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GLASBAU HAHN loves JAPAN 
and JAPAN loves GLASBAU HAHN
    日本を愛するグラスバウハーンとグ
ラスバウハーンを愛する日本　
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The close and trusted cooperation 
between institutions in Japan and 
the German manufacturer of muse-
um display cases GLASBAU HAHN 
dates back into the 80‘s and is still 
growing stronger. In Japan, both 
tradition and innovation are signifi-
cant characteristics which are also 
the key to the glass products from 
Frankfurt. Based on the unique 
geographical situation, Japanese 
specialists and the experts of HAHN 
agree that only earthquake-resisting 
showcase constructions at a high-
quality technical level can serve the 
needs of these museums.

In the twenty-first century HAHN has 
already demonstrated that even their 
extra large all-glass constructions 
meet the highest demands. Recently, 
natural forces have created severe 
stress tests on the brand new cases 
at the Tokyo National Museum. The 
cases measuring up to 30 m length 
and 6 m height did not show any 
damage during the latest extreme 
earthquakes in the northeast of 
Japan. 

Beyond the maximum performance 
in terms of safety, Japanese clients 
also define very specific aesthetic 
standards in museum design. They 
demand quality, functionality and 
individuality at the highest level. 

Each HAHN showcase echoes 
these Japanese requirements. 
GLASBAU HAHN offers elegantly 
designed display cases, pushing 
the limit of material feasibility while 
always maintaining the safest 
operating mode. 

The Japanese National Museums 
with a 120 year old tradition are the 
most important museum institutions 
with internationally recognized 
collections in Tokyo, Nara, Kyoto and 
Kyushu. In these National Museums 
GLASBAU HAHN can look back on 
successful projects, while also buil-
ding special unique case solutions, 
e.g. in Nagasaki.

日本の博物館とドイツのグラスバウ
ハーン社(GH社)との協力関係は８０
年代にさかのぼり、その関係は現在、
さらに強まっています。
日本ではケースの設計に伝統と革
新性が重要なポイントとなっていま
すが、これはGH社のケース設計に対
する考え方と合致しています。日本独
得の地理的な条件に基づき、日本の
専門家とGH社は質の高い耐震構造
を備えた展示ケースのみが日本の博
物館のニーズに対応できるという点

でも合意しています。

21世紀に入って、特大サイズのフレ
ームレスガラス構造であっても最高

水準の要求に応えられることをGH社
は証明しています。最近では、東北地
方で発生した巨大地震の際、東京国
立博物館で施工中の長さ30メートル、
高さ6メートルのケースは被害を受
けませんでした。

安全面における最高の性能以外にも、
日本のお客様は博物館のデザインに
固有の美的基準を設けています。最
高レベルの品質と機能性、そして個
性を伴ったデザインを求められてい
ます。GH社のケースひとつひとつに、
このような日本のお客様の要求事項
が反映されています。グラスバウハー
ンはエレガントにデザインされた展
示ケースを提供し、常に最も安全な
操作方法を維持しつつ材質の持つ可
能性を広げています。

120年の古い伝統を有する日本の国
立博物館は東京、奈良、京都、九州に
あり、国際的に認められたコレクショ
ンを誇る最も重要な博物館です。こ
れらの国立博物館でグラスバウハー
ンは数々のプロジェクトを成功させ
る一方、国立長崎原爆死没者追悼平
和祈念館では特別なケースも製作

しました。
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GLASBAU HAHN has built display 
cases in the four large galleries of 
the Tokyo National Museum (TNM) 
for more than 20 years: Toyokan, 
Main Gallery, Horyuji and Heiseikan.

The Asian Gallery Toyokan is one 
of the large TNM Galleries which has 
been refurbished taking earthquake 
proof measures since 2009. HAHN 
will complete the installation of 120 
wall- and free-standing cases, which 
will present the „Asian Art Collection“ 
in a generous setting. Reopening is 
planned in 2013.

Even under construction, the techni-
cal solutions for seismic protection 
developed by HAHN have proved 
safety: large scale museum displays 
in an earthquake prone area like 
Japan can be well protected. Also in 
the period of aftershocks during 
July 2011 no damage was reported 
from the Tokyo National Museum. 
262 quakes were registered, which 

is 5 times more than during the 
severe 1994 quake at the East
coast of Hokkaido.

Also the new HAHN cases built in 
2010-11 for the Japanese Main 
Gallery of TNM have survived the 
recent earthquakes perfectly. To 
prevent damage, these large scale 
display cases are placed on an 
isolator, effectively compensating 
any shocks by supporting the entire 
ground plan of the free-standing 
cases. The size and stability of the 
large cases are easy to handle 
thanks to a special opening mecha-
nism. Even a slender lady can open 
the large door panels on her own. 
The ease in handling also facilitates 
the exchange of exhibits planned 
four times a year.

As early as in 1998 GLASBAU HAHN 
has built the display cases for the 
Gallery of Horyuji Treasures at 
TNM, designed by renowned archi-

tect Yoshio Taniguchi. The style of 
the building is strictly minimal, with a 
reduced design characterizing each 
detail. This holds true as well for the 
50 free-standing HAHN cases, featu-
ring glass panels seemingly growing 
straight from the ground. This look is 
supported by sophisticated fitting so-
lutions and fibre optic lighting hidden 
in the floor, offering a floating look to 
the slender display cases.

Also the wall cases of up to 20 meters 
in length have a delicate appearance. 
They are integrated in the wall featu-
ring a pneumatic opening mechanism, 
a more space efficient solution than a 
mechanical one. 

Photos: Tokyo National Museum



5

Horyuji Gallery is built as a completely 
earthquake compensating structure 
which has been equipped with 
highest level conservatory technology. 
Today, the museum is also home of 
the “Digital Archive” of the complete 

“Horyuji Treasures“ collection. 
It is considered the oldest and best 
known cultural heritage of Japan next 
to the collection of Nara Prefecture.

GH社は東京国立博物館（TNM）で
15年以上にわたり、法隆寺宝物館、平
成館、東洋館、本館など4つの大規模
なギャラリーの展示ケースを製作して
きました。

アジアギャラリーの東洋館はTNMの
大規模ギャラリーのひとつで、2009
年から耐震補強のための改装工事が
行われています。GH社は贅沢な空間

でアジア美術コレクションを展示する
120台の壁面ケースおよび独立ケー
スを設置する計画です。開館は2013
年に予定されています。

日本のように地震の多い地域でも
GH社の開発した耐震技術によって
安全性が確認されました。2011年7
月には262回の余震が記録され、そ
れは1994年の北海道東方沖地震の
5倍にものぼりましたが、東京国立博
物館で大きな損害は報告されませ
んでした。

また、2010～2011年、TNMの本館
（12室　日本ギャラリー）に設置され

たGH社の新しいケースは今回の地
震でも被害は受けませんでした。これ
らの大型展示ケースは免震装置の上
に置かれており、独立ケースの基礎
全体を支えることにより衝撃を効果
的に吸収します。
特殊な開閉構造により、大型ケース

でも女性1人でも取り扱いが可能です。
そのため、年数回の展示換えにも容
易に行うことができます。

GH社は1998年にTNMの法隆寺宝物
館の展示ケースを製作しました。同
館は著名な建築家、谷口吉生氏によ

って設計されました。建物の様式は

非常にミニマルなもので、細部にい
たるまで削ぎ落とされたデザインを
特徴としています。これはGH社の50
台の独立ケースにも当てはまり、ガラ
スパネルは床面から生えてきている
ようにさえ見えます。さらに、洗練され
た取付け方法と床面に隠された光フ

ァイバーの照明がこの外観を強調し、
展示ケースが浮かんでいるような印
象さえ受けます。

長さ最高20メートルの壁面ケースも
繊細な外観を有しています。壁面に
取り付けられたケースは空気圧式開
閉機構を特徴とし、機械式よりも空
間効率のよいソリューションとなって
います。
法隆寺宝物館は耐震構造をもった建
造物で、最高レベルの保存技術が装
備されています。現在、この建物は法
隆寺献納宝物の「デジタルアーカイ

ブ」の拠点ともなっています。日本お
いて正倉院のコレクションに次いで
古く、最も有名な文化遺産のひとつと
みなされています。
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収蔵庫として使われていた建物がギ
ャラリーとなり、本館に2つの新館が
増築され最新部分は1997年に完成

しました。

GH社は2010年、2つのギャラリーで
企画展示用に独立ケース、壁面ケース、
そしてテーブルケースを設置しました。
独立ケースには免震装置が備えられ

ており、壁面ケースは長さ最高10メー
トル、高さ6メートルにおよびます。ま
た、革新的なモジュラーシステムのテ

ーブルケースは最高14メートルの長
さに連結配置することができます。こ
れにより、日本の巻物絵画（掛物）でも
十分に展示ことができます。ケースに
はすべてHAHN RK-2という空調装置
が備えられており、清浄な空気と相対
湿度を制御できます。これは特に過
敏な古紙や布の作品にとっては重要
な機能です。

The city of Nara, located in the region 
near Kyoto, is home of the famous 
Nara National Museum. Founded 
in 1889, the „Imperial Museum of 
Nara“ was the first National Museum 
of Japan. Its collection specializes 
in master pieces and archaeological 
artefacts of Buddhist art, preserving 
treasures of shrines and Buddhist 
temples. Early on, this museum con-
tributed to the recognition of Buddhist 
art as valuable cultural heritage of 
Japan. 

Former storage houses were turned 
into galleries, with two wings added 
to the original buildings, the latest 
completed in 1997. 

In 2010 HAHN installed free-standing, 
wall and table cases in two galleries 
for temporary exhibitions. The free-
standing cases are equipped with 
isolators, the wall cases measure up 

to 10 m length and 6 m in height, and 
the innovative modular table cases 
can be arranged to a length of up to 
14 m. This way they are the perfect 
home for extra long formats of the 
historical Japanese scroll paintings 
(Kakemono). All cases feature climate 
control with the HAHN RK-2 unit for 
clean air and relative humidity control. 
This is an obligation especially for the 
sensitive ancient paper and fabric 
artefacts. 

奈良市は京都の近くに位置し、有名
な奈良国立博物館があります。1889
年に設立された帝国奈良博物館は日
本で最初の国立博物館でした。その
コレクションは仏教美術の傑作や考
古学的資料を専門とし、神社や仏閣
の宝物を保存しています。この博物館
は、早期には仏教美術を日本の価値
ある文化遺産として認識させることに
貢献しました。
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Butsu Nehanzu 
 
By Meiyo Kokan 
Edo period (18th century), Japan 
Color on paper 
Eikei-ji Temple, Nara Prefecture 

The artist who painted this image, 
Meiyo Kokan (1653-1717), was a 
Jodoshu priest from Kyoto. He  
resided at Yamato-koriyama and 
then at Yakushi-ji Temple, and was 
active as a painter-priest based  in 
Nara. Other large nirvana paintings 
are housed at Sennyu-ji Temple and 
Horyu-ji Temple, but the present 
work is his earliest. 

仏涅槃図
 
古澗明誉 作
江戸時代(18世紀), 日本 
色彩画
永慶寺, 奈良県 
 
本色彩画を描いた画家 古澗明誉

（1653-1717）は京都の浄土宗の僧
です。 初めは大和郡山に、その後薬
師寺に住み、奈良を拠点に画僧とし
て活動しました。 他の大きな涅槃図
は泉涌寺や法隆寺に保管されていま
すが、本画は最古のものです。
 



Miho Museum of Art
This famous museum designed by 
I. M. Pei is located in Shigaraki, an 
area endowed with so many historical 
and cultural sites that it is called an 
open air museum. Architect I. M. Pei 
declared the beauty of the natural 
setting as paradise, “shangri-la” as 
Far Eastern people say.
Most of the building’s structure is 
beneath the earth in order to preser-
ve the natural environment and to 
integrate the museum to the surroun-
ding landscape. Visitors encounter 
the museum site by surprise among 
its mountain scenery. Of course, the 
earthbound design also serves as 
very effective earthquake protection. 
A sense of honour and love for nature 
prevails – an integrated approach 
typical in Japanese culture, where 
body and spirit, world and creature 
are no longer separated.

The comprehensive collection of the 
Miho Museum of Art includes pre-

cious religious artefacts which carry 
the spiritual character of the place 
even deeper into each beautiful detail. 
The perfectly conceived display design 
by I. M. Pei, a careful combination 
of glass and wood, is one more step 
towards this balance between culture 
and nature the makers of Miho strive 
for.
 

ミホ・ミュージアム
建築家I.M.ペイ氏が設計したこの有
名な美術館は、数多くの史跡や文化
財のある、「町全体が美術館」とも呼
ばれる信楽にあります。I.M.ペイは、美

しい自然の景観を東洋の理想郷「シャ
ングリラ」になぞらえました。
自然環境を損なうことなく美術館を
周囲の景観に同化させるため、建物
の構造のほとんどは地下に埋設され
ています。来館者は山の景色に隠れ
た美術館を目にして驚きます。もちろ
ん、地下に埋設されたデザインは、非
常に効果的な耐震構造としても機
能します。体と精神、そして世界と生

物が決して切り離されることがない
ような日本文化に特有のアプローチ
で、自然への敬意と愛情が表現され
ています。

ミホ・ミュージアムのコレクションには、
貴重な宗教美術作品が含まれてお

り、この土地のスピリチュアルな性質
が個々の美しい細部まで深く浸透して
います。ハーンによって完璧にデザイ
ンされた展示ケースはガラスと木を
組み合わせたもので、MIHOのクリエ

ーターたちがめざしている文化と自然
の調和にさらに一歩近づける要素と
なっています。
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called “inner circle” of Tokyo between 
Tokyo Station and the Imperial Palace 
is the center of Japan‘s financial in-
dustry, with the museum site looking 
like a beautiful old gem in the new 
commercial district.
GLASBAU HAHN has equipped all 
five floors of the museum with 12 free-
standing, 6 table-top and 9 HAHN 
Modul cases to present the European 
graphic art and artefacts collection. 

三菱一号館美術館（東京）
英国の建築家ジョサイア・コンドルに
よって設計され1894年に完成した建
物は、創成期の東京の独特の歴史的
な面影を宿しています。三菱一号館
美術館は、1968年に解体された元の
建物を再建したものです。今日、この
古典的な建物は三菱グループの高層
ビルに取り囲まれています。この都会
的な環境が、19世紀末の西洋美術に
特化した美術館のコレクションへの
橋渡しとなっています。丸の内で異彩
を放つ建物同様、このコレクションも

日本ではユニークな存在です。東京
駅と皇居外苑に挟まれた東京のいわ
ゆる「丸の内側」は日本の金融業界の
中心地であり、この美術館は新しい商
業地区にある古く美しい宝石のよう
にも見えます。
GH社はヨーロッパのグラフィックア

ートと美術コレクションを収めるため
に12個の独立ケース、6台のテーブル
ケース、6台のモジュールケースを設
置しました。Mitsubishi Ichigokan Museum

The 1894 building designed by the 
British architect Josiah Conder repre-
sents a unique historical connection 
to the early days of Tokyo city. The 
Mitsubishi Ichigokan Museum is a 
recreation of the original building, 
which was torn down in 1968. Today, 
the classical architecture is surroun-
ded by high rise buildings of the 
Mitsubishi Empire. This urban setting 
creates a bridge to the collection of 
the museum which is dedicated to 
late 19th century western art, a focus 
as unique in Japan as the building it-
self in the Marunouchi district. This so 
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Following a ten year planning period, 
the Kyushu National Museum 
located in the south of Japan in the 
city of Dazaifu, prefecture Fukuoka, 
opened in 2005. It is the youngest
among all National Museums.
In Kyushu focus is set on the concept 
of Japanese culture as seen from an 
Asian point of view, including educa-
tion and research programmes. Next 
to unique exhibitions, the ongoing 
research and protection of Japanese 
cultural heritage and the transfer of 
knowledge to the younger generation 
are key goals. The young audience 
is effectively reached by an attractive 
homepage – at www.kyuhaku.com –
a digital overview of all galleries 
structured by subject field shows 
the artefacts presented in over 
130 free-standing display cases by 
GLASBAU HAHN. 

Many of the most precious “national 
treasures“ of Japan are shown in this 

newly built museum, constructed as 
earthquake safe structure by architect 
Kiyonori Kikutake. Each floor is 
flexible and able to compensate even 
strong seismic shocks, minimizing 
any risk of damage to the all-glass
display cases. This way, the use of 
individual isolators was not required. 

10数年にわたる計画期間を経て、日
本の南部に位置する九州国立博物館
は福岡県太宰府市に2005年、最新の
国立博物館として開館しました。九州
国立博物館では教育と研究プログラ

ムを含むアジアの視点から見た日本
文化というコンセプトに重点が置か
れています。ユニークな展示のほかに、
主要な目標として掲げられているのは、
日本の文化遺産の継続的な研究と
保護、そして若い世代への知識の継
承です。魅力的なウェブサイト（www.
kyuhaku.com）を通して若い世代も
効果的に学ぶことができます。この
ウェブサイトは分野別に全ギャラリー
をデジタル化して概要を紹介してお
り、130台を超えるグラスバウハーン
の独立展示ケースに収められた作品
の一部も見ることができます。

多くの国宝がこの新しい博物館に展
示されています。建築家、菊竹清訓氏
が設計した建物は免震構造として建
設されています。各階は柔軟性が高く、
強い揺れも吸収でき、ガラス展示ケー
スに損害が発生するリスクを最低限
に抑えています。このため、ケースに
免震装置を使用する必要はありませ
んでした。
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Nagasaki National Peace Memorial 
Hall for Atomic Bomb Victims 
A world record in the field of case 
design and construction was estab-
lished in 2001 by GLASBAU HAHN. 
The case with glass panels of 9 m 
height is a perfect match for the 
memorial hall architecture by Akira 
Kuryu Architects, in cooperation with 
architect Ohno. Twelve glass columns 
dominate the hall space, which is em-
bedded in the ground and emerges 
from an illuminated water basin above 
the ground.
Nagasaki, located in the south of Ja-
pan, is not considered an earthquake-
prone area. Nonetheless the entire 
museum complex is equipped with 
seismic shock protection.
At night, 70.000 fibre optic light sour-
ces illuminate the memorial site. The 
spectacular display case is opened 
once a year, to retrieve the deposited 
name cards in commemoration of 
70.000 victims of the 1945 atomic 
bomb in Nagasaki. 

国立長崎原爆死没者追悼平和祈念
館
ケースデザインと構造の分野におけ
る世界記録が2001年にGH社によって
樹立されました。高さ9メートルのガ
ラスパネルを用いたケースは 栗生明
+株式会社栗生総合計画事務所が設
計した祈念館と完璧に調和していま
す。12本のガラス製の柱が地下の追
悼空間に林立し、地上部に照らし出さ
れた水盤から顔をのぞかせています。
日本の南部にある長崎は地震の多い
地域とはみなされていませんが、博
物館全体に耐震保護対策が施され

ています。
夜間には7万個の光ファイバーの灯り
が祈念館の敷地を照らします。壮観
な展示ケースは年1回開かれ、長崎
原爆被害者7万人の名簿が取り出さ
れ、再び安置されます。（2011年現在
は約１５万人）

Photo: Nagasaki 
National Peace Memorial Hall



J/
E

/4
00

0/
LO

K
AY

/W
K

&
C

 /
12

/1
1 

 

ガラスの魅力　Since 1829
The fascination of glass. Since 1829.

GlAsBAu HAHN GmbH 
Hanauer Landstraße 211
60314 Frankfurt am Main
Germany
Tel.  +49 69 94417 60
Fax +49 69 94417 61
vitrine@glasbau-hahn.de

HAHN CoNsTABle ltd.
Great Britain
Tel.  +44 20 7729 3060
Fax +44 87 0479 7453
info@hahn-constable.co.uk 

GlAsBAu HAHN America llC
15 Little Brook Lane
Newburgh, NY 12550
USA
Tel.  +1 845 566 3331
Toll-free No. 877 452 7228 (GLASBAU)
Fax +1 845 566 3176
info@glasbau-hahn.com 

GlAsBAu HAHN Japan Co. ltd.
Takanawa 4-8-11-201, Minato-ku
108-0074 Tokyo
Japan
Tel.  +81 3 6450 4077
Fax +81 3 6450 4078
jun.nieda@glasbau-hahn.com

GlAsBAu HAHN China
Representative Office
Landmark Tower 2
8 North Donsanhuan Road 
100 004 Beijing
P.R. China 
Tel. +86 21 5435 2993
slzhang66@vip.163.com
youlanda_chen@vip.126.com

www.glasbau-hahn.de 
www.glasbau-hahn.com  
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