
るでしょう．もちろん周囲のマンションやホテルに住んでいらっしゃる方の憩いの場

所にもなります．この場所で人はどのように行き来するのか，またたばこを吸われ

る方と吸われない方がどのように共に過ごせる場所になりうるか，を考えてほしい

です．この場所の可能性についてのイメージ力が必要だと思います．

六鹿　　ただ単にこの緑地にたばこを吸うためだけの場所やフォリーのようなもの

を置くのではなく，開発で意図された豊かな緑地を，たばこを吸われる方も吸わ

ない方も一緒に享受できるような，そういった場のあり方を考えてほしいですね．

また西沢さんがおっしゃったように，今回は都心の高層オフィスビルの再開発で，

下層階には商業施設も入ります．どのような人がどんな風にこの敷地を通ったり，

緑地を訪れたりするのか，そういった設定もとても大切になると思います．

佐藤　　緑豊かな公開空地という前提は，ある意味環境がよすぎてしまうので，

都心に創出される緑地空間を生かす
古谷　　SMOKERS' STYLE COMPETITIONは，人を分けずに煙を分けるをテー

マに，2006年から開催されて，ちょうど10年が経ちました．この10年の間に，実

際にいくつかのアイデアを具現化する機会もあり，前回のSMOKERS' STYLE 

COMPETITION2013では，東京神保町・テラススクエア1階の外部に面した場

所に，曲面壁と設備の配置を工夫した応募案を採用し，実際に分煙空間をつくり

ました（「リフレッシュポケット」本誌1511）．今回は，3回目となる屋外空間における分煙

への挑戦です．1回目は自由が丘南口の自由通路における分煙のアイデアを募り

ました．2回目は，東京の日本橋エリアのオフィスビルの足元に，たばこを吸われ

る方と吸われない方が共に快適に過ごせる屋外広場を提案してもらいました．

3回目の屋外空間となる今回は，東京都心の大規模開発によってつくられた緑豊

かな公開空地が提案敷地となります．この開発は，豊かな緑地空間を都会に提供

するため，建物の配置を敷地の中央ではなく，片側に寄せて，できるだけ広い緑

地エリアを確保しています．また，通常は敷地の外側に街路がつくられますが，

街路（緑道）を敷地の中に取り込み，それが街と敷地の結節面となっているのが大

きな特徴です．この緑道を含めて敷地を一体的に考え，屋外空間における分煙を

皆さんに考えていただく．今回はそういったことがテーマとなり，それにふさわし

いテーマタイトルを考えていきたいと思います．

外部空間においては，たばこを吸われる方が一カ所に集まると，たばこの煙が集

中するため，ある程度たばこを吸われる方が分散されるように，さらに，たばこを

吸われない方も快適であるような空間が必要になるだろうという話は，毎回議論し

てきました．今回もたばこを吸われる方が適度に敷地内で分散することが望まれま

すが，単に灰皿を置くのでは建築的なアイデアとはならないでしょう．人を分散さ

せる仕組みが敷地に組み込まれ，同時にたばこを吸われる方と吸われない方がど

のように場を共有できるのか，そのアイデアが求められていると思うのですが，そ

のためにどういったテーマを設定するのがよいか，西沢さんはどう思いますか？

西沢　　敷地前面の緑道と，敷地内の丘が，ひとつのポイントになると思います．

従来の大規模再開発の場合，敷地内に設けた公開空地に街路樹状の緑を植える

ケースが多かったと思いますが，今回の事業ではそれを一歩進めて，歩道から公

開空地の中までを一体的な丘のように整備しようとしています．また，前面の歩道

もこの敷地の前だけでなく，周辺街区へ繋がっていく長い緑道として計画されて

います．敷地内の丘には，東屋的に店舗もいくつか点在していますが，オフィス

が多いエリアですから，オフィスワーカーが休憩がてら立ち寄るかもしれません．

高層ビルのなかには商業施設も入るので，買い物がてらにこの丘を訪れる人もい

4m 4〜5m
敷地高低差

16m
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緑地の中心になる場所．
飲食や店舗テラスが面していて，
賑わいや憩いが生まれる．

複合ビル
下層：商業，会議施設
低〜高層：オフィス
一部共同住宅
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でしょうか．

六鹿　　そこはある程度応募者が想定するのでしょうね．場所も自由ですから．

まずは私から，テーマを議論するきっかけとして「都心の緑の中の分煙空間」とい

うテーマタイトルを投げかけたいと思います．いかがでしょうか？

西沢　　応募者にとっては手がかりが少ない気もするので，もう少し言葉で補うこ

とができるとよい感じがします．都市部の公開空地というのはお金を払わなくても

滞在できますから，いろんな人を集め，街の界隈をつくり出していくために貴重な

存在になると思います．その意味で，誰でもここに滞在できることを上手く提案に

盛り込んでほしいです．そういった言葉を入れてみるのはどうでしょう．

福地　　さきほど佐藤さんがおっしゃられていた「思わず立ち止まりたくなる」とい

うのはひとつのキーワードとして心に留まりました．外部にそんなイメージを持た

せてくれる分煙空間が存在したらよいのではないでしょうか．また，緑がある場所

でたばこを吸うのは気持ちよいことだと思います．喫煙所に行こうと思ってここに

来たわけではないけれど，散歩している中でふらっと寄ってみるとか，立ち止まっ

てみたくなるような空間が街の中にあり，そこがみんなに開かれた場所であること

がよいのではないかと思います．

屋外の緑地を生かす建築的な提案とは

古谷　　そうですね．では今回のテーマは「都心の緑の中，思わず立ち止まりた

くなる分煙空間」というのはいかがでしょうか？

都心に今回の計画のように緑豊かな敷地と，緑道があり，しかもそれが街区を越

えて連続し，周辺の界隈をつくっていける可能性もある．そういった大きな構想も

視野に入れつつ，この場所のあり方を考えてみる．スケール的には，建築工事に

は絡めないので常設が前提ではなく，ヒューマンスケールなものが望まれますが，

もしこの緑道が街の中に延長された場合，それぞれの敷地に今回の敷地のような

外部空間が生まれてくると思うのです．そうすると敷地ごとに建つビルの特性に応

じた公共空間のあり方が問われることになります．そういった先の状況も踏まえて，

街への広がりに対する意識も是非持っていただきたい．

ここでは，いろいろな人が立ち寄れる都市公園のような場が望まれるのかもしれま

せん．昨今，公園でたばこは吸えませんが，ちょっとしたイベントなどが開かれる

ことも多く，その時にはゴミのことや，たばこを吸われる方，吸わない方が共にそ

の場所，時間を共有できるかが常に課題になります．不特定多数のさまざまな方

が心地よく場を利用するための仕組み，仕掛けを考えて，是非建築的なアイデア

と工夫で解決していただきたいです．

西沢　　高層ビルの足下は，街を行き交う人にとって，無意味な空地になってい

るケースが多いですが，それは建物の利用者のための計画動線として設計されて

いるからで，積極的に人を集める緑の公園のようなイメージで計画されていない

からです．今回の敷地は，緑地の中に商業施設が点在し，オフィスで働いている

人やお店に来る人は少なくともこの緑地に集まるでしょう．さらに周辺で働いてい

る人たちも，こうした場所が近所に現れたら，頻繁に訪れることになるでしょう．

いろいろな人たちが一緒にいられる，待ち合いのような休憩機能があるとよい気

がします．

佐藤　　今回はオフィスで働く大勢の人たちと，高層ビルの足元に広がるこの緑

化空間にどのような接点を生み出せるのか，そのアイデアが必要になります．エ

ンジニアとして今回の課題を見てみると，技術的な提案はしづらいかもしれません．

エンジニアリングに頼るのではないとしたら，どのようにしてたばこを吸われる方と

吸われない方が共に過ごせて気持ちのよい空間がつくれるのか．その辺りを上手

く考えた面白いアイデアに期待したいです．

六鹿　　SMOKERS' STYLE COMPETITIONが始まった10年前と現代では社会

の状況が大きく変わっています．都市における再開発も進み，また2020年には東

京オリンピック・パラリンピックの開催も決まりました．日本を訪れる外国人観光

客も増加の一途です．そういった社会状況を踏まえての外部空間についても是非

考えてほしいです．2020年に向けて国際化を視野に入れた時，都市の外部空間

はどのようにクールジャパンを表現することができるのでしょうか．

福地　　六鹿さんがおっしゃったとおり，訪日外国人への「おもてなし」の観点も

重要な点のひとつだと思います．特に日本の喫煙におけるマナーやルールは諸外

国と異なり，屋外も屋内もそれぞれの事情に合わせた分煙が進んでいるのが特徴

です．とはいえ，屋外のたばこが吸える場所というのは，単にパーティションで囲っ

ただけの場所など，無機質なものが多いです．今回のように緑豊かな環境の中で

は，パーティションで囲むだけではなく，建築的な工夫から分煙と同時にその場所

の気持ちよさが増幅されるような，そういったアイデアが出てきてほしいです．開

放的なところでたばこを吸うことは気持ちがよいことだと思います．もちろんそれ

にはマナーも大事でしょう．マナーが自ずとよくなってしまう，それを誘発するよう

なことに繋げられたら素晴らしいと思います．そういった日本ならではの屋外空間

における分煙のあり方をこの場所から発信できるといいですよね．今回も難しい

課題への挑戦になりますが，皆様からのたくさんのご応募をお待ちしています．

（2016年1月26日，日本たばこ産業株式会社にて　文責：本誌編集部）

★妹島和世

今回の敷地のいちばんの魅力は都会にこれだけの緑があることだと思います．

その環境をできるだけ維持して，たばこを吸われる方と吸われない方を共存で

きるようにしてほしいです．たばこを吸ったり何かをするための特定の場所をつ

くってしまうのではなく，豊かな緑を楽しむ仕掛けのひとつに，たばこを吸える

場所がなんとなく組み込まれているとよいのではないでしょうか．完全に囲って

しまうのではよくないですが，人の視線やたばこの煙をある程度コントロール

するには，凹みなどちょっとした仕掛けは必要なのだと思います．もしくは，こ

れだけ広大で公園のような敷地ではたくさんの人が行き来したり，休憩したり，

イベントするなど，さまざまなシーンが想定されるので，ある程度動かせる家

具的なものもイメージできそうです．普通公共空間に置かれる椅子は座れる人

数が規定されていますが，1～4人で使えるゆったりとした大きな椅子を点在さ

せる．歩いている時はだめだけれど，座っている時はたばこを吸ってよいルー

ルをつくり，自分で吸い殻は始末するマナーを守ってもらえば，点在すること

で人が散らばるし，歩きたばこを防ぐなどマナーの向上にも繋がります．単に

つくることだけではなく，建築の創造が，その場所を使うことへの意識付けの

ようなものを喚起できることに繋がったら，屋外空間における新たな分煙のか

たちを発見していけるのではないかと思います．

（2016年2月5日，妹島和世建築設計事務所にて　文責：本誌編集部）
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とても難しい課題だといえますね．たばこを吸うという個人的な行動を，この敷地

内でどのように捉えることができるのか．そこを考えて提案してほしいです．今回

は建築工事とは切り離され，かつ常設ありきではないので，あまり設備的な部分

に頼ることはできなさそうです．

敷地と街の関係性

古谷　　さきほど西沢さんのお話にも出ていましたが，今回は緑豊かな敷地に，

緑道が通っていることが環境としてはひとつ重要なポイントではないでしょうか．ス

ペインのバルセロナには，ランブラス通りという街の中心部から臨海部まで続くと

ても賑やかな通りがあります．そこはさまざまなお店が立ち並び，常に多くの人で

賑わっています．つまり，街の賑わいが道を介して広がり，それがその界隈に人

を集める要素となったわけです．この敷地内の緑道は，今は開発エリア内だけで

の試みのようですが，周辺では緑地や緑道を増やしていこうという試みもあるよう

です．今回，敷地に面してこのような通りが計画されている意図を是非汲み取っ

てほしいと思います．東京の都心部に緑道をつくり，それが街区を越えて繋がって

いく．そういう起点となり得る場所において，たばこを吸われる方も吸われない方

も共存できるような，どの場所にも汎用性を持つアイデアが見つけられたら，そ

れは屋外分煙のプロトタイプとなるかもしれません．もちろんこの場所の特徴を捉

える必要はありますが，そういった街への広がりも是非考えてほしいです．

福地　　都心の大規模開発の場合，敷地内は基本的に禁煙になる場合が多いで

す．今回は人が集まる場所をつくろうという意図を持って，より多くの方に来ても

らえる緑豊かな公開空地の計画であるため，たばこを吸われる方を全面的に排除

してしまうのではなく，できるだけ共存できる環境を整え，たとえばイベント時や，

多くの人の利用が見込まれる時，さまざまな人が心地よく場所を享受できる，そ

んな建築的なアイデアによってこの場所に来る方たちを迎え入れることができる試

みが期待されます．

高層ビルのオフィスフロアや商業施設フロアには喫煙場所が設けられています．た

だ，その喫煙所を一般開放するのはセキュリティやキャパシティの問題もあり難し

い．この公開空地の中に何かよいしかけをつくることで，一般の人もふらっと立ち

寄れて，オフィスで働く人も時々降りて来て，リフレッシュする時間を持つことがで

きたら，とてもよいのではないでしょうか．

六鹿　　緑地であることは最大のポイントになりますが，今回は敷地のどの場所に

どうつくるかは応募者それぞれの設定になるので，断面に示されているように，敷

地に起伏があることも是非視野に入れていただきたいです．起伏があることで人

の視線の高さがコントロールできたり，多少は風の影響も変わってくると思うので

す．普段は単に人の居場所として使われているようなものが，何かイベントがある

場合には違った使い方ができる仕組みを持っているとか，割と簡単に移動できて，

仮設的なものであると汎用性が高くなりそうですよね．もちろん仮設が前提では

なく，通常も使えて，場合によっては違う使い方もできるという可能性も考えられ

ると思います．

その時，周囲との接続部分にもなる緑道のあり方も一緒に考えてもらえたらよい

ですね．敷地の状況は示されたものが前提にはなりますが，緑道のあり方から提

案していかないと，外部空間で分煙というのは難しいかもしれません．

佐藤　　SMOKERS' STYLE COMPETITION 2013のプロポーザル部門で最優

秀賞を獲得し，その後実現したテラススクエア「リフレッシュポケット」（本誌1511）

では，思わず立ち止まりたくなり，ここで一服できたらたばこを吸われる方も吸わ

れない方も気持ちよいだろうなと思える空間が実現されていました．そのように思

わせる空間，場所であることが大切だと思います．

西沢　　機能としてはどんなものが想定できますか？　待ち合い的なものなの

※テーマ会議当日，妹島和世さんはご都合により欠席とな
りましたため，後日コメントをいただきました．
※日本たばこ産業株式会社の審査委員，岩井の代理として，
渉外企画室長の福地淳一が出席いたしました．
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テーマ会議の様子．
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