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

日本建築美術工芸協会
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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。

連続講演会

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

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

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

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
つたものも同時に持たなけ
あり、建築としての一貫性としヽ

今回の GINZ∧

SI×

分担です。
定 しているという役害」
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

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。

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

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

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

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。
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在する賑わ いだけは、何とかつ <ら なければいけない、銀

事業者

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。

:劉 堅六 丁 目 1

森ビル・住友商事 他
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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
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。
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①国際的な商業 観廃拠点の形威
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ての位置づけとな つています。

者
「市計画手法

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 ヾ
ス乗 隆スペ ース 整備 )
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段 階 3、 ER噂 階 3の 実現
高効率地域冷暖房施 設の導 入

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。

)

拡 幅 され た 三原 通 りには 、

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

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

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

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
饉穣ジィルや…

SIXに

おける 3つ のキーワー ド

/嚢 統通議懸

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
ヽ
屋上庭園とし 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。
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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、

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、
ます。
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

1周

380mの 外周をめぐることができます。銀座の景色、

と用しヽ
空中の景色はあまりきれいではなしヽ
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
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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[
ますc建 築をつくる側から言うと、
されていることかと思しヽ
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
く
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
ヽ
づ
ヽ
かということで者えてします。広し意味で言うと、まち
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。

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
ので、 フ アッシ ∃ン雑誌の
す るよ うな用途が持てな しヽ
『∨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。

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。
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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

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

多様性
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商業共用 lFOア ー ト
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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。

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

影

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。

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

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。

てしヽ
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

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。

「回遊性」
からできてしヽ
て、120
銀座の街は、江戸時代 の街区害」
m角 の街害」
が見てとれます。GINZA S Xの 敷地も確かに
を守 っているということ
大きいのですが、一応この街区害」
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。
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回遊性 /町 部りの変遷
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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

獅馳

‐

￨

￨ ￨￨

￨

￨ヨ
￨

満

￨

￨ノ

￨￨￨li

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。

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
ます。
建物内の回遊にもつなが つてしヽ
回遊性

/交 通ネ ツ トワーク
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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。

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。

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

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。
回遊性

/あ づ ま通 り地下通路
1

中央通 り

地下鉄銀座駅

燿
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CINZA
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晴海通 り地 下道
應ユ階

B2諮

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

‐
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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

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

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

のれん :銀 理0縞のにぎわいを演出する
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もう一つ、ここは日比谷線 に DHCを 供給 しており、そ
りとうまく
のため に天丼内に配管を仕込 んであります。害」
ます。
処理できたのではな いかと思 つてしヽ
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

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
を与えます。日
付けられた「のれん」が街並みににぎわ しヽ
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

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
るところにあると考え
デザインシステム自体を提案 してしヽ
ています。 110mの 長さのフ アサ ー ドをつくるのに、1

されま したが、粘 り強く説明 し、説得 しま した。 しか し、
りとそういう制約条件を
各フラン ドのデザイナ ー達は、害」
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。

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

ますが、足下を見 ると、 8mか ら 1 01Ynぐ
崩れてきてしヽ
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。

10

持続性

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

/変 わらない「ひきし」の豊かな表情

どの様 に継承で きるかが、今後の課題だ と思 います。

Eral帯 ゃ周日の状況 により、様々な表情をみせる

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。
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
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。
SI×

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

連続 霧演 会 §2.東 急 プ ラ ザ 銀 座

「 光 の器 」 ―vessd ofttght―

開催 L■ i2018年 11月 20日 {大
ョールーム
会 場 :サ ングツ 品

)
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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
商業施設の在 り
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 ヽ
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

薔受賞歴

薔略歴

」CD DESiGN AW∧ RD
2016年
2017年 E3本 建築家協会優秀建築選、WoHd Arc1ltecture Festival、
2002年 神戸大学工学部建設学科卒業
PRIX∨ ERSAILLES Award Cに a■ on、 IES ttunヽ nator)
2006年 東京大学大学院工学系研究科

1979年 大阪府生まれ

罫

2006年
2016年

建築学専攻修了
株式会社日建設計入社
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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、
と思います。敷
東急プラザ銀座 の計画概要をご説明 したしヽ
です。
5万
平米の大型商業施設
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J

グ ッドデザイン賞、日本照

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
l̲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

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。
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てですが、
る場所にあります。また街区のスケ ールにつしヽ
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
ヽ
主
歴史を簡 に紹介 したし 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
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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
から張り付けることで、商業施設として
ンウォールを外損し
ー
ー
ニ
ュ
アルオ フンしま した。戦争をくぐり抜け、各時
り
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

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、
堀通 り、みゆき通 り、数寄屋通 りと、それぞ
晴海通 り、タト
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
/AN園
があり、晴海通 りを挟み銀座 の貴重
西側には数寄屋橋
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

」し、どういつた建物を計
物で したcこ の歴史ある敷地に文
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
ヒや流行が、銀座の街から生まれてきま し
りとあらゆる文イ
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
ものと古いもの、我 展は「伝統と革
す。すなわち、新 ししヽ

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

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

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
０４

― 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

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、

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

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

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

した 。

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

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

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

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

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。
■0,CS筆 憲お

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。
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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

====
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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

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

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

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

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、

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。

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、

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

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。
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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

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。

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

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

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。

こちらが夜の全景l̲な ります。
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。
元。■IC5鯉

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。

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。

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

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

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。
ヽ●■■
￨

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
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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。
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,♯ 菫:■

1■

壼議●:■ ■1.■

また、ガラスを光らせるために高透過ガラス部分には、
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

lmmド
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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
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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。

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

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
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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

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、

出すき っかけをつくりたいと考 えま した。

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。

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

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
幻想的な
壁面のアルミハ ネルが、ここで しか体験できなしヽ
雰囲気をつくり出 します。

●
コκ
O ・

墜

iC5銀

轟

﹃■ 一

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。

￨: :

1襲

鬱 G5釜 宮
職

⁝ｔ

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

１■
一
■︐
ｔ
一

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、

︐

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。

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。
摯■■,￨1

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、

栞P'165鍛

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。
,■ ヽ4::● ￨● ■●

を理
「 :G5響

につしヽ
最後に、現代における商業施設の役害」
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

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

ないかと考えています。

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
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連 続 講 演 会

§ 3.GINZA

ー
しい 銀 座 の ア イ コ ン
「

PLACE新

REIWORK―

開催曰 ,2018年 12月 7□ (月
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

■略歴

1966年
1990年

2010年

GINZA PLACEで すべ
画のカ セスなどを折り珈

:量

大成建設

●主なlt晶

2004年 轟松シンボルタワー

島根県生まれ
大成建設株式会社設計本音B入 社
向社設計本音8室 長

今まであまり納

2005年
2014年
2016年
2016年

(日 本建築学会作品選集、
公共建築鷲
優秀賞)
サシボElピ =ル 園再編計画 (8ELCA賞
アウディ みなとみらい (照 明普及賞)
コックセック青山本鷹改1多 (BELCA賞 )
GINZA PLACE(日 本建築家協会優秀建築選 CF丁構造震)
)
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海か った計

逃説明 じ0ヽきたいこ悪tlま晩
01886=〜 ■ ‐

響￨=撃 の撃苺毎『無療機の1電 ヽ

糠減llJ「 1新 機
1

幽
警

‐
￨￨￨‖ ￨‡ 鵞
￨￨￨￨￨￨1置

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

年■ ‐
■

1鰺 11ぶ

=お

￨■ 職驚な壼機,癖 11

鰻:olヽ 11■ ■￨￨‐

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。

￨￨カ ブユ:'構

'
‐
鸞機1翼 t滴 贅￨
￨●
簑擁凛ド
1,ら
'̀1赦

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

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

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
さんの前身に
=ル
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

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
∃ ームが入つており、上の階 跡
のテナントが刑冒する
=ル
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

そ晰食 戦災で一度消失 し

19

1952年 には嘲

副

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

O

―
て説明いた L/1或 まず施設の概要で
続いζ 施 曼言画 ￨こ つしヽ
会社であるサッポロ不動産
魂 事業J討 ッポロビール様の係夕」
つゞ
れ屋さんの共同建て替え事業でございま
様と老舗の男掘店の
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

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
に1蛭りませ
う提案をt/1した嘲
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

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/1υ L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
刹目眈 いと
2階 のビルとなつています。こrblま 食ほど四峨
思います。
囲 活

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、
ったことが求められているのではないかとしヽ
そうしヽ
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。

O

―

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
… 実ができる施設を目指しています。これらを
また新 uノ ｀
銀座のヽ
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
という大きな
場しますべ そのような存在に少しても近づきたしヽ

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

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
と思います。
期 したしヽ

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
J用 して共同事業者のつゞれ屋
き引砦高にしているので、それを禾
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

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

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

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。

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。
江戸時織の購

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

rつ

舞

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
プよいとプレッシャーを感じてい
ふさわしいものとしなくてはしヽ
躍では計画の手をいつたん止めてワ
まりL芝シ麟繁影力脚
̀選
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
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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

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
定前の街並みの模式図です
姉」

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

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

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

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。

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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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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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

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。

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、

::::::::::::::::::::::::::::￨::11111:::￨:￨::::::::::::::::::::￨:￨￨

奎華菫群轟

交差点に文
を対 言するような機能も付加しています。
村 る賑わしヽ
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。

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

―

■ フー ド (3本 らしさ)

上 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
￨ず

Tク ラフ トマ ンシップ』

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l̲ヨ き上げようというこ

フィレットワーク キかし彰り
:委

とを狙つたものです。
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IJ彫 りの白石
夕雄則満うわ｀
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。
1着

￨ト

=ン

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。

ラシス
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銀座の建詢01
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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

嬢座の建悔02
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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
従性能を実現したもので呪
こちらが実際の写真で ー すべてこの菱形と菱形の間は約 10

"供
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。
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
力ヽ曽えてきています。銀座という土地を自言するとどう
するビリし
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 見を目指
'縫
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

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

十
画としています。

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

23

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
ます:た だ、なかなか最初か
しヽ
いながら実際は中国で制作してしヽ
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

外菫パタ■ン

晰嚇翫呉しながら
海に通い、日本の技術を指嬉し かなり何度も言
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
期 の操作をしまして、視線
らは全体のフロポーションのスケーリ
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
うことのイメージ図です。これがそのまま外観のフロ
試みたとしヽ
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

構重 要 葺
‐
=撻
= ンヘ 変換
‐
｀ター
持す るア

≒立長■を■二
壺■を手■よむ

うなタト
装のパターンが出来上/o"讀 υL

外壁パタ ー ン

外壁パタ■ン

￨￨‐

諄警バタ■ンの写菫‐
￨￨■
連続するパタ■シベ変換

1會

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。

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

50mrnの 凹凸のあるパネルの陰影パターン
￨ド

i「

膏竃量嵩

ilill警

■ ― ■
■
'■
■ ■‐ ■ ■ ■ 警

●︲ ま︱ ∫ 事

外壁′タ■ン

f,Iキ
よ

￨

1:

ξ

l.1‐

:ili:￨::::
== f鷲

二黄をイメ■ジさせる農嫁

りの陶器のよ
こちらも下から見上げた写真等ですべ 透かし周多
タ
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 ヾ
ーンにより実際には平面的な外装にな
出していま
虫自の立イ
利惑を倉」
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
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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

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

装の特徴の 1つであると思いま魂

歩行者天国く中央通り)1時 の様字

まし色

で 上昇感 を表現 した工 t/べ ■夕 ■小 ■ル ■

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

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)」 ヽ
さいこともあり、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

様子が分かるかと思います。
￨■

￨￨‐

■

■

■

￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨■

■

■

■

￨￨:あ ￨も1義 ￨‐ ￨￨■ ￨■ ￨￨￨■

■

￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨■ ￨

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 ヽ
ま魂

1‐

懇 バネル』による陰影のある表情

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
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
は銀座ルーノ
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
つくることを目標にしました。こちらはエレベ
本物志向は
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

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 ヾ
ネルを使つています。

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。

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
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￨■

1鶴 の輝感照明￨

￨‐

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。

■■￨￨■ ￨■ ■■￨￨■ ￨■ ￨￨￨￨￨‐ ■￨￨■ ￨￨
ので残念ですべ 和光の鐘
こちらは動画です。今回音が出なしヽ
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。
蓑弘 時折こ
今回はクリスマスバージョンということで、この率
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
つた状況を踏まえて商業の街として今後も発展を
るので、こうしヽ
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。
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﹂ｒ ｌ ′レ
し

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、

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

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

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

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

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)

ロ

これからの都市景観のあり方を探る

@G:NZA

・
一
颯 ．
一
一
螂

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

￨‐

I‐

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

‐
轟纂 憮

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

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

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。

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

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

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
が凄か つたらしいです。何が問題だ っ
ナ ックやバ ーの勢しヽ
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 l̲容 積率ア ップの力向に動き出 したのです。

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、

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

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。

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

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
もので、銀座のあり方を本格的 に探
た。それは素 0青 らししヽ

のです。

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

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

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

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
ヽ
なのか、句を大切に しようかとし うことで、行政、専門家

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
ただく
てしヽ
らっしゃる竹沢えり子さんに、中￨か に入 つてしヽ

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

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
と思います。
ただきたしヽ

できていま した。そ して、開発委員会もでき、竹沢さんも

銀座では東京という大都市 の者:￨い て、

銀座 は よ

ないのか

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

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

いけば、さぞか し我反も学6こ とが多
かと目います。つまり、
いのではなしヽ
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

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

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
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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l̲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

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

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
う評
現 したのか、あるいは何が課題と して残 つたのかとしヽ
と用います。
価の話を していただきたしヽ

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

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

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

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

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

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
ただき讀 し
かない。先日 80年 代を振 り返る本を贈 つてしヽ

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

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
のは 80年 代前半です。これをリー ド
て面白しヽ
渋谷が輝しヽ
され、それ以後も色 々と発言されています。)肖 費者の動向、

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
地区の特区の指定などで従来定まつてい
合設計制度や特局」
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

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

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

と思 っています。

の狙いであり、考えです。結局ある時期、
うことが、銀座倶」
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。

これからの都市景観 のあり方を探る
●
@G:NZA

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。

IIIII‐

.

1華 諄講澤

基調講演は都市計画がご専門で、非常に広い範囲の視野
現在
で大活躍されています中島直人先生にお願いします。
<ご
ておられ、
銀座をよ
は銀座デザイン協議会にも加わつ
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。

輔
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‐
鑢 鍵 難

■銀座の都市景観を議論するために

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。

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

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。

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

::

『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』

性◎ 北挙︱緩凝む穏︱∴Ｖ︿︾ｆｉｌｌｌ

出

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。

懇

ｔＩ ■■ト

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

建物の第一次輪郭線 =外 壁面
建物の第二次輸郡線 =袖 着板

もあ りま したが、両方 を
読んで勉強させて いただ

ここで 芦原先生は、実は銀座では建物が街並 み にほとん

いた記憶があ ります。
今学生たちが読んで い

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

る『街並みの美学』は 2

ていると論 じ。それ を二 次輪郭 と説明されま した。通 りの

001年

の岩波書店の文

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

庫で出て いるものだ と思

<な ることを分析されたものです。基本的に日本の街並み

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

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。

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、
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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
る
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

「入隅」についてはア ーバ ンデザインに造詣の深い建築
ま したが、芦原先生は人展 を包み
家たちは常に注目してしヽ
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
て説明されてしヽ
ます。升でい
ということを升の概念を用しヽ

といいのですが、端か ら見ると、確かに看板 のダ」が連な つ

の角があります。建
くと出隅と入隅、要するに外側 と内倶」
ししヽ
とい
の角になるわけで、
ある種とげとげ
物の出隅は端
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
のへ こんだ入隅に関 しては、人々を包み込
れに対 し、内倶」
空間をつくることができる。芦原先生がお
むような温かしヽ

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
かと。街
と、一つは歩道がもつと広いほうがいい じゃなしヽ
と基本的には
並みという観点から見たとき に、歩道が狭 しヽ
ニュメン
トを広げる
看板と風景になるけれ ども、そこのモ
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
か悪いかをこ
す。40年 も前のものですから、これが良しヽ
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
「近接性」という概念を この
「正面性」
要素と して「入隅」
表紙の絵 の中に描いています。

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
るわけです。ソニービル
て、角にまさに入隅をつくつてしヽ
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。
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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

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

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。

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。
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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。

￨

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

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

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。

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。

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
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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
を果た しているからだと目
空間が街並みの中で重要な役害」
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
の 2階 レベ ル にあ ります。そ うすると
らは入 りにくい裏倶」
芦原先生の批評 には、「なるほどな」 と目 うところがあ り
て、街並
ます。銀座の中でテラス的な空間が求め られて しヽ

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
る建物は正面性を持 つ意味で貴重であると電
点に建 つてしヽ
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
は交差点 に建つ建物の持つ意珠が、
差点の持つ意味、あるしヽ
つてくる
にな
.そ のことを芦原先生はお つしゃ
非常に大事

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

かと思います
っていたのではな しヽ
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

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

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

は本では特 に述 べ て いません。そ して袖看板、あの連な り

3

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
て芦原先生
基調 を成 して いるわ けですが、その ことにつしヽ
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
といけないのですが、その こ
ね。その持 つ 意味を考 えなしヽ
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

を間うています。

には
な路地があ つた り、縦 に通 りがあ つた り、そ して裏倶」
の通 りがあ つた りとい うことで、建築の壁面線 で固 く
裏倶」
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。
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
手近であるという意味での immediacy
そばにある、
行ける、
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

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。
一

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

Ｆ
Ｉ
・
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二

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

‡

建物の第一次輪郭線 =外 壁面
建物の第二次輪郭線 =袖 看板

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。

『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。

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

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。

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。

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

丸の内美観識争 (1965‑1970)

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

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

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

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

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
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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
く。今の丸の内はマンハ ッタン計画と
んどん高層化 してしヽ
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
されるわけです。
半」
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
わけてす
つて建てられなしヽ
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 l̲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
率がかな り高く、3111nで 建てて いるというこ
りで建へ しヽ

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
うことで方針が進んで いきま した。
の杏穫上乗せ としヽ
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
造する ことに
のは制限するのではな く、む しろ積極的に倉」
よ り、都市美 をつ くり出す ことが今の主流である。壁面 と

とで した。この点について、私も竹沢さんの本を後で読み
ます。
返 してみようと思 つてしヽ
ところは、その背景に
の景観のいちばん大事な
今の銀座
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

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。

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

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

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
うことです。資生堂の建物の計画が当時すで に
たのかとし｀
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。

や、それは考 え方が違 う。
それに対 し山田正男さんは、しヽ
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
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

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。

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
による風景だと考えられます。これがなぜで きたかの
街害」
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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

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。

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。

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
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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
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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
鐘 塞 縮 鐘 マツプ

く
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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

たりしています。
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う DNAが 、古 いもの をただ
そ うい う意味では路地 としヽ
く、
銀座の 一次壁面線がそろ った 街
残す ということではな

‐

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

.(19821卜
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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
だと思います。
GINZA SIXは 夜が本当 にきれしヽ
てきます。
下の店舗の面と上部の水平な庇の話とか、その効果がよ
ま明かりは銀座の活気そのも
く分かります。あるいは、しヽ
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

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。

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。

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
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

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)

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

パネルディスカッション

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。

これからの都市景観のあり方を探る

@GINZA

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

輔

鶴 準重碧事峯

)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

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。

(陣 内

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

座の特 徴を芦原さんがどう考えられたか。実際に銀座 l̲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

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

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

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、

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

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
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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

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。

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

■ GINZA S× 設計者

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、

鹿島建設 坂本弘之氏
(坂 本 )G NZ∧
SIXと 街 づ くり協

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

議 会 は本 当 に表

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

aaca講 演会でお
話 した とお り、 2

裏一体で進 んで
きま した。私 自身
は、昨年 10月 の

012年 から鹿島
と して参画 しま し
た。
これは銀座の地

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
ま した。芦原さんの、規制
たのですが、非常に面白く伺 しヽ
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

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。

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
ます。
されたと思しヽ
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

■ポ1‐ T

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

￨￨￨‐

■ ■■=￨ィ ■
‐￨■ ￨ ‐￨￨￨ ‐
.:i■

￨

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

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
となるときつい。その辺のア ーバ ンコンテクス トと建
なしヽ

が、お堀が
けれど、以前お堀があった頃は栄えていた東倶」
という事で した。それで三越
埋められてか らは活気がなしヽ

築の設計を、どう考えたらいいのか。まさに面白い課題が

39

に送る
でも、なる べ く人を東倶」
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

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。

ての読み解きです。
道路付け替えを した部分は、
道
なる べ く歩行者が歩きやすしヽ

(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

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

￨こ

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、

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
ます
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
ないところがあると忍 しヽ
が、正直まだソフ トが伴 つてしヽ

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

す。

GINZA S Xの 三原テラスに しても、中央区の要望とし
ますcま た、地元の要望て「水
てバスの乗降所をつくつてしヽ
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

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。

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

(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。

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
れるよ
ことが街とのつなが りを作 つた り、通 りに人があらヽ

■ 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。

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、
面積が最上階
ます。これだけの広しヽ
朝も 7時 から開いてしヽ
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

それ は岡本先生
の本にも詳細に書
かれていて、設計

ます。地下 3階 に観世能楽堂があ
なイベ ン トを開催 してしヽ
うことをやる
るので、屋上で薪能を したりします。そうしヽ
のです
と盛況です。歩行者天国と同 じように常設ではなしヽ
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」

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

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

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

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

いうものをすごく意識 しながら、建物の設計を しま した。

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。
うパブ リックスペースを
あと屋上に、キ リコテラスとしヽ
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rd̲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

∫■

■

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
ます。一つ目はパブ リックスベー
大きな視点がある と層しヽ
パブ リックスベー
上で建物と道路、
スです。都市を考える
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
ます。
く重要な点になると考えてしヽ

(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

もう一つは、先ほどの中島先生の講演の最後でアクテ イ
ます。私はまさにそう
ビテ ィについて語られていたと思しヽ
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 <

畑野了

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

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、

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
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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

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。

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

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

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。
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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

￨
￨

=r=̲― ――‑1‑―

‑1‑

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

1

￨…

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。

1・
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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。

■ 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

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
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

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

c

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。

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
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42

一
敵
一
一
一

'

確認 中調 をltう ■ ,物

事 前 中 請 書

螢 t働 鑽等 100■ 以上
題
大規模 ￨1発 ‐

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

要 輌 に 基 づ く llit協 議
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えるのではないかと考 えていま
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建築物等
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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
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 □

. : ‐￨￨￨1 1● :￨:￨￨￨:￨11111.■ 1

:

竹 沢 えり 子

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

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

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

まず、GINZA SIXさ んにどういう要望を したかという
ことです。

と思います。

があります。

駅 埋 こ い つ 毎 の 理 制

■ク

墨駐

'メ

実はこの決まりは CINZA S X

・ 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
1店 が連続 して達なる。
くのにちょうとよいサイズ。問日の狭い多様な専群
・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。

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
う話があ つた頃の 2006年 に生まれたものです。
たいとしヽ
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

■サ 11′ ■￨11● ■■￨■ 1::
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 す
正式な都,わ 甫
'手
る考え方に特殿の配溝 を払うJと 入れる。

に行 つて しヽ
る状況です。
る協議件数 を紹介 したいのですが、200
今対応 してしヽ

i■

6年 か ら始ま り総計、累計で 2000件 を超えま した。年

■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。

の協議 を して います .そ の内容は先ほ ど
間 300件 ぐらしヽ
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

■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 .

て見ると、
る状況ですcこ れをタイフ電」
ただいてしヽ
させてしヽ
ます。
広告デザインが今半分 ぐらいとな つてしヽ
の町会、通
り会、それ か
銀座 には全銀座会 とい う、銀座
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

5

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

南北の通 り抜け
・ 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 。

市 はつ
か協議 をする と、先ほ どか らお話があるよ うに、者Б
造性
くるものではな く、できるものだ とい う話だ とか、倉」

驚繭の通 り難け

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

,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

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

・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
ヽ
気持ちのいし空間。

ただき、それ について話 し合 いま し
さのデザ インを提案 しヽ
う姿勢で協議 をさせて いただいています。様 展
ょう」としヽ

8

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

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

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
て います。事業者の担当者さま、
ただしヽ
う形で出させて しヽ
う意
つても、私 どもが どうしヽ
の担当者さまが替わ
行政の区

1信

ヘ
。
の
の
お
い
し
た
い
銀
座
全
文
ト
協
力
を
願
体
量
難
暑
脅
[:懲會彗ン
借
:嘗 i会

￨

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、

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
か らです。
と残るように しておきたしヽ
「努
また、様 々な法的な規制、色 々な事業的な IEM実 か ら、
ヽ
力 したけれ ども、どう してもできなし」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
う
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

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

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

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

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

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

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

の広が り、そういうことをち ゃんと調 べてください、とい

く、中を通 り抜けられて、なるべ く自然な形で反対倶」
の通

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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。

しま した。

次に、東急プラザ銀座 への要望です。

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

1

露
藝餞邁
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。

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。

・

37じ 藤
豚
轟
F蕩 努
戴
≦
Z涯 貫
ま
じ
な
で
だ
で
警
講
警
警
議
艦
響
:テ

2

ナ
ント
に
デ
も

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。

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

3

小学校とのFEl係
・

[汚 軍雰懲露警基9習「
馨

4

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

大切に。日照や通挙路の安全確保について、小学校

局辺環境への貢献

:纂 璧3濯 就踵罐Rム 機鴛
賦
5

し
て
は
い。
鸞籍驚爾

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
ヽ
1こ よつて分断されても
る 1‐ 4丁 目への流れができれば竪まししヽ
.

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、

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。

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

ア 銀簿ブラン トの確立への欝献

い。そんなことをお願い しま した。また、ロゴ、業態案内

̀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。

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。
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次に、GINZA PL∧ CEへ の要望です。

一つは西銀座通 り (夕 ヽ
堀通 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

上 警徴性の高さlc対 する配艤

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

・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。

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

3

1輌
サイン誇

・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。

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
ということもお願しヽしま
親 しみのもてるビルに してほ ししヽ

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

した し、歴史に残る銀座の新 しい魅力と￨=値 を生み出すビ
を しま した
ルに していただきたいということもお願 しヽ
ますが、銀座には区立
ご存 じの方もいらつしゃると日 しヽ

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。

=

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

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
。

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

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

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

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
につくってほ しいということを強
まいます。そこもされしヽ
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

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
ヽ
るか
￨こ していただきま した。今、とても賑わいが増えてし
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l̲
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

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

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
るとこ
全体の問題ですが、商業が用途と してi曽 え過ぎてしヽ
か、ま
ろがあります。一方で、事務所機能も必要ではなしヽ

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
ます。今でもVll
節ごとに、照明の演出を していただいてしヽ
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

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。

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。

面後退 を決めてきま した 。実 は、今、その 見直 しの 議論 を

テす ン トについての 議論、それか ら外層の 網 目の向 こう

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 。

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

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、

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

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

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

また、建物 l̲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

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

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。

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
ヽ
し る街です 。関東大震災、戦災では全部焼 け、そ こで、半

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。

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 。

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。

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 。

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

(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

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。

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。

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

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

ハ レの 場の非 日常ののれんではな く、どち らか というと
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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のですが、裏
配慮を して、表通 りほどのにぎやかさはなしヽ
には見せないフアサ ー ドをつくつています。

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

(陣 内)あ りがとうございます。たくさんお間き したいこ

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

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
じしていて、機能、建物 のありん、用途もバラ
な状況が変イ
ンスよくとか、色 々話があ りま した。ライフスタイルも含
ヒしています。その中でどうし
めて日本の状況は本当 に変イ
たらいいのか。三浦さん、お願い します。

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。
のは銀ブラで
私の場合、やは り銀座 と言 えば目い浮からヽ
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
へ ん美人なのです
花月園を つ くつた人。その奥さんがた しヽ

■ 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

が、今で言 う読者モデルで、凄 い人気だ つた ら しいです。

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

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

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
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

ので最初 に自己紹介を します。

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

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
『「東
過 ご しま した。1987年 に

ブラJと いう言葉が生まれたそ うです。
か というと、これ を読む と
たしヽ
ということで、何が言 しヽ

京」 の侵 略 ― 首都 改造計画 は何

たので はな く、カフ ェ、
銀ブラは高級品を買 つて歩 いて しヽ
ら して いた。今で言 う
とかの世界
を
6や
ら
6や
料亭や芸者さん

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

コ ト消費を して いた ということですね。

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
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

風土化する 日本

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。

これは今 (こ ん)禾 [次 郎がつ <つ た地図にサインペ ンで
数
赤丸をつけま したが、カフ ェとハ ーと喫茶店です。凄しヽ
ヽ
ヽ
です。現在よりす つと多しのではないて しょうか。しかに
「そいつは面白しヽ
な。今度そう
6ヾ らCIら して しゃべ つて、

本来 は消費 を考 えるのが仕事ですが、中国で今売れ て い
『第四の消費 つなが りを生み出す社会 へ 』
るのは 7年 前の
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

いう仕事を しようじゃないか」とか、「今度あそこにあん
う話を していたのではな
な店をつくろうじゃないか」としヽ
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
てしヽ
たことが感 じられる素晴らしい地図だと目い讀
を歩しヽ

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。

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

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。
『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
ま
ド品を買いま した。次は何ですかと、次が気にな つてしヽ

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

サ

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

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。

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

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

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

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

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

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

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

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。

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

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。

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

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。

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
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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。

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 てすが、
このような廃墟がいくらてもあるわけてす
￨、

,い

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。
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

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

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

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。

いる気が します。
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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

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

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

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

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

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

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

わせを した後、私は六本木に行き、DESIGN

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。

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

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

SIGHTで 民

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。
￨

●￨● AI:

私利私欲 、
さい

4ヽ

ぶ

パブリック =官 、大きい 正 しい
消費者

大きな店、空間

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
たり、コンサ ー トを開しヽ
ちがスす ックやバ ーを開しヽ
たりし
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

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。

う。これで終わ らないのが高円寺です。何を したか。

す

・

r

l

多摩ニュータウンに建築スナ ック

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。
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
取 つてカフェ、ギ ャラリー、色 皮
人が多く、古い家を買 しヽ
た り、そこに八
夫婦がしヽ
なカルチャースクールをやる若しヽ
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
たりですね。
という場所をつくる人がしヽ

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

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。

(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
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
l

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、

′
癬

１ ０ ０ 万 円 で 家 を 買 い︑
週３＝働く

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、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

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

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

.

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。

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
ヽ
てしると思うわけで 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

52

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
方に多様性が
路という資産がある中で、もっと街路の使しヽ
のではないかと悪います。
あ ってもいしヽ
とい
今銀座の内部の使 い方としては、あまり工夫はなしヽ
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
う
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
世代、ある程度年齢のいつた世代が銀座に集
話は、今若しヽ
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
う話が、
い、もっと路地的なものを大事に しなければとしヽ
銀座の人たちから本音 として出てきます。
ることは、すごく人事だと目
そういう気持ちを持 つてしヽ
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
う思いを持ちつつ、や
にな りがちです。少なくともそうしヽ
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
ます。先ほどお間き した
て、原点は路地と銀ブラだと用 しヽ
ようにカフェがこれだけあり、サロンがあり、みんなが集
うことを切実
まる場所があつた。それが銀座の原点だとしヽ

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
芍 ￨こ いらしている蓑原敬先生に。先生は 2003年

=の

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

その中でなかなか厳 しいのが、銀座では コーヒー J杯 で
おそ
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

状態をつくり出 していることです。
ことです し、実は大変なことで
そのことは非常に大きしヽ
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、

ば屋さんがあり、そこに行くと必ず誰かに会 つて し讀う。

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。

に思います。

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
のですが、そこのところには、これから
けなしヽ
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

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

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

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

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

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

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

です

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

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
ー
ナザ 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 l̲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

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

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

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

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
=

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

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
ムの電謹てす し、協会の中で色展な立場でもの
れは日本全ソ
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

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

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)

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

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
ー
座のフィルタ 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。
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