
30周年記念事業

これからの都市景観のあり方を探る@GINZA
連続講演会十景観シンポジウム
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今回は 30周年記念事業として、日本随―の商業都市「銀座」の都市景観を分析し、行を活き活きとさせるための建築
の可能性を探ることを目的に、3回の連続講演会とそれらを総括する景観シンポジウムを実施しました。
サングツの品川ショールームで開催した講演会では、メインストリートの景観に大きな影響を与えた3施設を題材に、

それぞれの設計者により銀座の街並みに伊む大規模商業建築のあり方につしヽての考えや銀座の特殊性の読み解きについ

て、設計のプロセスを交えて解説していただき讀した。

日本大学CSTホールで開催した景観シンポジウムでは、東京大学の中島直人先生に基調講演をしていただきました。
その後には法政大学の陣内秀信先生にファシリテーターを務めていただき、マーケティングアナリストの三浦展さんや銀
座街づ<り会議の竹沢えり子さんも加わって、連続講演会で発表された3作品の検証を交えて現在の銀座の街並みや景観
についてパネルディスカッションを行いました。変貌する消費社会や経済、文明の変化に都市景観はどう応答するか、銀
座におけるこれからの都市景観のあり方などについて活発な議論がなされました。同シンポジウムの参加者は約220名
にのぼり、銀座の景観のあり方についての注目度の高さを改めて感じることとなりました。

参加いただいた皆様と会の主催に協力いただいた方長に感謝いたします。      文化事業委員会協力理事 芝山哲也
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日本有数の商業地・銀磨の魅力と|よ何だろうかる

さまざまな人が訪れる衛、基盤目状に広がる通りと複雑入り組んだ路地による衛歩きの楽しさ、老舗と最先端の店舗が

共存し、建て替えが盛んに行われ、常に賑わいのある衛並みが形成されている衛・銀座。

銀座の街の「多様性」、「回遊性」、「持続性」からGINZA SIXを考える。

登 壇 者 :坂本 弘 之 氏 GINZA SX設計者 鹿島建設

■主な作品

2003年 サエグサビル本館ビル (アップルストフ銀座)激修工事

1979年 鹿轟建設株式会社建築設計本音8入社       (グ ッドデザイン賞、t3ELCA賞 )

2013年 周社等儀マネジャー         2010年 三越銀座店新館新築工事及び本館改修工事

(グッドデザイン賞、BELCA賞 )

■略歴

1953年 東京都生まれ

今回の GINZ∧ SI× の建築設計は、谷□建築設計研究所

と KA」 IM∧ DttSIGNと で設計共同体を組成して対応し

ました。但し、商業部分の共用ゾーンのデザインは、キュ

リオシティがやってい讀す。また、中央通りに面していろ

いろなブランドがいろいろな外装を展開していますが、そ

のタト装のデザインは、各テすントがデザイナーをよんで選

定しているという役害」分担です。

次に、このプロジェクトの大きな流れとしては、200
3年に、超高層計画案が発表されました。2005年 から

谷□吉生氏が参画され、その3年後の2008年 、現在の

66mの計画案に決定した経緯があります。我長がこのプ

ロジェクトに参画することになつたのは、それからまた数

年経て、鹿島が特定業務代行者に選定された2012年 か

らとなります。この時から私どもは谷□建築設計研究所と

コラボレーシ∃ンして、設計を進めたということです。

プロジェクト経緯
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「銀座」で、継77Kすべき歴史というのは何だろうという

事を考えました。江戸時代の銀座があり、その後、明治の

赤レンガ時代の銀座がある。そして関東大震災を経て復興

した銀座があり、太平洋戦争の空襲を経て、今の銀座があ

ります。街並みは結構そのまま残つています。一貫して存

在する賑わいだけは、何とかつ<らなければいけない、銀

座にとって必要不可欠であるとしヽうことを感じ取りました。

従って、少なくとも我々のつくる建築は、賑わしヽを発信し

たり誘発するものでなければならないというところを合意

しながら、設計を進めていきました。

そして時間を経過してもその時代の空気を感じ取り、に

ぎわいを誘発したり、発信したりすることが非常に重要で

あり、建築としての一貫性としヽつたものも同時に持たなけ

ればならないと感じました。

そういう中で、「多様性」「回遊性」喘 続性」というキ

ーワードを掲げました。

計画地は110mを超す中央通のフアサードと奥行きが

7 0 rlnで、広さでは銀座随一だということがわかると用い

ます。

少し付け加えさせていただ<と、再開発事業として開発

組合を組成しているということと、我長と組合の間に、森

ビルさんとアール・アイ・エーさんが間に入つて調整をし

ていただいたということがあります。もう一つ、我尺の協

力者として、ランドスケープでは宮城俊作さんのプレイス

メディア、照明デザインでは、面出さんの LP∧ とか、フ

ォーライツといつたところと協働して設計を進めました。

|“

` 富量F吾'理奎7=“ 菫、  発卒守]憲1=7て言霧垢音写撃ネメ疑

`峯

1′

ro10 *ffin



事業者 :劉堅六丁目1

森ビル・住友商事他

プロジエクトマネージヤー

森ビツレ/アール・アイ・エー

用途・構成・規模

商業施設、事務所、能楽堂が入る多目的ホール、地域冷暖

房施設(DHC)、 大規模駐車場というものが主な用途です。

尚、地上或冷暖房は GINZA SI× の裏にあるウォールビルに

あるメインステーシ∃ンに対する、サブステーションとし

ての位置づけとなつています。

規模は、地上 13階、地下6階。ペントハウス2階で、

56mプラス10mという銀座ルールに基づいています。

容積害」り増しをもらい、約 14万8000rの 規模になっ

ています。

断面構成としては地下2階から6階までが商業施設にな

つていて、その上に13階まで事務所が乗つています。地

下については、地下3階の能楽堂の他、500台規模の駐

車場、及び DHCの構成となつています。

まず、二つの都市計画手法についてご説明します。一つ

は区道廃道付け替えによる街区統合、もう一つは都市再生

特別地区制度による公共貢献等容積確保です。

2街区に挟まれた区道 0あづま通りを三原通り倶」に付け

替え、街区を統一しています。拡幅された三原通りにはス

トリー トパークと観光バス乗降所を整備 し、旧区道部分は
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通行機能を残し、歩車分離された敷地内通路として整備し

ています。

道路の付け替えについては銀座三越でも同じような手法

を用いました。三越では三原通り側に駐車場の入□ができ

てしまいました。歩道は連続させて独立して駐車場の入り

□を設けるという工夫はしたのですが、GINZA SI× では

四方が道路に面しており、裏をつくれないということで、

駐車場の入□を廃道後の敷地内通路に設けたところが特徴

です。三越よりも一つ進化したと思っています。  ・

もう一つ、都市再生特別地区です。容積割増しを受けて

いますが、そのための公共貢献について簡単に説明します。

これは地元や中央区の要望を吸い取りながら、まずは国

際的な商業観光拠点の形成。次には安全で快適な歩行者ネ

ツトワークの拡充、それから防災性、防災支援機能。 最

後には、緑と潤いの創出ということで、公共貢献を行つて

います。銀座通りで常態化していた観光ノヾスの路上駐車対

策ということもあり、観光ノヾスの乗降所を拡幅した三原通

り側に設けています。それに伴う形で、観光案内所も併設

しました。そして、安全で快適な歩行者ネットワークの形

成を目的に、三原通りにテラスを設けたり、公共の駐輪場

を設けたり、GINZA SI× と地下鉄の駅を地下道でつなぐ

者「市計画手法 /2.者「市再生特別地区制度による公共貢献と容積率確保

①国際的な商業 観廃拠点の形威
大街区化による商業機能の勘釧 ヒ
「鋼坐観光ステーション」の整備
(観ル スヾ乗隆スペース 整備 )
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2 2橋区を統合 (約 9′080耐 )

拡幅された三原通 りには、



ということを行いました。防災対策としては、3000人
規模の帰宅困難者の一時受け入れ先と、それに伴う備蓄倉

庫の整備。環境負荷対策としては、屋上緑化、高効率の

DHCといつたもので C∧SBttEは Sクラスを実現しまし

た。

銀座の魅力と三つのテーマ

銀座の魅力とは何かということについて考えてみたいと

目います。

銀座の魅力とは /GINZA SIXに おける 3つのキーワード

饉穣ジィルや… /嚢統通議懸
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成熟した街の継承

三つのキーワードの一つ目が「多様性」です。これはデ

ザインルールの中でも、「多様な用途や活動によるシナジ

ー効果が期待されてしヽるJと書かれていますし、銀座に新

しく街を訪れる人を呼び込むことにもなると考えています。

「伝統と革新」としヽわれる、よく銀座で使われる言葉も、

時間の経過による多様性の一つてはないかと考えてしヽます。

また、少し強弓|ではありますが、「銀座フィルター」としヽ

う言葉も、単に多様であればよいというのではなく、多様

性の中から銀座の歴史による淘汰があつて初めて、この言

葉が成立するのかなということで者えました[

次は「回遊性」です。これは銀座では「銀ブラ_と言わ

れたりする面的な広がりがあり、通りだけてはなく、路地

を散策する楽しさがあります。これは害」りと皆さんに記矢[

されていることかと思しヽますc建築をつくる側から言うと、

建築と都市のインタラクティブな関係をつくるということ

かと目います。

三つ目が「持続性」です。これは銀座における持続性と

して、成熟した銀座のような街をどのように継承してしヽく

かということで者えてしヽます。広しヽ意味で言うと、まちづ

くり協議会の活動そのものが、まさにこういう持続性、銀

座の魅力の一つになつているのかと思っています。

「多様性」

施設の中で、どのような計画の多様性があるかを紹介し

ます。

GINZ∧ SXガーデンです。そもそも銀座では広場自体

が少ないと言われてしヽて、さらに56mレベルにこういう

屋上庭園としヽうのも、ちょっと前191がないとBいます。4
000所の規模に2000所 の緑化を行つています。

ここでは、東洋的な回遊式の庭園と西洋的な広場が対比

されています。これには、銀座の街が持つ特徴である、近

代において最初に西洋と東洋が出合つた街という意味合しヽ

が含まれていますcまた、周辺を回遊できるようになって

います。建物の夕ヽ周を回つている「ひさし」とも対応し、

1周 380mの外周をめぐることができます。銀座の景色、

空中の景色はあまりきれいではなしヽと用しヽますが、こうや

って360度、銀座の今を眺めることができ、なかなかお

もしろい景色が見られると思います。

多様性 /CINZA SIX GARDEH

江戸の庭園文化を継承 → 中空の木立

西洋の広場文化を継承 → 芝生と水盤

東京を見渡す回遊庭園 → 回遊のみぢ

ここでは様展なイベントが催されていて、その表情を変

えてしヽます。銀座ルールでは56mの屋上には面積が発生

するような用途が持てなしヽので、フアッシ∃ン雑誌の

『∨OG∪ E』 や宝飾店の PI∧GETがカフェを開いたり、

チームラボによる光のインスタレーションで/~sど、テンポ

ラリーな形でイベントを開催していますc施設が固定され

ない分、企画が重要ですが、様々な利用がされていて、多

様性のある空間演出が実現できていると考えています。
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で21mの無柱空間を実現しています。階高は4mほどで

すが、そこに29mの 天丼高さを実現させるため、スラ

ブに梁を埋め込んだり、空調ダクトと排煙ダクトを兼用し

たりして天丼高さを確保する工夫をしています。銀座にあ

るオフィスという特殊な条件下で、様々な思いでこの銀座

にオフィスを構えるテナントの方々がいると思います。そ

の規模もまちまちで、そのため、1フ ロア丸ごとを借りる

テナントもいれば、小害」で借りるテナントもいるという具

合なので、それに対応できるよう、同lb円的にといいます

か、中央のライトウェル沿いに共用廊下、その周りに執務

スペースを設け、冗長性のあるプランニングを心がけまし

た。テナントの多様性、いろいろな方が働くということも、

銀座の魅力の一つかなと思つています。

商業です。中央通りに面する商業のメインエントランス

です。売り場はだいたい4万7000耐 ほど、大規模な商

業施設です。

中央に吹き抜けがある、ちょっと百貨店的な 暖宮」をイ

メージしたものになっています。もともとここの地権者で

あつた大丸・松坂屋さんとしては、百貨店をやめて、全く

新しい商業施設を目指したのですが、単なる専門店とも少

し違う空間になつています。

オフィスは、都内でも最大級のフロア面積を持ちますが、

商業施設の上にあるオフィスで、そのため中央にライ トウ

ェルを設け、光を商業施設にまで届けることを考え、また

その光をオフィスにも導いています。

1階のエントランスからシャトルエレベ∵ターで7階に

上り、そこから2バンクの□―カルエレベーターに乗り換

えるシステムです。執務空間は長手方向で 113m、 短手

多様性 ノ
/Gl‖ZA SIX GARDEN
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オープン当初は中央のアトリウムには草間爾生さんのア

ートが展示されていました。

商業部空間の共用部デザインは、日本在住ですが、フラ

ンス人のインテリアデザイナー、グエすエル・三コラさん

が率いているキュリオシティが行つています。商業部分の

内装は、更新時期の頻度も建築とは異なりますが、今回は

建築側で骨格となる空間を与え、それにインテリアが提案

するという形で進められました。インテリアデザインの者

え方としては、フトリウムを、ダイナミックな、斜めの線

を多用した上昇感のあるデザインとし、あえて裏にある通

路では非常に銀座的、路地的な空間で、対比して見せたい

ということが狙いです。

アトリウムのアートは入れ替わり、今はフランス人アー

ティストのダニエル・ビュレン氏のアートが展示されてい

ます。

このアートはちょうど1周年記念とも重なつていたので

すが、そのときにはフアサードにも彼のデザインのフラッ

グを貼つたり、通りにまで旗を並べました。建物を超えて

アートの展示を行つたことが銀座的かと思つています。

多様性 /」胡庁αЭアー ト

商業共用lFOアート

lc■ o● ェn,い |,Itt m。 商 :Fbwe日
'           C■

3/t,/●畿[姜

この他にも商業施設の中の3階から5階に小さな吹き抜

けがあり、そこには二つのアートがあります。チームラボ

のデジタルアートとバトリック・フラン氏の壁面緑化です。

多様性 /動 設とアー ト

又、竜美:[設のエレベーターホール翌には、普通の百貨

庄たこコマーシャルなを示かなされるところですが、そこ

にもさりけなくアートが展示してあります。

6階もちょっと特徴的なのて言1明 させてしヽただきます。

食の新しいスタイルとして、フードコート的なサービス

を提案してしヽます。

正式にはフードコモン、「食の集いの場」というテーマ

で、各専門店とシェフたちがここてコラボレーションして

いるとしヽうところがございます。そして特徴的なのは、こ

こに蔦屋さんが出店していて、カフェもあり、全体が緩や

かに融合してしヽます。蔦屋さんでは主にアートの書籍が並

べられています。6階では、多様な空間の使われ方がされ

てしヽます。

影



能楽重です。中央の能舞台は渋谷の松濤にあったものを

移設 していますc客席は480席 。店舗の中を通って能楽

堂にも行くことができますが、銀座4丁目方面から歩しヽて

来て、三原通り側の回廊を通って、そこにあるコアから下

に下りていくというのがメインのアクセスです。複合施設

で一番の問題は、音、特に遮音の問題があります。建物内

の音の問題と同時に、中央通りには銀座線が、わりと浅い

ところを通ってしヽることもあり、その騒音も配慮 して配置

計画も考えました。また、能楽堂自身も、完全な浮床・浮

壁 。浮天丼として遮音を行いました。能の上演には非常に

重要な「見lll柱」がありますが、この柱は取リタヽせるよう

に考えていて、多目的ホールとして使う場合の配慮として、

こういう空間の多様性を意識しました。

多様性につしヽては、計画、プログラムの多様性もあれば、

屋上のイベン ト、商業空間のアー トの展示といつた空間や

ソフ ト面での多様性もあると思しヽます。さらには、GINZ∧

SI× でいろいろな人がlllいているという多様性というもの

も、銀座の魅力としてあるのかなと考えています。

多様性 /観世能楽堂の多目的ホーJIUJ用

親子能体験車室 2018/05



「回遊性」

銀座の街は、江戸時代の街区害」からできてしヽて、120
m角の街害」が見てとれます。GINZA S Xの 敷地も確かに

大きいのですが、一応この街区害」を守っているということ

と、そこにさまざまな路地があつたり、明暦の大火後にで

きた道として、今回、廃道しましたあづま通りというもの

があります。また、もともと中央には会所地というそれぞ

れの街区の共有地みたいなものがあつたのですが、これが

G NZA SXで のアトリウム空間と重なつているのかなと

思しヽます。

歩行者ネットワークについて、建築と都市、銀座の行を

つなぐインタラクティブな仕掛けとして、ますはあつま遅

りの貫通通路があります。それから、大規模な建宅か人の

流れを閉ざすことがないよう、銀座通りと三原通りをつな

ぐ「バサージュ」というものをつくりましたcそれがまた

建物内の回遊にもつながつてしヽます。

回遊性 /交通ネツトワーク

∬撻支ヽ

これは平面的にみた、2階をメインフロアとする建物内

の回遊動線を示しています。「銀座バサージュ」だけでな

く、しヽろいろなところからアクセスができ、非常に大きな

建物をつくりながらも、回遊性というものを増強している

ということです。「銀座パサージュ」は朝 7時から閉店後

の23時まで銀座の三原通りに通り抜けることができます。

また、GINZA SIXガ ーデンのある屋上にも朝 7時から

23時まで行けるようになつています。 むしろ、この「銀

座パサージュ」の先に設けた「三原テラス」が、回遊性に

は貢議していると日しヽます。これはバス乗降所の施設とし

て成立していますが、歌地ではない道路上につくってしヽる

つて、や書を得ないのてすが、構造的にも建築基準ではな

く二人墨三て梶這設計を行っています。公共貢献でもお話

しυまυこか、400台の公共駐輪場が下にあり、バスの

乗登弓FD｀うりますこそして上にあるのが「三原テラスJで
す=護三場として4mの天丼高さを確保しなければいけな

tヽ こtヽ うことと、「三原テラス」への 2階からのアクセス

しやすさのためのレベル合わせでは非常に苦労しました。

回遊性 /町部りの変遷
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銀座全体のフアッシ∃ンウィークの時のフアッションシ

∃―では、GINZA SI× に限らない、建物だけの企画では

なく、街に開かれた使い方がされていましたcこ こでは銀

座三越さん、東急プラザさん、松屋さん、和光さんが参加

され、街全体でこうしヽうことをやられたのも銀座の魅力だ

ろうと思いました。

回遊性 /南北敷地内通路

建物を貫通する旧区道の部分です。この建物に裏側がな

いということで、必然的に駐車場の出入□がここに面して

つくられています。ここにも店舗が顔を出していて、商業

のにぎわいを演出するように、各テナントには、窓の何パ

ーセント以上をガラスにして中が見えるようにしなさいと

か、そういう条件を出しています。

また、2階が商業のメインフロアになっていて、そこの

設置性を高めるために、1階の階高が非常に低<なってい

ます。それに対し道路としても車道として4.5mを確保

しなければいけないということで、ここは1.5mほど下

がり、この南IIL貫通通路はできています。横にある歩道空

間は3mの高さを確保しています。ここではデザイン的に

は土本的なしつらえ、都市的なスケールを考え、建築的な

スケールにならないことを心がけました。コンクリートの

打放しも、わりと目地が目立たないようにしたり、高速道

路でよく使われているアルミの焼結板、非常に吸音性の高

いものを天丼に使い、ちょっと建築的なスケールにならな

いことを心がけました。

夜景の写真です。あづま通りというのは、銀座三越でも

そうですが、この区道は百貨店の荷捌き動線になっていた

のが実情でした。そういう意味では、こういう歩行者専用

道路をつくり、安全を確保しながら、雨天通路としても機

能していて、結構人通りもあって、ある程度成功したと言

えるのではないかと考えています。

次に、あづ讀通りの地下通路です。これは GINZA SIX
と地下鉄の駅をつなぐ道路ですが、銀座線が比較的浅いと

ころを通つているので、当初は1階とつなぐ予定だったの

ですが、地中埋設物が出てきて、急遠、地下2階とつなぐ

ことになりました。ここでも土木の構造に建築の内装を行

うということで、建築的なスケールにならないように配慮

しました。これは構造体ですが、鋼製のセグメントであり、

それを見せるようなデザインを行い、通常の地下道にない

デザインを試みました。少し照明を絞り、何か新しい世界

に出合えるような、ワクワクした感じが出ているかと思い

ます。

これが地下2階とつながるプランとなっていて、二手に

回遊性 /あづま通り地下通路

中央通り                            1 地下鉄銀座駅

燿

01
ミCINZA

SiX

晴海通り地下道
應ユ階

‐襲 ・・――窮黎セグメント _____1』f墨埜
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分かれ、オフィスと商業に行くことになったので、正面に

光壁を設け、わりと象徴的な通路にできたのではないかと

思います。工事の方法として、開削で行うことも考えまし

たが、あづま通り商店街等の地元の要望があり、シール ド

エ法で掘削しています。セグメントと言われる構造体が 1

mピッチで、これを100個以上つないで、この構造がで

きています。土木的な工事としてはスケールの大きいもの

ではありませんが、こういう都Jいの工事として、結構な難

工事であつたということはわかつてもらえるかと思います。

回遊性 /あづま通り地下通路

もう一つ、ここは日比谷線にDHCを供給しており、そ

のために天丼内に配管を仕込んであります。害」りとうまく

処理できたのではないかと思つてしヽます。

銀座に、こういう大規模な建築をつくる時には、銀座の

人の流れを止めるのではなく、敷地夕ヽとか、もともと道路

であったところまで設計の関与を広げ、逆に回遊性を増強

することが、非常に大切なプロセスではないかと考えてい

ます。

「持続性」

最後に、「持続性」についてです。 持続性の意味は、

都市のフアサードや通りのにぎわいを持続させるために、

単にフアサードデザインを行うのではなく、持続性のある

デザインシステム自体を提案してしヽるところにあると考え

ています。110mの 長さのフアサードをつくるのに、1

人の設計者がデザインをするのではなく、それぞれが店舗

を勝手にデザインするのではなく、設計基準を示して街並

みのデザインをつくるという試みを行いました。

現状の銀座通りのストリートフアサードを見ると、56
mの建物が建つてきて、31mのスカイラインというのは

崩れてきてしヽますが、足下を見ると、8mか ら1 01Ynぐ

らいの間□の店舗が並んで、にぎわいを出しているのが見

て取れます。

持続惟 /「ひさし」と「のれん」によるデザインシステム

ひさし :建築全体のスケール感、

象徴性・縮=感を表現

彎

』苺ｉ‐‥‐・醸｝‐‐‐‐」・』．
のれん:銀理0縞のにぎわいを演出する

店舗のフアサー ド

我長は「ひさし」と「のれん」のデザインシステムを提

案しましたc「ひさし」は G NZ∧ SIXの建物を統一する

デザインであり、その「ひさし」から吊り下がる形で取り

付けられた「のれん」が街並みににぎわしヽを与えます。日

本特有の「のれん」ですが、それを取り付けるように、各

ブランドがフアサードを提案するということを行いました。

当初、フランド倶」からは、規制があること自体に反発が示

されましたが、粘り強く説明し、説得しました。しかし、

各フランドのデザイナー達は、害」りとそういう制約条件を

独自に解釈して文]応 してくれたように思います。

「ひさし」は全体を映し込む意味でステンレスのヘアラ

インとしました。材料としては、全周にあつて、13層に

渡つているものですから、平滑性を出すという意味と重量

の観点から、ステンレスの複合板を使つています。

10



持続性 /変わらない「ひきし」の豊かな表情

Eral帯ゃ周日の状況により、様 な々表情をみせる

ステンレス向督複合板 t‐ 60 HL■ 150

これは時間によリヘアラインが、近隣の建物や車のヘッ

ドライトを映し込んで表情を変えている写真です。

商業の「のれん」としてのフアサードには18mビ ッ

チで、モジュールが見て取れると目います。

それから、「のれん」のある部分、ここにも、当たり前

ですが、「ひさし」があります。この先端が LEDのライ

ン照明となつています。これもなぜ、「のれん」のあると

ころに、照明をつける必要があるのかと言つて、商業者の

間では議論があつたのですが、竣工した時に、街づくり協

議会のアドバイザーである小林先生には、この先端照明が

あるから、全体の統一感を失わずに「のれん」がにぎわい

を出しているという評価をしていただきました。小さなこ

だわりですが、これが銀座の街並みには必要だろうと思い

ます。

また、この「のれん」は実際に取り付けられるまで、隣

り合うテナントにも全部秘密になっていました。でも、そ

のわりには重なりもなく、上手くできたのかなと思ってい

ます。

「ひさし」が街並みを映し込んで、「のれん」が街並み

ににぎわいを与えるという対比的なことを行つています。

今後、テナントの入れ替えや時代の流れに対して陳腐化し

ないように、ファサー ドも更新される事でしょう。その時、

銀座の街並みのスケール感や銀座に相応 しいファサー ドを

どの様に継承できるかが、今後の課題だと思います。

最後になり讀すが、我長は「多様性」「回遊性」「持続性」

としヽうキーヮードで GINZ∧ SI× を見てきました。これら

の言葉は、今日、説明してきたように簡単に三つに分けら

れるものではなく、空間的なものと時間、歴史というもの

が複雑に重なり合つてできているものと考えてしヽます。 こ

の様な空間と時間の積層のようなもので、今後の銀座の新

しい個性が生まれて行くように目います。今後もGINZA
SI× だけではなく、こういう新たな空間と時間の積層が生

まれることで、銀座の新しい都市空間が醸成されることを

願い、今日の話を終えたしヽと用しヽます。



連続 霧演会 §2.東急 プ ラ ザ 銀 座 「光の器」 ―vessd ofttght―

東急プラザ銀座は2007年 に東急不動産様が土地を取

得され、2016年 3月 に開業を迎えました。はじめに、

東急プラザ銀座の計画概要をご説明したしヽと思います。敷

地は約3700平 米、延床約5万平米の大型商業施設です。

基準容積率800%に 加え、銀座地区特有の高度利用地区

の緩和により300%の ボーナスを受け、1100%の 容

積率の中で計画しています。

建物の高さは銀座に建てられている他の建物と同様に、

銀座ルールによる高さ制限の56mプ ラスエ作物10m
で最高高さ66mと なつています。四周を道路に囲まれ、

晴海通り、タト堀通り、みゆき通り、数寄屋通りと、それぞ

れ特徴のある通りに挟まれた敷地となっています。敷地北

西側には数寄屋橋
/AN園があり、晴海通りを挟み銀座の貴重

なパブリックスペースとなつています。断面構成はすべて

商業施設で構成され、屋上にキリコテラス、6階にキリコ

ラウンジというパブリックスペースがあります。地下2階

で東京メトロ丸ノ内線のコンコースと接続し、B3～B5
階が駐車場、機械室関連となつています。

インターネットでものが何でも買えるB寺代において、我尺

がわざわざ商業施設に足を運ざ理由は何でしょうか。我尺

はこのプロジェクトを通じて、その間いに答える必要があ

りました。今回のプロジェクトは、様夜な与件がありまし

開催 L■ i2018年 11月 20日 {大 )

会 場 :サングツ 品
'||シ

ョールーム

た。一つ目は敷地への応答。二つ目は銀座という街へどの

ように調和するか。三つ目は商業施設というタイポロジー

l_対 して。四つ目はクライアントである東急不動産様の要

望です。それぞれについて説明したいと思います。

ます敷地の特徴を説明します。敷地は銀座地区のエッジ

にあ 19、 大丸有や日比谷につながる銀座のゲートとも言え

る場所にあります。また街区のスケールにつしヽてですが、

銀座には珍しいワンブロックの開発となつています。長辺

140m、 短辺32mの 巨大なスケール感を持つ敷地で

す。ワンブロックてあることから四周を道路に囲まれた、

どこからても見える款地となってしヽますc続いて、敷地の

歴史を簡主に紹介したしヽと忍います31923年 の関東大

震災の復興として、現敷地に1934年 、共同建物ビルが

建設されますこ設計は東京タワーの設計者としても有名な

内藤多件て、当時としては最先端をいく鉄骨鉄筋コンクリ

ート造として設計されました3その後、戦争をくぐり抜け、

1966年 にこちらも当時としてはたいへん珍ししヽカーテ

ンウォールを外損しから張り付けることで、商業施設として

りニューアルオーフンしました。戦争をくぐり抜け、各時

代の最先i論を取り入れてきたこの敷地に立つ東芝ビルは、

銀座を象徴する建物の一つとして人展に親しまれてきた建

物でしたcこの歴史ある敷地に文」し、どういつた建物を計

画するのか、我々は考える必要がありました。

二つ目の銀座の街の特徴につしヽて、簡単に説明したいと

思います。銀座はご存じのとおり、日本でも最大の商業地

であり、古くから流行の発信地として栄えてきました。あ

りとあらゆる文イヒや流行が、銀座の街から生まれてきまし

た。その中で、流行が淘汰され伝統になり、また新しい流

行が生まれる。そういつた新陳代謝を繰り返してきた街で

す。すなわち、新ししヽものと古いもの、我展は「伝統と革

新」と呼んでいましたが、それが共存する街と言えます。

また、きらびやかな大通り、雰囲気のある路地など、さま

ざまなスケール感を持つた街でもあります。また銀座はそ

の地価の高さから、公園やバブリックスペースが地区内に

ほとんどありません。昨今、都市におけるパブリックスペ

インターネットでモノがなんでも買うことが出来る今の時代、我展がわざわざ商業施設に足を運ぶ理由は103で しょうか?
我皮は東急プラザ銀座のプロジェクトを通じてその問いに答える必要がありました。ブロジェクトのスタートから完成

まで約9年という長い年月を掛けて銀座という街や敷地の特性を注意深く読み解き、21世紀の新 t/し 商ヽ業施設の在り

方を提案するために、なぜコンセプトを「光の器」にしたのか、その理由と合わせてご説明します。

登 壇 者 :畑 野 了 氏 東急プラ椀 鰹 設計者 日建設計
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―スの重要性が各方面で謳われてしヽますが、銀座の街をよ

り魅力的なものとしていくには、商業施設のパブリックス

ペースのあり万が重要になつてくると考えていました。銀

座は、夜はきらびやかに美しく光る街ですが、昼はガラス

の全反射などにより、意夕ヽとのつべりした表情のビルが多

く感 じられます。前述した地区計画により、容積が害」り1曽

しされている高容積の街であるため、昼は意外と圧迫感を

感じる街となっています。昼にも今までと違う、商業施設

の表情をつくる必要があるのではないかと考えていました。

三つ目として、商業施設というビルディングタイフにつ

いて少し触れたいと思います。大きく言ってしまえば、西

洋の百貨店を基に発展 した日本の商業施設は「ハコ」とし

てつくられてきました。夕ヽ部の世界を拒絶 し、内部に非日

常の世界観をつくることが、日本の商業施設の設計におけ

るオーソ ドックスな手法となつてきました。こうtlっ た商

業施設は夕ヽ部から中の様子が分からず、記号化されたサイ

ンが夕ヽ壁に取り付けられ、人々に情報を伝えますc日 本の

商業施設における内夕ヽ空間の断絶が、本当にこの時代によ

しヽことなのか、我々は疑間を感 じていましたcそ して、こ

のオーソ ドックスな商業施設の形式をl」

‐
ち破り、日本らし

い、銀座らしい商業施設のあリカを見直すことが、これか

らの新 ししヽ商業施設のデザインに必要だと考えました c

最後に、四つ目の事業主である東急不動産様の求められ

た与件を説明します。一つは東エリアにおける東急プラサ

のフラグシップとして、街のランドマーク、シンボルとな

るような建物にすること。また、銀座エリアに6、さわしい

品格を備えたビルにすること。最後に、時代により左右さ

れない、時間がたつても人展に愛されるビルにすることが、

クライアン トの強い思いでした。

ここで一度、与件をまとめたいと思います。敷地条件ヘ

の応答として、巨大なスケール感による圧迫感の低減。日

比谷、有楽町、新橋へとつながるにぎわいや界隈性を生む

こと。4面すべてをファサードとしてデザインすること。

二つ目の銀座という街への調和として伝統と革新、すなわ

ち新しさと品格を備えること。また、パブリックスペース

をどうつくるのかということと、昼のフアサードがつくる

風景のあり方です。三つ目は、商業施設というタイポロジ

ーに対し内外空間が断絶 していること。どこの場所に立っ

ていても、変わらない空間に対する場所性の復権。最後に、

クライアン トの思いとして、街のラン ドマークとして時代

に流されず、人に愛される建物をつくることが求められま

した。

これらの与件を踏まえた上で、我長が考えた「光の器」

というデザインコンセプトの説明を行います。カットガラ

スに代表される透明なガラスの器は、それ単体でもプロダ

クトとして美しいものですが、中に液体ド入ることにより、

その機能を満たし より本来の美しい姿になると言えます。

また、光の種類、反射、透過、屈折などのさまざまな現象

により、その表情に変化を見せます。

我長はそのカットガラスの持つ性質に着目し、今回のプ

ロジェクトに生かせないかと考えました。建築はそもそも

人を収納する器ではありますが、「器」というものが持つ

先人により磨き上げられた文化や技術、さまざまなものを

納めることで、その姿を変化させる多様性、また、器によ

つて中身をより美し<見せるという関係性を抽出しました。

その「器」と、光の普遍性や、商業と関連性の深い演色性、

環境性能、さらに昼の太陽光、夜の照明という、光源の違

いなどを表す「光」というキーワードを組み合わせ、デザ

インコンセプトを「光の器」としました。すなわち、透明

な美しい器をデザインし、内部のにぎわいをそのままファ

サードに映し出すことで、時代とともに変化し、常に時代

を表現する、昼も夜も明るい建築をつくろうと考えました。

そういう建築がこの土地に建つ、これからの時代の商業施

設に6、さわしいと考えました。

基本ボリュームの考え方を説明します。まず、銀座にあ

る他の建物と同じく容積を消化するため、敷地いっぱいに

ボリュームを立ち上げます。銀座には道路1冨に応じて、壁

面後退距離が地区計画により定められています。そして、

各コーナーをカットすることで、上部の圧迫感の低減と低

層部の周辺環境への調和を図ります。同時に建物形状をよ

リシンボリックなものにします。そこにノドターンを放り込

んでいくことで、品格のある幻象的なファサードを生み出
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そうと考えました。

ファサー ドに関しては、まずカットグラスと同じように

ガラスの外形を立体化することを考えました。それにより、

光の反射や透過の現象が起こります。またく立体的にする

ことで夜だけでなく、昼も太陽光によってきらめきを生み

出したいと考えました。そして、銀座の街に調和する、品

格を持つたパターンの検討を行いました。銀座地区の敷地

周辺には、比較的縦基調のフアサー ドが多くあることや、

縦基調のゴシック建築が持つ荘厳さを持つたパターンが、

品格のある銀座の街にふさわしいと考え讀した。

ここで我展は、ひし形の頂点を立面的にへこませたパタ

ーンを提案しました。まさに江戸切子のように立体的に彫

り込んだような形状です。これは実際に江戸切子の職人に、

ガラスをカットしてつくつていただいた建築のコンセプト

モデルです。彫り込まれた立体的なガラスが、光を透過、

反射し 内部を含めたその姿を美しく浮かび上がらせます。

我展は、このような光の幻象を生み出すファサードを検討

していきました。

光の器を実現するためには、まさに器である内外境界と

なるフアサードが重要になるわけですが、その外装につい

て説明させていただきます。銀座は上品なイメージがあり

ますが、サインが舌L立するなど、意外と雑多な街と言えま

す。このまま平面的なガラスで街を反射すると、正直あま

り美しくない街の風景がそのまま映り込んでしまいます。

日々亥」尺と変わる街の風景を3次元に合成したガラスによ

り、―度分解、そして再構築し、都市の様相そのものをフ

ァサードとして見せることで、時代や時間により変化する

ファサードがつくれないかと考えました。同時に、内部の

にぎわいを外部で感じ取ることのできる、新しい都市との

関係性を持つた商業施設のあり方を提案したいと思いまし

た。

今回、コンセプトが「光の器Jであることから、できる

だけ夕ヽ装をガラスで構成するためにSSG構法を採用して

います。日本では4辺 SSGの実績がほとんどなく、タイ

で実物大性能試験を行い、あら10る検証を行しヽました。こ

れらの検証を行い、最終形となつた夕ヽ装のシステムを説明

しますc

カーテンウォールのユニットは1500mm× 5000
mmで構成され、見付が長方形形状になっています。熱線

反射倍強度合わせガラスと高透過倍強度合わせガラスの、

2種類のガラスを使用したユニットになつています。倍強

度ガラスを用いたのは、これだけの数のカーテンウォール

ユニットなので、強化ガラスのように爆裂の危険を避ける

ためと、できるだけガラス圧を薄<することでガラスが持

つ緑の色を薄<したいと考えたからです。また、熱線反射

ガラスを用いたのは前述しましたが、昼にできるだけサッ
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シを透けさせず、オブジェクティブに見せたかった事と、

建物の環境性能を上げるためです。

先ほど説明したとおり、透明で一体的に構築されたファ

サードは、光のIEM象 により内部の商環境や、風景をフィル

タリングし、さまざまな景色がオーバーレイしますcすな

わち、都市の様相がそのままファサードとして立ちllMれ ま

す。この写真のように夜は太陽光の代わりにタト装照明を設

け、内部のテナントの照明と外装照明、街の明かりが一体

となり夜のフアサードを構成し、幻惑的な表情をつくりま

す。

インテリアからの見え方です。このように商品の背景に

街の風景がオーバーレイします。夜間も外装照明越しに街

が映り込みます。商業施設で外装をガラスにすることは、

とても大変なことでした。特に物販店舗においては、商品

の日焼けなどに気を使う必要があります。今回クライアン

トである東急不動産様の多大な努力により、テナントにレ

ギュレーションをつくっていただき、外装面の半分は壁を

閉じないようにしています。

メインフアサードの全景です。6層で一つのひし形を描

く外装パターンは、こういう仕掛けです。都市的なスケー

ルを意識してデザインされています。このように巨大なボ

リュームが都市に存在する上で、ファサードを都市との緩

衝フィルターとして捉え、街への調和を図りました。

各方面からの外観になります。左より、みゆき通りの交

差点から、真ん中が数寄屋橋交差点から、右が対岸の晴海

通りからの見え方になります。これらの写真のように天候

や時間帯、周辺環境に合わせ、光の器はさまざまな風景を

オーバーレイし、街への調和を図りながらシンボリックな

造形を街に示します。

遠景からよ<見える北西側のフアサードは、設備のため

の開□が必要であるため、アルミルーノヾ―により、ガラス

と同じように器の形状を立体的に構成しています。2色に

こちらが夜の全景l_な ります。

元。■IC5鯉



塗り分けることで、長大な立面を分切し、リズムを生み出

しています。ガラスカーテンウォール部分のすべての面が

立体的になっていることに対し、こちらはフラット面を彫

り込んだような形状にしています。1本 1本、長さの違う

アルミルーノヾ―が、最小限のクリアランスで収められてい

ます。また、2色に塗り分けることで凹凸感を強調し、光

による表情の変化をより強めます。

続いて、外装照明について説明させていただきます。外

装照明についてもさまざまな検討を行いました。東急プラ

ザ銀座は商業施設なので、夜間のライティングを魅力的に

行う必要がありました。通常の商業施設における外装照明

は、単独でその光を放ち、テナントの光はサイン主体とな

ります。我長は外装照明とテナントの明かり、街の明かり

が一体となった外装照明を考えました。東急プラザ銀座の

外装照明のコンセプトは「光の協奏」です。

すなわち、ガラス建築の魅力を最大限生かし、協奏曲の

ように商業施設の新しい表情をつくり出そうと考えました。

外装照明に求められた与件は、まず江戸切子の美しさを表

現すること。また、テナントによってばらばらになりがち

な商業施設のフアサードを一つにまとめること。その上で、

銀座にS、さわしい品位を持つた外装照明を提案することで

した。機能として内部テナント、主に飲食店になりますが、

眺望を備えることも与件の一つでした。これらの与件を踏

まえ、我長は外装にベールのような外装照明をかけること

で、光の協奏を実現したいと考えました。そのために、こ

ちらの3点の工夫を行いました。一つ目は光源を直接見せ

ないディテール。二つ目はベースを白色とした構成。三つ

目はグラデーシ∃ンの受光面です。

まず、光源を直接見せないように LED照明を外装マリ

オンに組み込み、反射板によって間接光で光らせるディテ

ールとしました。

これにより、街へ過度に光らせない。また、内部のテナ

ントのビューを阻害しない、柔らかい光を実現しました。

また、通常 LEDは RGBの強弱により光の色がつくられ

ますが、今回はできるだけニュートラルで繊細な光を実現

するために、RGBに加えホワイトの素子を入れた LED

照明器具の開発を行いました。これによって、より繊細で

柔らかい表情の、白を基調とした光を実現 しています。

また、ガラスを光らせるために高透過ガラス部分には、

lmmド ットのセラミックフリントを施していますが、

これらに粗密を加えることによって、より繊細な表情を出

す工夫を行いました。こちらが外装照明のイメージパース

になりますc

技術的には光の協奏を実現するに当たり、テナントの光

を透過しながら外装照明の光の輝度を確保することが求め

られました。外装照明の光が強すぎるとテすントの明かり

が見えず、またテナントにも影響を与えてしまいますぎ逆

に、外装照明の光が弱すぎると、ただテすントの光が漏れ

るだけになってしまいます。外装照明についても、何度も

銀座デザイン協議会様とやりとりをさせていただき、さま

ざまなご意見をいただいた上で、今の外装照明が完成しま

した。

続きまして器の中、すなわち内部空間の説明をしたいと

思います。東急プラザ銀座も周辺建物と同じく敷地いっぱ

いに建てられ、収益を生むために足元はブランド店舗に貸

し出され、パブリックスペースがありません。そこで隣接

する公園を敷地の一部と捉えて整備し、また建物の上層階

にパブリックスペースを設けました。東急プラザ銀座は屋

上にキリコテラス、中層階にキリコラウンジを設け、パブ
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リックスペースを立体的に構成しています。パブリックス

ペースを上層階に設けることで、そこに人が集まり、街と

建築に連続性が生まれ、街の魅力が増 します。都市空間を

より立体的に捉え直すことで、新しい街のにぎわいを生み

出すきっかけをつくりたいと考えました。

キリコラウンジにつtlて説明します。キリコラウンジで

はフィルタリングされた銀座の夜景と、ガラスに映り込む

壁面のアルミハネルが、ここでしか体験できなしヽ幻想的な

雰囲気をつくり出します。

キリコラウンジは東急プラザ銀座のメインとなるパブリ

ック空間であり、26m、 三角形状の6層吹き抜けの空間

となっています。パブリックスペースにカフェが併設され

ていますが、家具はすべて可動となつており、さまざまな

イベントを行うことのできる空間となつています。また、

600mm床 を上げられており浮床になり、イベント時

の下階への振動対策となつているとともに、空調のチャン

ノヾ―空間として、構造と設備が一体となつた空間になって

います。

屋上には2種類のパブリックスペースを設けています。

2種類設けているのは、片方をイベントスペースにして

いるときも、片方がパブリックスペースとして使用できる

など、様尺な使い方ができるようにしています。どちらも

外周に回つているゴンドラスペースの目隠しをしており、

グリーンサイドは約50種類もの壁面緑化を行い、四季に

よりさまざまな見え方を楽しむことができるように設計し

ています。また、シンボルツリーとしてべニシダレ桜を植

樹しています。銀座は初めて街路樹で桜が植えられた街で、

今はないのですが、それにちなんだデザインとしています。

また、ウォーターサイドはギャラリーのようにしつらえ、

壁面にプロジェクターなどを投影し、イベントスペースと

して使いやすいデザインとしています。

こちらが3階のメインエントランスになります。反射材

を多用することでエントランスの高揚感を生みながら、軒
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天に交差点の風景を映し込みます。エスカレーターを上り

ながら、鏡面の方立てに映り込んだ交差点の景色を見るこ

とができます。軒天は風景を映し出すために、アルミパネ

ルを研磨して全艶の黒で塗装してしヽます。

数寄屋橋公園について説明させていただきます。数寄屋

橋公園は、銀座においては貴重な緑を持つたパブリックス

ペースでありながら、従前の公園は人の溜まらない、緑が

うっそうと茂る陰鬱な空間でした。公園には裏手に東京都

選定歴史的建造物である泰明小学校や、公園内の岡本太郎

がつ<った「若い時計台」などのアート作品がありながら、

それらがうま<生かされていない状況でした。我々はそれ

らの既存財産を生かしながら、公園を買い物に疲れた人や

待ち合わせる人など、さまざまな目的を持つた人が気持ち

よく憩い、にぎわいあS、れる場所につくり変えることを目

的として計画を行いました。

こちらが数寄屋橋公園の平面図になります。

まず、公園内に東急プラザ銀座を含め銀座ファイブなど、

周辺を取り巻く各施設を結6ヽ動線を整備し、公園内に人の

行き来を生み出す仕掛けをつくりました。また、その動線

によって生じる隙間の空間に、植栽や家具をしつらえ、人反

が緑陰の下で気持ちよ<憩える溜り空間になるように計画

しました。こういった動線を先に通し、その間の隙間に植

栽とファーニチャーを設ける計画にしています。中央には

既存のレベル差を生かした階段と広場を設け、区や民間で

催すさまざまなイベントを行うことをできるステージとし

て活用できるようにしました。また、数寄屋橋公園には、

さまざまな種類の桜を植えています。4丁目側に桜が植え

てあるため、それらをデザイン的につなぐことを考えたの

と、様尺な種類を植えることで開花時期がずれていき、少

しでも長い時間、桜を楽しめるように設計しました。

数寄屋通り沿いには地域貢献施設として、GI∩foと い

う観光案内所を設けています。また、小規模ですが、店舗

を配置することで通りのにざわいをつくり出しています。

店舗の奥行きは900mmか ら1500mmし かありませ

んが、通りのスケール感に合ったサイズの店舗になってい

ます。これはどちらも、銀座デザイン協議会様との協議に

よつて生まれた空間です。民間の開発にもこういつたスペ

ースをつくり出せることが、銀座という街が持つ力だと思

います。

最後に、現代における商業施設の役害」につしヽて触れたい

と思います。今の都市は、記号化されたサインに埋め尽く

されていますこあらゆる商品は記号化され、バーチャルな

世界で手に入れることができますcそのような都市におしヽ

て、わざわざ商業施設へ行く理由は何でしょうか。我展は、

それが体験であると考えました。すべてがバーチャルで済

む時代において、そこにしかないフィジカルな体験を提供

することが重要だと考えました。すなわち、東急プラザ銀

座の空間やファサードは、江戸切子のように光の現象によ

リフィルタリングされ、風景はオーバーレイし、すべてが

ここにしかない特別な体験となります。今後の銀座の都市

景観にとって必要なことは、ファサードとしヽう夕ヽ観を含め、

ここにしかない体験を数多くつくつていくことで、より街

としての個性を発揮し、魅力ある街を形成していくのでは

ないかと考えています。
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開催曰 ,2018年 12月 7□ (月 )

連 続 講 演 会 § 3.GINZA PLACE新 し い 銀 座 の ア イ コ ン
ー

「
REIWORK― 会 場 :サングツ 品り||シ ョールーム

時代を反映する新しさを取入れながら F銀座らしさ」は形成されてきた。益々世界に開かれることを期待された街の申心に
位置する本プEllジ ェクトで|ま、これまでの歴史の踏襲と、これからの「銀座らしさ」を形成するための新しきが求められた。
銀座の洗練されたイメージと、鯉動感浴れるグラフィックを両立させる『FRETVVORK(透かし彫り)の自磁』をモチーフと

した外観により、日本のクラフトマンシップを発信するとともに、街に良い新たなデザインのXll激 を与えることを目指した
`

登 壇 者 :曲 本 実 氏 GINZA PLACE設 計者 大成建設

■略歴
1966年 島根県生まれ
1990年 大成建設株式会社設計本音B入社
2010年 向社設計本音8室長

GINZA PLACEですべ 今まであまり納 海か った計

画のカ セスなどを折り珈 逃説明じ0ヽきたいこ悪tlま晩

:量響|=撃の撃苺毎『無療機の1電ヽ

最初にロケーシ∃ンと計画の概要な期 したいと思います:計

画mヽ 中央通りと晴海通りが交差する銀座四丁目の交差点

に位置L/1いますЭこの交差点の直下に1灘

『

岡麹駆動留D已財し□

があり、街の起点tゲートとなっているような交差点です。そし

て他の角には鋼罫 日な 三越百貨店、三愛ビルと銀座を代表する

名建築が建ち並んでいる交差点であり、今回の講演のタイトノЫこ

もあるように交差点自体がアイコンになつているようなポテンシ

ャルの高い場所でございます。

続いて、今回の計画地の変遷について簡単に説明いたL/1軌

この計画地|ま分台に入り横浜毎日新間の社屋がありました。この

明台の時代には銀座地区にはその也にもたくさんの新聞社が居を

構えており、銀座は情報発信の■大拠点というような側面があり

ました。そして、1911年に新聞社が移転し 築地精壽翔こよ

る「カフェー・ライオン」が開店しています。

日本初のカフェとなる「カフェー・プランタン」が同じ<銀座

に誕生L/1したべ それと同じ年に少しあとを追って開業したと

いう変遷です。当時の最先端の施設であり、銀座らししヽ施設であ

つたといえると思いま軌 その後、サッポロビ=ルさんの前身に

なる大日本奏酉に経営が移り、ビアホール業態の「ライオンヱビ

●主なlt晶

2004年 轟松シンボルタワー (日本建築学会作品選集、公共建築鷲
優秀賞)

2005年 サシボElピ =ル園再編計画 (8ELCA賞 )

2014年 アウディみなとみらい (照明普及賞)

2016年 コックセック青山本鷹改1多 (BELCA賞 )

2016年 GINZA PLACE(日 本建築家協会優秀建築選 CF丁構造震)

スピヤホーリ肉 となりましL

01886=～ ■ ‐

糠減llJ「1新機1

1鰺 11ぶ

=お

年■ ‐■
|■職驚な壼機,癖 11
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そ晰食 戦災で一度消失し 1952年には嘲 し 19
70年にサッポロ銀座動 とし硼 蘇墜れました この口 И説

えていらっしゃる方も多いかと思いま動 ヽ 1、 2階に日産のシ

∃=ル
ームが入つており、上の階跡 のテナントが刑冒する

テナントビルとなっていまりL
2016年に今回のGINZA PLACEに 建て替わつたという変

警

幽

‐ |||‖|‡鵞||||||1置
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副 O

続いζ 施 曼言
―
画 |こつしヽて説明いたL/1或 まず施設の概要で

魂 事業J討 ッポロビール様の係夕」会社であるサッポロ不動産

様と老舗の男掘店のつ れゞ屋さんの共同建て替え事業でございま

す。CMと してス米設計さんが参画されていまりL当社はマス

ターアτキテクトという立場で設計Zヨ壁当し 夕ヽ観のデザインは

クライン・ダイサム・アーキテクツ様 照明デザインはシリウス

ライティングオフィス、そういった体制で計画t/1υL建物用

途ま商岸施設を中心としたテナントビルで、地下2階、地上11

階の建物となつています。実ま→到こ中2階があり、渕 Jこは1

2階のビルとなつています。こrblま食ほど四峨 刹目眈 いと

思います。

囲 活

―

O

こちらは断面図です。

この建物は地下1階で地下鉄と直接つながっており、1階の地

上のメインエントランスと当然直結したよう頓矧系にござハ姜九

地下2階については飲剣苫の「銀座ライオン」が2フロアー使い

で入居しています。1、 2階師 のDレと同様に日産のシ∃―ル

ームが入居しています。1階はシ∃―ルーバ士様ということで大

き引砦高にしているので、それを禾J用 して共同事業者のつ れゞ屋

様の店舗をこの位置に2層設けています:そのため油劃こはこの

2階のシ∃―ルームが実は3階となり、建物として|ま地上12階
の施設計画となつています。3階についてはテラスのある飲食店

舗に4階から6日勘 胴古舗となつていま或 7階は3階と同様

にテラスのある飲食店、こういつた構成となっています。各店舗

をつなぐ縦動線としては地下2階から11陛k最上階までエレベ

ーターで接続しており、地上1階から7階まではエスカレーター

を設置しています。

続い価 釦十画のコンセプトについて説明いたL/1硯 まず施

設のコンセプトを語る前にこの場所口可をつ<るのかが大きな課

題としてありまりLこれはとてもシンプ)聴間いなのですが非

常に重い課題でもありまレL当初開発に携わる皆がこの働羽こ

ふさわしいものとしなくてはしヽプよいとプレッシャーを感じてい

まりL芝シ麟繁影力脚

`選
躍では計画の手をいつたん止めてワ

ーキングを矧崖じOヽましL私む鶴錦十勧 腱咆てしたださ

何をつくりたいよ イ可があつたらよいか、各自のドリームプラン

を思い思いに自由に話し合う期間となつていまりL
実際には実現しなかつたことも多かったと思いますべ 皆で可

育誰 について話し合つたことにより、基本構想が決まつてからも

大きくられることがなくゴーリЫ□句かうこと力できたd習い讀すЭ

ちなみに私は地下に地ビールエ場をつくり、世界一高しヽ生ビー

プ曖]ヨ共したらどうかとしヽう提案をt/1した嘲 に1蛭りませ

んでした

このような経緯を経て策定した開発コンセブトですべ 「対言

と交流鋏    「明日の銀座を倉」るランドマーク」という2つの

テーマとしてまとめました。これは、かつての銀坐はこの土地の

記臆にもあるように多くの新聞社が居を構え6唐報発信の拠点で

あったこと、現代においてもこれからさら1己曽えていくであろう

海外からの来訪者校 充しな力ち世界|□向けて日本を発していく、

そうしヽったことが求められているのではないかとしヽうことで掲|ザ

てしヽます:また銀座を代表する交差点に位置するというポテンシ

ャルを考えて、これからの銀坐をイメージさせるようなランドマ

ークに/rdることを目指しました。

この開発コンセフトを受けて、施設の計画コンセフトも整理し

てしヽます。場所性を生かし 街との良好な関系を創出しながら共

に発展する施設を目指しました。そのポイントとしては調整の歴

史を継承するような幅 登 それから街との引利ま 魅力を高め合

うような嬌銘 これ店跡□というよりも、もっとアクティブな感

じでシすジー効果

…

ような施設としたいということで晩

また新uノ 銀`座のヽ実ができる施設を目指しています。これらを

実現することで、銀主を象徴するようなアイコン的存在になるの

ではないかと考えましたc銀座と言え十歳 レビでも銀座和光が登

場しますべ そのような存在に少しても近づきたしヽという大きな

目標を渇げまレL
このようなコンセフトに基づしヽて、まず銀座の街の歴史を整理

する上で重要なファクターである街区 街がどのように発展して

きたのかを簡単に言期 したしヽと思います。

銀座の街の特イ判よ 江戸時代から継承されてしヽる「京間60間
からなる町割りJ力挙げられます。江副割式は約120m四方の

町割りが基本となり、中央に空地があるような問或となっていま

した。その町害」りが現在でも弓き継がれており、サブとなる通り

が通過することで現在の街区が形成されています。
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次に、通りと路地のコ習的構成としヽうのも銀坐の特徴です。こ

ちらは銀座の地図です力ヽ 現在でも江戸時代のグリットがそのま

ま継承されていることが分かります。この緑色の部分がサブヽ な

通りとして追加され 現在のD呪刊こ文引応した街区となつてしヽま

す。この赤色の部分は私有地を出し合って形成されてしヽる通り抜

け通路です。右下のこの写真のように、ビリしの背面のほうに皆で

土地を出し合って通路をつ<つている形で、今でも多数残つてい

ます。誰でも自由に通り抜けることができる設えとなっており、

このような目硼こ面して名1古のレストランが存在するなど銀座の

奥深さと面白さを形づくる要素の4つとなつてしヽま硯

このように街の骨格を形成する大通りとその他の通りや路地空

両kそういつた重層的な構成が整つた4麺みをイメージさせなが

ら、ストリート上ではなく面的に広がる銀座の賑わいの基礎とな

り殉要してきたと言えるかと思います。

主要交差点に設けられた隅切りというのも重要なファクターで

す。こちらは簡単な模式図ですべ 角に切り取られた隅切りがあ

ること
―

る通りのゴ並みが連続するという蜘 ありま晩

建物が交差点に向けたファサードになり、街¨ され

るということで交差点は街の拠点として賑わしヽこ貢献する重要な

ファクターとなつています。

| |  |■ |■ ■
|||■ ■ |■■ ■ |■■ ■ ■ ‐|■ ‐■
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現在ではこのような特徴に加えて、銀座ルールという地区計画

により街並みが変わり始めてしヽま魂 銀座ルーリuま容積率と高さ

制限を緩和しながら機能更新ヨ足すものでして、)じ首か富で替え

が進むにつれて国コ鋼壺ヨリ前しヽ、工作物を含む建物の高さ力澪|

き上げられた街並み魔 つていくと闇われま魂

このような銀座の特徴や状況を踏まえて施設を計画しました。

最初に銀座ループロこよつて今後どのような街並みになっていくか

を予想t/1した。これは銀座ルーリ姉」定前の街並みの模式図です

べ 基本的に,国吻|まえ斗線制限によって高さ3 1 rn不∃蔓の高さに1前

つていましたべ 屋上の工作物につしヽては不揃いの状態でした。

街のアクティビティは地上2階から3階の高鏑で形成されており、

上階は事務所などの業務系の用途となつているりしディングタイ

プが多く存在している状態です。そこで銀座ルーリИこよって中央

通り、時範 りについては街並みのスカイラインが6 6rln程度に

揃つていくであろうと思われます。当計画も銀座ルールを適用し

て高さを生かしながら街と一体になる計画を目指してしヽます。

||■ |||||||■||■|■■||■ ||
責0アクティビティ:111:凛|:違轟‐‐二|||||||||||||||■ ||

こちらは断面の概念図覗 地上と地下に丁ントランスがあり、

面抑こ広がる街のアクティビティと結びついてい故す。高くなっ

た計画建物の中間部をオープンなしつらえとすることにより街の

空気惑を建物内音倒こ入り込ませ、建物内部でも街の賑わいが感じ

られるように考えましLその際に交差点に面する隅切りき側こ当
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たる位置剛 テラスを設けることで、地上と建物が「見る・見

られ利 の関系をつくりだして、街との一体感を強化L/1います。

上下に並んだ店舗を縦動線で強<紀]3ヾことで、地止のように賑わ

う縦のアクテイビティをつくりだしています。

||

これは地上のアクティビティの模式図です。これを上吝剛こヨき

上|ずることを今回やっていますべ ただ縦動線でつなぐだけでは

なくて銀座の街が感じられるようなしつらえにするなど、地上の

店舗の賑わいと歩道の関系をそのまま上l_ヨ き上げようというこ

とを狙つたものです。

青

"静

と壺lt t,tt■ :卜 |ご

=な
う」t事二成

こちらは実際の写真です。高さ31mのラインはビンク色のラ

インの高さになりま軌 7階にあたりますべ ほぼこのラインの

高さにはテラスがあり、ここからは和光の時計台が目の前に見え

6立置になっています。新旧の建物の高さ力切り替わるレベルか

ら街を望むこと力できるということを考えてしヽます。3階のテラ

スは地上と近しヽ位置で交差点を見下ろすことができ、オリンビッ

クのパレードやら測云などのイベントの際に|よ ベストポジション

となる場所です。

メインエントランスは隅切り音倒こ設けて交差点との一体感をつ

くりだしてtlますべ 日産のショールームの中央の部分にシ∃―

ケースを設置してコンセフトカーなど包畏示していただいており、

交差点に文村 る賑わしヽを対言するような機能も付加しています。

実はこれはあまり話したことがありませい 、今回の計画では

目隠しの工作物の天端を上限の66mよりも実は211n不]蔓低くし

た高さとしています。この部分がおおよそ6611nのライン動 ヽ

それよりも少u曇くしてぃます3

これはどうしても強くなつてしまう角部の建築の存包惑を少し

和らげようということを考えたのと、計画するUЫこよつては工

作物の部分をデザイン白]こ処理したりして、かならずしも66m
の高さでスカイラインが前うと1郡艮らないので1撫いかというこ

とを想定しました それて直交する1竜並みがスムーズに連続する

ことを思い、コ意しました。実際にこうした考えが功を奏動 Vま

今後の建て替えの状況にもよるかと用いますべ こういった重要

な尾地に選つ達吻としていろいろなことを考えながら計画した1

つの事象てすこ

続いて内タト装の意匠計画について説明いたします。

日本らしさを表すキーワートとしてクラフトマンシッフを掲|ず

ました。

■
~―

フード (3本らしさ)

Tク ラフトマンシップ』

フィレットワークキ:委かし彰り)

| :屁こ影
`)表

_~二 :こよる

|‐ ‐事轟1軽重と F霧を31く デザイン量のこ立

夕雄則満うわ`IJ彫りの白石畝 こちらの写真です。このようなもの

をイメージして計画を進めまレLこの白磁というの1説とンか

ら成る表現でして、銀座の持つ品格を表現するには最適ではない

かと、さらに目を弓くデザインとしてランドマークにもなるので

1詠いかと考えました。

また高い技術力というベースが必要なことt、 このクラフトマ

ンシップというものを表現しているのではないかと思しヽます。

::::::::::::::::::::::::::::|::11111:::|:|::::::::::::::::::::|:||
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銀座の建詢01
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構成の外璧
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嬢座の建悔02

外観を考える上で現代の銀座について少し考察をしてみました

ここに挙げているように銀座には格式の惑じられる近代の西洋建

築も多数点在していますLそれと現代の新しい建物が二緒に共存

してしヽることが銀座の衛の魅力の1つにもなってしヽます。―方で

は昨今のトレンドの1つとしてファサード全体でブランドを表現

するビリし力 曽ヽえてきています。銀座という土地を自言するとどう

しても同 lllな土地なので、敷地境界いつ|』ノ`こ外壁を設けるよう

な計画となり、外装がわりと平面なしつらえとなるので動 ヽそ

のような中でオリジナリレ性の高しヽ、美し機表現を試みているのが

このブランドビリしの特徴です。

今回の計画においてもビルが持つアイデンティティをしっかり

持たせために、透かし彫りとしヽう1つのモチーフでフアサードを

構成する手法を採用しながら、新日の建物と調和する

'縫

見を目指

しています。

こちらが前景の写真です。これは断面図です。こちらが簡単な

棚 卿 駒 パースで検証したもので現 1出指壁の外壁の立置はこ

の青しヽき隣 になり、押出成形セメント板で構成されていますもそ

の知則こはイШOファサードバネルを設置してしヽます:そういつ

たコヨ討妬

"臨
十画としています。

この赤し浩険運ファサードバ豹 u揃54001¨ ら`構

成されています。この菱形がトータルで約5400個あり、その

パネルを一つ一つ取り付けています。実際に一つ―つ付けるとな

ると層間変位などをクリアしなければならず、ミリ単位の高い精

度が求められまυLそこで、今回は
「

F ttexWa1lsystem」 と

いう壁面材の下地システム包開発し実現しました。これは特許を

取つた工法です。丁一日ex Wallsystem lよ アルミ型材、スライ

ドファスナー、固定ワァスナーを組み合わせ、スライド機構を用

いた壁面材の下地システムです。この部分ですねしこうしたシス

テムを開発することで 多様で複雑な外観デザインに対応し祇が

残力じ良好な施■庄dヨ
ー

従性能を実現したもので呪

こちらが実際の写真で

"供
すべてこの菱形と菱形の間は約10

ミリ程度の目地で分かれていますLそれを一つ一つ取り付けてい

<ような形です。

フアサードについて|よ 何でできているのかよく間かれます。

GRDやセラミックccきているのかと言われますが、これはア

ルミの板材を折り曲げて一つ一つ手づくりで制作をしています。

こちらが制作していうコ景観 したものでつづ こ嘲 をま

ず2つのパーツに分|ス 折り曲げて成型したものを歌 つなげ

るということを一つ―つやつています。非常に□―テクですよ

クラフトマンシップといいますか、手づ<りで制作しているとい

ビド
一　

　

一

サ
　
■

ア
一
一

フ

．
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うことで大切悪いも強いわけです。日本のクラフトマンシッフと

しヽいながら実際は中国で制作してしヽます:ただ、なかなか最初か

らイメージしたような出来栄えに1誌らないこともあり]蔓も上

海に通い、日本の技術を指嬉し かなり何度も言晰嚇翫呉しながら

つくり上げたものです。

次に外装デザイナーのクライン・ダイサム。アーキテクツによ

る外装デザインについて説明します。一見 複細こ見えますが1

つのルールで生み出したパターンカ斗子如勺となつています。ころ

らは全体のフロポーションのスケーリ期 の操作をしまして、視線

の移動や高揚感を現代的なデザイン表現によって実現することを

試みたとしヽうことのイメージ図です。これがそのまま外観のフロ

ポーシ∃ンとも近いものになっていま軌

これは上昇をイメージさせる曲線 まずはこれを最初のモチー

フとして掲|ザており、この曲線を編み込みますc編み込むとこの

ような図形になるわすです以 その中から構成要素を抽出しまし

た。抽出したものを連続するパターンヘ変換することで今回のよ

うなタト装のパターンが出来上/o"讀 υL

外壁パタ■ン

外壁パターン

こちらも外装の写真ですが、クライン・ダイサムさんが最初に

思い描いたグラフィックをその該ま表現できていると目います。

50mrnの凹凸のあるパネルの陰影パターン

f,Iキ
|

よ ξ

l.1‐
1:

:ili:|::::

== f鷲

こちらも下から見上げた写真等ですべ 透かし周多りの陶器のよ

うなイメージになつていると思いますがヽ このだま嚇舘νⅣ タヾ

ーンにより実際には平面的な外装にな虫自の立イ利惑を倉」出していま

す。一つ一つの菱形バネルを50ミリ程度の凹凸をつくり、陰影

のパターンをつくりだしてしヽます。そうすることでコ習する陰影

外菫パタ■ン

≒立長■を■二
壺■を手■よむ

構重要葺
=撻 =‐‐持す るア`ターンヘ変換

外壁′|ドタ■ン

||‐   1會

スケール感の操作と視線の移動11よる高場感を、
| 1 現代的なデザイン表鷲:Fよ うて実現

二黄をイメ■ジさせる農嫁

●
‐　

ま
―
∫
〓

事
〓

i「 膏竃量嵩
ilill警

■ ― ■
'■

■

■ ■‐ ■ ■ ■ 警
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歩行者天国く中央通り)1時の様字

による豊かな表情ができあがっていますЭこのだま輸 νドター

ンによって見る角度によっても違つた印象を受けるのも今回の外

装の特徴の1つであると思いま魂

こちらは全景です力ヽ 歩行者天国になった際の外観です。やは

り交差点から望みますと、この偶欠きの分です概 銀座の特徴と

説明した隅欠きの部分にエントランス、それから3階のテラス、

7階のテラス等猛劉することにより街との一体感が生まれている

様子が分かるかと思います。

|■ ||‐ ■ ■ ■
||||||||||||||■

■ ■ ■ ■ |||||||||||||■ |

||:あ|も1義|‐ ||■|■|||■|||||||

こちらは街並みの中でこのように見えるということです。現在

は銀座ルーノЫこよる機能更新が進んでいないので高さ1討前つてい

ませ肋 ヽ先ほど説明眈 ように2m程度下げた高さが今後どの

よう|ぬつていくのか少し期待しながら街を眺めているような次

籍 。

インテリアについても簡単1棚 いたします。インテリアも同

様にクラフトマンシップというキーヮードを掲1哄 一手間かけた

本物志向は つくることを目標にしました。こちらはエレベ

ーターホーリしC5曇Kうが、石と左宮壁で構成しています。この

続 険力泊 Q横に流れているような部分が狂宮壁となつてい

ます。この生宮国¨ 1主ゑ カリスマ職人などと言わ

れています伏 久住さんに依頼してつ<つたものでして、高い技

術を表現した壁となつていま魂

細かいしつらえで分かりにくしいもしれませ肋 ヽこの石の部

分と、少し奥まつた部分に左官がありま動 ヽその間の部分をミ

ラーとすることで、横基調の在宮と縦基調の石材が重なり合うよ

う|ぬることを目指しました。こ翻師 の街区の重層的な通り

の構成等も少し表現したいということで、こういったことを考え

まし色

共用部で|よ こちらはエスカレーターの壁にあたる部分、今回

の建物は平面形1カ)」 さヽいこともあり、あまり共用部分がなかっ

たのでこの壁で今回の建物のイメージをつくりだそうと考えまし

たらまた先ほど地上のアクティビティを垂直に弓|き上げようと試

みたと説明しましし伐 この外装のイメージと近いこういった凹

凸の壁をつくることで外のアクティビティを中にそのまま持ち込

むようなイメージに連続してつなげたいという目いもあり、要所

要所にこのように立体心のあるパネルを使用t/1し まヽ魂

こちらは地下1階の地下鉄と接続する部分です。こちらも同じ

ような凹凸の ネヾルを使つています。

新助 限慮叩鹸としヽうこどこ加ヽ9回調難照明につして

む≫し銀いの街と共生することを考えています。

で上昇感を表現した工t/べ■夕■小■ル■
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こちらは外観の全体図です。二重構造の壁替 かして、その隙

間を照らすことで透かし彫りのイメージとしています。この光が

動きを与えていて 実は標網劃こはこういつた普通の色の光とし

ていま動 ヽ季節やイベント時には色彩を変えられるようになつ

ています:このよう根 いままでにあまりなかつた、ゆつたりと

した変イヒを5えることで交差点に新たな魅力を提供しようと考え

たものです。

■■||■|■■■||■|■|||||‐■||■ ||

こちらは動画です。今回音が出なしヽので残念ですべ 和光の鐘

の音が毎時間0分になると鳴るので、それと連動する形で光力動

き出すような、そういつた光と鐘の音がシンクロするようなこと

を考えています。

今回はクリスマスバージョンということで、この率蓑弘 時折こ

のあたりに現れる赤色などで街に新uノ 体`験を提供しようという

ものです。

昨今はインターネットが普及して、その場所に足を目3や目的が

物を買うことから事ヨ本験するということに動しガ動いてきてい

るので、こうしヽつた状況を踏まえて商業の街として今後も発展を

遂げていく銀座において新し機体験勧鶏実してもらう、そういっ

たシーンとして皆さまの記臆に残ることコ頭つてこのような計画

としています。

26
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皆さま、こんにちは。本日は

aacaの景観シンポジウムにこん

なに大勢のご参加をいただき、

本当にありがとうございます。

日本建築美術工芸協会は平成元

年に芦原義信先生により創立さ

れ、昨年平成30年に30周年

を迎えました。それを記念する

意味をもちまして、30周年記

念事業として色尺なプログラム

を展開してきました。その―環で GINZ∧ シリーズという

ことで、現在の銀座の景観に非常に大きなインノマクトを与

えた3つのプロジェクトを取り上げさせていただきました。

GINZA SIX、 東急プラザ銀座、GINZA PLAC巨、それぞ

れ設計を担当されました建築家の方長にご参加をいただき、

たいへん興味深いお話を伺うことができました。

ご77K知のように、銀座は凄い勢いで変化しているという

か、いつも変化をし続ける、景観が新し<なり続ける場所

です。そして多くの人たちにより多くの人展を引き寄せる

ような場所です。最近は中国人、韓国人観光客に占拠され

つつあるような感じもしないでもないのですが…。

そういう中で本日は GINZ∧ シリーズの集大成、まとめの

形で陣内先生をはじめ、銀座に関係される方反から、「こ

れから銀座がどう変わつてい<のか」「都市景観はどうな

つていくのだろうか」と、興味深いお話を間けるのではな

いかと期待しています。

最初に中島先生にご講演をいただき、その後、F車内先生

とリンクして、色夜なご意見を交換されると思います。長

時間にわたりますが、ぜひ貴重な時間をお楽しみいただけ

ればと思います。当協会は時宜に合ったプロジェクトをご

紹介したり、その時長の興味あるテーマを捉えて情報発信

をしてい<ために、会員にはたいへん活動を活発にしてい

ただいています。今年3月で30周年の記念事業としては

目処をつけるつもりでいますが、その後も引き続き数々の

事業企画は用意されていますので、ぜひ皆さま方もご参加

いただきたいと思います。また、当協会に様展な形でご支

援を賜りましたら幸いです。本日はどうもありがとうござ

いました。(拍手)

皆さん、こんにちは。何よりも日本建築美術工芸協会3
0周年おめでとうございます。また、それに6、さわしい景

観をめぐる大きいスケールでの議論を期待できる、素晴ら

しいシンポジウムにお招きいただき、ありがとうございま

す。私も大学時代に、芦原先生にたいへんお世話になりま

した。イタリア留学に行けたのも、芦原先生に推してもら

つたからです。

その芦原先生は建築の世界で、初めて本格的に「景観」
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のことをおつしゃつた方です。

著書の『街並みの美学』でまさ

に景観の重要性を指摘されたわ

けです。また、芦原先生がつく

られたこの協会が、ずつと景観

を大切にして繰り返しシンポジ

ウムをやつてこられたことはた

いへん素晴らししヽことだし、私

も時叔お手伝いをさせていただ

きました。

今回も主催者側から相談を受けました。銀座で話題にな

つている3つの建築があるので、それを事lSlに しながら、

銀座らしい景観をどう考えるのか。それを担当者からお間

きしながら、その望ましいあるべき景観をみんなで考えよ

う、そういう趣旨の説明を受けました。

しかし、ただ普通に「景観と銀座らしさ」というだけで

は面白くない。というのは、銀座ではこの25年ぐらい、

日本の歴史、街づくりの中で大変なことが起こつてきまし

た。それは素0青 らししヽもので、銀座のあり方を本格的に探

り、銀座の街がどうあればいいのか、個展の建物の設計や

デザインがどうあればいいのか地元の主体性を尊重しなが

ら議論するという方向に踏み出していつたわけです。その

ような一連の動き、成果を理解した上で、この問題を考え

てしヽきましょう、というご提案をしました。

今回の企画の責任者でいらつしゃる芝LLさんからそれて

賛同をいただき、「ぜひ、そういう方向でダイナミックに

いきましょう」そして、3人の設計者の方からも、その趣

旨に乗つてご発表をいただければと企画を考えた次第です。

その意味でも、「銀座街づくり会議」のリーダーで頑張っ

てしヽらっしゃる竹沢えり子さんに、中|かに入つてしヽただく

必要があると申し上げました。彼女がこの迫力ある素晴ら

しい日本の街づくりの中で、画期的な本『銀座にはなぜ超

高層ビルがないのか』を書かれました。今日は会場に蓑原

敬先生をはじめ、銀座の街づくりのリーダーの方が何人も

来られていると目います。後ほど是非ともこの議論に加わ

つてしヽただきたしヽと思います。

銀座はよ

ないのか

銀座では東京という大都市の者:|いて、

初めて地元主体の価値ある面白い動き

が出てきました。そういうコンテクス

トの上で、この景観の内容を議論して

いけば、さぞかし我反も学6こ とが多

いのではなしヽかと目います。つまり、

個展の建物の景観、デザインの課題に

問題を閉じ込めないで、もっと大きしヽ

視野でやろうというわけです。

これまでの銀座の歩みを少したどつ

てみたいと思います。銀座は誰もが矢日っている憧れの場所

で、華やかですね。しかし、80年代に日本全体、東京も

バブルになり、渋谷、青山や原宿が華やかで若者文化、女

性の文化で賑わいました。そういう時代、意タトに銀座はお

となしく停滞していました。裏の方がバブルの状況で、ス

ナックやバーの勢しヽが凄かつたらしいです。何が問題だっ

たかというと、既存不適格建造物が多く、容積率が800%
でlllえ られていて、建て替えがしに<い状況でした。少し

1亭 )帯 して、他にいいところを取られていましたが、199
7年に国の容積率の抜本的緩和政策がとられるようになり、

それを受けて銀座の方々、そして中央区との非常に重要な

コラボレーションが開始されました。llR在、副区長をなさ

つている吉田不曇さんとある意味で一緒になり、銀座の街

の発展のためl_容積率アップの力向に動き出したのです。

私は竹沢さんの下で、文化科学高等研究院という学際的

なグループを銀座8丁目に構えてやつてしヽました。それで

銀座のん展や竹沢さんと親し<なり、街づくりのお手伝い

を始めました。それてできたのが銀座のビジョンです。容

積率も1100%ま で認められ、高さは5611nに抑えよう

としヽう銀座ルールというものもできてきました。銀座の色展

な問題が起こる前にビジ∃ンのベースづくりをやっていた

のです。

ある段階からリーダーシップをとられた遠藤彬さんは、

国の力針や自治体任せになつていてはだめだ、自分たちで

議論して決めるべきだと意見されました。それで銀座連合

会の80周年記念で、このようなビジ∃ンができたのです。

予めベースがあったことが強かったとしヽうことです。その

辺から銀座をどうしたらしヽしヽのか、イ可が銀座の特徴で魅力

なのか、句を大切にしようかとしヽうことで、行政、専門家

と連帯して管づくり会議が必要だろう。そう考えていたと

きに、松坂屋と森ビルさんの超高層ビルの提案が出てきま

した。最高高さは490mで した。これにはびつくりしま

した。果たして超高層が銀座に合うのだろうか、という真

実」な議論がそこから起こりました。銀座の人達にはみんな

で意目疎通をして、街づくりに熱心に動く体制がちょうど

できていました。そして、開発委員会もでき、竹沢さんも

その中に入られ、そこから本当に凄い真剣勝負の状況が続

きました。緊迫した会場で街づ<り のシンポジウムを開催

して、蓑原敬先生にも基調講演をしていただきました。蓑

原さんに「銀座の人たちは危機感を持って、本気で取り組

む党悟はあるのか」と突き付けられました。また、銀座の

人自身が推進組織を担つていく必要があるということで、

「銀座街づくり会議」が2004年 にできました。

そして、またシンポジウムを行いました。そのときも緊

迫していました。開発に係る方展は、みんな来られていま

した。お声がけをしたところ、快くヨ|き受けてくださった

槙文彦先生の基調講演は素晴らしいものでした。「道空間

が充実し、通りに人間的な息遣いやくつろげる空間のある

都市こそが魅力がある」とおつしゃいました。建物と道空

間の関わりの重要性ですね。その辺から蓑原先生に加え、

若手建築家の慶應大学の小林博人さんが加わってください

ました。そこからみんなでワークショップを行しヽ、本当に
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銀座らしい街づくりについて、物凄<議論をしたらしいで

す。私は脇から眺めていました。銀座フィルターによつて

銀座らしいものが生き残るとか、街の個性を本当に発信し

ていこうとか。

これはみんな本に書いてあることですが、もう1回読み

直して重要なところを紹介したいと思います。E口象的なと

ころは、シャネルの社長リシャール・コラスさんの発言で

す。銀座は目的なく水平的に回遊して楽しむ界隈空間だと、

路地と界隈の魅力を強調しました。だからシャネルは出店

したい。つまり、ビジネスチャンスだけではな<、 銀座に

惹かれて、銀座だから出したい。そういう外資系企業がい

くつもあつたということです。つまり、大規模開発建築は

目的の定まつた閉鎖的な限定的空間や、集客装置だけであ

ってはだめだというのですね。そのようなものでは銀座の

街づくりの目指すものとは反対になることを、非常に感覚

的におっしゃつていました。

それこそが今日のテーマです。建物の中の論理だけで通

ってしまうような集客だけをもたらすような企画では、銀

座らしさは全く無くなつてしまいます。では、どうしたら

いいのか。そこで行政との日いを共有しながら、中央区と

一緒にデザイン協議会が生まれるようになります。デザイ

ン協議会では、自分たちがこうあるべきだということを押

し出すのではなく、銀座らし<ないもの、ふさわしくない

ものには「ノー」と言おうということのようです。

とにかく地区計画、銀座ルールをもう 1回つくり直し、

そこでもう1回確認します。高さ制限は56m、 屋外広告

が加わると66mの高さで抑える。今東京もあちこちで総

合設計制度や特局」地区の特区の指定などで従来定まつてい

る高さや容積率をボーンとアップし、大きいものをどんど

んつくって都市が変貌しています。ここで重要なことは、

それを絶対にさせないことです。銀座の主体性、銀座のル

ールの中で、質の高い魅力あるもの、銀座らしいものを、

意欲的に本当にいいデザイン、企画でつくつてほしい。再

開発を抑制するのではなく、いい形で推進してほしいとい

うことが、銀座倶」の狙いであり、考えです。結局ある時期、

松坂屋と森ビルで提案した高層建築の計画が凍結されます。

その間にやりとりがあり、今日も坂本さんがお話しくださ

いますが、素晴らしい議論が行われ、結果的に銀座らしい

ものが出来上がっていくことになります。

本日のシンポジウムでは、いわゆる普通の景観、建築の

デザインの枠にとどまらず、この間に学習してつ<り上げ

てきた銀座らしい考え方や哲学と方法、そして実践的活動

の上に立って話し合いができればと日います。

基調講演は都市計画がご専門で、非常に広い範囲の視野

で大活躍されています中島直人先生にお願いします。現在

は銀座デザイン協議会にも加わつておられ、銀座をよ<ご

存じの方です。

そして、休憩を挟みパネルデイスカッシ∃ンに入ります。

銀座で話題となつた3作品の設計者によるショートスピー

チがあります。そこで銀座での動き、者え方、デザイン協

議会からの要望などを踏まえ、どのようl_銀座らしい建物、

建築施設を設計し、あるいは景観デザインを広い視野から

考えれたのかを説明していただき讀す。その次に、銀座の

倶1に いらつしゃる竹沢えり子さんに、3つの作品に対し、

銀座街づくり会議がどういうことを要望し、どのように実

現したのか、あるいは何が課題として残つたのかとしヽう評

価の話をしていただきたしヽと用います。

銀座は、今ある意味で非常に難しい状況にきています。

地価は高く、クローバリゼーションで夕ヽ資がどんどん入つ

てくる=そ して、フランド企業のビルが表通りに並び、ち

ょつと入りにくい3ス トリートの活気、賑わいが少しずつ

失われ、老舗が幕を閉じざるを得ない状況もあります。そ

こで銀座を本当に活気ある、近未来に向けてのいい街にし

ていくためには何が必要なのか。消費者の考え方も変わり、

少し大きしヽ視点で言うと文明の岐路にあるかもしれません。

これは銀座だけではなく、日本中の大きな都市の抱えてい

る問題だと目います。

その辺は、何としても三浦展さんに登場していただくし

かない。先日80年代を振り返る本を贈つてしヽただき讀し

たが三浦さんと言えばハルコの『アクロス』です。今渋谷

が、また少し違う方向で様変わりをしてtl Nま すが、本当に

渋谷が輝しヽて面白しヽのは80年代前半です。これをリード

され、それ以後も色々と発言されています。)肖 費者の動向、

メンタリティ、文化のあり方、暮らしのスタイル、街がそ

ういうものをバックにどう変わつてきたか、どう変わるベ

きか。少し先を読んで、実に的確に掴んでおられます。

三浦さんにはフアンが多いのですが、特に今では中国が

凄いらししヽ。中国の人たちが、三浦さんの書物を読んで参

考にしている。銀座もやはり参考にしたい。三浦さんは銀

座のことを、しばらくは語つていなかつたかもしれません

が、そういう思いで見ていただきたいということです。

そして、その後にフリーディスカッシ∃ンをしていければ

と思っています。
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■銀座の都市景観を議論するために

皆さん、こんにちは。aacaの
30周年、おめでとうございま

す。このようなたいへん貴重な

場にお話をさせていただけるこ

とを光栄に目います。今陣内先

生の趣旨説明で、景観というも

のを大きな視点で捉えたいとい

うお話がありました。今日私が

用意してきているのは、銀座の

都市景観を議論するための基礎

として、銀座の景観の取り組みを少し大きな視点から見る

と同時に、銀座の景観そのものについても共有しておくべ

きものがあるのではないかと考え、その説明をさせていた

だきたいと思います。

『街並みの美学』から読み解く芦原義信の銀座街並み論

芦原義信先生の『街並

みの美学』は 1979年
に出版されましたが、今

でも書店で売られていま

すし、/11たちの研究室の

学生も読んていますcこ
れと『続・街並みの美学』

もありましたが、両方を

読んで勉強させていただ

いた記憶があります。

今学生たちが読んでい

る『街並みの美学』は2
001年 の岩波書店の文

庫で出ているものだと思

いますが、私の学生時代には同時代ライブラリーの、この

表紙の『街並みの美学』でした。

この本の中で芦原先生は、1979年 版のこの表紙に載

つているプランを説明されています。これは銀座の再開発

プランです。芦原先生はアメリカやヨーロッパなど、色皮

なところで景観という概念、あるいは街並みという概念を

学ばれました。そして、日本や世界の街並みを比較しなが

ら、特に日本的な街並みとは何かということを議論しよう

としたのです。その中で銀座というものが芦原先生にとっ

て大事で、この本の中心的なテーマと密接に関わつてくる

ものであることが、この表紙からよ<分かるかと思います。

芦原先生が銀座をどのように考えたのかということを、少

し紹介したいと思います。というのは、芦原先生の再開発

案には、現在まで通じる銀座の課題を指摘しているところ

があると思うからです。

『街並みの美学』の銀座の分析は、この 1枚の絵だけで

す。これは見てのとおり銀座通りで各長の視点から、街並

みがどう見えるかを議論した図です。芦原先生の関心は、

一次輪郭線と二次輪郭線という概念を銀座で提起し、適用

してみることでした。上のほうは当時1979年 、70年
代の銀座の通りです。その通りの風景が実際、人長にどの

ように見えているか、ということを先生は分析しています。

下の①から⑤までの景観は、それぞれ銀座通りのどこから

見ているのか、その視点場が下のほうで説明されています。

建物の第一次輪郭線=外壁面
建物の第二次輸郡線=袖着板

ここで芦原先生は、実は銀座では建物が街並みにほとん

ど寄与していない、つまり建物を見ているのではなくその

建物の外に付いている袖看板のつながりが街並みを構成し

ていると論じ。それを二次輪郭と説明されました。通りの

中央からは建物が見えるのですが、①、②のように子ども

から見たときには、歩道側のほうの袖看板で建物が見えな

<なることを分析されたものです。基本的に日本の街並み

は二次輪郭線で構成されているけれども、建物の連なりに

よる―次輪郭線をはっきりと見せるようなものが本来の街

並みではないだろうかと、この分析から議論されています。
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これは先週の日曜日、歩行者天国のときの写真です。真

ん中から見ても袖看板がかなり連なつている風景が銀座の

もととなつているというか、llM在でもあまり変わつてはい

ないことが分かると目います。通りの真ん中から見てしヽる

といいのですが、端から見ると、確かに看板のダ」が連なつ

ていることになります。

次に、芦原先生が銀座通りを再開発ではな<、 改造しよ

うとしたことが先ほどの表紙に載つている絵に表現されて

います。見てのとおり、道路の線形が少しカーブしたり、

壁面が少し凸凹したりしています。芦原先生の説明による

と、一つは歩道がもつと広いほうがいいじゃなしヽかと。街

並みという観点から見たときに、歩道が狭しヽと基本的には

看板と風景になるけれども、そこのモニュメントを広げる

ことでゆつくりはつきりと建物の一次輪郭線が見えてきて

気持ちよい通りになる。それと併せて、袖看板を撤去すべ

きだとおつしゃつていました。

これらの表紙に描いてある道路の線形自体は、当時のミ

ネアポリスのニコレットモールの影響を大きく受けていま

す。いわlCDるモール化ですね。アメリカを中|かに世界で歩

行者優先のモール化が始まつていましたが、そのモールで

は車はスピードを落とし、ゆつくリカーブしながら進みま

す。40年も前のものですから、これが良しヽか悪いかをこ

こで批評してもしようがないところがあります。

歩道の拡幅、袖看板の撤去に加え、銀座に必要な3つの

要素として「入隅」「正面性」「近接性」という概念をこの

表紙の絵の中に描いています。

「入隅」についてはアーバンデザインに造詣の深い建築

家たちは常に注目してしヽましたが、芦原先生は人展を包み

込むような温かいまとまりのある都市空間を生み出す入隅

ということを升の概念を用しヽて説明されてしヽます。升でい

くと出隅と入隅、要するに外側と内倶」の角があります。建

物の出隅は端の角になるわけで、ある種とげとげししヽとい

うか、人に対してはあまり優しくないE日 象を与えます。そ

れに対し、内倶」のへこんだ入隅に関しては、人々を包み込

むような温かしヽ空間をつくることができる。芦原先生がお

つしゃつていたのは、銀座には入隅がないということでし

たこそれは「銀座が」ということではなく、銀座のような

グリットの都市、整形の都市においては、建物の壁面性を

バッと見たときに、基本的には全部出隅が角に出てくるこ

とになりますc

芦票先生は銀座の管並みに対し、あるいは街の景観、背

景にヌ]し、やはりここには入隅が必要ではないか。そこで

入理を形成する方法として、先ほどの絵の中で建物をセッ

トパックしている音]分を表現していたわけです。そして、

ここに広場的な空間を取るべきではないかということをお

っしゃっていましたc

芦原先生の作品にたくさんの入隅があることはよく知ら

れていて、特にソニービルですね。

色展な使い方がありましたが、数寄屋橋の交差点に面し

て、角にまさに入隅をつくつてしヽるわけです。ソニービル

の場合は、さらに1階の室内と連続させていて、全体とし

ての広場的な空間となつてしヽました。これは銀座通りでは

ありませんが、芦原先生としてはこのような形で、銀座の

中に少しても温かい空間を実現しようとしていました。

今ソニービルは So∩ y Parkになっていて、特にそこの

入隅的な空間の持ち味というか、効果がよく分かります。

階段があるので完全な入隅にはなりませんが、数寄屋橋の

角とここで今までの銀座には見られなかつたような形が生

まれ、人々がゆつくり休んだりしています。

銀座通りを歩いてみると、ほとんどセットバックは行わ
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れていません。後で申し上げますが、地区計画でセットバ

ックをしないといけないのですが、それはわずかな距離で

す。地価の非常に高いところですから、1階のお店の面積

を最大化するためにも、なかなかこういう空間はできてい

ません。

しかし、いくつかこういうものがあります。伊東屋さん

の場合は真ん中が回転扉になっていて、その回転半径も含

め、このようなセットノヾックになっているということだと

思います。

●●|=1人 ■建■、F=11■ |

芦原先生の指摘を受け、私もこの 1週間に何回か銀座を

歩しヽてみました。確かに街並みの中で壁面線が揃ってきれ

いで端正だけれども、特に銀座通りにはほっとするような

空間が少ないのかもしれません。

銀座の名物として、例えば和光の前ですね。これは昨日の

夜なので雨が降っていますが、このように沢山の待ち合わ

せのお客さんがいらっしゃることはよく目にする光景です。

和光は少し丸<なっているのですが、この方叔が本当に気

持ちよく待つているかどうかは別の問題です。交差点での

話においても芦原先生の指摘は、確かに今でも同じような

考えで街を見直すことはできるかもしれないと思し`ます。

もう一つ、芦原先生は「正面性 (フ ロンタリティ)」 と

いう概念で銀座の批評をしています。フロンタリティは特
に難しいことではなく、建物を斜めから見ると一次輪郭線
は少し消えるけれども、正面から見ると袖看板が見えな<
なるということです。正面から見ると、要するに建物の形
がされいに見えてくるということです。

これはパリのオペラ座です。芦原先生が『街並みの美学』

で取り上げていることですが、この美しさはビスタで効い

てくるわけです。弓|きが2倍から3倍ないと、このように

見えないとしヽう話です。

実は銀座の中には、そのような幅の広い通りも広場もあ

りません。実は銀座では交差点が正面性を持つています。
このこと自体は芦原先生が述べたことではないのですが、

改めて銀座を歩しヽてみるとよ<分かるのは、銀座通りは幅

員 27mで、建物の高さに対しては半分ということになり

ます。交差点に立ったときに、ようや<1対 1ぐらいにな
つてきます。和光だと1対 1以上になつています。それで

初めて正面から見えますが、そういう建物がすでにいくつ

か交差点にあるわけです。
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これは、この後でお話をいただくGINZA PL∧ CEと東

急プラザ銀座の写真です。東急プラザ銀座は弓きが弱く全

体が入らなくて上が切れています。特に銀座通りでは交差

点に建つてしヽる建物は正面性を持つ意味で貴重であると電

時に、街の印象を大きく決めていますcこれも芦原さんの

分析からもよく分かる話かと思いますt銀座は通りては交

差点の持つ意味、あるしヽは交差点に建つ建物の持つ意珠が、

非常に大事になつてくる.そのことを芦原先生はおつしゃ

っていたのではなしヽかと思います3

芦原先生が銀座に提案していることの3つ目が、「近接

性」です。意味が分かりにくいのですが、入隅の空間と同

じような感覚です。芦原先生が紹介しているのは、ニュー

ヨークのマンハッタンにあるベイリーバークという、世界

で最も有名なポケットパークです。地価が高く、人の多い

ニュー∃―クの中心部に、公園がポコッとあることの意味

を間うています。

ベイリーバーク 1■ ューヨーク|

先ほどと少しかぶる話ですが、それが大事なのは、すぐ

行ける、そばにある、手近であるという意味でのimmediacy

ということです。そういうものが道と一体化して、広場が

ポコッとあることが非常に大事だと述べています。先ほど

のセットバックの話のデザイン版ということかもしれませ

んが、そのことを述べています。

銀座の街並みを改めて考えてみると、今そういう空間は

非常にたくさん出てきています。銀座には今テラスがたく

さんあります。キリコテラス、三原テラス、GINZ∧ SIX、

そ してもともと三越さんのテラスガーデンです。それはた

ぶん、銀座の街並みに対する問題意識があり、テラス的な

空間が街並みの中で重要な役害」を果たしているからだと目

います。

ただ、先ほどの lmrlnediatelyと いう近接性ということ

では、これらのテラスはいずれも屋上であったり、通りか

らは入りにくい裏倶」の2階 レベルにあります。そうすると

芦原先生の批評には、「なるほどな」と目うところがあり

ます。銀座の中でテラス的な空間が求められてしヽて、街並

みの中でもこれが非常に効いてくるはずなのですが、実は

見えない場所にある。それが今の銀座だということです。

芦原義信先生の銀座通り改造論を最初にお話ししました。

それは当時の銀座を見て改造を提案しているわけですが、

現在の銀座の街並みを見るときにいくつか示唆的な話をさ

れているのではないかと考え、紹介しました。

銀座の景観を生み出す都市計画のフレーム

実は、芦原先生はあくまで今のようなことを議論 してい

て、景観につしヽては議論 していなしヽし、語つていないこと

の方が多<あります。大事なことは、今日のテーマになっ

ている都市計画のフレームについてです。それは街並みの

基調を成しているわけですが、そのことにつしヽて芦原先生

は本では特に述べていません。そ して袖看板、あの連なり

を生み出している一番の原因は銀座独特というか、銀座が

受け継いできた細やかな間□をつくらないということです

ね。その持つ意味を考えなしヽといけないのですが、そのこ

とまでは言及されてい讀せんでした。また、銀座通りには

建築の一次壁面線とおつしゃつていますが、実際には色皮

な路地があつたり、縦に通りがあつたり、そして裏倶」には

裏倶」の通りがあつたりということで、建築の壁面線で固く

閉じられている感じはありません。

もう一つは夜です。逆に言うと一次壁面線で、夜は消え

るのが基本です。そう考えたとき、一次壁面線を見せるこ

との意味は何なのか。そして、景観は人が生み出すもの、

人がいる風景とはどういうものか。この通りの写真を見て、

確かに看板に目が行く人はいらつしゃるかもしれないけれ

ども、多くの人はそこにいる人を見るのではないかという

ことです。そういうことを、この後もう少し議論をしてい

きたいと目います。

ここで問題になるのは、声原先生は一次輪郭線を直線で

描いています。これは当時の銀座の街並みをこのように捉

えたということですが、実態とは少し差があるようです。

芦原先生は、銀座はスカイラインがそろつた街並みがある

と書いています。スカイラインがそもそもなぜこうなって

いるのか。そして、これが今どう変わつているのか。先ほ



ど陣内先生から趣旨の中で説明があったところですが、都

市計画としてそのことを少し考えたいと目います。

‡

建物の第一次輪郭線=外壁面
建物の第二次輪郭線=袖看板

『都政人』という、東京都の職員がメインに見る雑誌が

あります。1960年 7月にそこで、当時の首都整備局長

の山田正男さんと対談をしています。この中に山田正男さ

んと、直接面識のある方もいらっしゃるかもしれません。

都市計画の世界では「山田天皇」と呼ばれた、高度成長期

の東京の都市計画あるいは都市開発の ドンというか、首都

整備局長でしたので色友なものを判断した方で、オリンピ

ックのときに高速道路を計画したり、あるいは新宿西□の

超高層ビル街の計画を立てました。一般によく知られてい

るのは日本橋の高速道路です。今まさに都市計画でそれを

撤去して地下化する案が都市計画審議会で説明されている

ところだと慰います。

1960年 、山田さんは芦原さんと非常にエキサイティ

ングな対談をされています、出だしは穏やかですが、山田

正男さんがおっしゃったのは、都市計画は今までは公共施

設の計画にすぎない。しかし、これからは公共施設に対す

る民間の需要を、建築物を含めてしっかりと考えなければ

いけない。しかも、それは美観という要素だけではなく、

建築の容積と公共施設とのノヾランス、その関連性について

者えること。そこが都市計画の肝だと。

それに対し芦原先生は、それはたいへん結構な話だ。従

来、我が国では都市計画は常に二次元的な、地図に色を塗

るというものだったのに対し、ようや<三次元的に立体的

なものになることで、われわれ建築家としてもそれはウェ

ルカムであり、人事だということを述べています。

対談の先へ進む前に、もう少しこの話を見てみます。こ

の山田正男の言葉が収録されたのは1980年 です。当時

彼は東京都の人間でしたが、もともとは国の役人で、都市

計画法の改正の中で色展なことを考えていました。彼の者

え方は、今までの都市はつ<るものであったけれども、こ

れからはできるものであるということです。つまり、今ま

では行政あるいは国が道路をつ<ったり、銀ブラをつ<っ

たり、あるいは銀座でいくと映画館のようなものかもしれ

ませんが、とにかく行政がつ<ってい<。 しかし、60年
代の高度経済成長期になると、民FB5の都市に対する投資、

需要が非常に高まってきました。すると行政はつ<る必要
はなく、むしろ都市は勝手にできて<るものになりました。

そして、その勝手にできて<るものを都市計画はどのよう

に受け止めて、それをコントロールしていくことが大事だ

と。都市ができるとなつたときの需要については、需要と

言われているものが容積に置き換えられ、その容積をコン

トロールすることでインフラの量と都市の活動量をノヾラン

スさせようという考えです。ここに大きく現代の都市計画

にいく転換点があつたわけです。

陣内先生から紹介があったように、今までは建物の形態

を規制していました。商業地区では31mと、ずつと決ま
つていましたが、それは建物がどのくらいの活動量がある

かということとは、正確にはリンクしていませんでした。

それに対し、山田正男が述べたのはどのくらいのビルが建

てばどのくらいの交通発生量があるのかということ。その

ようなことを検討して容積制度へと移行していくわけです。

参考までに交通需要と容積の関係についてお話ししまし

たが、銀座についても同様な検証がなされて容積が800%
になったという経緯があります。

次に、容積制度への移行によって、どのようなことが起

きたかという事例を紹介します。丸の内がいちばん分かり

やすいのですが、前川國男さんが設計した東京海上ビルデ

イングです。これは容積地区制度になって最初の丸の内の

建築計画で、大好評でした。この建物は、当時、最高高さ
140mぐらいで建てようとしたものです。丸ビルを含め、
それまでの丸の内は31mと高さがそろっていたわけです
が、これがなくなってい<ゎけです。

丸の内美観識争 (1965-1970)

美観論争が起きたときにこれを推進したのは建築界でし

た。山田正男は、容積制度により街並みが崩れることを当

然理解していました。景観をコントロールすべきだという

ことで、容積制度と同時に都市計画に関しても論争をよび

ましたが、実はこのとき、ここには戦前から美観地区が指

定されていていました。これを機に美観地区条例をつくり
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始めたのが山田正男ですが実現はしませんでした。

容積制度による街並みは崩れ、最終的に高さ97mで決

着しました。その後、大手町方面は全て100mの ビルが

建ちました。その後、容積がアップしました。これは三菱

地所の提案によるものですが、その容積により街並みがど

んどん高層化してしヽく。今の丸の内はマンハッタン計画と

は少し違い、基本的に超高層でも容積2000%ま ではい

きませんでしたが、1500、 4600ぐ らいになつてい

る建物が建ちました。そこには需要があつたということで

す。そこにオフィスの需要があつてということです。そし

て、これにより東京の一極集中を促進するということで批

半」されるわけです。

先ほど陣内先生もお話ししてくださつたように、銀座の

場合は容積制度で800%に なつても街並み力ヽまとんど崩

れなかつた。すでに重要な建物、つまり三越さん、和光さ

ん、松屋さん、そして三愛 ドリームセンターもそうですが、

容積制度の前に3Jmて建つていました。それ以外の建物

は60年代、70年代にたくさんありますが、敷地は狭く、

前面道路が27mです3その中て800°Oと いう容積を使

つて建てられなしヽわけてす[

実は丸の内が違つたのは、少なくとも新しく違つた建t
に関しては、あまり大きなものが建つという形で美観論争

が起きなかつたところです。

一んで、既存の3111n建物が容積率の点で既存不適格に

なってしまい問題l_な つたことが、先ほどの陣内先生の説

明にあつたところです。三越とかは1000%を 超えるよ

うな容積になつていたということで、要するに敷地ぎりぎ

りで建へしヽ率がかなり高く、3111nで建てているというこ

とでした。この点について、私も竹沢さんの本を後で読み

返してみようと思つてしヽます。

今の銀座の景観のいちばん大事なところは、その背景に

都市計画の枠組みがあるところだと思います。2度にわた

る地区計画の改定も含めた策定と、そこに地区協に加えデ

ザイン協議があることです。竹沢さんにお目にかかつたと

きに渡された当時の文化科学高等研究院の報告資料は非常

に内容の深ものでした。普通にやると高さ31mでギリギ

リ。し/DNも建て替えてしまうと、今のものより容積が減る

ことを検証しながら、その容積率をどのように上げるか。

しかも前面道路の斜線制限を外せば、容積がどのように使

えるか。こういう議論を街の人たちがやつていたことが非

常に大事です。

もつと大事だと悪つたのは、56mが どのように決まつ

たのかとし`うことです。資生堂の建物の計画が当時すでに

ありました。大事なことは、ここで建物が本当にら要なも

のを積み上げたときにどのくらいの高さになるのか。それ

を資生堂のビルで検証すると56mであり、それでいこう

となった。56mに何か環境的な根拠があるというよりも、

銀座で本当に将来必要なものがこれだということだつたの

です。

逆に言うと、とにかく容積をたくさん積み、高く建てて

もうけようということではなく、ここで代疫商売をやつて

いる人たちが、その商売をどのようにやるか。資生堂なら

資生堂の商売をやるという中で積み上げたのです。その数

字に科学的な根拠はあまりないのですが、ものすごく意味

がある数字なのです。その決め方としては丸の内とは違い、

銀座らしい、少し違うものがあつたということです。これ

により斜線午」限が外れ、かつ高度利用地区で300%ま で

の杏穫上乗せとしヽうことで方針が進んでいきました。

先ほとの声原先生と山田正男さんの議論はその後、白熱

してしヽきましたcその中で考え方がいちばん違つたこと、

芦原さんは次のようにおっしゃつています。街並みという

のは制限するのではなく、むしろ積極的に倉」造することに

より、都市美をつくり出すことが今の主流である。壁面と

かの規制をそろえるという者え方は、19世紀の∃一ロッ

パの都市であり、それはおかしいのではないか。

それに対 し山田正男さんは、しヽや、それは考え方が違う。

都市美の観点で高度を制限するのは、確かに 19世紀かも

しれない。しかし、そもそも 19世紀的、今的ということ

で街並みを考えるのはいかがなものか。その時代、時代に

おいて流行の震源地を見て、それは都市美であるというの

は少し違うのではないかと。

山田正男は建築家に対 し、都市行政は公としての責任だ

から、個展の建築家の趣味としてやられたら困ると繰り返

し厳 しく言つています。因みにこれは銀座のことを言つて

いるわけではなく、lp」 えば新宿西□でどのようなルールを

決めるか、という話の中での議論です。

しかし、この中に銀座の景観の問題としても重要なこと

が含まれています。銀座での地区計画により、どのように

都市構成として決めるか。その一方で、建築家の都市美を

倉」造する力もある。その両者の相克のようなものがあり、

それを芦原先生と山田正男が60年に議論しているのです

が、その議論は銀座の中でも同じように90年代から20
00年代にかけて議論があつたと思います。56mと いう

高さでそろえると言つたわけではなく、最高の高さを指定



して、それでそろえるのか、そうしないのかという議論が

あつたということです。

景観とはどういうものなのか。創造力と、一方で全体と

しての調和ですね。その中で銀座デザイン協議会が、まさ

に建築家の創造力と都市美をつくってい<力を最大限に活

用していく。それを都市計画の銀座ルールと同時にやって

い<。 その中で銀座らしさを創出する銀座フィルターを考

えてい<。 今の銀座にあるのはそんな仕組みですね。

これは、たぼん山田正男の頭の中にはない仕組みです。

つまり、近代都市計画の頭の中にはない議論が銀座を生み

出した。近代都市計画的な地区計画と同時に、そのような

ことを合体させたことが、銀座の今の景観をつくるのにと

ても大事な仕組みです。これは今日の重要な話になるかは

分かりません。むしろ、景観の背景となるこの二つの考え

方を、どのように両立させるか。そういったところに銀座

の問題があるということです。

銀座の景観を生み出す銀座の個性

銀座の景観の特徴と言えることは、聯田やかな間□の連

なり」でしょう。これは、どこにでもある街並みではな<、

日本的でもなく、しかし銀座の個性を表す非常に細やかな

街害」による風景だと考えられます。これがなぜできたかの

を岡本哲志先生が非常に詳細に追つていて本当に素晴らし

いと思います。銀座が素晴らしいのは、銀座のことをしっ

かりと調査して、それを形に残し、次の人が勉強できるも

のがあるということだと思います。

また、銀座がなぜ面白いかというと、細かいだけではな

く、細かいものと大きなものが混在していることだと思い

ます。そのことも歴史的に見れば、江戸時代からの敷地害」

りと、敷地の中での町家の建て方ですね。そのことがずっ

と効いてきて、つながつていることが書いてあります。今

日はそれ以上のことはあまり述べられませんが、街並みを

どのように考えるかということが歴史的にも見えてきます。

今銀座で起きていることは、細やかな間□が合併され大

きくなつていると同時に、一方で GINZA SI× などは、ま

さに暖簾の表現により間□をむしろ復活させ、ここまで害」
つたわけです。間□がどんどん広がっているわけではなく、
一方で本当の間□ではないものの、新しくまた小さいもの

を創造されたりしています。非常に大事な、面白い銀座の

ダイナミックなところです。
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京本電との違いにつllてお話します。銀座通りを少し北に

行くと京橋ですじ銀座とク
｀
リッドはほとんど一緒ですが、

万向が90度違っただけて、こんなに雲観が違つたとしヽう

ことです。つまり銀座の場合は頂点が銀座通りに面してい

たので、それを60間のグ リットで害」ったので今の景観に

なつています。

実は京橋に行<とそれが逆転してしまっているせいで、

銀座通りの延長にある中央通りは、その感じが面白くない

通りになってしヽて、むしろ横の通りに力があったりします。

実は銀座の景観は、もともとの街害」りがどのようにつくら

れたかということに非常に関係していること。そしてその

中で、歴史的にずっと築しヽてきた路地があるとしヽうことだ

と思います。

銀座の通りというと、どうしても銀座通りと晴海通り、

数寄屋橋ぐらいになりがちです。しかし、銀座にはその裏

侵1にたくさんの魅力的な通りがあることは、銀座デザイン

ルールても取り上げ、銀座通りだけではない、景観の多様

さがあることを1旨摘しています。
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そのことも含め銀座の景観は、パッと1回で見られるの

ではなく、歩き回つて体験して浮かび上がる像というもの

が、その景観と分かると思います。西並木通りは1冨員が銀

座通りの半分、 14.5mだ と思います。

ここだと銀座通りと全然違う、まさにヒューマンな街並

みであつたり。あるいはみゆき通りは日本の都市ビルの発

祥地の一つでもあり、戦前から都市の美観運動をやってい

るところです。今でもペイブ (舗装材)とか植栽に非常に

こだわった通りが縦に伸びていたりします。

しかし、路地も歩いてみたらだい6ヾ無くなつたり、様子

が変わってきているところがあり、残念に目うところもあ

ります。その―方で残り続けることが非常に大事です。銀

座通りからも、かつての路地がビルの中に取り込まれてい

たりするところがたくさんありますし、また新たにつくつ

たりしています。

鐘塞縮鐘マツプ
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伊東屋さんも実は、これは自分のお店をショーウインド

ー化したところもあり、建物のコンセプトには書いてあり

ます。「路地としての建物」と。
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そういう意味では路地としヽう DNAが、古いものをただ

残すということではなく、銀座の一次壁面線がそろった街

並みに対 し新 しく違うものとして、90度に入つてくるも

のとしての路地のようなものが、この街並みにとつては大

事なものとして存在していますc

そして、夜の街。夜になると建物は)肖 え、看板とかが光

るのがかつての風景でした。今の銀座は、実は建物が光つ

てきます。GINZA SIXは夜が本当にきれしヽだと思います。

下の店舗の面と上部の水平な庇の話とか、その効果がよ

く分かります。あるいは、しヽま明かりは銀座の活気そのも

のを表してしヽます。山田正男はこれを容積という形で数字

に置き換えましたが、われわれは景観として、見るものと

して、温かい光として、銀座の活動を感じることができる。

夜に行くと銀座が元気なのか、そうではないのかがよく分

かります。



そういう意味では夜景は非常に大事だとつくつく思しヽま

す。また、その中で新しい技術、テクノロジーにも注目す
べきですね。もともと電気は新ししヽテクノロジーで、銀座

が響入してネオンをつくったものです。最近ではプロジェ

クトマッピングとか、色疫なプロジェクターの精度も上が

りました。次展と新しい技術が銀座の街並みに取り入れら

れてくることについて、まさに銀座街づくり会議で議論に

なつています。

人が生み出す風景。世界では風景と景観の話がどう動しヽ

ているかというと、建物ではなく、そこでのアクティビテ

ィに人々の関心は圧倒的に集まってしヽますこそれはll∨able

とか ||∨ab‖忙yと呼ばれているものではなく、暮らしやす

さ、生き生きとしたというときに、実は建物が少し汚い、

そろつてないというよりも、路上でどのような人展の表1電

があるか、生き生きとした表情が生まれているかというこ

とに大きな関|いが持たれています。

そこで銀座はどうか。銀座がしヽちばん凄いと目うのは、

必ず銀座の通りの真ん中に立ち、誇らしげな顔で写真に写

る人方がまだ何人もいらっしゃる。そういう方がいること

に、銀座の街がまだ価値があり、認められているというこ

とだと目います。

その街をどんな表情で人が歩いてしヽるのか、どんな表情

で歩しヽてもらいたいのか。そうしヽうことを考えると街並み

のつくり、特にボトムのつくり方が決まってきます。その

ことも銀座の景観をどのように考えるのかにおいて大事て

す。建物がきれいでも、人が死んだ顔をしていたら意味が

ありません。人をシャキッとさせるものなのか、笑わせる

ものなのか、色展なことがあると思います。人との応答関

係をどのようにやるかということが、また一つ大事なこと

だと思います。

街並みとは何か

最後ですが、芦原先生は『街並みの美学』の最後に「街

並みとは何か」について端的に述べています。「街並みは、

そこに住みついた人々が、その歴史の中でつくりあげてき

たものであり、そのつくられかたは風土と人間とのかかわ

りあいにおいて成立するものである。であるから、この地

球上に現存する街並みは、その人間存在の時間的空間的な
自己了解の仕方と深く関わりあつているものである。」と。

その人間が、自分が、どういう□―ヵリティで、どう存在
しているのか。その自分を考えることと、自分というもの

が街並みを創出するのであると。

銀座は、まさにそういうことをずっと間うてきています。

それは、銀座という街は何なのか、銀座とは何なのかを間
いながら、それを街並みとして表したいということです。

地球上には、歴史のある街並みが色長とありますが、近

代の中でこのような街並みをつ<っ てきた銀座は、色々な

面で岐路に立っており、一方では近代を超えた、次の時代
の街並みを考えるときには、大きな示唆を与えて<れると

思います。

私もこのことについて勉強し続けていきたしヽと目ってい

ます。どうもありがとうございました。(拍手)

(陣内)先 ほど中島先生が見事に問題の核心に触れ、ア
フローチや考えるべき課題を整理してくださり、ベースを
つ<っ ていただしヽたと目います。この協会の倉」立者でいら
つしゃる芦原先生の考え方をベースにしながら、当時の銀
座の特徴を芦原さんがどう考えられたか。実際に銀座l_そ

ういうものを当てはめるとどうなのか。交差点が非常に重

要だとしヽう話も出てきました。GINZA PLACEに は交差

点がありますし、東急プラザ銀座もそうです。そういう課
題を、設計者がどう考えられたかという問題が出てくると

思います。

そしてもう一つ、入隅の広場ですね。ニューヨークのポ

ケットパークという話がありました。芦原さんの場合はソ
ニービルで見事にやられたわけですが、そういうものはな
かなか難ししヽ。つまり、銀座は壁面線がそろっていて、地

価が高しヽところでセットバックするのも難しい。

最近は、少しずつ工夫はあるけれども、本格的にはなか

なかできない。その中で、ある種の現実を踏まえた妥協で

はなしヽでしょうが、代償物として屋上に広場や公園ができ
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ています。これは新宿のデバートあたりにた<さんありま

すし、大きな建築の中間層にもあります。それはある意味

で日本的な現代の解決方法かと用います。―方で、シャネ

ルの社長が銀座の特徴を魅力として言つてくれた、水平に

移動しながら街を歩く地上のオープンスペースのネットワ

ーク。それだけではなかなかできないのではないかという

気もします。

それから、路地の話、間□も非常に重要です。間□をど

う考えるか。大きい建築の場合、夕ヽ観、分節的なデザイン

をどう考えるか。G NZ∧ SIXは見事にそれをなさつたわ

けですが、他の建物ではどう考えられたのか。それから、

路地の中にこそ面白い機能がある。人のアクテイビティ、

メンタリテイと非常に結び付いた日本的な空間の魅力を、

銀座は総体的に持っていたと思いますc

その辺が高層ビルばかりになつてくると、中の居心地が

悪くなつてきて、逆に今度は大きいコンブレックスの中に

路地を、パサージュのようなものかもしれないけれど、そ

れを取つていく。公共性、街路性、都市性のようなものを、

都市の空間の建築の中にどうやつて入れていくかという大

きなテーマがあります。しかし、全部都市性をバック化し

て、それを中に入れてしまったのでは死んでしまう。この

辺が建築を設計していくところでの、非常に重要なテーマ

かと思い讀す。

もう一つ、芦原さんと山田正男さんの論争を知らなかつ

たのですが、非常に面白く伺しヽました。芦原さんの、規制

をするより、むしろ倉」造性を伸ばし、そこから都市美が導

かれるという話。それに対し、どちらかというと規制を有

効に働かせながら都市美をつくつていく山田さん。都市計

画化という話がありました。しかし、芦原さんが街並みの

ことをおつしゃつたときに、私は非常に重要な問題提起を

されたと思しヽます。

それはジェイン。ジェイコブズの『アメリカ大都市の死

と生』で、どんどん高層化していくアメリカの再開発でオ

ープンスベースを取り去りつてコミュニティも崩れるし、

街並みなどはなくなるcしかし、逆にそれが犯罪の温床に

なつたり、問題を弓き起こしている。むしろ、混在しなが

ら連続的にできている界隈性。芦原さんはそれを街並みに

置き換えて、その持つている重要性を初めて日本でアピー

ルされたのが芦原さんだと私は思つています。それを見事

にやつてしヽるのが銀座です。

丸の内はそれをどんどん壊しているわけで、公開空地や

オープンスペースを取り、それはまた別の美学が生まれて

しヽる気がします。日本橋はまた上手にやっていると思いま

すが、岡本哲志さんが明らかにしたように、銀座はいやが

応にも非常に間□の狭い街区。びつくりしましたが、京橋

は街区の間□が狭いというのは面白い指摘ですね。銀座は

長く連続しているところが魅力。しかし、通り抜けができ

なしヽとなるときつい。その辺のアーバンコンテクストと建

築の設計を、どう考えたらいいのか。まさに面白い課題が

たくさん出てきます。基調講演でたいへん素晴らしいお話

をしヽただきました。あとDNAですね。DN∧ を受け継ぎ

ながら、これからどうつくつていくか、銀座のデザイン会

議が倉」造的に話し合いながらやっていくということですね。

さて、銀座からの要望に対し、設計者がどのように答え、

受け止め、解釈し、つくつてこられたか。伺うのが楽しみ

なのですが、それぞれ5分で申し訳なく目います。

それでは、坂本さんからお願いします。

■ GINZA S× 設計者 鹿島建設 坂本弘之氏

(坂 本)G NZ∧
SIXと街づくり協

議会 は本 当に表

裏一体で進んで

きました。私自身

は、昨年 10月 の

aaca講演会でお

話したとおり、2
012年から鹿島

として参画 しまし

た。

これは銀座の地

図です。銀座三越

も同じように道路

を付け替え、区道

の廃道付 け替え

を行つています。

■ポ1‐T
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あづま通りの延伸部と言われているところは奥に百貨店

の駐車場があり、渡り廊下で建物がつながれてしヽる形でし

た。ここは車が往復したり、荷さばきの動線に利用される

形になっていました。特に街づくり会議で言われたのが、

銀座はどちらかというと並木通りなどは、にぎわつている

けれど、以前お堀があった頃は栄えていた東倶」が、お堀が

埋められてからは活気がなしヽという事でした。それで三越
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でも、なるべく人を東倶」に送る

にはどうしたらいいだろうかと

考えました。それが景観につしヽ

ての読み解きです。

道路付け替えをした部分は、

なるべく歩行者が歩きやすしヽ道

|こ しました。当初、ここにカフ

ェを入れてパリにある歩道のよ

うなものを目l旨 しましたが、今

では宝石店に変わつています。

街づくり協議会の了承を得て、そういう変更になっていま

すが、車がいなく/tsり 歩行者専用になれば、この道のよさ

がでてくるかと用います。ハードとしてはそろえてしヽます

が、正直まだソフトが伴つてしヽないところがあると忍しヽま

す。

GINZA S Xの 三原テラスにしても、中央区の要望とし

てバスの乗降所をつくつてしヽますcまた、地元の要望て「水

と緑のポケットパーク」というお題をもらい、それを実現

しています。ただ、実際には敷地の夕ヽということもあるの

で、これを実現するのに駐車場の付帯施設として成り立っ

ています。先ほど指摘がありましたが、今は三原テラスを

降りて三原通リヘは行けません。それは街づくり協議会か

らも言われているテーマで、この辺、そのきつかけはつく

つているのですが、我反だけができるものではありません。

今後、街づくりと一緒になり、さらによくしてい<のが一

つの課題かと日しヽます。

街を生き生きとさせる建築のあり万についてお話します。

それは、チャンスがあればできることですが、敷地の外に

まで建築が関与して提案していくことかと思いますtその

ことが街とのつながりを作つたり、通りに人があらヽれるよ

うな感じを生み出すのに大切かと思います。

屋上の広場は店舗が閉まつてもオープンしていますし、

朝も7時から開いてしヽます。これだけの広しヽ面積が最上階

にあるので人が来るだろうかと心配しましたが、街並みに

広場がないせいか、朝7時に行つても人が結構tlますc銀

座ルールでレストランをつくつたりはできないのですが、

結構賑わつています。 また、施設としては定期的に色々

なイベントを開催してしヽます。地下3階に観世能楽堂があ

るので、屋上で薪能をしたりします。そうしヽうことをやる

と盛況です。歩行者天国と同じように常設ではなしヽのです

が、そういうお祭り的なのも日本の広場としてはあるのか

と目しヽます。

もう一つ、生き生きとさせるという意味では「ひさし」

と「のれん」のシステムがあります。これは谷□先生の者

えですが、一人の建築家が幅110mの フアサードをデ

ザインするのではなく、他人にやらせる形で提案するのも

街に対するファサードを持続させる点では意味があるかと

思います。のれんルールのようなものをつくり、各店舗の

デザイナー達にやらせると、自分で決めてしまつたルール

で縛ってしまうけれども、いい案だとそれを破つても実現

させてあげたいと目ったり、スケールは違いますが街づ<
り協議会の苦労がわかるような気がしました。

(陣内)ありがとうございます。重要なポイントを言つて

いただきました。先ほど時間があり、道路から三原テラス

に上ろうとしたら「だめだめ」と怒られました (笑 )。 あ

れはつながるといいですね。

それから、のれんの話がありました。あれは時代により、

だんだん変えていくことも可能ですか。

(坂本)もちろん、そうです。お店を営業しながらも容易

に変えられるようになつています。

(陣内)それぞれお店に、ダイレクトに銀座通りから入れ

るのがいいですね。もともとのデパートはそうなつていな

いので、間□だけではなく、それが決定的に違いますよね。

(坂本)ただ、あれがのれんとして看板のようになってし

まうと本当はよくない。多少奥行き感というか、中が分か

るといいと思います。それは建築家がデザインしていると、

中の様子を見せたりしますが、インハウスのデザイナーだ

と、モニュメント的な捕らえ方でデザインしてしまう傾向

にあります。

(陣内)重要ですね。独立したお店が並んで雰囲気のある

空間と景観ができる。ありがとうございました。

■ 東急プラザ銀座設計者 日建設計 畑野了氏

(畑野)設計者と

して銀座の街をど

う読み解いたかと

いうところを説明

します。銀座は比

較的新 しい建物

がありますが、と

もか <江 戸時代

から400年 FB5続

いてきた都市です。

それは岡本先生

の本にも詳細に書

かれていて、設計

をしているときに

すごく参考にさせ

ていただきました。

銀座は目に見

えて分かりやすい

古いものがあるというよりは、中島先生の発言にもありま

したように、街区のスケールに街の歴史が表れているので

はないかと思つていました。特に隈研吾さんが歌舞伎座を

語られるときに、フアサードに対し遠景、中景、近景、つ

まり遠くから見たときの視点場と、中景で見たときの視点

場と、近景で見たときの視点場。それは私が設計をすると
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きに、すごく意識していたことです。銀座を大きな通りか

ら路地まで、スケールの横断が簡単にできるところが銀座

の街の魅力になつていると感じています。そのスケールと

いうものをすごく意識しながら、建物の設計をしました。

次に、都市を生き生きとさせるために建築ができること

についてですが、これからの都市景観を考える上で、二つ

大きな視点があると層しヽます。一つ目はパブリックスベー

スです。都市を考える上で建物と道路、パブリックスベー

スというところがすごく重要になつてくると目います3銀

座のような地価がすごく高いところて、公医を発Fた につく

つたりすることは現実的ではありません。そういつたとき

にどうしてい<かっ者:市をより立体的に捉え、建築の中に

パブリックスベースをどうつくつていくのか。そこが今後

の街づくりにとつて、また銀座の街づ<り にとつてもすご

く重要な点になると考えてしヽます。

もう一つは、先ほどの中島先生の講演の最後でアクテイ

ビティについて語られていたと思しヽます。私はまさにそう

目っていて、体験ですね。インターネットでものが何でも

買える時代において、わざわざ

銀座の街に出てきて買い物をす

る理由は何なのか。やはり銀座

の街でしかできない体験をつ<
ること、それが大事ではないか

と考えています。その体験を建

築でいかにつくるのか。それを

今後、銀座の街の中で、一つひ

とつの建物が設計されていくと

きに考えるИ要があると考えて

います。

(陣内)ポイントをおつしゃつてくださり、ありがとうご

ざいます。具体的に建物内にパブリックスペースを探求し

たのは、lElえ ば屋上を含めて?
(畑野)はい。東急プラザ銀座では、本当は1階に数寄屋

橋公園とつながる公園のようなものをつくりたかつたので

すが、さすがにそこは収益性が重視されました。そこで、

6階にキリコラウンジという数寄屋橋交差点から見えるパ

ブリックスペースを設けています。

あと屋上に、キリコテラスとしヽうパブリックスペースを

2カ所設けています。グウランドレベルでは数寄屋橋公園

を建物と一体で整備させていただいていますが、その数寄

屋橋公園を建物のパブリックスベースと見立て、その1階

と6階と屋上。都市の中で立体化するパブリックスペース

のようなものをテーマに設計しました。

(陣 内)地上てj/1ず しもつながつていなくても、視覚的、

,b理的につrd_が っていくということですね。そういう解釈

もありますねcあ りがとうござしヽました。

■ GINZA PLACE設計者 大成建設 山本実氏

(山本)先ほどから話にあがっている芦原先生の『街並み

の美学』ですが、私も学生時代に読んでたいへん感銘を受

けた本です。そして今、このような場にいられることにす

ご<感激しています。このような機会を与えていただき、

たいへんありがとうございます。私自身、この10年間に

銀座でいくつかプロジェクトをさせていただいています。

その経験を通して銀座をどのように読み解いたかについて

お話ししたいと思います。

まず、銀座と言えば、恐らく高級感、洗練された街、上

質な大人の街、そういつたキーワードが目い浮か6ヾのでは

ないかと日います。そして、街についても、端正で落ち着

いたイメージが一般的ではないかと思います。しかし、実

際に銀座を訪れてみると、建物が統一されているというよ

りは、むしろ個性的なものが多いことに気づきます。

例えば、この写真です。GINZ∧ PLACEがあります。

街並みは、現状はこのようになつており、一つひとつがか

なり個性的で、統一されている印象ではないと思います。

それから、銀座の魅力として先ほど来挙がつていますが、

∫
■

畑
野
了
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大通りとは趣の違った界隈性の高い路地なども中心部に多

く存在しています。決して高級なものばかりがあるわけで

はないことが、銀座の一つの魅力かと思います。

しかし、なぜ統一感のある印象を受けるのか。考えてみ

ると、銀座は地価が非常に高いこともあり、敷地いっぱい

に建物を建てることで外壁ラインがそろつています。あと

は地上のアクティビティですね。店舗の賑わいが連続して

つながつていることで、街並みの一体感をつくっているの

ではないかと思います。

もう一つ、銀座の街区構成がしっかりしていることも重

要な要素だと思います。江戸B寺代の街害」りが、そのまま受

け継がれていることがその特徴で、60間、約120mの
碁盤目状の街区が形成されています。

|          |                            ‐■   |■ |・

大通りは60間ぐらいのしっかりした街区。先ほど来、

中島先生からも説明がありましたが、そうしヽった構成がし

つかりしていることが、その内部にサブ的な通りや路地裏

空間が同居しても、全体としてまとまってしヽるE日 象になる

のだと目います。これが地上の銀座の平面的に広がる賑わ

いにつながっています。

今回、銀座の中心に建つ建物として平面的には大きくな

しヽこともあり、この地上の賑わい、アクティビティを垂Ξ

に弓|き上る試みをしました。その中で多様なシーンが混在

していることも銀座の魅力の表現と考えていますc

街を生き生きとさせる建築につしヽて私の考えをお話しま

す。先ほどからパブリックスペースというキーワートも出

ていますが、その答は街との関係をしっかりと構築するこ

とにあると思います。ただ単に周囲に同調することではな

く、銀座の多様な通りにその特性に合った足元の賑わしヽを

考慮しながら、単体としても個

性的で魅力のある建築を生み出

してい<ことが、街に活力を与

えるのではないかと考えていま

す。

これはGINZA PL∧CEの足元

ですが、いちばんこだわったと

ころは入□と軒空間です。入□

の部分を交差点に向けてつ<ろ
うと、クライアントと話し合い

ました。最初は、やはリテナントをたくさん入れたい、最

大限の貸し床面積を取りたいとしヽうことで反文」意見もあり

ました。多くの案をつくって議論を重ねた結果、最終的に

は何とか納得していただき、入□をこの真ん中にもってき

ました。

先ほど、中島先生より交差点に対する正面性という話も

ありましたが、そうすることにより、街としっかりと向き

合うこと。それから、交差点で人が帯留しますが、その空

間との連続性をつくることを者えました。この中に入ると、

垂直の動線であるエスカレーターに直結してつながる。そ

ういつたところにこだわりました。このように、街との関

係を構築することに、できる範囲で工夫してしヽくことも大

事てはないかと思いますc

(陣内)中島先生が先ほど言われた、まさに交差点に建っ

ているcしかも銀座4丁目の角は、銀座煉瓦街のときにも

うすでに隅切りをしていましたね。朝野新間、そして服部

時計店、今の和光ですね。そこに三愛、三越と、隅t/」 りを

した交差点は非常に重要ですね。ここをどうデザインする

か、今までの建築家はみんな向き合ってきたのではないか

と思います。これに対し、一つの解決を与えられたと思しヽ

ます。ありがとうございました。

(陣内)それでは、今までの目いを込めて設計をなさった。

それに対し、銀座デザイン協議会の竹沢さん、色展な注文

を出されたり、銀座への熱しヽ日しヽを語ってくださったと思

います。その話を中心に、よろしくお願いします。

■ 銀座デザイン協議会からの要望とその実現について

(竹沢)こんにちは。全銀座会、銀座街づくり会議の竹沢

です。今銀座を代表する3つの建築について、設計者の方
からご発表をいただき、本当にありがとうございます。銀

座て行われる開発の皆さまには、まだ建替計画がはっきり

定まらなしヽくらいの、東急さんの場合は土地を取得したぐ

らいのときから期かく話し合いをさせていただき、本当に

感ヨしてしヽます=と 申しますのは、先ほどから話が出てt7h

ますか、銀座には高さや容積率を定める地区計画とは別に、

銀座テサイン協議会としヽうものがあります。
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左から右に流れる流れは中央

区の手続きの流れですが、敷地

面積 100平米以上の建築物、

そして確認申請を伴う工作物に

関しては、その途中に地i或のデ

ザイン協議会を設け、そことき

ちんと協議をしなければ中央区

も合意しません、という決まり

があります。

実はこの決まりはCINZA S X

さんという名前が付く6丁目の開発が当初、超高層を建て

たいとしヽう話があつた頃の2006年 に生まれたものです。

様展な規模の開発に対応 していますが、特に大規模開発の

場合はこの協議にとどまらない、様々な話 し合いを継続的

に行つてしヽる状況です。

今対応してしヽる協議件数を紹介 したいのですが、200
6年から始まり総計、累計で2000件 を超えました。年

間300件 ぐらしヽの協議をしています.その内容は先ほど

紹介 した新築、確認申請を伴う工作物の範囲を超え、ちょ

っとした袖看板、広告の張り替えなとも、ほとんとす議を

させてしヽただいてしヽる状況ですcこれをタイフ電」て見ると、

広告デザインが今半分ぐらいとなつてしヽます。

銀座には全銀座会という、銀座の町会、通り会、それか

ら様皮な業界団体が集まつた会があります。その下部組織

として銀座街づくり会議、銀座デザイン協議会が運営され

ています。これは中央区の要綱に基づき、区長から指名を

受けて運営されているものです。銀座デザイン協議会で何

か協議をすると、先ほどからお話があるように、者Б市はつ

くるものではなく、できるものだという話だとか、倉」造性

についての議論になり讀す。

私たちは何か規制やルールを、カチッとした決め方をす

るのではなく、「銀座らしいかどうかを事業者の方と徹底

的に話し合いをしましょう。クリエイターの皆さんはフロ

の方反なので、その方の考えるクリエイテイブな銀座らし

さのデザインを提案しヽただき、それについて話し合いまし

ょう」としヽう姿勢で協議をさせていただいています。様展

な案件を協議するのですが、特に大きな開発や、銀座にと

つて非常に重要な開発の場合、私たちがどうしてそのよう

な要望を行つたのかを、きちんと書面に残 して要望書とい

う形で出させてしヽただしヽています。事業者の担当者さま、

行政の区の担当者さまが替わつても、私どもがどうしヽう意

図でこういうことを申し上げたのかということが、きちん

と残るようにしておきたしヽからです。

また、様々な法的な規制、色々な事業的なIEM実から、「努

力したけれども、どうしてもできなしヽ」ということもある

わけです。そういうことに対 し、「本当は、銀座はこうし

たかつたのだ」ということが後世にも伝わるようにとしヽう

ことで、その要望書を書かせていただいています。今日い

らしてくださつている設計者さまとも、色々と話をさせて

いただき、皆さん、本当に真摯に私たちの要望を受け止め、

美しい建物をつ<つ ていただき、感謝しています。そこで

今日は、私たちがどのように要望してきたかを紹介したい

と思います。

まず、GINZA SIXさ んにどういう要望をしたかという

ことです。

駅 埋 こ い つ 毎 の 理 制 ■ク

'メ

墨駐

・録座の都市デザインの基本的な考え方と計画との基本的な機遮。鍛懸麟
え方を理解したうえで、計画をすすめていただきたい。

・江戸以来の歴史的4苺区構成。大中小の通りの連携|こ よる面的な衛の広がり、歩

くのにちょうとよいサイズ。問日の狭い多様な専群1店が連続して達なる。
・建築物と街路とが一体となって館し出す、変化にとんだ 人のための回遊雲間
の存在こそか「銀フラ」の源泉である。歩行者:こ 歩きやすく快癒な環境づくり。

■サ 11′ ■|11● ■■|■ 1::

正式な都,わ甫1画提案書においても、銀座デザインルール中の I通 り空間に

'手

す

る考え方に特殿の配溝を払うJと入れる。

i■■t,11,「 ■1

・あつま通り延伸の適路は、地区施設として都市計画決定し、中央区が関与した

形で,将来|こ わたる10保措置を実現してほしい。

「

■11 ■●11●

臣人で無表情な璧面の露出は避け、空間の分節化を図るデザイン、なおかつ銀

座にふさわ しいク リエイテ イフでオ リシナ リティの高いデザイン .

娘座通 り側では沿道部分への開放性を確保 :

・みゆき通 り、交詢社通 り、三原通 りも同様。各通 りの個性を生かし、にぎわい

の連 続性を生むような作 つ力をお願tlし たい _

てきるだけ短いビッチて商業施設 と出入 りできるI夫を.狭い犠競の itllり lc対

して少 しても圧迫感を感 じさせず開放感を持た l・ る■夫として、シヨーウイン

トウを設ける、薄い店誦を張 り付ける等の工夫を求める。

店名ロコ 業態葉内を含め、美 しき店舗の連続。今後の銀座の模範 .テナン ト

デザイン●」テサイン協議 .

・従来の通 り機能を維承 したうえで 荷lrlき駐車や渋滞等の解消 (こ 努めてlaし い .

・明るさ、快通性 防犯への意念。安心安全への洒己蔵。歩行者が夜 でtj安心 して

歩ける環境つ くりを。

・八シヨ車を含む緊急車両や観光八スか十分に通れる高さ、渋滞 t′ても繁急車両

が通過できる道路幅を求め る.

・パサ ージ ュの設置をお願い したい。路地の大切さを理解 してほしい。

驚繭の通り難け

,地上からなるべく自然なかたちで、わかりやすく三原通り1〔抜けられる工実。

鐵発バスステーション整備

・観光バスの難奪場間麗 :こ ついて、中央区とともに検討する。将来の交通沐 テ

ムのど種とれての強鷲づけを,

,みゆきからの大型撃両誘導は控える。観光客が溜まるのでなく、そこから饉隆
の衛に出ていく工典をお願しヽしたい。

・パスターミナブジこ特化せず、水と緑の豊かな空間と1/て難備、体んだり懇える

気持ちのいしヽ空間。

地下饉

,あづ簑最りへの配濾.簸わいを減少させず聴瀬させるような工員を。   ・

饉翻筒地―ジじ

竹
沢
え
り
子

8

1信量借難暑脅[:懲會:嘗彗i会ントヘの協力をお願いしたい。銀座全体の文
|

この要望書は中央区区長、東京都知事、再開発準備組合

理事長、中央区都市整備部長、谷□吉生先生の事務所、施

工者である鹿島建設さま等にこれを出させていただいた、

そのまとめです。

一つは銀座という街の固有性を理解してください、とい

うことをお願いし讀した。銀座の都市デザインの基本的な

考え方と、最初に提案いただいた計画が、基本的に相違が

あるのではないか。最初に超高層の提案をいただいたわけ
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ですが、高さを伸ばし、周りに公開空地をつ<るという都

市デザインのあり方は、銀座としてはあまり望んでいない。

銀座は先ほどから出ている界隈性、路地の楽しみなどを大

事にしているところです。また、粒が並び、賑わいが連続

しているような街並みを大事にしているので、そこをしっ

かり理解をした上で開発をしてください、とお願いしまし

た。

江戸以来の歴史的な街区構成、歩くのにちょうどいいヒ

ューマンスケール、それから大中小の通りの連携による街

の広がり、そういうことをちゃんと調べてください、とい

うこと。また、銀ブラの楽しみですね。銀ブラの源泉にな

つているような、歩きやすい環境づくりに配慮をお願いし

ます、ということを言しヽました。

二つ目としては、デザイン協議会と徹底的に協議をして

いただきたい。正式な都市計画提案書というものが出され

るわけですが、その中にも私どもがつくっている「銀座デ

ザインルールに配慮をする」と入れてください、とまでお

願しヽしました。また、先ほど坂本さんから話があったよう

に、道路の付け替えをしています。道路の付け替えも、先

ほど江戸時代の地図も紹介がありましたが、あの頃からき

ちんと銀座は碁盤の目で出来上がっていますcその街区の

構成が銀座らしさの源泉でもあると考えています。そこで、

その付け替えをするとしても、la」 えばそこは私道だから、

将来はつ6や して売り場にしようという発想にならないよう

に、都市計画決定をしていただきたいということをお願い

しました。

また、一街区を丸皮埋める開発なので、ファサードの夕ヽ

観はそこがのつべりと一面にならなしヽように空間を分節化

していただきたしヽ。大きな壁面が路面にそのまま出てくる

のではなく、小さしヽ間□が連続してつながるような。それ

でいて、かつ銀座にふさわしいクリエイティブで、ォリジ

ナリティの高いデザインにしていただきたしヽとお願しヽしま

した。

また、やはり大きな建物は街に対し閉じてしましヽがらで

す。防災上からも入□をすご<少なくするので、そうでは

なく銀座通り倶」、沿道に開くお店をつくってほしいとお願

いしました。それを銀座通りだけではなく、周り三方を日

つてしヽる区道に文」しても賑わいの連続性が裏倶」にならない

ようにとお願いしました。実際にはそちら側はどうしても

エレベーターの裏倶」になったりするので、壁面が連続する

のですが、そうではな<シ ∃―ウインドーを付けるなどし

て、賑わいが連続するようにしていただきたいとお願いし

ました。

つまり、長く歩かないと入□に至」達しないのではなく、

短いビッチで中に入れるつくり方としてしヽただきたい。も

しできないのだつたら、ショーウインドゥをつくってほし

い。そんなことをお願いしました。また、ロゴ、業態案内

など細かい看板もあるのですが、そういうものもちゃんと

話し合しヽましょう、ということです。

それと南北の通り抜け。これは銀座通りと平行するあづ

ま通りの延伸です。GINZA SIXに 行かれた方は分かると

思いますが、間を貫通しているトンネル状の道路がありま

す。そこも夜中でも女性が安心して歩けるような、安心・

安全な空間にしていただきたいということ。そこが渋滞な
どの交通問題を弓|き起こさないこともお願いをしました。
一方、二街区を合体するので、銀座の中に昔からあった

ような路地の通り抜けのようなものがどんどんなくなって

いる中で、二街区をわざわざ回っていくということではな

く、中を通り抜けられて、なるべく自然な形で反対倶」の通

り、銀座通りの裏側の通りに抜けられるようなつくりをし

ていただきたいとお願いしました。これは坂本さんに最後
の最後の上壇場まで苦労をおかけして、あの中を朝7時か

ら通り抜けができるようなつくりにしてしヽただしヽています。

また、観光バスステーシ∃ンができました。先ほど陣内

先生からお話がありましたが、なかなか上に上れ/rdぃ とぃ

う非常に困った事態が起きてしヽて、それはまた別の問題で

色々苦労していますcその2階に、三原テラスという公共

空間ができてしヽます。そういうところのつくり方を、水と

緑の豊かな空間にしていただきたしヽということもお願いを

してきました。また、あづま通りの地下道をつくることに

対して、地上の通りの賑わしヽを失わせないこと。それから、

多目的ホールは観世能楽堂として実現しますが、そちらに
ついても色展意見を言わせていただいていました。

次に、東急プラザ銀座への要望です。

1 藝餞邁露通つとの関係

・回遊性を量視し、億繭llaを開放的に。
・線座のヒューマンスケールを大事に。
,7～ 8丁目に向かう人の流れをつくる。
,テナントにかかわらず、施設の一貫したコンセプトがストリートレベルのフア
サードのテゴインでも表現できるよう求める。・
37じ藤戴豚轟≦Z涯貫F蕩努じでまだなで警警議艦講警響:テ

ナントにもデ

2 豊罠藩」9麗1ブくり

,数寄屋橋交羞点への顔づくりが量要。
・できるだけ人にやさしい、親しみの持てるビルに,

・歴史に残る、銀座の新ししヽ魅力と価値を生み出すビルに。

3 小学校とのFEl係

・

[汚軍雰懲露警基9習馨「
大切に。日照や通挙路の安全確保について、小学校

4 局辺環境への貢献

:纂璧3濯就踵罐Rム機鴛賦 鸞籍驚爾
してはい。

5 地下の活用

・地下の複雑な動線をすつきりし、地下鉄との流れをスムースにする。晴海通り
1こよつて分断されてもヽる 1‐ 4丁目への流れができれば竪まししヽ.

6 銀座に必要な施設の希望

・駐輸場の設置。
・ひとやすみできる場所、カフェ、文化施設、銀座から文化発催できるようなイ

ベントができる公共空間づくりがビルとしての価値を上げるために非常に重要。

ア 銀簿ブラントの確立への欝献

`商業の質、グレードが銀塵にふさわしいかどうか。
・銀座の価値を確立させるために震献螺 という意識を持つていただおたい。
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一つは西銀座通り (夕 堀ヽ通り)は、新橋寄りに向け人通

りが少なくなつているところがありました。そこで、そち

らに向かう流れをつ<つ てほしい、ということをお願いし

ました。それから、G NZA SIXさ んと同様に、外に向か

つて開いた店舗をつくつていただきたいとしヽうことをお願

しヽしました。東急プラザ銀座さんは全部、店舗が西銀座通

りに向かつて開いていると悪います。中からはもちろん入

れるのと、両んに開けているということです。

2番目として銀座の顔づくりです。数寄屋橋の交差点と

いう非常に重要なところですし、今は東京ミッドタウン日

比谷ができましたが、あちらからの人の流れがこれからも

っと増えるだろうということが予沢lされました。そこで、

ここが銀座の入り□なのだということで、ちゃんと顔づく

りをしてほしいとお願いしましたcなるべく人にやさししヽ、

親しみのもてるビルにしてほししヽということもお願しヽしま

したし、歴史に残る銀座の新しい魅力と|=値 を生み出すビ

ルにしていただきたいということもお願しヽをしました
=

ご存じの方もいらつしゃると日しヽますが、銀座には区立

の小学校、泰明小学校があります=夷急プラサ銀座は泰明

小学校のすぐ隣にあり、そこは遍学路になります。日照の

問題もあるので、そこはよくよく話し合つてほしいという

こともお願しヽしました3これは雑談ですが、建築中に泰明

小学校で全銀座会が主催する子どもたちのイベントがあり

ました。その日lc「 これは工事の音がうるさい」というこ

とに東急の担当者の方が気がついて工事現場に走り、その

日は工事を止めてしヽただくこともありました。

周辺環境への貢献ということで、泰明小学校の隣に公園

があります。東急プラザ銀座さんと一緒に東急さんが公園

の再整備をやつてくださしヽました。それまで数寄屋橋公園

は少し暗くて、夜は何となく近づきにくい感じの公園でし

た。しかし、今は非常に明るく、緑も豊かで、だからとい

つて夜も緑に埋もれすぎない、非常に明るしヽされいな公園

|こ していただきました。今、とても賑わいが増えてしヽるか

と思っています。ありがとうございました。

それから、地下の活用もお願いしましたcまた、銀座に

必要な施設の要望ということで、駐輪場の設置、一体みで

きる場所、カフェ、文化施設、それから銀座から文化発l_

できるような、イベントができるような公共空間つくりが

ビルとしての価値を上げる。ということでお願いして、キ

リコテラスや6階のラウンジなどをつくっていただきまし

た。

また、これは東急さんのことだけではなく、今地区計画

全体の問題ですが、商業が用途としてi曽え過ぎてしヽるとこ

ろがあります。一方で、事務所機能も必要ではなしヽか、ま

た他の用途も必要ではないかということで、そういうこと

にもぜひご配慮いただきたいとお願いしました。

次に、GINZA PL∧CEへの要望です。

上 警徴性の高さlc対する配艤

・4丁目交離点とtlう場所性から、繊錮かつ高品質1こ作られている印象が轟要.

デザインを生かすためltも完成度の高しヽ建築上の王夫を.

2 側爾のデザイレヘの臨薫

・周遊の建物が低いため、周囲から建物の側爾が見えてしまうが、銀藤にとつて
はどの画も議饗。いかにも「襄Jlj」 というつくりではなく、all画 1[も フアサー
ドのデザインがつながつているような、ひとつの建物として慧匠_なの工夫をお
願しヽしたい。

3 サイン誇1輌

・鶴蟻部、上層部のテナントサインは、すべてのテナントをわかりやすく、ビル
と一体的1薔デザインしていただ裁 ||.建物彎体が企業を象徴する毬ルなので、
ビルサインはシンプルな表現を。それ:こよつて、広く長く愛されるビルになる。

4 照鏑計L41

,照明計画1こついては饉富ご相談いただき、試験点灯等の機会には、立ち会わせ
てしヽただきたい。

・光によつて季節感を出すことは街の賑わいにつながるので良しヽ試みだが,光の
強さ、色味(こよつて1ま周辺への影響も懸念されるので覇薔 |〔確認させてはじしヽ。

5 デジタルサイネージ

・デジタルサイネージの設置については、カラス窓を通して見えるよう:こ するな
ど、通り1こ対して直接的ではなし壊 現方法を考えていただきたい。繊細な17ァ

サードデザインを尊重することが、建物の品格を維議すること|[つながる。
・デジタルサイネージ1ま技術が発展途上。象徴的な場所なので、技術が進歩して

も対応できる設備、設置方法を検討していただきたい。

6 テナント

・テナント1こついては、客層、性格がどのようなものか、早め1こ教えていただき
たい。

7 外簑

・窓のサッシおよび外襄の下地を隠す自隠し板の設置。さらに、爾地位置、外畿
画のも、テクスチャーなどを,モックアップや続型などで早めに確難させてしヽ
ただきたしヽ。

3 広議

,難醸広告、カラス内側からの広告は接えてしヽただきたい。

ご承知のとおり4丁目の交差点という、銀座にとってしヽ

ちばん大事なところの建て替えということで、その象徴性

の高しヽ場所に対する配慮を、非常に強くお願いをしました。

また、先ほどの GINZ∧ PL∧CEさんの写真で分かるよ

うに、正面から見ると白く美しいきれしヽな網目のものです

が、実は突出して周りから高いので倶」面や裏面が見えてし

まいます。そこもされしヽにつくってほしいということを強

くお願いをしました。

また、サイン計画ですが、以前はこちらのビルは本当に

大きな広告が出てtlま した。そしてなおかつ、色々なサイ

ンが出てしヽたのですが、今回はそうしヽうサインを出さない

ということてした。その出し方について、また広告を出さ

ない、サインを一つにするとしヽうことで した。ttE日 と

S∧PPOROと 付いてしヽるのですが、その位置につしヽても

協議をさせていただきました。

照明計画ですが、夜は本当に美しい照明です。また、季

節ごとに、照明の演出をしていただいてしヽます。今でもVll

どもはそれが変わるたびに、現地での決定に立ち合わせて

しヽただいています。もともとの計画のときにも、何度も街

の人たちみんなで夜8時集合としヽうことで見させてしヽただ

きましたし、今もそういうことをさせていただいています。

また、デジタルサイネージを付けるという計画もあり、そ
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の付け方についても色々な議論をさせていただきました。

テすントについての議論、それから外層の網目の向こう

から内側のサッシが見えてしまうのではないか。そういう

ことについてのやり方も、議論をさせていただきました。

壁面広告、ガラスの内側からの広告もやめて<ださい、と

いうことでお願いしました。

このように、個別にうるさいことを申し上げて申し訳な

かつたのですが、それでは、銀座は大規模開発について、

どのように考えているかということを簡単にまとめさせて

いただきます。銀座は本当に間□の小さい、粒の小さいビ

ルが並んでいることが―つの特徴です。色夜な条件から、
どうしても共同化の方向に向かわざるを得ない部分があり

ます。ある程度の共同化は仕方がないと思っているのです
が、原則としては街区の共同化、建物の大規模化、超高層

化は望んでいないという姿勢だと思います。

しかしながら、それを絶対にだめ、反対ということでは

ありません。なぜなら小さいビルでは絶対にできないこと

があります。大規模開発だからこそできることがあります。

それは先ほどから話に出ている、豊かな公共空間の創出で

す。銀座には広場もありませんし、声原先生が言ってくだ

さつたような小さな広場もありません。こういう中でどう

か豊かな公共空間をつくっていただきたいと、お願いした

いと思います。また、地域防災ということで、帰宅困難者
への対応や備蓄品などのご協力もいただいています。

大規模開発への要望として申し上げたことをまとめてい

くと、賑わいが連続している、粒が際立って並んでいると

いう銀座の特徴を尊重してほしいということかと思います。

建物として閉じず、路面に対し分節化され、開かれた面を
つくることが大事です。これは GINZA SIXさんでものれ

んとひさしということでやっていただいたのですが、一体

化したデザインと同時に、やはり店舗ごとに個性あるフア

サードをお願いしています。

先ほど陣内先生からご紹介いただいたような地区計画を

1990年 代の終わりにつくり、そして高さ、容積率、壁

面後退を決めてきました。実は、今、その見直しの議論を

中央区としているところです。銀座は建物、ハー ドの部分
につしヽては、しっかりとした決まりをつくりました。それ

から、デザイン協議という、デザィンに対 し銀座らしさを

皆さんにどうご理解いただくか、者えてぃただくかとしヽう

仕組みもできています。

しか しながら、時代が前の地区計画の時期から変わり、

人□減少、少子高齢化もあります。また、観光客が非常に

1曽 えてきて、ホテルが1曽加 しています。消費の構造も変わ

つてきていると捉えています。そうしヽう中で、商業床だけ

を1曽やす街づくりから、住宅を取り入れて夜間人□を加味

した用途のパランスを考えた街づくリヘと、少し舵を切り
たしヽと考えている次第です。

また、建物l_つ しヽてのルールはできましたので、大げさ
かもしれませんが、次は銀座における行動指針のようなも
のについて考えてしヽます。商売の仕方や振る舞い方、銀座

に来ればどんなアクティビティがあつて、どんな楽 しみん

があるのか、そういうことを、もう少し積極的に打ち出し

ていけるようなものが必要なのかと考えているところです。

銀座は伝統と革新と言われますが、ずっと変化を続けて

しヽる街です。関東大震災、戦災では全部焼け、そこで、半

分ぐらしヽの住民が入れ替わっている街です。ですから、決

して何かを守つてきた街ではありません。関東大震災の前
に福原信三さんとしヽう、資生堂の社長がつくった本の中で、

その時点ですでに、「ああ、もう僕の矢□っている銀座はな

くなつてしまった。こんなに変化が激 ししヽ」と書いてあり
ますこ

それなのに震災の後、「やはり銀座は銀座らしいわね」、
そ して戦争の後も「やはり銀座っていしヽわね」としヽろん/~6

方が言つている。そこが銀座の凄いところだと思いますc

これからも変化はどんどんすると思いますが、それでも「銀

座らしい」と言ってもらえるためにはどうしたらいいのか。
それを私たちはいつも者えています。

(陣内)ど うもありがとうございました。銀座の皆さんが

それぞれの建築、大型の建築に、本当に色尺なことをおっ

しゃった。しかし、設計する側からしても、それを受け止

め、それを反映できれば質がものすご<上がるし、街に貢

献できるということで充実感があったと思います。

ただ、できなかったこともたくさんあっただろうと思しヽ

ます。例えば GINZA SIXの表通りは非常に見事です。し

かし裏、横、裏手、は狙ったものができているのかどうか。

(坂本)実はのれんは全周にあり、GINZ∧ SIXと しては

駐車場出入□を建物の真ん中に入れたので夕ヽ周が全部ファ

サー ドになりました。どちらかというと銀座通りにのれん

が目立つのです力ヽ 他の面ものれんは一応存在 しています。
ハレの場の非日常ののれんではなく、どちらかというと

建築本体が表現する日常ののれんとして、それがルーバー

であつたり、偏光のフィルムであったり、そういうものに
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配慮をして、表通りほどのにぎやかさはなしヽのですが、裏

には見せないフアサードをつくつています。

(陣内)ありがとうございます。たくさんお間きしたいこ

とがありますが、時間がなくなつてきました。今銀座の色々

な状況が変イじしていて、機能、建物のありん、用途もバラ

ンスよくとか、色々話がありました。ライフスタイルも含

めて日本の状況は本当に変イヒしています。その中でどうし

たらいいのか。三浦さん、お願いします。

■ 銀座の今後

～)肖 費社会の終わりと真のパブリックの模索～

(三浦)三浦です。今日私はア

ウ トサイダーであります。中国

では有名ですが、皆さんの中で

はあまり有名ではないと思いま

ので最初に自己紹介をします。

ご紹介いただいたように、パ

ルコの渋谷が全盛期に若い頃を

過ごしました。1987年 に『「東

京」の侵略―首都改造計画は何

を生むのか』という本を書いて

以来、ずつと東京の郊外の研究をしてきました。「東京の

侵略」を出すために陣内先生と知り合いになつて以来、様々

なお付き合いをさせていただいています。そ して、今日も

銀座という人生史上、初のテーマについて語ることになる

次第です。

郊外研究の流れで、□― ドサイ ドの大型シ∃ッピングモ

ールの増加と中lb市街地の衰退についても問題視 して、2
000年 来にそのような本を書いてきました。『ファス ト

風土化する日本 郊外化とその病理』では、今日もいらっ

しゃっている蓑原先生の本をヨ1用 し、もっとこういうこと

を言う都市計画派ハ 曽えてほしいと書いた覚えがあります。

ファス ト風土でもない街をもつと調べようということで、

高円寺を研究したり、陣内さんと中央線の古層を探つたり、

横丁だ、下 B3」だということも訪ね歩いたりしました。

本来は消費を考えるのが仕事ですが、中国で今売れてい

るのは7年前の『第四の消費 つながりを生み出す社会へ』

です。その前の年にシェアについて提言をしました。実は

2002年 からシェアについては考えていました。そのと

きに隈研吾さんと座談会をし、それを連続ということで、

産経新間で隈さんとの対談もしています。消費とか、都市

とか、たまに建築とかにもチャチャを入れている人間です。

最近皆さんは銀ブラをしたことがありますか。「銀ブラ

をしたぞ」という方は手を挙げてください。けつこういま

すね。lFmつ ているなあ (笑 )。 銀座というテーマですから、

いらっしゃると思いますが、もし新宿でやると、いないと

思います。吉祥寺でやつてもいないで しょう。これだけ人

数がいても、全くいないことはないですが、パラパラだと

思います。

私は地ん出身者ですし、大学は三多摩の奥で したから、

銀座なんてところはほとんど縁がなかつたです。パルコは

日本の中心は渋谷だと目つていましたし、その頃は先生が

おっしゃったように銀座は少し衰退気味で したので、銀座

は私の人生において重要な地位を占めたことはありません。

私の場合、やはり銀座と言えば目い浮からヽのは銀ブラで

す。銀ブラという言葉がどうしてできたかについては諸説

あるようですが、私の知る限り平岡権八郎という新橋の有

名料理店花月楼の経営者からできた言葉です。義理のお父

さんが都踊りをつくつた平岡廣高という人で、京急沿線に

花月園をつくつた人。その奥さんがたしヽへん美人なのです

が、今で言う読者モデルで、凄い人気だつたらしいです。

その養子が権八郎で洋画家で したc先生は黒田清輝で、岸

田劉生とも付き合いがありましたcまた小山内薫、山田耕

律、市川猿之助とも付き合いがあつて、永丼荷風とは清元

仲間で、新橋演舞場の取締役c帝国劇場の舞台装置も手が

けた。それで仲間同士が集まる場所としてカフェフランタ

ンを開業 した。いつも彼は仲間と61ら ぶらしていたので「銀

ブラJという言葉が生まれたそうです。

ということで、何が言しヽたしヽかというと、これを読むと

銀ブラは高級品を買つて歩いてしヽたのではなく、カフェ、

料亭や芸者さんとかの世界を6や ら6や らしていた。今で言う

コ ト消費をしていたということですね。

これは今 (こん)禾[次郎がつ<つ た地図にサインペンで

赤丸をつけましたが、カフェとハーと喫茶店です。凄しヽ数

です。現在よりすつと多しヽのではないてしょうか。しヽかに

6ヾ らCIら してしゃべつて、「そいつは面白しヽな。今度そう

いう仕事をしようじゃないか」とか、「今度あそこにあん

な店をつくろうじゃないか」としヽう話をしていたのではな

しヽかと思わせるこ永丼荷風も小山内薫も、こういうところ

を歩しヽてしヽたことが感じられる素晴らしい地図だと目い讀

す。ということを最終的な落としどころにしたいと目いま

す。

『第四の消費』は中国、他にも何冊か訳されています。

今度アリババに呼ばれました。中国は最近、新間をにぎわ

せているように、経済が少し落ちています。みんなブラン

ド品を買いました。次は何ですかと、次が気になつてしヽま

”
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す。みんなインターネットで買い物をするので小売店は売

れません。だから、小売店はこれからどうするのかという

問題意識があるので、次の消費は何なのかということで相

談に来るわけです。しかし、アリババが私の話を聞しヽたら

第四の消費的に、もう3年後には日本中の消費をアリババ

が支配してしヽるかもしれません。そうしヽう大きな革命があ

るかもしれないということです。

そもそも第四とはいったい何か。第―の消費は、まさに

資生堂さんに象徴されるような、銀座が発達した時代ですこ

丸ビルに勤めるお父さん、田園調布に住む家族、そして遊

園地に家族で遊びに行く、百貨店で買しヽ物をする3こ う171

うライフスタイルができたわけです。ちなみに、丸ビルが

できたのも、資生堂チェーンストアができたのも、田園調

布ができたのも1923年 と同じ年です。

第二の)肖 費社会は、それが一気に大衆社会化して、ll lわ

ゆる高度成長で一億総中流になった時代です。業界て言え

ばスーパーマーケットなどが郊外でどんどん発展していき、

そのため渋谷、新宿、池袋といった西倶」ターミナルが発達

した時代に対応しているかと用います。

第三の消費社会はブランド)肖 費とか、要するに量を売る

時代が終わり、質の時代になっていきます。そうすると、

1個当たりが高しヽものを売らなければいけなくなるので、

ブランドやデザインなど付加価値を高める消費が大事にな

つた時代となります。こういう時代の象徴が渋谷だったろ

うと思います。

しかし、それも日本人は飽きてきて、第四の消費に入つ

たのが2000年 代に入ってからだろうと思います。モノ

の豊かさよりも人間的なつながりが大事とか、買わなくて

もシェアやレンタルでいいじゃなしヽかとか、高齢社会にな

つてしヽくからケアが大事だとか、高級品を買うよりもシン

プル、すチュラルがいいとか、欧米志向があまりなく日本

志向のほうがいいとか、都会志向よりも地方力涵 白いとか、

そんなB寺代になってきます。新ししヽものがどんどんできる

街もいいけれども、古いものが残っている街のほうが魅力

だと、そんな人たちが団塊ジュニア以降の若い世代で増え

てきていると思います。

2～ 3週間前の土曜

日に古本屋に行き神保

町の裏通りにあるおな

じみの喫茶店「さぼう

る」に行こうと思った

ら大行列で入れません。

若い女性が行列をして

います。先月は何とか

入れたのですが、満員

です。今昭和喫茶ブー

ムなので、新宿の「ら

んぶる」などは、7年
前は僕しかいなかった

のですが (笑 )、 今満員で入れません。そういう時代にな
つています。

これは私の住んでしヽる西荻窪で、最近古い喫茶店のおじ

しヽちゃんはもう仕事を辞めました。音だったら建て替えて

白いビルができるのですが、今は古い喫茶店が大好きな人
が多しヽので事業継承する会社ができています。本」田商會と

しヽう会社です。このまま経営だけ変わり、同じ喫茶店が始

まりました。そういう時代です。

上海も万博までノヾンバン建てましたが、今行くとシ∃ッ

ピングモールに人はあまりしヽません。昨年、上海に講演し

に行きました。ここは横丁が人気です。観光客も夕ヽ国人も

若しヽ人も、横丁にはたくさんいました。東京で言うと、月

島のような地i或が変貌した例です。

第五の)肖 費社会は何かと、中国人に必ず間かれます。今
日初めて少し書きましたが、第四の消費社会がさらに完成

すると用います。「小売業は消滅します」と柳丼さんが言
つています (笑 )。 情報産業とサービス産業だけになる。
モノはもう店で買わなしヽ時代になります。では、街には何

がある、商店街はどうするのか。マッサージ屋さんやスナ

ックとか、人と人が直に対面してサービスをするもの。そ

れしか必要がなくなつてくるのではないか。マッサージは

ネットで買えません、スナックのママもネットで買うわけ

にはしヽかなしヽので、ネットで呼ぶかも知れませんが、とに

かく対人的なサービスが主流になるだろうということです。

それから、ファスト風土化ということを先ほど言いまし

たが、今都心のフアスト風土化が起きているのでは/rdいか

と、私は懸念しています。本来は郊外□―ドサイド。

これは秋田県横手市の写真です。かまくらの横手でも今

は日本中同じ風景になったのです。
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これはどこに行つたか、もう忘れました。こういうシ∃

ッピングモールが2000年代に日本中に増えました。

これはアメリカです.ご存じのようにアメリカでは、も

うシ∃ッビングモールがつ61れていますc私が行つた十数

年前には、ウォルマートが出てきて古い地域のモールがつ

ぎれていましたが、今はもちろんネットのおかげてつ6やれ

るわけです。これはコロラドリ|、 ニューメキシコ,い てすが、

このような廃墟がいくらてもあるわけてす
=

フランスもファスト風土化しています。オギュスタン・

ベルクさんに呼ばれ、2004年 にフランスの大学で講義

をしました。なぜ私が呼ばれたのか分からなかつたのです

が、行つてみたら郊外化が問題でした。また、移民の問題

もあることが分かりました。フランスは郊外に行くと、日

本と同じようなフアスト風土が広がつていました。これも

パリのすぐ外倶」ですが、千葉と同じです。

こういうフアスト風土化の資本が都心にどんどん押し寄

せてくる。資本というか、そのノウハウが押し寄せてきて

いる気がします。

これはネットからの切り張りですが、恐ら<表参道ヒル

ズです。もうどこだか分からない、一緒です。

左は確か、岡山の駅前のイオンです。右は品川のエキす

力てすc―緒です。だから品川に行つても、岡山駅前に行

つても、表参道に行っても、同じようなものができてしヽる。

売っているものの単価が違うぐらいの話です。こういうも

ので都|し、都会とか… …。こういうことを進めておきなが

ら都|いの魅力といっても、どっちなのよと思うわけです。

再開発された街が郊タトでも、地方でも、都|いでも、同じ

ようになつてしまつたので、ごく普通の若い女性は「さぼ

うる」に行つてしまいます。横丁でホルモンを食べます。

そういう時代になりました。そういうものをつ6ヽそうとす

る地上げ屋さんが、渋谷の「のんべい横丁」の焼鳥屋さん

に「早く土地を売れ」と、電話をかけて脅してきた時代が

あつたそうです。しかし、その焼鳥屋の社長が偉かつた。

「あなた、この電話が終わつた後、仕事を終わつて横丁で

飲みたしヽ?飲みたくない?」 と言つたら「飲みたしヽなあ」

と言つたそうです。そのおかげかどうか、渋谷があれだけ

再開発をされていますが、渋谷のんべい横丁が残ることに

なりました。

これは高円寺です。

まさに人間が最も楽し

そうにしている街だと、

私は思います。外にど

んどん、街に、ストリ

ートにはみ出してお酒

を飲んでいる。でも、

本当ははみ出してはい

けないのですね、道路

の上だから。
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これはアメリカのフロリダのニューアーバニズムの住宅

地ですが、ちゃんと焼鳥屋の屋台がある。ということがあ

り、こういうものが銀座にありますか?若い女性が行列を

する場所があるのでしょうか?ということを問しヽたしヽわけ

です。

それから、消費。特にモノを買う)肖 費としヽうものに、少

なくとも日本人はこれから5年後、10年後には興次を失

つていくと目います。中国人ですらそうですcそのときに

第四の消費社会の中で重要になるのが、ソーシャル、パフ

リックとかの人とのつながりであるということてすc言 う

までもないと思いますが、従来パブリックとフライベート

としヽうと、日本の場合は特にパブリックは役所のようなイ

メージがあり、大き<て正しい。そして、プライベートは

何をするか分からないものだ。そうしヽう考え方があったわ

けです。消費に当てはめても大きな店をつくり、消費者を

どんどん呼び集めればいいのだcそ うしヽう時代がつい最近

まであったわけです。

| ●|●AI:

アが生まれる。そういうことこそがパブリックではないか

という問題提起です。

PR VATE   pRIV肛 F

フライヘー ト同士が接する面にノ(フ リックがある

無数の小さな場所があることが重要

それに対し今まで議論があった、お三方が一生懸命考え

たノ1プリックというのは、それはそれでいいのですが、私
から見ると行儀がよすぎる、そしてかつ消費者である気が

します。ちゃんと消費をして<れて、行儀がいいパプリッ

クが集まる公園がつくられてい<。 銀座ではそうでしょう

が、そこも少し疑つて、もっとだらだらして、あいつ何や
つているのだろうね、という人がいたほうが、都市っぱい

のではないか。

それからもう一つ、竹沢さんの話にあったように、銀座

には美術館がないのですね。この前このメンバーで打ち合

わせをした後、私は六本木に行き、DESIGN SIGHTで民

藝展を見ました。やはり六本木は森ミュージアムも頑張つ

ていらっしゃるし、東急は Bu∩ kamuraも頑張つている

し、今体んでいるけれども清澄白河は現代美術館があった

り、江戸博も最近面白い展示をするので両国に行き、つい

でに下町で酒を飲んでくるふうになっています。これに比
べると、僕は銀座であまり過ごさないですね。小さなギャ
ラリーだったら西荻窪にもたくさんあるので。さて銀座さ

ん、大丈夫ですかね、という気がします。

私利私欲、
4ヽ さい

消費者

パブリック=官、大きい

大きな店、空間

正 しい

これが今若い人は、パブリックは役所でなく、大きいも

のではなく、私とあなたが付き合い、そこに何か場が生ま

れる、それがパブリックではないのかと気がつき始めてしヽ

るような気がします。先ほど竹沢さんが「粒」とおつしゃ

つたけれども、最初の粒は個人なわけです。その個人個人

がプランタンでコーヒーを飲む、カフェでお酒を飲む。そ

こから何か楽しい時間が生まれ、新しいビジネスのアイデ
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先ほどの高円寺の汚い飲み屋ですね。銀座にあったら排

斥されそうな飲み屋ですが、気軽に誰でも集まれるたいヘ

んいい場所で、私も週に1回はこの辺で飲んでいます。

ここが行政からにらまれ、行政が嫌がらせをしたのです

ね。飲んでいるところに柵を立て、出られないようにしま

した。今のどよめきは何ですか。当然だということでしょ

う。これで終わらないのが高円寺です。何をしたか。

柵に板を載せ、そのまま飲み始めました (笑 )。 これこ

そがバブリック、これこそが市民の力、これこそがSやら6や

らする人間の自由な発想です。(笑 )

杉並、西荻あたりはこういう発想豊かな行動力のある個

人が多く、古い家を買しヽ取つてカフェ、ギャラリー、色皮

なカルチャースクールをやる若しヽ夫婦がしヽたり、そこに八

百屋さんが来てみたり、あるいは自分の家を改造して、老

若男女が集まって自分で料理をつくり、みんなで食べよう

という場所をつくる人がしヽたりですね。

これは若い建築家が、横浜につくったリノベーションし

たコミュニティスベースです。やはり毎週のように住民た

ちがスすックやバーを開しヽたり、コンサートを開しヽたりし

ています。私もここで D」 をやつたら史上最大の集客をし

て、床が抜けるかと思われたのですが。

右下が多摩ニュータウンの駅前ですが、本当につまらな

い駅前です。つまらねえなと思つた若い建築家が、建築事

務所をスナックにして人集めをしたら大賑わいでした。

あるいは玉川学園という上品な、それこそ銀座で買い物

をしそうな人たちがたくさん住んでいる住宅地でも、屋台

を出してスすックを始める3人子どものいるお母さんが出

現しました。それは面白いというので、私はもつと火をた

きつけ、年末におでん屋を開いたところ、何と住民が10
0人集まりました。こいつは面白いというので、つい最近

も本格的な銀座風スナックを開店しました。陣内先生をお

誘いしたのですが、寒いさなか、舟に乗つて川下りをする

という酔狂な趣味をお持ちで、残念ながらいらっしゃれな

かつたのですが、もし来ていただければ、この3人の美女

がお相手をしたのですね (笑 )。

3B寺間いて3500円 。3時間遊んで、ということでは

ないですが、飲み食いして3500円 でした。銀座の10
0分の 1で、銀座に近いかどうかは銀座で遊んだことがな

いので分かりませんが、私としては十分満足のいく時間を

す ・         r      l

多摩ニュータウンに建築スナック



過ごすことができました。

パブリックというと、今最も注目されるのが喫茶ランド

リーです。森下にできましたが、グッドデザィン賞を取り

ました。コインランドリーの周りに自由なスペースをつ<
り、「何でもしていいよ」と言うと、仕事をする人、踊る

人、歌う人、ミシンをかける人が現れました。ある日行<
とディスコになっていた。これは昨年、グッドデザイン賞

の特別賞を受賞しています。

あるいは谷中では、磯崎新事務所にしヽた宮埼君としヽう非

常に優秀な建築家が、色展なリノベーションで行の活主イヒ

を図っています。中国でも建築家の李國欣としヽう人たちが、

あるビルを改修して住み、働けて、みんなが集まれるヒル

をつくっています。

このような事汐」はこの本に書い

ているので、後でじつくりお読みい

ただければと思Olますc

しゃべりすぎましたcすみません.

時間がないので尻切れトンボですみ

ませんが、まとめずにこれて終わり

たいと思います。

(陣内)どうもありがとうございました。三浦さんの言う

ことは当たるのですよね。今まで現状の分析が緻密で、デ
ータの解析も凄いです。人のライフスタイル、人間の意識

の変化、消費行動、それと都市の関係。その少し先を予漫l

するのですが、シェアですね。シェアハウス、シェアォフ

ィスは彼が言い出しっぺの一人ですが、今本当に当たり前

になりました。

これ、当たりますよ。銀座も真剣に考えておかないと。

というか、ヒントがたくさんあると思います。つまり、は

じめに見せてくれた今和次郎の、みんなが集まっていたカ

フェ、バーですね。ああしヽうところが人と人とのつながり

て、それが文化を生み、情報を生み、クリエイティブだっ

たわけです.そうしヽう要素が消えてしまい、エネルギーが

なくなつ、文化発信機能もミュージアムがない。本当はギ

ャラ リーとか、企業が持っている面白い企画性の高いとこ

ろかこくさんあつたのですが、今京橋にはありますけれど

も、銀墜こなくなってしまいました。

というわすて、やはりしヽtl方向に行っていなしヽのではな

いかtそれを受け、中島さんと竹沢さんにお願いします。

今日の全体を振り返りながら、今の衝撃的な話もありまし

たこあと、人面のアクティビティが世界的にも重要になっ

ています=しかし銀座は、いくらホコ天の真ん中で気持ち

よく写真を撮っている人がいても、人がワイワイ楽しくや

つてしヽるという海タトの都市に比べれば、やはり何かが欠け

てしヽると思うわけです。

先ほど歩いていたら三愛のビルの下に、公園との間に最

初から喫茶店があったのですか。カフェがありますね。

(竹沢)あれはドトールさんです。かなり前からです。

(陣内)ああしヽうものも努力の―つかと思しヽます。とにか

く屋台でも何でも出せるような状況とか、車を何とかしな

ければいけないというのもあるだろうし、また人がもっと

元気にならないと、と思います。そういう点も踏まえて中

島さん、お願いします。

(中島)今日は皆さんの話を聞いてとても勉強になりまし

た。共通したパブリックスペースとか、ただ本当のパブリ

ックではないという話とか、「そうだな」と日しヽながら間
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いていました。

しかし、銀座の最大のパブリックスペースは、もちろん

屋上もあるし、建物の中もありますが、街路が圧倒的にバ

ブリックスペースとしての可能性を持つているのではない

かと用います。銀座通りだけを見てしヽると、これだけの街

路という資産がある中で、もっと街路の使しヽ方に多様性が

あってもいしヽのではないかと悪います。

今銀座の内部の使い方としては、あまり工夫はなしヽとい

うか、夕ヽ部のしつらえは非常に面白いものがあつたり、き

れいですが、「ここは車を止めなさいJという場所がある

とか。そういうことができてくると、そこに百して先ほと

のような新しいバブリックを楽しむ人たちか集まってくる

場所ができてきた19する気がします=行路のあり方か一つ、

大きなポイントです3

銀座の屋上や建物の中にハブリックスヘースをやつてくた

さるのはありがたいのですが、実際にはその高低さ故、ア

クセスが結構大変です。グラウンドレベルでやれることと

して、街路を見直すことを銀座でこそやるべきだと用いま

した。

(陣内)ありがとうござい讀した。本当にそうですね。銀

茶会でそれぞれの派がお茶を路上でやつたりするけれど、

それがもう少し日常にできてくるといいと思います。竹沢

さんはいかがですか。

(竹沢)参考になるお話をたくさん間かせていただき、あ

りがたく用います。銀座からの文化発信が足りないとしヽう

話は、今若しヽ世代、ある程度年齢のいつた世代が銀座に集

まると、それが必ず話題になります。実は、銀座通り連合

会は今年100周年なものですから、この前から何度か座

談会をしています。その中でも、やはり文化発信が足りな

い、もっと路地的なものを大事にしなければとしヽう話が、

銀座の人たちから本音として出てきます。

そういう気持ちを持つてしヽることは、すごく人事だと目

う一ん、路地については新しくわざわざ通り抜けをつくる

という工夫をしながら、しかし本当はつくるものではなく

できるものなので、つくつたからといつて無味乾燥なもの

になりがちです。少なくともそうしヽう思いを持ちつつ、や

っていることはあ19ま す。

街路を使うために交通デザイン、グランドデザインを、

2015年 に私たちはつくつています。規制緩和について

は諦めてはいませんし、道路を使つたイベントをやつたり、

車の数を減らしていく、駐車場の問題とか、本当に一つひ

とつに取り組んでいるところだと思います。色展者えてい

て、原点は路地と銀ブラだと用しヽます。先ほどお間きした

ようにカフェがこれだけあり、サロンがあり、みんなが集

まる場所があつた。それが銀座の原点だとしヽうことを切実

に思います。

その中でなかなか厳しいのが、銀座ではコーヒーJ杯で

1階の店が成り立たないとしヽうことです。銀座に古しヽおそ

ば屋さんがあり、そこに行くと必ず誰かに会つてし讀う。

時間をずらしていくと、また誰かに会ってしまう。そうしヽ

う人気のおそば屋さんがあったのですが、そこもやはり 1

階でおそばが成り立ちません。ましてコーヒーとケーキだ

と、本当に大変だと思います。そうしヽう問題を、どう乗り

越えていけばいいのかが正直分かりません。そこだと思い

ます。

だから逆に大きな開発をなさるところでは、カフェをつ

くって<ださいとお願いしていますし、屋上の空間を使つ

てくださいということもお願いをしています。そういう忍

しヽの中に、街の人たちはいると感じます。

(陣内)ど うもありがとうござしヽました。色反深めなけれ

ましヽすない電題がたくさんあります。締めくくる前に会場

つ
=の

芍|こ いらしている蓑原敬先生に。先生は2003年
からすっと専=:象の立場て理論的、実践的、精神的な柱と

して、銀座のリーターの方々と真剣に議論し、ここまで積

み上けてこら4ま した=全部、竹沢さんとタッグを組んで

としヽうことてす=今 日は色々なホジティブな話も、課題も

出てきましたが、ここてぜひ蓑原先生のお者えをお話ししヽ

ただけるとうれしく患い議す3

(蓑原)ありがとうございまし

た、蓑原です。銀座に関わらせ

てllた だき十数年、本当に幸せ

な時間を過ごせたと目います。

先ほど中島さんの最後のスライ

ドで出てきたように、日本の街

の中で自分の街づくりや街を、

自己了解の仕方だという形で、

アイデンティフアイしているよ

うな街はほとんどなくなってし

まった。ヨーロッパでは、そうしヽうものを頑強に守ってしヽ

るところもあります。もちろん、∃―ロッパも色反な意味

で侵食されていますから、ある意味では文明の岐路として

者え直さなければしヽけないところがあります。それにもか

かわらず銀座はそういうことを守つてきたし、実はこれ/Dh

らもそれを守るべきではないかと思います。これは次世代

の中島さん以下の力長にぜひお願いしたしヽことです。

ただ、今日あからさまに語れなかつたことに敷イオすると、

一つは銀座がこういう形でうまく20世紀にわたって活動

できた非常に大きな枠組みがあつたとしヽうことです。それ

は、中央区が都市計画としヽう枠組みをつくるそのプロセス

の中で銀座の人の意見を徹底的に間くこと。銀座の人もま

た銀座フィルターとか銀座の思しヽを、ちゃんと理論武装を

した上で徹底的にその公共セクターである区と議論するこ

と。そして、区はそこで納得したら都や国と闘ってくれる

状態をつくり出していることです。

そのことは非常に大きしヽことですし、実は大変なことで

す。特に我展のようにアドバイザーで入つてくる人たちは、

そこのところを―生懸命やらないとだめだということです。



中島さんにはこれから、ぜひそういう役害」を果たしてもら

わないとしヽけなしヽのですが、そこのところには、これから

も非常に大きな問題があると思います。

ということは何かとしヽうと、実は今、国がやろうとして

いること、都が考えていることは、三浦さんがおっしゃっ

たような意味での消費社会的な意味で、本当に熟成した社

会とは全くかけ離れた、相変わらず投下資本として有利だ

というような開発に向かって一生懸昴やってしヽる。その中

で、この3つのビルを設計された方などは銀座と交渉しな

がら、実に豊かな中身をつくっては<れてしヽますcそうで

はありますが、恐らく長期的な展望からしヽくと、今三浦さ

んがおっしゃったょうな話に対し、どういう対抗力ができ

てくるのかが非常に大きな問題になってくると思います。

そのとき、はっきりしていることは二つあります。一つ

は明らかに街路をどういう形かで開放しなければいけない

ことです。日本でも1973年 に旭川で買物公園をつくっ

たときには、ミネアポリスのニコレットモールとかミュン

ヘンのノイハウザー通りと同じ時期にそういうことに踏み

出したことがあります。しかし、しヽまだにそれを徹底的に

都市計画の領域の中でシャットアウトして、街路を街路と

してパブリックなスベースとして使われていないのてすc

これに対する闘いを竹沢さんはじめ、皆さんは一生憲貪や

つてしヽるけれども、これから非常に大きな電謹になるころ

うと思います。それは交通問題全般の問題として出て<る
だろうとしヽうことが一つですc

もう一つ、文化発信力がないことですc歌舞伎座の再胃

発のときに、私は演舞場との絡みで木挽町あたりを全体的

に総合エリアとして、もう一度徹底的にやるべきではない

かということを盛んに申し上げました。松竹の方で中に一

部、賛同された方もおられました。しかし、実際には動しヽ

ていません。私はあのエリアというのは、かつて木挽町と

いう歴史を背負しヽながら、そうしヽう可能性があるので、こ

れからみんなが考えなければならない非常に大事な場所か

と思しヽます。

もう一つ、第五の消費社会に銀座がどう立ち向かうか3

先ほどの三浦先生の話は、全く難しい問題ですε私は、色々

な形で階級社会が生き残ることは避けられないし、色夜な

形で資本の動きがさらに動くことは避けられなしヽ中て、銀

座のフィルターや銀座の目いが持つてしヽるあるクオリティ

は絶対に売れるのではないかと日しヽます。だから銀座ては、

先生がおっしゃるように単なるモノでは/tsく 、情報とサー

ビスというものがそこに加わっている形でもって新しい展

開を考えていかなければならなしヽ。

やはり、銀座はどう考えても公益には/rdら ないわけで、

そうしヽう形での銀座の生き残り策をこれから考えていかな

ければならない。そういう問題が、理らくわれわれ専門家

としてお手伝いしている人間にとっても大事な問題なので

す。これからもぜひそういう形での持続的な運動を続けて

いただくことを強くお願いして、お話としたいと層います。

どうもありがとうございました。(拍手)

(陣内)ありがとうございます。沢山の拍手が起きまとめ

てしヽただき、ありがとうございました (笑 )。

銀座の街の方層が銀座ビジ∃ンのところで、最初からビ

ジネス優先のようなことは絶文」にあり得ない。社会、文化

資本のような、そういう蓄積が結果的に経済発展につなが

るのが銀座だ。蓑原先生は1999年 の段階でそうおっし

やつています。第五の)肖 費の時代に来たときに、この考え

方は重要ですc求められるのは今のようにモノをストレー

トに買うだけてはなく、もっと別の価値を生みながら、そ

こで体5実てきた 19、 共有てきたり、楽しんだり、という場

です3

それとオープンスベース、街路の重要性が強調されまし

た。2年ぐらしヽ前に損文彦先生が『新建築』に出した、ア

ナザーユートビアとしヽう論者がたいへん話題になっていま

す。オープンスベースが重要であり、そこは公共性もあり、

人と人の出会いてもある3そ ういうことが建築の世界で非

常l_おろそかにされてきた=人と建物しか考えなかった。

そのことをもう1□、みんなて反雀しようということです。

それを受け、色爬な立場の人が、論者を書いた本がもうす

く出ます=2月 25曰 くらいてすc私も歴史的な視点から

書きまυモ=頂先生|ま 自分より若しヽ世代が書いた論者に全

ぎΞをi三 さ4、 まここ自身の意見をまとめられました。ぜ

ひ蓋んてくこさい
=

銀≡ここって、ォーフンスベースは非常に重要/~6テ ーマ

の一つここ言います=それは芦原先生がおっしゃってtlた

こここtつなかりますこというわけで、皆さんの協会の3
0肩年言こ念の景姜シンポシウムで、銀座としヽう素晴らししヽ

舞台を言つてとてもいい形でテーマが議論されました。こ

れは日本全ソムの電謹てすし、協会の中で色展な立場でもの

をつくることに電わっている方展の仕事にも反映できる内

容がたくさんあったのてはなしヽかと目います。バネリスト
の皆さん、ありがとうございました。(拍手)
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