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ABSTRACT

The vacant lot in the city used only as businessman's smoking space is effectively used as a
place for the communication space and refreshing space. It is a proposal type project to renew the
city from an external space by updating the vacant lot in the city bringing some together.
キーワード：都市のくうち
実践型プロジェクト 小さなまちづくり手法
Keywords: Void of city, Practice type project, Small city planning technique

1.

背景とアプ ローチ

の喫煙スペー スとしてし か機能し ていない「 街の

B114 （神田地区を舞台に した建築 ・まちづく り教

くうち」をも っとコミュ ニケーシ ョンやリフ レッ

育の実践的展 開）から分 岐する形 で今年度よ り創

シュの場とし て有効活用 し、それ ら点と点を 結び 、

出されたカテ ゴリー。前 年度まで 行っていた 街の

更新していく ことで街全 体をセミ パブリック な外

未利用地＝路 地の再生か ら発展し 、ビルの狭 間に

部空間から織 り直してい くような 提案型実施 プロ

できるオープ ンスペース ＝公開空 地の活用を 題目

ジェクトであ る。その一 例として 期間限定 で

に提案型ワー クショップ をビル利 用者（サラ リー

CET05 ＊にあわせてオープンした 「足湯カフ ェ」

マン、ＯＬ） を対象に行 っている 。 2005 年度は、

を挙げる。イ ンキュベー ターオフ ィスを運営 する

東京理科大学 の大月研究 室と組ん で、皇居沿 いの

プラットフォ ームサービ スや、区 の街づくり 公社

オフィスエリ アのビルの 足下に広 がる公開空 地数

「まちみらい 千代田」が 入居する 千代田プラ ット

箇所でワーク ショップを 行った。 題して「く うち

フォームスク エア横の「 くうち」 に出現した 「足

プラス」。

湯カフェ」は 、くうちに 竹と簀の 子を敷き詰 め、
湯が流れる池 をつくり、 サラリー マンやＯＬ が昼
休みやアフタ ー５に、裸 足になっ て足を湯に つけ
ながら、街を 眺めつつ対 話する場 所（視点） を創
出することを 試みている 。

公 開 空 地 の 俯 瞰
図１

く う ち Ｍ Ａ Ｐ （ CET05 に て 配 布 ）

街に開放され ていながら 、現実に はサラリー マン

２．プロセス

街との接 触＝人と の接触

首都大学東京21世紀ＣＯＥプログラム

巨大都市建築ストックの賦活・更新技術育成
Development of Technologies for Activation and Renewal of Building Stocks in Megalopolis

[2006/05/25]

街に関わるこ とは、環境 を読み解 くことであ り、
一つ一つの環 境を整え、 新たな環 境をつくる こと
である。この 「くうちプ ラス」に おいても、 大月
研究室が行っ ていた公開 空地の利 用状況調査 が発
端となり、地 域住民との ワークシ ョップを以 前よ
り仕掛けてい た首都大学 東京のメ ンバー、区 から
街づくり助成 金を受けて 活動して いる学生団 体

写真１＆２

公開空地の調査、分析

写真３＆４

デザインミーティング

写真５＆６

公開プレゼンテーション

写真７＆８

くうちに完成した「足湯カフェ」

「神田夢ラボ 」の学生達 が入り込 み、さらに 東京
の現状に興味 をもってい た米国テ ンプル大学 の短
期留学中の学 生等が飛び 入りで参 加している 。メ
ンバーが整っ たところで 、企画を 考え、デザ イン
に落とし、総 勢４０名の メンバー に対して各 々が
プレゼンを行 う。それと 同時に企 画の実現と 成功
に向けビルオ ーナーを口 説き、地 域の企業に 協力
を仰ぎ、区に 後援を依頼 し、 CET05 のキュレータ
ーに参加を表 明し、広報 のために 街で宣伝用 のビ
ラを撒くなど を行う。表 現力と説 得力と忍耐 力や
体力が同時に 必要な行為 である。
３．技術育成

デザイン の説得力 を身につけ る

混成メンバー の中で自分 が考えた ことや発見 した
ことを伝えて いき、また ビルのオ ーナーやタ ーゲ
ット層などを 巻き込むた めに、粘 り強く説得 を繰
り返していく ことで、デ ザインは 強化され、 新た
な価値が生み 出される。 デザイン の価値は、 ひと
つのデザイン がさまざま な人の視 点で読み解 ける
ことにより高 まり公共性 を帯びて いく。建築 、デ
ザインという 立場から街 へアプロ ーチしてい くこ
とは、デザイ ンという職 能を拡げ る良い機会 でも
ある。今回紹 介したよう な街に対 する断片的 なア
プローチは、 余りにも小 さく、こ れだけで街 を変
える本流には 決してなれ ないかも しれない。 しか
し街にはまだ まだデザイ ンが入り 込む余地が 無数
にあり、そこ へのアプロ ーチは少 なくとも街 を新
しい視点で見 るきっかけ を与える ことにつな がる
のではないか 。翻ってみ るとそれ は自分自身 の説

＊

得力を磨く行 為となって いるであ ろう。
□

CET05 ： セ ン ト ラ ル イ ー ス ト 東 京 ０ ５
( 街の個性とにぎわいを取り戻すための運動 )

協力

東京理科大学大月研究室／テンプル大学ジャパン
／神田夢ラボ／ちよだプラットフォームスクエア

プロジェクトリリース
日 本 経 済 新 聞 2005 年 9 月 22 日
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「神田の未利用地

後援

財団法人まちみらい千代田

□

産経新聞
「ビルの谷間に

学生ら地域交流企画」

2005 年 10 月 8 日
にぎわいの場」

