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BCS賞受賞作品探訪記

第三七回受賞作品 （一九九六年）

前編

計︑施工は大成建設と鹿島建設︑

ありませんでした︒設計に久米設

すから︑大規模開発のノウハウは

けられた︒
﹁本来はビール会社で

ら︑オープンまでは約一〇年がか

再開発計画の検討・着手段階か

先駆的な特徴がある︒

ころに恵比寿ガーデンプレイスの

と融合する街づくりを目指したと

しを中心に据えながら︑自然環境

が︑それをミックスし︑人の暮ら

った単一の開発で進められていた

み︑商業施設のみ︑業務のみとい

で定められた用途に従い︑住居の

で︑一つの地域開発は︑都市計画

開発事業の先駆けだった︒それま

多様な用途を織り込んだ複合都市

施設︑ホテル︑レストランなど︑

業務︵オフィス︶
︑文化・スポーツ

大規模開発であり︑住宅︑商業︑

有する最大規模の敷地で行われた

生した︒当時︑都心で一企業が所

八割にあたる土地を再開発して誕

葉県へ移転し︑その広大な跡地の

たり操業してきたビール工場を千

治二十二︶年から一〇〇年にもわ

サッポロビール㈱が一八八九︵明

てから︑来年で二〇周年を迎える︒

九四年十月にグランドオープンし

恵比寿ガーデンプレイスは一九

ビール文化から生まれた
豊かな街づくり

一九九四年、当時都内で最大規模のビッグプロジェクト、恵比寿ガーデンプレイスが完成。
多様な施設を融合させた複合都市開発事業の先行モデルとなった。
前編は、再開発の経緯と、どのような発想で街づくりが行われたかを紹介する。

右手はレンガの外装のビヤステーション。その背後にオフィスタワー棟。左手は商業棟の三越。
大屋根の下はセンター広場。その向こうにシャトーレストランと、ウエスティンホテル東京、住宅棟の一つ（弐番館）がそびえる。
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文：清水 潤 写真：特記以外は山田新治郎
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また不動産会社︑銀行︑商社︑そ

10.3haあった移転前のビール工場。恵比寿ガ
ーデンプレイス低層部の赤レンガのイメージ
は、明治時代の工場がレンガ造だったことがベ
ースとなっている。
（撮影・提供：Fix）

恵比寿ガーデンプレイス
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れに住都公団など︑開発関連の会
社から協力を得てプロジェクトチ

建築主より

んできた企業の責任として、新し

しかし恵比寿でビールの歴史を刻

がどうなるのか不安もありました。

局面もありました。完成後の事業

事業や投資額の見直しなど厳しい

開発途中でバブルが弾け、一部

現在の仕事にもつながっています。

方々とともに経験を積んだことが、

夢 中 で し た。 第 一 線 の 専 門 家 の

まだ若く、経験もない業務に無我

ビール文化を継承する街づくりに
強い思いがありました

Takumi Abe

サッポロ不動産開発株式会社
取締役 執行役員 不動産技術本部長

阿部 匠

不動産開発㈱の阿部匠氏︒当初は

きました﹂と語るのは︑サッポロ
ロビールはビール事業から発展し

の岡本賢氏だった︒当時︑サッポ

構想案を描いたのは㈱久米設計

どによってこれまで以上に、安全

今後も施設のバリューアップな

い街をしっかりつくらなければい

国・東京都などの施策・制度と擦
て︑人の暮らしを豊かにする多様

ントの公示までは、関係住民の方
安心で魅力的な街への変貌を図り

私は八五年に建築専門職でサッ

り合せつつ︑どのような開発手法
な生活文化に関わっていく方針で

のご理解を得られるまで大変な苦

ます。この街ならではの「ゆとり」

けないという想いは、皆が強く持

をとるかを検討し︑それにもとづ
経営を進めていた︒
﹁ この開発で

労もしました。着工後も建築主側

や「快適性」はこれからも大切に

ヨーロッパの成熟した都市
空間をもとに大人の街を創出

き具体的な構想をまとめるまで四
も︑人が豊かな時間を過ごせる場
としての設計へのコンセンサスの

ームをつくり︑プランを練ってい

年かかったという︒
﹁ 八七年に構
をつくってほしいという要望があ
取得、施工者との工事推進の流れ

していきたいと思います。

っていました。オープン直後はそ

想を発表したときのテーマは﹃水
りました︒ビールの故郷はドイツ
を確認決定していました。当時は

ポロビールに入社し、ビール生産

と緑の山の手情報文化都市 ﹄
︑さ
です︒そこからヨーロッパの成熟

の不安を一掃するような盛況で、

らに﹃豊かな時間︑豊かな空間﹄と
した都市空間をイメージした街づ

施設の建設や不動産開発を担当し、

いうキーワードをプラスして︑人
くりをしようという議論があり︑

八九年三月恵比寿工場開発プロジ

が主役の街づくりを表現しました﹂
︒

映り︑やすらげる場所として多く

恵比寿は住んでみたい街として常

プロジェクトチームで現地視察に
の人から愛されているのが伝わっ

ェクトに携わりました。すでに特

も出掛けました﹂と岡本氏︒
﹁ちょ
てくる︒岡本氏によればこの広場

に上位にランキングされることに

っと角を曲がったり︑路地に入っ
のデザインモチーフは︑視察でド

定住宅市街地総合整備促進事業の

たりするとそれまでと別の光景が
イツのニュルンベルクの旧市街を

なり、街のポテンシャルも高まり

現れるのがヨーロッパの街の特徴
訪れたときに出会った広場だとい

枠組みをベースに開発構想は進ん

です︒低層部は︑場所によって別
う︒
﹁恵比寿ガーデンプレイスと

ました。

のイメージが現れるような都市空
いったときに︑はっきりとイメー

でいました。中でも環境アセスメ

間をつくることになりました﹂
︒

ジされるような場所が必要だと考

株式会社久米設計 設計部 副部長︵当時︶

スのエリア内で行うことを計画に
盛り込みました。例えば、オフィ
スタワーの地下五階にはガス熱源
の地域冷暖房設備のプラント施設
を入れ、コジェネも併用して、建
物全域にわたる冷暖房と給湯を賄
っています。地下五階には「ごみ
空気輸送設備」の収集センターも
設けました。各棟から直径五〇㌢
久米設計がプロジェクトチーム

集車が出入りするのは一カ所です

集センターまで運びます。ごみ収

Masaru Okamoto

空地にした努力が︑街に大きなゆ

に参加したのは八四年。開発手法

から、街の中をクリーンに保つこ

岡本 賢

環境や省エネに配慮した
インフラ整備が街を支えています

設計者より

恵比寿ガーデンプレイスを訪れ

ると︑さまざまな年代の人たちが︑ えました︒そこで︑街の中央に大
また︑総合設計制度を活用し︑

きな広場を設けたんです﹂
︒

れるようにゆったりとしたスロー

建物の全容積の三五％を地下に設

エントランス広場から︑吸い込ま
プを下りて︑大屋根に覆われたセ
地下一階レベルの広場にはたくさ

とりを生んでいる︒その中に緑が

の検討から構想のシミュレーショ

とができます。

㍍の輸送管を通し、圧縮空気で収

んのベンチが置かれ︑思い思いの

ふんだんに配置されているのも豊

ンに四年、設計に三年、施工に三

完成してからも当社は変更計画

ンター広場に向かう姿が印象深い︒ けることで︑敷地面積の六〇％を

時間を過ごす人たちもいれば︑買

年。ざっと一〇年間の長期プロジ

電 機 を 設 置 す る な ど、 オ ー プ ン

かさを感じさせる︒
﹁ いまでは並

二〇年目のメンテナンスも行われ

い物をしながら通り抜ける人もい

規模の仕事でした。そのために中

ています。当社創立者の久米権九

などに対応しています。非常用発
目黒に分室を立ち上げ、意匠・構

郎は、建築は建築家よりも命が長

ェクトで、私たちにとっても最大

造・ 設 備 を 合 わ せ、 最 盛 期 で 約

木もよく育って︑周辺の街と一体
になり︑ようやく落ち着いてきま
した︒長く生きるスタンダードな
デザインでつくりましたから︑時
間をかけて︑ごく普通の街になっ

り世話をしなければいけないとい

いから、しっかりした組織をつく
支えるインフラ整備も重要です。

う思想の持ち主でした。今後も変

大規模な街づくりには、それを
エネルギー供給やごみ処理などを

わらず責任を引き継いでいきます。

六〇人の体制を組んでいました。

す﹂と岡本氏︒大人にふさわしい

できるだけ恵比寿ガーデンプレイ

ていってくれるといいと思いま
雰囲気をもつこの場所に親しみを
覚える人たちが︑これからも増え
続けていくことだろう︒
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※ 当時、サッポロビール株式会社都市開発本部（1989年12月に再開発の正式部署として発足）
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敷地はJR山手線に沿っている。南端の住宅棟の背後から線
路を渡る通路が通された。東京写真美術館とオフィスタワー
棟が見える。

る︒お互いの姿が生き生きと目に

プラタナス通りの並木は大きく繁り、
通りに面した広場のせせらぎが涼を
呼ぶ。
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配置図

計画時の模型

地下1階平面図

1階平面図

恵比寿ガーデンプレイス
JR恵比寿駅東口から、動く通路「恵比寿スカイウォーク」で約5分。

計画概要
恵比寿

線
山手

首
都
高
速
2号
目
黒
線

305

恵比寿
ガーデンプレイス

★

陸上自衛隊
目黒駐屯地
国立
科学博物館付属
自然教育園

※ 社名等は受賞当時のもの

地：東京都渋谷区恵比寿〜目黒区三田
主：サッポロビール株式会社
者：株式会社久米設計
者：
［A工区］大成建設株式会社、東急建設株式会社、株式会社新井組、
株式会社青木建設、五洋建設株式会社、飛島建設株式会社、株式会社鴻池組、
前田建設工業株式会社、伊藤組土建株式会社
［B工区］鹿島建設株式会社、西松建設株式会社、三井建設株式会社、
東亜建設工業株式会社、鉄建建設株式会社、大日本土木株式会社、
株式会社地崎工業、大木建設株式会社、松井建設株式会社
竣
工：1994年8月
敷地面積：82,365.31㎡
総建築面積：31,601.73㎡
総延床面積：476,125.62㎡
所
建
設
施

在
築
計
工

建設業界 2013.10

54

