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「（仮称）神保町プロジェクト」広場からの外観パース．／資料提供：日建設計 「（仮称）神保町プロジェクト」建物全体外観パース．／資料提供：住友商事

今回の提案場所について

井上　今回提供させていただいた計画地は神田の街の再開発「（仮称）神保町

プロジェクト」の中にあります．このプロジェクトは博報堂，三井住友海上火

災保険，大修館書店，安田不動産に住友商事を加えた5社の共同事業で，

当社が幹事会社として建物の企画開発を行っています．この計画には20年

という長い年月がかかっており，検討を始めたのは1993年でした．敷地には，

岡田信一郎氏が設計した博報堂の旧本社屋が建っており，地域のランドマー

ク的存在でした．ですので，今回の開発においてもこの歴史的建物の外観を

（社）日本建築家協会と協議の上，ビルの足元に復元することとしました．さ

らに敷地内には，1,000m2の緑を含めた広場をつくりました．地域のイベン

トを開催する場所や，災害時の防災拠点にもなり，神田の安全安心な街の

中核であり，かつ文化的情報発信をしていく場所にもなります．近代建築を

社会資本として利用するかたちで復元し，ほかの街にはない神田独自の再開

発を行っていきたい想いがあります．さまざまな紆余曲折がありましたが，

昨年無事に着工し，2015年の3月竣工予定です．

今回のコンペで提案していただく計画場所は，建物の内部でありながらも，

この場所に来た人が誰でも使える，広場に面した場所です．不特定多数の

方が利用できる室内という難しい題材も含まれることになりますが，いまま

でそういった場所はなかったと思いますので，新しい試みとしてとらえていた

だけたらと思います．

この計画では，ビル内のすべての人たちに気持ちよく働いていただくため，

喫煙環境の整備に積極的に取り組んできました．4階以上のテナント階では

喫煙室の設置に対応可能なほか，2階，3階にもそれぞれ喫煙場所が設けら

れています．また1階においても，今回の計画場所と，テナント内の方たち

が専用で使用できる場所の2カ所を設けました．今回の計画場所は，ビル内

の人だけではなく，ここを訪れた人が誰でも使えるスペースとして考えてい

ただけたらと思っております．

私たちの想いとしては，完成時はきれいでも，何年かすると大々的なメンテ

ナンスが必要となってしまうようでは困るので，メンテナンス性についても是

非考えていただきたいです．きれいに使えて，たばこを吸われる方も吸われ

ない方も過ごせる場所であれば，より多くの方が利用してくださると思うの

座談会：

たばこも吸えるインドアパブリックスペース
です．たばこを吸われる方と吸われない方が，一緒にいられるパブリックス

ペースに，このコンペのテーマである「人を分けずに煙を分けること」を実現

した共存空間を考えていただけたらと思います．

分煙空間のとらえ方一一テーマについて

佐伯　今までSMOKERS' STYLE COMPETITONは「人を分けずに煙を分

ける」ということをテーマにさまざまな場所を題材として行ってきました．

今回は，たばこが吸える場所をこの「（仮称）神保町プロジェクト」の建物内で

ご提供いただいたわけですが，私たちとしては，単なる喫煙所をつくるので

はなく，そこでいかに今まで問い続けてきたテーマに応えた空間がつくれる

のかという，さらに広がりのあるコンペになるのではないかと思っています．

実際オフィスビルは，建物内での喫煙ができず，ビルの足元にたくさんの喫

煙者が出てきてしまうことや，今回のように内部にたばこを吸える場所があっ

たとしても，吸わない方も過ごせる場所にはなっていない現状があります．

これらの状況を打開できるような，建築のアイデアが求められているのでは

ないでしょうか．

古谷　今回はとても難しいテーマですね．まずは具体的なことをうかがいた

いのですが，この計画場所は，博報堂の建物が復元された内部に入るカフェ

と直接繋がっているプランになっていますよね？　このカフェから，コーヒー

をテイクアウトしてここでお茶を飲むこともできるのですか？

井上　はい，できます．

古谷　だとすると，この場所が併設する風除室やカフェとどのような関係を

持って隣接していくかを考えてもらわなければいけない気がします．不特定

多数の人がたばこを吸える場所としては，今回の計画場所のみかもしれない

ですが，その場所だけを考えるのではなく，ある程度その周りとの視覚的つ

ながりや，関係性を一緒に考えていただきたいです（36頁，平面図参照）．

西沢　お店との関係を優先事項にすると，お店と喫煙所との関係性を操作

する案が増えてしまうという懸念もあります．僕としてはそれよりも，分煙空

間としての環境の質が大事だと思います．具体的には煙の処理とか，音や室

温の処理などです．今回の計画場所は出入口が2カ所あって，屋外広場に繋

がっていたり，カフェに繋がっていたり，オフィスにも繋がっていて，いくつ
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かの異質な環境をつなぐスペースになります．煙をはじめとする環境設計は重

要なポイントになると思います．

六鹿　周りをどのように考えるかで，たばこを吸える場所自体にどのようなこと

を期待しているのかが，見えてくるような気はします．内／外のエリアを明確

に設定して，内部だけ提案してもらうのでは，分煙空間といえる場所にできる

のかイメージできないですね．

佐藤　そうですね．たばこを吸う人だけにとっての気持ちのよい空間ができて

も駄目なので，たばこを吸えるエリアだけで考えてもあまりよいアイデアが出

てこない気がします．

妹島　難しいかもしれませんが，たばこが吸える場所と外部をつなぐ，今まで

は風除室とされてきた場所も一体的に考えて，気持ちの良い小さなホールみ

たいになっていたらよいかもしれません．建物に入るという機能を持ちながら，

たばこも脇で吸えて，吸わない人とも上手に共存できたらよいですね．コーヒー

を飲めたら，もっとよいと思います．そういう場所にするのならば，広場との

関係も重要です．今まで空気をコントロールするために仕切られてきた場所が，

内と外の中間領域としてたばこを吸う人も吸わない人も楽しめる場所になった

ら，ビルの足元の風景が変わりますよね．

井上　千代田区の路上喫煙禁止や公開空地での喫煙回避といった事情から，

どこかお店に入って吸うという場合を除き，たばこを吸える場所は限られてい

ます．そのため，この場所はたばこを吸う人にとっては非常によい環境になる

ものと思います．

一方で，この建物は街の一般の人びとも集う場所になりますから，たばこを吸

わない人が使うことも考えたいと思います．その空間でたばこが吸えるけれど，

たばこを吸わない人も来て室内でリラックスできるオープンな場所のイメージ．

コーヒーを買って持ってきてもよいし，お父さんのたばこに付き合う子どもの

姿もあるかもしれません．パブリックなインドアの場所．そこでたばこも吸える

ということですね．

古谷　なるほど．そうするとテーマについてなのですが，今回はたばこを吸う

ことが前提になっている場所として考えるのではなく，井上さんがお話されて

いるパブリックで，かつインドアであることがキーワードになってきそうですね．

六鹿　たばこも吸えるリフレッシュスペースという感じでしょうか．誰でも入る

ことができる．

妹島　それはすごく分かりやすいですね．そうすると，周辺のつながりにも意

味が出てきます．

西沢　一般的な喫煙所を設計してもダメなのだということを，応募者のみなさ

んには十分に理解してもらいたいです．この場所を単なる喫煙所の延長でとら

えて一応共存できる分煙空間に設計するというのでなくて，今までに存在しな

かった新しい中間領域としてとらえて，その役割のひとつとしてたばこも吸える

という風に考えてもらえるとよいと思います．

佐伯　そうですね．これまでの皆さんのご意見をまとめると，たばこも吸える

インドアパブリックスペースというイメージでしょうか．

古谷　いま佐伯さんがまとめてくださいましたが，井上さんが再三おっしゃって

いることを示す言葉なのではないかと思いました．皆さん，今年は「たばこも

吸えるインドアパブリックスーペース」をテーマとするのはどうでしょう？

（全員賛同）
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テーマ会議の様子．

たばこも吸えるインドアパブリックスペースを
一一応募者へのメッセージ

古谷　今回は，今までずっと挑戦し続けてきた「人を分けずに煙を分ける」と

いうテーマが，新たな段階へと成長しているように感じます．提案していた

だく場所は建物の内部ですが，一般の人たちも使える場所にするということ

は，建物内のたばこを吸う人，吸わない人だけでなく，街行く人も分けない

ことがテーマにもなっているからです．設定いただいた場所もアウトドアとイ

ンドアの接点の場所にありますから，是非そのことについて考えて欲しいで

す．そのためには，たばこを吸える場所のことだけ考えるのではだめで，到

達する前の空間，屋外と繋がっている空間への考え方がとても大切になると

思います．どのようにアプローチするのか，プロセスも含めてデザインして

欲しいと思います．

妹島　今までだったら喫煙スペースと呼ばれてしまう場所ですが，広場に面

していて，カフェとも繋がっている公共的な場所なので，喫煙することを主

目的にするのではなく，「たばこを吸うこともできますよ」という新しいタイプ

の場所の提案を求めているのが今回の面白いところだと思います．インドア

パブリックスペースは，特に用途が決められていないラウンジみたいな空間

でしょうか．それが街と繋がっているようなものになればよいですね．

西沢　井上さんのお話をうかがって，これから神田という街は，今までにな

いタイプの街になっていくんだなという気がしました．丸の内とも日本橋と

も京橋とも銀座とも違うタイプの街が目指されています．この提案場所の周

囲には屋外広場や復元建築，路面店やオフィスがあり，それらは今後の神保

町の主要な要素がここに集約されているということでもあると思います．提

案していただく場所は街全体から見れ

ば小さいですが，神田という街の未来

像を一室で体現したような提案を見て

みたいです．

六鹿　誰でも行ける屋内空間で，分煙

をいかにしっかりできるか，そのアイデ

アが求められています．もうひとつはロ

ケーションに対するレスポンス．昔から

の街並みがあるところですから，どのよ

うに人が利用できるのか，街との応答

を考えて欲しいです．今回の提案場所

が入るビルは，神田の文化的香りが残

る場所にあります．地域固有の課題に

対してどう応えるのか，街全体を俯瞰し

て考えていただきたいです．佐藤さん

の専門領域になる実現可能な技術の考え方も必要ですね．33m2程度の決し

て大きいとはいえない場所に，さまざまな要素が相まっての提案が問われま

す．インドアとアウトドアの切れ目にあるパブリックスペースとして，実現性

あるものになることを期待しています．

佐藤　たばこを吸う人は非常に明確な目的を持って喫煙所にやってきます．

その場所にたばこを吸わない人をどう引き入れるのか．設備だけに頼らない

アイデアが欲しいなと思います．たばこを吸うためだけに区画された場所の

アイデアをここで求めているわけではありません．誰もが一緒にいられるこ

とが基本と考えると，一見は特殊解を探すようではありますが，その中に汎

用性が求められるのだと思います．

井上　今まで私たちは，屋上庭園にリフレッシュスペースを設置し，たばこ

を吸われる方の場所はガラスで仕切って中からは庭が見えるし，外からもた

ばこを吸う人が見えるようにして，たばこを吸う人にも疎外感を与えない場

所をつくってきました．そういう意味では共存なのですが，1階にそういうも

のがあったかというと，それはなかなか実現が難しかったのが現状です．で

すので今回は広場も使ってそういった場所の提案をしていただきたいです．

私たちも勉強になり，おっ！　と思えるようなアイデアを期待しています．

佐伯　人を分けずに煙を分ける．煙を分けることは設備的な工夫をすれば簡

単で，ある意味必然といえるかもしれません．今回はいかにして人を分けな

いか．それがテーマなのです．私は，物理的な遮蔽物があっても人を分け

ないことが可能ではないかと思います．ある程度の設備的工夫は必要になる

でしょうが，建築的な視点で，いかに人を分けないかを体現するご提案を期

待しています．たくさんの応募をお待ちしています．　

　　　　　　　（2013年8月22日，日本たばこ産業本社ビルにて　文責：本誌編集部）
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計画場所
赤いエリア：喫煙可能エリア
A：ガラス使用可．開口部不可
B：エントランス部と喫煙可能エリアの境界面．煙
　  の流出に対し提案が必要
C：ガラス使用可．開口部不可
D：壁．仕上げは自由
E：カフェとの境界面．煙の流出に対し提案が必要

ピンクのエリア：赤いエリアと併せてあり方を提案
F：内／外をつなぐエリア．本来は風除室．煙の
　流出に配慮した扉のあり方や出入口の場所の提
　案が求められる
G：カフェのテラスに出入りできる．ガラス使用可．

平面図　縮尺 1／ 100

断面図　縮尺 1／ 100


