002年
所在地　　：東京都港区
用途　　　：美術館・事務所

菊池寛実記念　智美術館
現代陶芸の展示を専門とする美術館。外壁はイスラエル産ライムスト
ーンで覆い、内部も石や和紙、ガラスなど、素材のもつ触感を重視し
て仕上ています。和風庭園の中に、仏堂も併設しました。庭園に面す
るレストランには星空のような特殊照明を設けています。
免震構造による高度な安全性も備えています。

Sotaro Yamamoto Facilities



Sotaro Yamamoto Facilities

完成年　　：2019年
所在地　　：東京都立川市
用途　　　：住宅

紙の家
木造住宅のリノベーション。建築の南側を減築して庭園を拡張して外
光を採り入れ、その光を柔らかく家全体にいきわたらせるため空間を
一体とし、さらに「和紙調塗料」によって空間全体を覆いました。
天井にはこの空間のために製作されたアート照明が並びます。アーム
を動かすことで通常照明から間接照明のようにまで配光が変化します
。



Sotaro Yamamoto Houses

完成年　　：2017年
所在地　　：山梨県山中湖村
用途　　　：個人文庫

犀の目文庫　Ｒｈｉｎｏ
Ａ・レーモンド設計（1974年）のリゾートマンションの住戸を、美術
・文学関係の書籍を収蔵・展示する個人文庫とするリノベーション。
空き室の多いリゾートマンションを、個人の手にある時代の文化の断
片を保存するアーカイバーとして活用しようというライススタイルの
試み。無垢板の断熱性能と吸放湿性能が室内環境を安定させている



Sotaro Yamamoto Houses

完成年　　：2012年
所在地　　：新潟県十日町市
用途　　　：ギャラリー併用住宅
アート　　：ブルック・アンドリ
　　　　　　ュー

オーストラリア・ハウス
(基本設計：アンドリュー・バーンズ・アーキテクト)
アーチストが滞在して制作を行うための、ギャラリーと宿泊施設から
なる建物です。国際設計競技において、シンプルでありながら印象的
な内外観が評価されたアンドリュー・バーンズ・アーキテクト案が選
ばれ、実施設計・監理はコンペのコーディネーターでもあったアトリ
エ・イマム＋山本想太郎設計アトリエにて進められました。



Sotaro Yamamoto Houses

完成年　　：2009年
所在地　　：東京都中央区
用途　　　：専用住宅
アート　　：本間純

はたのいえ
幹線道路と首都高速道路に面した都市的な場所に建つ戸建住宅。成人4 
人の家族が住む最小限のスペースを、騒音や視線をはじめとした強烈
な都市のコンテクストに対峙する「砦」として計画しました。水平連
窓式をベースとして、構造上必要な分の壁をプラン上の適切な位置に
残す手法で窓を設けました。



完成年　　：2006年
所在地　　：新潟県十日町市
用途　　　：住宅
アート　　：井出創太郎
　　　　　　高浜利也

小出の家（空家プロジェクト）
矩形の平面形状と扠首（さす）構造の小屋組のシンプルな民家におい
て、井出氏の銅版画によるふすま絵、高浜氏による格子床の造形とい
うアートの提案を受け、技術的なサポートとともに、作品配置につい
て議論が重ねられました。格子の上を慎重に歩かないと奥に行けない
仕掛けにより、「家に入る」という感覚を身体にうったえます。

Sotaro Yamamoto Houses



完成年　　：2005年
所在地　　：東京都板橋区
用途　　　：賃貸住宅内装

板橋のリノベーション
マンション住戸改修。30枚の引戸建具が部屋の中に置かれています。
さまざまな幅の引戸は、居住スタイルに従って空間の形状そのものを
変化させる装置であると同時に、外観の無いマンション住戸に「家の
顔」を与えます。照明も建具の動きに呼応して見え方が変わるような
ラインとして計画しました。

Sotaro Yamamoto Houses



Sotaro Yamamoto Artworks

完成年　　：2012年
所在地　　：新潟県津南町
用途　　　：アート展示

建具ノモリ
「大地の芸術祭2012」への参加作品。芸術祭が開催される新潟県十日
町市・津南町（越後妻有エリア）で集められた木製建具270枚を利用し
た構築物です。訪れる人は「モリ」の中を散策しながら、建具に反映
されたこの地域の暮らしのディテールを感じることができます。



Sotaro Yamamoto Artworks

展覧会　：2010年
会場　　：静岡県三島市
　　　　　ヴァンジ彫刻庭園美術館

用途　　：展覧会場

アイラン・カン―内なる本棚展　会場構成
「光る本」のアーチスト、カン・アイラン氏の個展。展示室の中に、
内部から映写される映像を外部からも見ることができるハーフミラー
（本展示用に開発）製のブースを設けました。また、周囲を鏡で囲ん
だスペースにアクリル製の本棚を配置したスペースもあり、無限に連
鎖する光る本の中に迷い込むような感覚を与えるよう計画しました。



Sotaro Yamamoto Artworks

完成年　　：2009年
所在地　　：新潟県十日町市
用途　　　：アート展示

建具ノニワ
大地の芸術祭2009出品作品。タバコの葉を乾燥させる倉庫として使わ
れていた建物の内部に、庭のように散策する空間を作りました。材料
には地域から集められた木製建具約150 枚を用いており、すべてを白
く塗ることによって、かつてその建具が置かれていた生活空間の多様
さを示す「形」をより明確にしています。



完成年　　：2006年
所在地　　：新潟県十日町市
　　　　　　新潟県津南町
用途　　　：アート・住宅

空家プロジェクト
越後妻有アートトリエンナーレ2006のテーマの一つとして掲げられた
このプロジェクトは、空家となった民家をアーチストと建築家のコラ
ボレーションによって再生させ、地域活性化につなげるというもので
す。建築家として、全体で60件以上の空家プロジェクトのうちの約半
数を担当しました。

Sotaro Yamamoto Artworks

旧三ツ山分校

art:山口啓介 

二子の家

art:山田幸則

足滝公民館

art:池田光宏

再構築

art:行武治美

名ケ山写真館

art:倉谷拓朴

安掘雄文記念館

art:木村吉邦

農閑期

art:木村育子

小出の家

art:井出創太郎

    高浜利也




