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MIT Media Lab & ICF SPECIAL

未来の都市のあり方をめぐって

MITメディアラボと森ビルによる共同研究が

ヒルズを舞台にはじまります。

特集

考えてみよう！
ライフスタイルと
都市の未来。
マサチューセッツ工科大学 (MIT) メディアラボ所長 伊藤穰一さん

特集

考えてみよう！ライフスタイルと都市の未来。

マサチューセッツ工科大学（MIT)メディアラボとは？
アメリカの北東部ボストンにある、ノーベル賞受賞者を多数輩出している MIT 内に 1985 年に設立さ
れた研究所。表現とコミュニケーションに利用されるデジタル技術の教育・研究を専門に、現在約

CROSS THE
BOUNDARIES!
Massachusetts Institute
of Technology (MIT)
Media Lab

150 名の大学院生が所属、25 の研究グループが 350 以上のプロジェクトに取り組んでいる。テーマ
には、既存の研究を超えた学際的なものが求められ、電気自動車や神経障害の治療から従来のマスメ
ディアとは異なる新メディアの研究など多岐にわたる

● www.media.mit.edu

伊藤さんは日々の活動の記録を写真共有サイ
ト「Flickr」にアップしている。その対象はネ
イチャーからテクノロジー、バイオからサブ
カルチャーまでと多岐にわたる。あらゆるも
のに対する溢れんばかりの好奇心とその行動
力 は、MIT メ デ ィ ア ラ ボ の 特 徴 そ の も の だ
● www.flickr.com/photos/joi

A

理論ではなく、実践に基づくこと

所長 伊藤穰一さんの行動の指針「９つの原則」(P5 参照 ) に示
されているように、MIT メディアラボは理論より、もの作りな
どを通して実際に世の中にインパクトを与えるプロジェクトに
重きを置いています。
「生きた経験を現場で重ねて、理屈や言葉
に変換できない経験を記憶につなげることがイノベーションに
は不可欠。自分の身体で学ぶ大切さをもっと見直すべき」と伊
藤さんは言います。

MIT Media Lab 1 ACTIVITY

MITメディアラボに学ぶ、
クリエイティブであり続ける
ための３つのポイント。

B

仲間をつくり、一緒に作業にあたる

現場を目の当たりにすると、みんなが直面している問題や求め
ているものを理解できるようになる。あるいは、得意分野を持
った人たちが集まって世界各地のコミュニティに出かけて行
き、イノベーションの力で人々を助けることもできる。財政破
綻したデトロイトの街で行なったプロジェクトでそのことを痛
感しました、と伊藤さん。
「コミュニティの人たちと一緒になっ

「研究所の外に出て、さまざまな人や地域に目を向けよう！」
「異なる複数の視点を手に入れて、新しいアイデアを育もう！」を
モットーに、多様な研究を展開するMITメディアラボ。
その活動に見る、クリエイティブであり続ける秘訣とは？

てデザインするコー・デザイン (Co-design) こそが、地域や社
会を活性化させていく鍵になると思います」

Photographs by Joi Ito

© Dr. David Sun Kong

C

答えだけでなく、新しい問いを探し続けよう

「セレンディピティ」という言葉があります。
「ひらめき」とか
「偶然の幸運」と訳されがちですが、その特徴は「探していない
ものを見つけられること」。だからといって成り行き任せとい
うわけではなく、心の持ち方や視野の広さ次第でチャンスを作
り出せることを伝えています。
「MIT メディアラボが得意とす
るのも、一緒に考え、コラボレーションする中で、答え̶̶ひ
いては、取り掛かる前には知り得なかった問題や問いそのもの
̶̶を模索することです」と伊藤さん。MIT メディアラボが、
「問い（課題）を探し求める答えの集まり」と呼ばれる所以です。
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MIT Media Lab 2 INTERVIEW

「都市」のあり方が
根底から変わるとき

21 Questions

for Global Cities and Lifestyles
Interview & Text by Yumiko Sakuma Photographs by Joi Ito

ライフスタイルと都市の未来に向けて、
MITメディアラボ所長 伊藤穰一さんと考える。
いまわたしたちが取り組むべき課題とは？

コンピュータを使えば、普通の人でも「このくらいの材料と予算でこ

ART

アート

万人がアーティスト
である時代に

公共サービス

個々のアイデアや能力が
都市を牽引する
Q1

Q2

都市と住人の関係はどのように
変わっていく？

新たな時代に都市が
提供できるものとは？

Q4

都市の未来に向けて、
あなたがいますべきこととは？

こう」
「ここはウーバーを呼んである」という風に、人工

カクカクした建築のデザインからの脱却、私も関わって

知能が選択肢を教えてくれる時代になります。

いる「再構成できる（Reconfigurable）部屋」といった、

けれどこのような再考は依然として都市開発には組み

これまでの「建築」の分野に収まらないものが登場して

込まれていません。大局に立って抜本的に考えるという

います。都市のなかでも鉄道のように決まったインフラ

ことが今の政治や企業の体質ではできないため、具体化

もありますが、もっとソーシャルメディアを含めた流動

に向けて踏み出せない状態が続いています。

的な交通の手段があると思います。建築の考え方も、イ

Q1

情報通信やバイオロジーの革新に
よってライフスタイルはどう変わる？

Q2

都市のモビリティをどう変えたい？

Q3

ラディカルな発想の転換を
実現できるのは誰か？

います。オーディトリアムは、オペラの時代から形が変

Q4

都市計画の新しいカタチとは？

とは思えませんが、再設計するためには音響も新しいデ

ンターネット的でバイオロジー的、複雑でコントロール
されない考え方をするべきです。
都市のありかたをまったく考えなおすべき時代が来て
わっていません。それがパフォーマンスにベストな場だ
ザインも建築も、そしてパフォーマンスも知らなければ

SOCIETY

社会

都市の未来は自分たちの手で作る
Q1

こうした伊藤さんの考え方は
どこからきているのでしょう？

アートの担い手とは誰なのか？

Q2

アートの存在意義とは何か？

バスは、停留所をなくして携帯で操作する時代になり

の影響です。メディアラボには授業はありません。ラボ単体で、また

Q3

アートが都市に、都市がアートに、
できることとは？

ます。すでにヘルシンキでは、バスを携帯電話で呼ぶこ

ラボと付き合いのある企業とともに、社会に対してある程度のインパ

ライフスタイルが変化する中で、
アートはどう変わる？

とができるようになっています。今後は、カレンダーに

クトを与えることを目指しています。メディアラボでの実験的な試み

予定を入れると、
「ここからここまでは天気が良いから

が、社会に対して小さくても新しい具体例を提示できる、そういう存

Q4

マイゼーションが進化していくと、ユーザーがデザイナーになるケース

それがないとバランスが取れません。誰もが運

が増えていくでしょう。これまで「消費者」だった人々が、市民として、

動と同じようにアートに取り組むべきなのです。

クリエイターとして、参加することが可能になってきます。子供の頃は

アートの存在意義は「すぐに役に立つことを

誰もがアーティストです。誰でもクリエイティビティはあるのですが、

求めない」ことだといいます。今後、美術館とい

現行の教育制度では、学校で潰されてしまいます。誰もがアーティスト

う概念も進化していくでしょう。美術館がその

として、アーティストとしての要素を表現できる社会を作っていくべき

まま都市に溶け込んでいく、という考え方もで

です。アートという言葉は、どこかへ見にいくもの、消費するものではな

きますし、ストリートのレベルからあがってく

くて、万人のなかにあるものに変化していくべきです。そのアートの筋

るものもあるでしょう。既存の枠組みを超えた

肉をどうやって鍛えるか、社会に貢献しながら自分の生活の糧にするか、

考え方、実験的な試みが求められると思います。

あなたは消費者？
それともクリエイター？

Q3

歩いた方がいい」とか「ここまではレンタルバイクで行

Q1

んなものを作りたい」といった計算が出来るようになるなかで、カスタ

PUBLIC SERVICE

都市計画

今、建築や都市の分野でも新しい動きが出てきていま
す。光る木や植えると家になる種、新しい素材の発見、

ならないので、全部を分かって作れる人がいないうちは
自分の直感と、今自分のまわりに存在する人とモノのネットワーク

進化しないのです。

BIOLOGY

バイオロジー

自分の生活です。たとえば私は忙しい日々を送っていますが、制服を

短縮するバイオロジーと
生活の距離
Q1

情報革命の次に来るものとは？

Q2

バイオの分野でいま何が起きている？

Q3

バイオとわたしたちの暮らし、
どんな関係があるのでしょう？

Q4

これからの時代、
身につけるべき知識とは？

在でありたいと思います。世の中をトップダウンに変えるわけではな
く、自分たちの手の届くところからやっていきたい。となるとまずは
着て、ラボで遺伝子の組み替えの実験に長時間取り組むこともありま
す。秋からは、瞑想とウェルネスを教えることになっていて、自分自
身も毎朝瞑想するようになりました。つまり、私自身もこういった新
しいことに取り組んで、自分の生活をリデザインしている最中なので
す。まず自分からやる。それで誰かが影響されればそれで良いのです。
六本木ヒルズでは、街という場でクリエイティビティを育てようと
いう試みが進んでいます。2020 年の五輪に向けて様々なアイデアも
開発されている。こうしたヒルズのような場所をうまく使えば、教育
やアートの分野に関する実験的な試みが可能だと思います。

バイオロジーの技術革新が自分たちの生活に伝わり、
活かされる速度が急速に上がっています。iGEM という
プロジェクトでは、高校生と大学生が一緒になって遺伝

クリエイティブ層が増えると地域がにぎわい地価が上

子を組み替える実験を行っていますし、例えば食べ物を

がる、という議論があります。ニューヨークがいい例で

マイクロから作る試みのように、ストリート・レベルで

す。ストリートのクリエイティブが都市を引っ張るわけ

もバイオロジーが可能になってきています。遺伝子の組

ですから、国や企業の「ここで事業を始めよう」というや

み方次第で、デバイス、建築物、医療、コンピュータとい

り方とは相対的です。つまりハコものは後なんですね。

った様々な分野で、バイオを使うことができるようにな

これからは、都市の機能に期待するより、自分のやり

りつつあります。そういう意味では、インターネット革

たいことを実現するために、どこでどうやるべきなのか

命と同じくらいのインパクトを与えるようになるでしょ

を考えていく必要があります。市民がその視点を持っ

う。特に食べ物の分野での動きは画期的です。例えば「分

て、自分の生活の中にサイエンスとアートの時間を増や

らないシェフには難しい時代がくるでしょう。バイオが

日本の消費者はデザインセンスを持っていますが、そ

分からないと農業も厳しくなります。いずれは科学が分

れがもっとクリエイティブな形で市民から染み出てくる

からないと何もできない時代になるでしょう。世の中の

ようになると理想的だと思います。

役に立つために、サイエンスをある程度理解し、覚えな

その考え方からいうと、都市に必要なのは、人が集まっ

ければいけなくなります。けれどワープロが使いやすく

たり、コラボレーションしたりできる場所ですね。働く場

なったのと同じように、サイエンスも普通の人たちの手

所は、大企業のオフィスという単位から、コー・ワーキン

の届く場所にどんどん入ってきています。新しい時代に

グスペースというものに変化していく。そこに若い人た

は、親は子供たちを「うちの子は文系だから」と分けて

ちの学びの場、アーティストが働いて展示する場など、

はいけません。科学技術を学びながら社会も学ぶ、とい

様々な形態の
「場」
を提供できるのではないかと思います。

学び

よりクリエイティブな
人材を作るために
Q1

Q2

Q3

Q4
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ネットワークで結ばれた社会で
求められるスキルとは？
「学び（learning）」と
「教育（education）」の違いとは？

「学び」の環境に必要な
キーワードを挙げてください。
教育の視点はどのように
変わっていくべきですか？

理論ではなく、実践に基づくこと。

子ガストロノミー」の例をとっても、サイエンスがわか

すことが、都市を改善することに貢献することになる。

LEARNING

伊藤穰一さんが提案する、
変化の時代を生き抜くための
「９つの原則」

うことが重要だと思います。

今後、コンピュータとロボットが単純作業を

に ）そ し て play（ 遊 び ）を「 ４

やってくれる、という時代がきます。みんなと

つの P」と呼んでいます。今の

同じ考え方の人が生き残っていくことが難しく

教育にはこれが欠けている。既

なるなかで、従来の教育システムで育ててきた

存の教育では、教室で教えるこ

人材には厳しい時代になるでしょう。また仕事

とが文脈から独立してしまいが

のあり方も、案件ごとに人がつながるこれまで

ち。何を学ぶにしても用途の文

以上に複雑なシステム、つまりネットワーク社

脈のなかで覚えることが大切で

会に移行していく。人材に「みんなと違うこと

す。コンピュータとロボットの時代でも、直感や情熱など人間にしかな

をどう創造するか」が求められるようになりま

いものはあるし、デザイン、アートは人間にしかできない事業です。ア

すが、それは教えるものではなく、自分で覚え

ーティスティックで個性的なユーザーとクリエーター、そしてそれを活

る も の。メ デ ィ ア ラ ボ で は passion（ 情 熱 ）,

かすための環境を作らないといけません。重心をもっとクリエイティブ

project（ プロジェクト）, peers（仲間と一緒

に持っていくための教育が必要になります。

専門家ではなく、クラウド（人々）に向かうこと。

強さではなくしなやかさを持つこと。

服従ではなく、反抗すること。

「押す」のではなく「引く」こと。
地図ではなく、よいコンパスを持つこと。
JOI ITO｜伊藤穰一

MIT メディアラボ所長。1990 年代半ば
より、PSINet Japan、デジタルガレー
ジ、Infoseek Japan など多 数の イン
ターネット企業の創業に携わるほか、エ
ン ジェル 投 資 家 として、Twitter、Six
Apar t 、Wikia 、Flickr、Last.fm 、
Fotonauts、Kickstarter、Path とい

モノではなく、システムに焦点を合わせること。

った有望ネットベンチャー企業を支援し
ている。2008 年米国「Business Week 」誌にて
「ネット上で最も影響力のある世
界の 25 人」
、2011 年米国
「Foreign Policy」誌にて
「世界の思想家 100 人」
、2011
年、2012 年共に
「日経ビジネス」誌にて
「次代を創る 100 人」に選出された。2011

年英オックスフォード大学インターネット研究所より特別功労賞受賞。MIT メディ
アラボ所長の他に、株式会社ソニー社外取締役、デジタルガレージ共同創業者・取
締役、The New York Times 、Knight 財 団、MacArthur 財 団、Creative
Commons のボードメンバーを務める ● http://joi.ito.com

安全ではなく、リスクを取ること。

教育ではなく、学習に焦点を当てること。
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MIT Media Lab 3 NEW PROJECT

COLLABORATIVE
RESEARCH PROJECT
WITH MIT Media Lab
MITメディアラボとの共同研究スタート！
ヒルズを舞台に実証実験を実施
森ビルは 10 月 8日、マサチューセッツ工科大学（MIT）
メディアラボと
「未来の都市のあり方」に
関する共同研究をスタートさせることを発表しました。
情報革命のインパクトが世界中に波及し、従来のヒエラルキー型からネットワーク型へと社会
構造や価値観が変化する中で、テクノロジーの進化は都市に暮らす個々人のアイデアや可能性
を飛躍的に実現可能なものへと変えつつあります。このように人々の働き方や暮らし方、ライフ
スタイルが劇的に変わっていく大きな変革の中で、都市はどうあるべきか、どのような先端技術
やソフトを組み込むことで変わっていけるのか。未来を見据えた取り組みが求められています。
そこで森ビルは、MITメディアラボと共同し、同研究所がもつ最先端の技術の研究・実証実験
を行うプロジェクトを立ち上げ、伊藤穰一
所長を中心に、ネリ・オックスマン教授、ケ

「科学とデザインがもたらす複雑性への考察」
Innovative City Forum 2014での基調講演より

Text by Tomonari Cotani All Images taken from Joi Ito's Keynote Address
インターネットがなかった時代
（Before Internet=BI）とインターネット以後の時代
（ After Internet=AI）。この
「BI」
から
「AI」への変化によって、さまざまなことが複雑性を帯びていったと、伊藤穰一 MIT メディアラボ所長は語る。
「BI の時代、世の中は比較的わかりやすかったと思います。ものを中心に考えることができたし、経済も比較的ゆっく

ヴィン・スラヴィン准教授をはじめとするメ
ンバーとともに推進していきます。オープン・
ネットワークを活用して展開される同プロ
ジェクトでは、イノベーティブな取り組みの
プラットフォームとしてヒルズを積極的に
開放。
「Cross the Boundaries（領域を

りと動いていました。しかし AI になると、途端にルールが複雑になりました。インターネットの登場によって、通信コス

超える）」を一つのキーワードに都市のあ

トが大幅に下がったからです。通信のコストが下がると、流通やコミュニケーションのコストも下がります。それにムー

るべき姿を根本から見つめ直し、イノベー

アの法則
（18 カ月ごとにコンピューターの速度が倍になり、コストは半分になる）が加わって、イノベーションのコスト、

ションを生み出せる都市づくりに向けての

つまりは何かをやってみるコストが大幅に下がりました。それによって、例えばウィキペディアや Linux といったオープ
ンソースやフリーソフトウェアが増え、グーグルのような会社を、初期コストほぼゼロで立ち上げられるようになりまし

挑戦が始まります。

た。つまり、従来であればお金と権力をもたなければ成し遂げられなかったことを、誰もができる時代になったのです。

Innovative City Forum 2014

それが、複雑性を生み出す要因となりました。都市においても、状況は同じです。以前であれば、都市を構成するのは目
に見える要素ばかりでしたが、いまでは目に見えないソーシャルメディアやバイオリズムが、都市のダイナミズムを醸成
しています。そういった状況にある都市の全体像を把握するためには、生命から都市まで、つまりは遺伝子のデザイン
から都市のデザインまでが、同じ複雑性や関係性でできていることを理解する必要があるのです」
そんな複雑性を帯びた時代において、今後の都市
を創造していくためには、いくつかの資質が必要だ
と伊藤所長は考えている。
「デザイナーとアーティストは違います。デザイナー

October 9 THU. @Toranomon Hills Forum

は、どこかで役に立たなければいけませんが、アー
トとは
『役に立たないことこそが存在理由』だとされ
ています。しかしアートが不必要だと考える人は、そ
う多くはないでしょう。それは、エンジニアとサイエ
ンティストの関係性においても同様です。よく
『機能
に対してカタチがついてくる』と言いますが、例えば

iPhone は、電話の機能を突き詰めて一生懸命デザ
イン＆エンジニアリングしても、あんなカタチにはな
らなかったでしょう。つまり、iPhone はアートなん
です。世の中を先に動かす本当のジャンプは、サイ
エンスやアートがないと起こり得ません。
デザイナー、アーティスト、エンジニア、サイエン
ティスト。この４人を同じ部屋に入れても、ケンカが

「クリエイティブ・コンパス」を持とう！
「ENGINEERING」と
「DESIGN」は実用性に 着目し、観
察と問題の制約を通じて解決法を編み出していく。その一
方で
「ART」や
「SCIENCE」は、純粋なる内的なクリエイテ
ィビティを通じて創造を行います。その結果、両者はつね
に対立しがちですが、面白く印象深い創造を行うためには、
４つの象限に属する能力すべてを活かすことが重要です。
いま求められているのは、プロジェクトや問題の要件に応
じてこれら４つの象限を併用して発想できる力です。

起きるだけだと思います。そうではなく、ひとりのア
タマの中に、この４つの要素が必要なのです。
これまでの都市は、建築家が中心となって考えら
れてきました。しかし建築家というのは、どうしても
建物を中心にものを考えてしまいます。しかし、これ
からの都市を創っていく上では、デザインやエンジ
ニアリングの 観 点だけではなく、例えばシンセティ
ックバイオロジーの知見を用いることで既に備わっ
そこがどこであれ、伊藤穰一さんのいるところがリビング・ラボに早変わり。
集まってきた仲間との間で議論が交わされ、デモンストレーションに歓声が
わき、つねにアイデアが更新されていく。

てしまっている複雑性を理解し、それを都市や建築
に組み込んでいくことが重要なのです」

Photograph by Akiko Arai

Photographs by Katsumi Omori
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Andrew "bunnie" Huang
アンドリュー・バニー・ファン /
オープン・ハードウェア・デザイナー
● MIT 博士号を持つハードウェアエンジニアであ
り高名なハッカー。初版 Xbox のセキュリティーの
弱点の発見、Chumby のハードウェア設計と製造な
どを手がけた。現在は中国・深圳でハードウェア・サ
プライチェーンの開発に従事。

Connor Dickie

検索では
たどり着けないものがある

コナー・ディッキー / 発明家、
企業家
●多くの特許を持つ発明家で、メディアとテクノロ
ジーに造詣の深い企業家。
MIT メディアラボ客員教授、

Mozilla Labs の特別研究員、モントリオールの
DIYbio コミュニティ、BricoBio の共同創設者。

Karndee Leopairote
ガーンディー・レオパイロー /
タマサート大学ビジネススクール准教授
●工業エンジニアリング分野の修士号・博士号を持つ、

数年後には自宅で
医薬品を作れるようになる
Q バイオテクノロジーによって、どんな問
題が解決されるのでしょうか？

Gunalan Nadarajan
Tetsuya Mizuguchi
水口哲也 / レゾネア 代表
●慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科特任
教授。人間の欲求とメディアの関係性をリサーチし
ながら、ビデオゲーム、音楽、映像などさまざまな分
野において共感覚的でグローバルな創作活動を続ける。

タイの学術的・思想的リーダーの一人。タイ未来革新
研究所エグゼクティブ・ディレクター。

A

マシンのような見た目の機械が、コーヒー

欲求＝WANTSのデザインで、
東京は世界最強の都市になれる

タイの女性リーダーが掲げる、
「クリエイティブ・エコノミー」とは？

のかわりに薬を出してくれるようになるで

Q 「クリエイティブである」とは？

しょう。朝起きて喉に痛みを感じたら、ス

A「楽しい」
「心地良い」
「面白い」といった

マートフォンに向かって咳をする。そこに

人間のポジティブな感情を引き出すものを

はバイオセンサーが付いていて、その風邪

いかに設計し形にできるか、ということ。

がウイルス性のものだったら特定のゲノム

文化的背景などを超えてそうした普遍的な

配列を検知し、原因であるウイルスやバク

経験を生み出すには、人間の本質と向きあ

テリアを特定したうえで、結果をインター

うことが欠かせません。

Q

これまでどんなプロジェクトを？

A

もともと製造業界でエンジニアとして

働いていたのですが、今はタイの製造業界
とデザイン業界をつなぐために、行政と連
携してワークショップやハッカソンなどを
行っています。タイにいる有能なデザイナ
ーやクリエイターをバックアップしたいの
と、そ こ を 結 び つ け る こ と こ そ が タ イ の
「クリエイティブ・エコノミー」の発展に
とても重要だと思うからです。
Q 「クリエイティブ・エコノミー」とは？
A

私自身は「アイデアとクリエイティビテ

ィによって新しい価値を創造し、国家の経
済を活性化すること」と定義しています。サ
ービス業・製造業・農業といった基幹産業
込むことで変革し、新しいものを創造して
いく。今後タイがサプライチェーンの上流
にいくためにも、自ら価値を創出する力が
不可欠ですからね。

それは「街づくり」にも共通する？

ネット上のサーバーに送る。サーバーはそ

Q

の種類の風邪に対して最適なソリューショ

A 「人間の欲求をどう実現するか」の設

ンを判別し、最適なゲノム配列をキッチン

計、という意味で同じです。これからオリ

にある薬品を作るマシンにダウンロードす

ンピックに向けて東京に多くの人たちを呼

る。マシンでは薬品を生成する微生物を飼

び込みたいのであれば、その人たちの「欲

っていて、ダウンロードした DNA を微生

求＝ WANTS」を見極め、それが循環する

物に注入するだけで、僕が仕事から帰って

状態を作ることが求められる。これまでの

くる頃には、症状にカスタマイズされた薬

都市のデザインでは「モノ」や「コト」が重

が出来上がっているというわけ。ずいぶん

視されてきたけれど、これからは「ヒト」

先の未来の話？

いやいや、５～６年後に

の気持ちの設計が中心になっていくでしょ

は少なくともこういったマシンのプロトタ

う。例えば「浴衣が着たい」といったヒト

イプができているはずですよ。

の WANTS を可視化して、実現してあげる
仕組を作る。そうやって「うれしい」
「楽し
い」という気持ちを具体的にヒトの中に生

調的な研究、教育および創造に関する全国的ネット
ワークの構築を進める。

アートとテクノロジーの融合、
その時、意識すべき課題とは？

Dominique Perrault

事をするには、実際に会って彼らのことを
知り、ぼくが何を欲しているかを理解して

●フランス建築界を代表する建築家の一人。代表作
にフランス国立図書館や梨花女子大、富国生命ビル
など。
ドミニク・ペロー建築事務所創立者 / スイス連
邦工科大学教授 / グラン・パリ学術評議会委員。

都市の魅力は「Void」にある

A

アート・デザイン・サイエンス・テク

Q

ノロジー分野のキュレーターとして、新し

A

いトレンドやアイデアを知るために東京へ

的ですね。都市構造として、全く違うマス

は何度も来ています。そのたびに、先進的

タープランが隣り同士に混在している。こ

なテクノロジーがふんだんに使われる一方

れは私には歴史に裏打ちされた都市の知恵

で、街角のお地蔵さんにお菓子を供えたり

で あ る よ う に 思 え ま す。こ の 知 恵 を も っ

するなど、新旧が同居する街のありように

て、ケース・バイ・ケースで「ここに高層

目を開かされてきました。

ビルを建てよう＝近代的」とか「ここに住

東京の印象は？
巨大な建物と小さな住宅の対比が印象

宅をつくろう＝伝統的」といった相反する

映像体験をもたらす巨大なサイネージ

がそこかしこに出現して、メディアが東京

Q 「東京オリンピック」については？

の街の一部となっています。そのようなア

A

ートとテクノロジーの融合が、今後さらに

のですから、新たに建てるだけでなく、施

街を変容させ、人々に新しい体験をもたら

設同士を繋ぐネットワークの構築により多

していくことでしょう。であればこそ、
「こ

くの投資を行うべきです。例えば、スポー
ツ施設を起点にした、歩行者や自転車専用

きるか？」ではなく、
「このアートを実現す

のネットワークを作ってはいかがでしょ

るためにどんなテクノロジーが必要か？」

う？

と考えてもらいたいですね。

動するのです。それによって特別な体験と

「都市のリ・デザイン」では、デジタルやテ
クノロジー、サイエンスが力を発揮すると
ともに、
「もてなし」という言葉を持つ日本
がその本領を発揮できるはずです。

ICF 1 Q&A

ンタリティを変えるほどの影響力があるの
です。東京にはそれができるはずです。
Q

東京をより住みやすくするには？

A

東京において私が興味をもつのは

「Void（構造物の存在しない空間）」です。
東京の中心部には多くの緑地や公園があり

How will we be living in 20 years?

DESIGNING THE FUTURE
FOR GLOBAL CITIES
AND LIFESTYLES

Q

日本のエンジニアにメッセージを。

A

日本のエンジニアの仕事は世界的に高

ますが、課題はこれらの宝物を都市構造に
どのように活かすかです。新しい建物を建
てないという選択もありますし、既存の建
物を壊して新たに空間をつくるということ
もあるでしょう。重要なのは都市開発者の

●都市改革とデータの視覚化を専門とするコンサル
ティング企業
「ザ・ビッグ・クエスチョンズ」
共同創設
者。TEDx タイペイ会議の監督でありアジア地域の
TEDx 大使。

品質だという定評がある。だから、自分の
能力に自信を持ち、リスクを取って自分自
身のイノベーティブなアイデアに取り組ん
で欲しい。日本では企業に属している人が
多いから、他人からどう思われるかを気に
することもあると思うけど、一度外の世界
を見まわして、自分自身が決めた制約を外
して動いてみてはどうかな？

Kevin Slavin
ケヴィン・スラヴィン / MIT メディアラボ メディア
アート＆サイエンス准教授
●ゲームデザインから新技術（GPS など）、新しいプ
ラットフォーム（Facebook など）の開発に新風を

送り込んできたパイオニア。彼の TED トーク「How
Algorithms Shape Our World」は 200 万回以上
も視聴された。

合成生物学の応用が、東京を
エキサイティングに変える
Q

東京の印象は？

A

ニューヨークで育ったぼくにとっては

3,000 万人もの人口が互いに上手くやって
いく方法を模索している、そのことがある
種のエネルギーや美学を生んでいる。
Q

最新のプロジェクトはどんなもの？

A

電磁波や Wi-Fi を視覚化するプロジェ

クトをさらに一歩進めて、バクテリアを検
知したらビルの外壁が色を変えたりするよ
うな、
「フィールド（場）」を視覚化する取

Justine Simons

り組みをしている。われわれを取り囲む微

ジャスティーン・サイモンズ/ ロンドン市 文化部長
●ロンドン市文化部長であり世界都市文化フォーラ
ム議長。10年以上にわたりロンドン市の文化部長
を務め、ロンドンの文化振興において中心的な役割
を果たしてきた。

生物世界を、顕微鏡越しじゃなくそのまま

ナイショだけど、
東京が世界で一番好きな街♥
Q

東京の印象は？

A

東京は世界で一番好きな街。立場上大

「コラボレーティブ・エコノミー」が
アジアの都市の未来を切り開く
Q

今手がけているプロジェクトは？

A

2009 年 か ら 台 湾 で「TEDxTaipei」の

キュレーターを務めながら、カンファレン
ス「Shareable Cities」を主催しています。

居心地がいいし、好きな都市のひとつだ。

新しいメンタリティが芽生え、オリンピッ
ことでしょう。オリンピックには市民のメ

ジェイソン・スー /
起業家・TEDxTaipei キュレーター

はたどり着けないサービスがある。

開催期間中はクルマを使わないで移

ク後にはきっと新しい都市が生まれている

Jason Hsu

ないとわからない、オンライン検索だけで

すでに充分な数のスポーツ施設がある

のテクノロジーを使ってどんなアートがで

い世界最強の都市になれるはず。こうした

もらうことが必要だ。そこには実際に行か

ものを持ってくることができる。その態度
がとても興味深く重要だと思います。

み出していくことで、東京は何度も訪ねた

ニッチなエレクトロニクスを、最小限

ドミニク・ペロー/ 建築家・都市計画家

東京の印象は？

A

A

のリスクで作るのに適した場所。一緒に仕

Q

Q メディアアートの視点から東京に期待
することは？

先進都市「深圳」の魅力とは？

テーマは「増大する都市におけるストレス」
と、その解決策としての「コラボレーティ
ブ・エコノミー」を展開すること。アメリ
カ型の消費社会ではない、クリエイティブ
な「協調」による社会の実現を目指してい
ます。参加するのは、政府の政策決定機関
からアントレプレナー、デザイナー、プロ
グラマーまで、都市のリ・デザインに関わ
る人々。台湾のほか、大阪や東京、香港な
ど、2016 年までにアジア 20 の都市で行な
う予定で、それぞれの都市に、レストラン
やライブラリなど、
「シェア」の考えに基づ
いた場所づくりも行います。

理解することができたらすごくエキサイテ
ィングだよね。東京ももちろん僕たちのリ
サーチのターゲットになっているよ！

っぴらには言えないけれど（笑）。東京の美
的感覚、ホスピタリティ、クリエイティビ
ティ、そしてもちろんショッピングも！

公共空間に対する態度です。最終的に都市

Q 地域住民を巻き込んだアートイベントを
開催する際、重要なことは？

生活者のクオリティ・オブ・ライフ（生活

A

の質）を決定するのは Void ですからね。だ

思いますが、キーポイントはアーティスト

なにを達成したいかによって変わると

からこそパリは世界でもっとも人気のある

の夢を実現するために動くということ。そ

都市であり、六本木ヒルズの毛利庭園は素

ういったイベントはコミュニティに帰属感

晴らしいのです。

や一体感をもたらし、住民ひとりひとりの

20年後の都市のあり方をいま考えるのはなぜか？

Ｑ 20年後の私たちはどのように生きるのか？

クリエイティビティを発揮させる機会も提

「Innovative City Forum」が開かれた虎ノ門ヒルズフォーラムには、
世界各国から先端技術者や都市開発の研究者や実務家たちが集合。各分野を代表する専門家に意見を聞いた。

もたらしてくれるから。私が携わった「Big

イルを考えることは、現代を生きるわたしたちが取り組むべきグローバル

Dance」プロジェクト（ロンドン全体を巻

アジェンダなのです。

Photographs by Yuri Manabe Interview & Text by Akiko Saito & Teiichi Ota
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供できるなど、さまざまなベネフィットを

今後世界の人口は増え続け、更に都市への人口集中も加速することが予測
されています。人口が集中する都市の未来、その都市での人々のライフスタ

き込む巨大ダンスイベント）では、日頃コ
ミュニティから隔離されがちな人々にも参
加してもらうことができて素晴らしいもの
になりました。
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に、アイデアとクリエイティビティを組み

例えば、キッチンに置かれたコーヒー

グナラン・ナダラヤン / 芸術理論家・キュレーター
●ミシガン大学ペニー・W・スタンプス芸術・デザイ
ン校学長。
大学芸術協会役員会理事として、
米国内で
科学、
工学、
芸術およびデザインの各分野を跨いで協

Q

ICF 2 REPORT

CREATIVITY
& INNOVATION
Ｑ 未来の東京を「理想の都市」に
するために、今できることとは？
ICFの３日間にわたる議論を通して、イノベーティブな都市を
実現するためにどのような提言がなされたのか。
コミッティ４名に登壇者が加わって行われた議論をご紹介します。
Photographs by Takeshi Shinto Text by Naoko Aono

未来の我々はどんな風に生きているだろう、そして東京はいったいどんな都市になっているのだ
ろう？

理想の都市、社会、文化、そして生活を作り出すためには、今何をすべきなのだろうか？

Innovative City Forum（ICF）はそういった「都市とライフスタイルの未来」について議論するため、
【先端技術】
【都市開発】
【アート＆クリエイティブ】の各分野で
2013 年にスタートした国際会議です。
先進的な活動をしている国内外の専門家を集め、分野を超えた議論や情報交換を図っています。
第２回目になる今年の「ICF2014」は、６月にグランドオープンした虎ノ門ヒルズで 10 月 8 日～10
日の３日間にわたって開かれました。主な登壇者はチームラボ代表の猪子寿之、MIT メディアラボ准
教授のケヴィン・スラヴィン、パリ第４区区長のクリストフ・ジラール、建築家・都市計画家のドミニク・
ペロー、アーティストのカールステン・ニコライ、
Shareable Cities & TED × Taipei キュレーターの

Innovative City Forum 2014

ジェイソン・スーなど。テクノロジーの進歩により、メディアアートなどが多彩な様相を見せる最先

写真左上から時計回り̶̶伊藤穰一
（MIT メディアラボ所長）
、市川宏雄
、南條史生
（森美術館館長）、
（明治大学専門職大学院長 / 森記念財団理事）
竹中平蔵
（慶應義塾大学教授 / 森記念財団都市戦略研究所所長 / アカデ
（金）に行われた
「クロストーク＆クロージ
ミーヒルズ理事長）
、10 月 10 日
ングセッション」の模様。プログラムコミッティの４名に、フロアに集まっ
た登壇者たちからの発言を織り交ぜながら活発な議論が繰り広げられた。

端の現代アートと都市との関係、バイオテクノロジーなどの科学やデザインが変える都市、ロンドン、
ニューヨーク、パリ、東京などの都市のプロジェクトや政策を見据えた「2025 年グローバル都市のビ
ジョン」
「創造都市の形成」などをテーマに、活発な議論が交わされました。
３日間にわたったフォーラムを締めくくったのは、プログラムコミッティを務める慶應大学教授
の竹中平蔵、明治大学専門職大学院長であり、都市計画の専門家である市川宏雄、森美術館館長の南
條史生、
MIT メディアラボ所長の伊藤穰一の４人を中心に、それまでの登壇者も参加した「クロストー

October 10 FRI. @Toranomon Hills Forum

ク＆クロージングセッション」です。
「バイオテクノロジーなどの進歩によってアートとテクノロジ
ーとの関係はより幅広いものになり、生活の基盤となる都市
はますます面白くなっていく。アーティストはその核になり
うる存在だ」
（ 南條）、
「 ネットとリアルをつなげるテクノロジ
ーで都市にレイヤーが重なる。そのためのツールが手に届く
ものになってきた」
（ 市川）、
「 インターネットなどによってボ
トムアップによる意思決定が容易になってきている。人口

500 万人までであればソーシャルメディアなどを通じて直接
民主主義に近い体制を作り出せる」
（伊藤）、
「2020 年の東京オ
リンピックでは 1964 年の東京オリンピック同様、都市を変え
る特別な力が働くはず」
（竹中）など、イノベーティブな都市を
実現させるためのさまざまな提言がなされました。
竹中氏の「ICF を総括するキーワードを」という問いにはそ
れぞれ「東京の持つ、経済指標のみで図ることのできない“感
性価値”を世界に発信することが重要」
（市川）、
「テクノロジー、
都市、アートの発展においてこれから最も必要なものはクリ
各セッションの様子は、以下のサイトにて配信中！

エイティビティだろう。でもその先にあって、もっと重要なの

http://icf.academyhills.com/

は本質的な意味での“美”だと思う」
（ 南條）、
「 変化が激しくな
る中、
“多様性”を受け入れる都市をめざすこと」
（伊藤）と回答。
またすべてにおいてクリエイティビティが重要であることな
どを改めて強調し、フォーラムの幕を閉じました。
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冬到来のヒルズには、新しいことが盛りだくさん

HILLS IN FOCUS

HILLS IN FOCUS
News

PUBLIC ART
DEBUT!
TEXT BY SHIORI FUJII
EDIT BY RCKT/Rocket Company*

新たな大型彫刻が
虎ノ門ヒルズに登場
都会のオアシスとして人々の憩いの場
となっている虎ノ門ヒルズ内のオーバル
味が含まれる《ルーツ》というタイトル
の大きな彫刻が登場します。虎ノ門に新
しい文化が根づき、成長・発展していく
ことへの想いを表現した作品で、東京オ
リンピック開催に向けて、公共空間の活
用と文化発信の先駆けとなるべく設置さ
れます。夜間はライトアップされ、昼間
とは異なる独特のシルエットが浮かび上
がり幻想的な雰囲気を醸し出します（照
明技術協力：東芝ライテック株式会社）
。
作家はスペインを代表する世界的なアー

House of Knowledge 2008年 フランス・ボルドー市での展示風景 (2013年)

Photo: Thomas Sanson, Ville de Bordeaux

ティスト、ジャウメ・プレンサ。石、鉄、

ジャウメ・プレンサは、シカ
ゴのミレニアム公園、ニュー
ヨークのマディソンスクエア
など世界 30ヵ所以上にパブリ
ックアートを設置し大変評価
が高いアーティストです。日
本では 2010 年に瀬戸内トリエ
ンナーレにて、瀬戸内海男木
島に船の発着場をデザイン。
虎ノ門ヒルズの《ルーツ》は、
11/28( 金 )以降、常設されます。

ブロンズ、ガラスなどの素材を使い、造
形性の高くコンセプトが深い立体作品を
作ることで知られています。この作品は、
虎ノ門ヒルズがアートによってさまざま
な対話を生み出し、グローバルに発信す
るようにという希望を込めて、８種類の
言語で組み立てられているので、是非ひと
つひとつを間近で感じてみてください。

Wonderland 2012年 カナダ・アルバータ州Encana社のための制作
Photo: Encana

Photo: Laura Medina, Plensa Studio, 2013

Event

ARTELLIGENT
CHRISTMAS 2014
六本木ヒルズの冬の風物詩、
けやき並木のイルミネーションで今年は
一般来街者の方も点灯を体験できるチャンス！
六本木ヒルズの冬の人気イベントとい

ご応募は 2 人１組で、１日先着 50 組
（100 名）
までインフォメーションにて応募
受付。抽選で当選した 1 組 2 名に点灯していただきます。イルミネーションを
背景とした記念撮影も楽しみ。開催日は、12/13
（土）
・14
（日）
・20
（土）
・21
（日）
・24
（水）
・25
（木）
の 6 日間。点灯の瞬間にはサンタクロースも登場し、壮
大なイルミネーションの点灯体験を盛り上げます。また、抽選に外れてしま
った方にも、素敵なプレゼントをご用意しております。詳細は公式 HP まで。

点灯式を体験していただけるチャンス

えば、クリスマスシーズンの始まりを告

が！

12 月の週末等、計 6 日間の開催日

げる「けやき坂 GALAXYイルミネーショ

に、先着 50 組のなかから抽選で選ばれ

ン」。メインストリートのけやき並木を

た１組が、けやき坂にて芸能人と同じ点

400 ｍに渡って彩る大規模なイルミネー

灯台に登って点灯します。ペアでの参加

ションは、まさに圧巻のひと言。眺めな

となるため、恋人同士で、親子で、仲良

がら歩くだけで、だれもが夢見心地にな

しの友人と……大切な人を誘って六本木

るほどの美しさです。無数の光が舞い踊

ヒルズへ出かけてみませんか？

るこのロマンチックな景色を観に、毎年、

ピングやディナーを愉しみながら美しい

多くの人が六本木ヒルズを訪れています

光の街を歩けば、きっと忘れられない特

が、今年はなんと、一般のお客さまにも

別な思い出ができるはず。

ショッ

会議をするならわたくし、虎ノ門ヒルズフォーラムがお気に入り。ここのチェアはカッシーナ・イクスシーと共同開発した特別なものなんですって。どうりで長い会議でも疲れないし、蒸れを感じないわけですね。

広場に、11 月末、原点や起源といった意
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小粋なアソビをクラッチバッグで

PHOTOGRAPHS BY KAZUYA
AOKI STYLING BY KAYO
YOSHIDA TEXT BY CHIHARU
MASUKAWA EDITED BY
RCKT/Rocket Company*

03 ESTNATION / 六本木ヒルズ

04 Deuxième Classe / 六本木ヒルズ

05 UNITED ARROWS
WOMEN’S STORE / 六本木ヒルズ

06 kate spade NEW YORK / 六本木ヒルズ

07 ANTEPRIMA / 表参道ヒルズ

08 Milly / 表参道ヒルズ

R O PP O N G I
H I LL S
03
コンパクトなボディは、気品漂うシル

クサテン。グラフィカルなリップ型の
留め具が洒落たアクセントに。
〈H9×
W16.5×D5㎝〉
（ショルダーストラッ

プ付き）
￥43,000
（税込￥46,440）
／ウ
ィ·オディール
（エストネーション 035159-7800／六本木ヒルズ ヒルサイ
ド1，2F）

01 MICHAEL KORS / 六本木ヒルズ

02 JIMMY CHOO / 表参道ヒルズ

04
星型スタッズの存在感が、フェミニン

なベージュを辛口に。手を通すスト
ラップ付きで、安定感も◎。
〈H18.5×
W28×D4㎝〉
￥9,800
（税込￥10,584）
／

コンタクト ハンキー キム
（ドゥーズ

ィエム クラス 03-5413-3607／六本
木ヒルズ ウェストウォーク2F）

CLOSE UP! ROPPONGI HILLS OMOTESANDO HILLS

CLOSE UP! ROPPONGI HILLS OMOTESANDO HILLS

CLOSE UP!

ROPPONGI HILLS
OMOTESANDO HILLS

05
ソフトで肉厚な牛革のビッグクラッチ。
内側にはさまざまな小分けポケットが
あり、荷物の収まりもよし。
〈H24.5×

W38×D6㎝〉
￥42,000
（税 込 ￥45,360）

／ゴールデン レーン
（ユナイテッドア

「六本木アートカレッジ」のワンデーイベント、今年も ／

ウォーク2F）

06
インパクト抜群、ジュエルなタイガー。
モノトーン系の色使いゆえ、佇まいは
あくまで上品。
（ショルダーストラッ
プ 付 き）
〈H12×W20×D8㎝〉
￥71,000

（税込￥76,680）
／ケイト · スペード ニ
ューヨーク 03-5771-5200／六本木ヒ
ルズ ヒルサイドB1F）
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O M OTE SA N D O
H I LL S
07
ブランドアイコンのワイヤーバッグに、
ビジューを敷き詰めて。甘すぎない
ピンクが秋冬の気分にマッチ。
〈H16
×W26×D7cm〉
（ショルダーストラッ
プ付き）
￥95,000
（税込￥102,600）
／ア
ンテプリマ / ワイヤーバッグ
（アンテ
プリマ 03-3479-3088／表参道ヒルズ
本館B1F）

20

08

リュクスな素材を纏った
洗練のデザインを小脇に抱えて

R O PP O N G I
H I LL S
01
カーフ製の2つ折りに、濃淡の模様が
入ったミンクファーをオン。底のマ
チ幅が広く、ボリューミーな存在感。
〈H15×W33×D5㎝〉
￥254,000
（税 込 ￥
274,320）
／マイケル · コース
（マイケ
ル · コース 03-5772-6726／六本木ヒ
ルズ 六本木けやき坂通り1，2F）

O M OTE SA N D O
H I LL S
02
洗いを掛けたソフトレザーが、こなれ
た空気感を醸し出す。底にゴールド
プレートが配され、持ちやすい設計。
〈H30×W36×D3㎝〉
￥154,000
（税 込 ￥
166,320）
／ジミー チュウ
（ジミー チ
ュウ 03-5410-0841／参道ヒルズ 本
館1F）

フォルムに個性があって、抱えた姿も

すく、モバイルタブレットが入るような

スタイリッシュ。そんな魅力が詰まった

余裕のあるものならば、デイリーなお出

クラッチバッグがあれば、着こなしはぐ

掛けにも申し分なしの使い勝手。また、

っと新鮮みを帯びてくる。とりわけ重量

色やマテリアルに関しては、王道のブラ

感のある冬のスタイルなら、なおさらの

ックはもちろん、ベージュやニュアンス

こと。厚手のコートやざっくりとボリュ

のある中間色など、落ち着いたトーンが

ームのあるニットに、アクセサリーのよ

ベースになっているシックなデザインが

うに小ぶりなバッグを携えるというバラ

気になるところ。

ンス感は、軽やかであり、何とも都会的

そして、何かとドレスアップする機会も

なムード。遊びの効いたスタイルを叶え

多いこの季節、クラッチはパーティの優

てくれるスパイス小物として、今、改め

秀なパートナーであることもお忘れなく。

てクラッチが素敵なんです。

きらめくビジューに、エキゾチックレザ

今年のトレンドとしては、まずビッグサ

ーやリアルファーといったリュクスなマ

イズに注目を。スクエアなフォルムは落

テリアルが豊富に出揃い、選ぶひととき

ち着いた大人のテイストにもマッチしや

もまた、心ときめく楽しみに。

カチッとしたフォルムに、鮮烈なネオ
ンレッドを効かせて。クラシックにも
モダンにも対応する、活用度高めの
デ ザ イ ン。
〈H14×W20×D4㎝〉
（シ ョ
ルダーストラップ付き）
￥28,000
（税込
￥30,240）
／ミリー
（ミリー 03-34793002／表参道ヒルズ 本館1F）

24

月( ・祝 に) 開催ですよ。１日４０００円でアートに関する全 の講座が受けられるこのイベントでは、自分だけの時間割を作るなんてのも楽しみ方のひとつです。

翌日のプレゼン資料を集中して一気に準備。食事の後に、新書をチェック。勉強会で頭を使った後は、終電までビールでリラックス ̶̶
これらすべて、ヒルズの六本木ライブラリーで出来るってご存知でしたか？

ローズ 六本木 ウィメンズストア 035786-0555／六本木ヒルズ ウェスト

09 URBAN RESEARCH / 表参道ヒルズ

10 YLANG YLANG Argosy / 表参道ヒルズ

09
大きく開閉するジップが使いやすい 2
つ折り。カラーパイソンが着こなしを
エレガントに彩る。
〈H21×W34.5㎝〉
￥55,000
（税込￥59,400）
／バイ マレ
ーネ ビルガー
（アーバンリサーチ 036721-1683／表参道ヒルズ 本館 B3F）

10
ドレープを寄せたサテンのノーブル
な光沢を堪能。ロゴが刻印された
プレートが可憐にスイング。
〈H18
×W30×D7cm〉￥33,000（税 込 ￥
35,640）
／イランイラン
（イランイラ
ン アルゴシー 03-6447-0355／表参
道ヒルズ 本館B1F）

※掲載の価格は、本体価格（税込価格）の表記となります。
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OMOTESANDO HILLS 表参道ヒルズ

六本木ヒルズ

今年もやってきた、
ヒルズのクリスマス

誰もが心躍る季節がやってきました。
クリスマスシーズンのヒルズは、
イルミネーションを始め、様々なイベントが目白押し。
家族や友人、恋人など、大切な人を誘って、
きらめく街やおいしい料理など、素敵なクリスマスの時間を過ごしてみてはいかがでしょうか？

ROPPONGI HILLS

CHRISTMAS HILLS 2014

CHRISTMAS HILLS 2014

CHRISTMAS HILLS 2014

ROPPONGI HILLS

六本木ヒルズ

OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS 2014
with Moët & Chandon
クリスマスマーケット
DATE

11/29
（土）
～12/25
（木）

DATE

PLACE

大屋根プラザ

毎年多くの人で賑わう六本木ヒルズのクリスマスマーケットが今年もオープン。本場ドイ

ツからやってきた可愛らしいクリスマスオーナメントや雑貨はもちろん、ワインやソーセ
ージなどドイツの味も楽しめます。また、期間中、MasterCardでお支払いいただくと、ご

00 ●問：03-3497-0310 ●協賛：MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社

OMOTESANDO HILLS CHIRISTMAS MARKET
DATE

12/2
（火）～12/25
（木）

PLACE

東京シティビュー

六本木ヒルズ展望台では、今年も

J-WAVEとコラボした
「SURPRISE！」
なクリスマスを展開！さらに、展覧

12/10
（水）
～12/25
（木）

PLACE

本館B3F スペース オー

約20店舗のショップ＆カフェによるクリスマスマーケットを開催。

ヴィンテージ食器やオーナメント、クリエイターによるクリス
マスアイテムの他、アッシュ・ペー・フランスとベルギーのチ

ョコレートブランドDolﬁn
（ドルファン）
とのコラボチョコレー

トなどを販売。期間中、ワークショップやトークイベントも予

定 ●時間：11：00～21：00
（日曜日～20：00） ※物販店舗の
営業時間に準ずる ●問：03-3497-0310

会
「ティム・バートンの世界」
とコラボ
したツリーやカフェ
「J-WAVE Guru

15

ARK HILLS アークヒルズ

Guru Café with THE WORLD OF
TIM BURTON」
も登場！ファンタジ

ックで温かいクリスマスをお過ごしく

ださい ●時間：平日 10：00～23：

00
（最終入館 22：30）
、金・土・休前
日 10：00～25：00
（24：00 最終入館）
● 料 金：一 般 1,500 円 ほ か ● 問：
03-6406-6652
※写真はイメージです。

CIRCLE OF LOVE - Holiday Celebration 2014 DATE

けやき坂
GALAXYイルミネーション
DATE

11/4（火）～12/25（木）

PLACE

六本木けやき坂通り

昨年話題を呼んだ赤を主体とした“CANDLE &
RED”を今年も実施。定番の“SNOW ＆ BLUE”
と相まって、幻想的な雰囲気を作ります。また、
今年は新たに、直径約２m のHidden Heart
（隠
れハート）
を２箇所に設置。１時間に数分間だけ
灯る愛のシンボルを是非お見逃しなく！

DATE
PLACE

66プラザ

PLACE

グランド ハイアット 東京 ロビー

ロビーフロアにクリスマスツリーデコ
レーションが登場！ 今年のテーマは
「Circle of Love」
。ホテルで消費され
たワインのコルクをリサイクルし、障
がいを持つ方々が作り上げたオーナメ
ントを飾ります。その他、ホテル内の
様々なチャリティープログラムを通し
て、東北の子供たちの支援に寄付され
ます。また、チャリティーハンパーも
ご用意 ●問：03-4333-1234

●時間：17：00～23：00 ●問：03-6406-6000
●協賛：サムスン電子ジャパン株式会社
サムスン電子ジャパン株式会社と 6 年目のコ
ラボレーションを迎える今年は、
「けやき坂
GALAXYイルミネーション」
として、バージョ
ンアップしたきらめきをお届けします！

66プラザ
イルミネーション
11/18（火）
～12/25（木）

11/13
（木）～12/25
（木）

アークヒルズのクリスマス
DATE

クリスマスケーキ
DATE

10/1
（水）
～12/15
（月）

PLACE

グランド ハイアット 東京

UCHIHARA CREATIVE LIGHTING DESIGN INC ©

11/21（金）～12/25（木）

PLACE ウェストウォーク南側吹抜
ウェストウォークの南側吹抜にクリスマスデコ
レーションが登場！ 無数のきらめく羽を持つ
シャンデリアは上昇気流により回転し、光あふ
れるアーティスティックで幻想的なクリスマス
を演出します ●問：03-6406-6000 ●協賛：
ビー・エム・ダブリュー株式会社

クリスマスコンサート
DATE

12/23
（火・祝）～12/24
（水）

PLACE

六本木ヒルズアリーナ

六本木ヒルズオープン以来開催しているクリス
マスコンサート。今年も音楽を通じて幸せの在
り方に思いを馳せるクリスマスにふさわしい、
心温まる時間と空間を創出します ●問：036406-6000

DATE

11/18
（火）～12/25
（木）

六本木ヒルズ全体がウイスキーに染ま
る 38 日間。66 プラザではツリーを眺
めながらウイスキーが愉しめるほか、
さまざまなウイスキー体験ができるイ
ベントを開催。この機会に本物のウイ
スキーの魅力を是非体感ください ●
問：0120-139-310
（サントリーお客様
センター）●詳細：www.whiskyhills.jp

PLACE

PLACE

アーク・カラヤン広場

サントリーホール クリスマスコンサート2014
バッハ・コレギウム・ジャパン『メサイア』
DATE

12/23
（火・祝）

PLACE

サントリーホール

大ホール

サントリーホールのクリスマスシーズン定番、救世主イエス・
キリストの降誕から受難、そして復活を描いたヘンデルの最高
傑作
『メサイア』
全曲演奏会です。世界トップレベルの人気と実
力を誇る古楽オーケストラ＆合唱団の澄んだ響き、高らかなハ
レルヤの調べを存分にご堪能ください ●開演：15：00 ●料
金：S9,000 円 A7,500 円 B6,000 円 P3,500 円 学生 1,000 円 ●
問：0570-55-0017
（サントリーホール）

WHISKY HILLS 2014

ウェストウォーク
デコレーション
DATE

新作を含む華やかな８種類のクリスマ
スケーキ！ 世界の洋菓子大会で優勝、
受賞歴をもつパティシエたちが腕をふ
るった、新作モザイクケーキやベリー
プティング、長さ48cmのブッシュド
ノエル、そしてシュトーレンやクッキ
ーなど、ホリデーシーズンを華やかに
演出する様々なスイーツやギフトが登
場します ●時間：9：00～22：00
●問：03-4333-8713

11月下旬～１月上旬

アークヒルズの冬を彩るクリスマス装飾が今年も実施されます。2014年はカラヤン広場の象徴的スポット
である滝をメインにクリスタルの光煌めく装飾を予定しています。またカラヤン広場で開催する
「ヒルズマ
ルシェ」
（毎週土曜日開催）
や
「赤坂蚤の市」
（12/14開催）
もクリスマス色を加えて展開します ●時間：17：
00～23：00予定 ●問：03-6406-6663 ※写真は2013年の様子です。

「フィオレンティーナ ペストリーブティック」

六本木ヒルズの玄関口である 66 プラザには、
高さ約８ｍのシンボルツリーが登場。レースの
ように繊細な造りのツリーは、中から光を放ち、
その輝き方によって様々に変化をします。時間
により、白く眩く輝く表情、赤く情熱的な表情、
虹色に輝く華やかな表情や、琥珀の表情に変わ
るクリスマスツリーをお楽しみください ●時
間：17：00～24：00 ●問：03-6406-6000
●協賛：サントリー酒類株式会社

突然ですが、耳寄り情報。今年で 周年を迎えるヴィーナスフォートにはオドロキの楽しさが満載。なんとサバゲーができるんです。ヴィーナスでサバゲー！ びっくりでしょ？ 初心者でも存分に楽しめます。

わたくし青のヒルボックルにとっての理想の都市は……そうですね、一年中暖かくて、どこでも安心してすぐに眠れて、大好きなココアが水道の蛇口をひねると出てくるような街ですかね。皆さんは、どうですか？
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DATE

本館 吹抜け大階段 他

オラマツリーが登場します。教会を中心に、トランペットやハープ、バイオリンなど、楽器の村のジオラ
マが出現。20分に1回行われる、映像・照明・音楽によるショータイムは必見！ ●時間：11：00～23：

問：03-6406-6000 ●協賛：MasterCard ●後援：ドイツ連邦共和国大使館、Goethe-

TOKYO CITY VIEW × J-WAVＥ（81.3FM）
天空のクリスマス2014 feat. ティム・バートンの世界

PLACE

「Symphonic Forest ～聖なる森のクリスマス～」
をテーマに、高さ８ｍの音楽を奏でる“世界最大級”ジ

利用額の一部がチャリティとして慈善団体に寄付されます ●時間：11：00～21：00 ●
Institut Japan ドイツ文化センター、ドイツ観光局

11/6
（木）
～12/25
（木）

サントリーホール クリスマス オルガンコンサート2014
バッハ・コレギウム・ジャパンのクリスマス物語

66プラザ、
ヒルズカフェ/スペース
DATE

12/24
（水）

PLACE

聖なるクリスマスをオルガンの美しい響きとともに過ごす恒例
のコンサート。今年はＢＣＪがクリスマスにちなんだキャロル
やオルガンの名曲たちをクリスマスパジェント
（イエス・キリス
トの誕生劇）
にのせて、楽しいひとときをお届けします。BCJの
『メサイア』
とは異なるプログラムでクリスマスの響きを魅了しま
す●開演：19：00 ●料金：S5,000円 A4,500円 B3,500円 ●
問：0570-55-0017
（サントリーホール）

サントリーホール

大ホール
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EVENT CALENDAR 11.1 12.31
六本木ヒルズ総合インフォメーション
www.roppongihills.com
☎ 03-6406-6000

PORTRAIT BY
TAKESHI SHINTO
TEXT BY YUMIKO
OUCHI

女性の活躍推進のために提言を続ける

100%

90%

90%

働いていない

在宅・内職

その他

60%

短時間
勤務

50%

契約・
派遣等
正社員

10%

30%

0%

C

D

E

残業もある
フルタイムの
仕事

20%
10%

自営・家族従業等
B

0%

F

A

B

C

D

E

C: 既婚 子どもが3歳以下

E: 既婚 子どもが6～11歳

B: 既婚 子どもなし

D: 既婚 子どもが4・5歳

F: 既婚 子どもが12歳以上

F

出所：内閣府男女共同参画局「女性のライフプランニング支援に関する調査」
（平成19年３月）

20%

40%

60%

80%

18.8

35.5

1.0

33.0

26.0

11.7 FRI. - 11.9 SUN.

0.4

46.8

Entertainment
Activity

11.8 SAT. & 11.9 SUN.

Entertainment
Activity

11.15 SAT.

Entertainment
Activity

変わっていない

かなり増えた

やや減った

やや増えた

わからない、対象者がいない

1.0
12.3
無回答

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング

「育児休業制度等に関する実態把握のための調査(企業アンケート調査)」(平成23年度)
注 ： 結婚･出産を機に離職する正社員女性人数の5年前からの変化

企業と環境展2014

東京ハーヴェスト

～環境を楽しもう！ エコアクション！～

CREATING MORE CHANCES FOR
WOMEN TO EXCEL IN THE WORKPLACE

オランダヒルズ 森タワーに入居する
三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング
で、
「女性活躍推進・ダイバーシティマ
ネジメント戦略室」の室長として企業コ
ンサルティングや政策提言を行っている
矢島洋子さん。働く女性が直面する問題
を目にしてきた。
「女性が活躍できる社会というのは、実
は古くからあるテーマ。男女均等政策や
仕事と生活の両立政策はずっとあったん
です。ただ、長時間労働の日本の企業で
は、なかなか効果が出なかった。育児休
業制度があっても、取得する前に辞める
女性が圧倒的でした。それがここ数年、
両立支援制度の充実とワーク・ライフ・
バランスの浸透により、育休のあと職場
に復帰して短時間で働く女性が急速に増
えているんです。しかし、前例がないた
めに、そうした女性が活躍できる働き方

た。その経験から、社内の後輩女性にこ

い。企業も女性たちも困惑しているとい

んなアドバイスをすることもあるそうだ。

うのが現状です」

「仕事でも生活でも、優先順位を持つこ

そこにさらに、
「2020 年までに指導的立

とが大事。量ではなく質を大事に仕事を

場の女性を 30％に増やす」という 10 年以

するとか、子どもの学校行事だけには参

上前からあった数値目標を、安倍政権が

加するとか、私自身もその都度自分なり

改めて打ち出した。変革のスピードアッ

に選んできました。自分で納得して進ん

プが求められる今、何が必要なのか。

でいくと根っこに幸せ感があるので、何

「企業にとっては、時間制約のある人への

があっても明るく仕事ができるんです」

仕事の与え方、評価の仕方が課題になり

オフィスのあり方についても、
「テレ

ます。時間ではなく成果で評価するなど、

ワークや在宅勤務などに対応できる場所

11.21 FRI. & 11.22 SAT.

Entertainment
Activity

BURTON RAIL DAYS presented by MINI

「東京から、ラブレターを。
」全国の生産者へ尊敬と感謝の
気持ちを届ける大収穫祭を今年も開催！ 限定メニューが食
べられる「キッチンカー」や、旬の味覚たっぷりの「マルシェ」
が登場します ●場所：六本木ヒルズアリーナほか ●時
間：８日 11：00～19：00、９日 11：00～18：00 ● 入
場：無料 ●問：03-5793-1207（東京ハーヴェスト実行
委員会） ●詳細：www.tokyoharvest.com/

11.23 SUN

Entertainment
Activity

世界最大のストリートスノーボードコンテストが今年も六本
木ヒルズアリーナで開催決定！ 100トンの雪を使った特設コ
ースで、トップライダーたちが驚きのパフォーマンスを繰り広
げます ●場所：六本木ヒルズアリーナ ●時間：開場
11:00、バートンキッズリグレットパーク11:00～17:00、コン
テ ス ト 17:00～19:30 ● 入 場：無 料 ● 問：info@
burtonraildays.co.jp ●詳細：burtonraildays.com/

11.24 MON.

Culture

厚労省が示している基本方針があるの

があれば」と提案。多様で柔軟な働き方

で、それをもとに多様な働き方を認める

が作る未来に希望を持つ。
「ダイバーシ

対策をとる。そして、従来の長時間労働

ティマネジメントが普及して多様な人材

第５回港区ものづくり・商業観光フェア

Japan A cappella Movement 2014

六本木アートカレッジ2014
つなぐ、
みんなの
「！」

では管理職なんて目指せないとあきらめ

が活躍すれば、多様な視点が新しいもの

港区の産業技術や匠の技の紹介、商店街の逸品販売、観
光スポットを巡るイベントや各国大使館との物販や展示をは
じめ、ステージでは伝統工芸士によるトークショーなどさま
ざまなプログラムを予定。港区ならではの魅力を体験できる
２日間です ●場所：六本木ヒルズアリーナ / 大屋根プラ
ザ ● 時 間：11：00～19：00 ● 入 場：無 料 ● 問：
03-3578-2554（港区産業振興課 ※平日8：30～17：15）

アカペラの素晴らしさを生のライブで伝えるために、1999 年
に発足したアカペラストリートイベント。16 回目を迎える今年
は、全国 176バンドから２度の審査を勝ち抜いた精鋭アカペ
ラバンドが出演します。声だけで奏でる素敵なハーモニーを
お楽しみください ●場所：六本木ヒルズアリーナ ●時間：
13:00～20:00 ●入場：無料 ●問：jammail.acappella@
gmail.com ●詳細：jam-web.jp/jam2014/about.html

“ １日限りのアートの学校 ” が今年も開講！ １日4,000 円で、
全 20のアート関連講座を自分なりの視点をもって楽しむワン
デーイベント。新しい刺激、興味に出会えること間違いなし！
●スピーカー：為末大、いとうせいこう、箭内道彦、川島小
鳥、谷尻誠ほか ●場所：アカデミーヒルズ ●時間：
10：00～18：30 ●料金：4,000 円 ●問：03-6406-6200
●詳細：www.academyhills.com/school/artcollege

ていた女性たちには、会社や社会が変わ

を生み出していきますから。企業にとっ

ろうとしているのだから、みなさんも変

ても社会にとっても、女性が活躍するこ

わりましょう、と伝えています。モチベー

とは大きなメリットになるはずです」

ションを自ら上げる。家事や子育てにも

※為末大(元プロ陸上選手)、
いとうせいこう
（作家・クリエイター）

っと夫を巻き込む（笑）
。最近は “ イクメ
ン ” も多くなり、管理職の男性も介護問

Yoko Yajima

題を抱え始めているので、男性とも問題

三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング 女性活躍推進

を共有しやすくなっていると思います」

矢島洋子さん

・ダイバーシティマネジメント戦略室 室長／家に帰っ

矢島さん自身、高校２年生になる息子
さんを育てながらキャリアアップしてき

11.28 FRI. - 12.14 SUN.

Culture

12.7 SUN.

Entertainment
Activity

12.26 FRI.

Entertainment
Activity

て、息子の淹れてくれた珈琲を飲みながら、ドラマや

DVDを観るのがリフレッシュ法。オタク気質の息子と

は、秋葉原にオーディオ機器やPCを見に行くことも。

女性活躍推進の取り組みで
「ダイバーシティ促進事業表彰」
を受賞！
三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社では、東名阪３拠点の横断組織「女性活躍推進・ダイバーシティマネジメント
戦略室」を発足させ、女性の活躍推進に関わる調査・コンサルティングに取り組んできました。その活動が評価され、平成 25
年度「ダイバーシティ経営企業 100 選」
（経済産業大臣表彰）の公募において「ダイバーシティ促進事業表彰」を受賞しました。

青木良太展
「Light Light Lightー21世紀の照明」
ファッションの分野とのコラボレーションも行うなど、器の文
化の伝統をふまえながら、現代的な感性で独創的な作品を
制作する青木良太。普段使い用の磁土に釉薬を混ぜた器の
ほか、今回の展覧会ではその素材で「照明」を発表します。
透き通る光り、あたたかい肌合いの「磁器の照明」をお楽し
みください ●場所：六本木ヒルズ A/Dギャラリー ●時間：
12：00～20：00 ●入場：無料 ●問：03-6406-6875

THE BUNKASAI 2014

CLUB CHIC 2014 winter

高校の文化祭が、学校の「外」に飛び出した！ 規格外の高
校生たちが生み出すウィンターフェス。高校生がアリーナを
自分たちの力でプロデュースします ●場所：六本木ヒルズ
アリーナ ●時間：10：00～16：00 ●入場：無料 ●
問：03-4540-1197（一般社団法人グローバル教育推進プロ
ジェクト）
、03-6229-1231（株式会社ワークスアプリケーショ
ンズ） ●詳細：https://ssl.worksap.co.jp/bunkasai2014/

毎年恒例の大人気イベント。70’s ダンス クラシックスをシッ
クにアレンジしノンストップでお届けします ●場所：グラン
ド ハイアット 東京 グランド ボールルーム ●時間：20：
00～midnight（最終入場 23:30） ●料金：VIP 席 25,000
円、一般席 15,000 円（フリードリンク、VIP 席は高級シャン
パンのフリーフロー付） ●問：03-4333-8838（イベントプラ
ンニング） ●詳細：restaurants.tokyo.grand.hyatt.co.jp

」の都心初のアウトレット「ナイキ ファクトリー ストア」にレッツゴー！いろいろなアイテムがあって、目移りしてしまいますね。
NIKE

多様な働き方が認められる
社会になれば、女性の活躍
フィールドも広がります

や長期的なキャリアプランの見通しがな

港区の企業が集まり、環境に関する展示や発表会を開催。
人気の親子向け環境ワークショップや高校生によるコピーコ
ンテスト、大学生によるビジネスアイディアコンテストなども
開かれます ●場所：ヒルズカフェ/ スペース ●時間：
10：30～17：30（７日は 15:00～18:30） ●料金：無料（一
部・要 事 前 申 し 込 み） ● 問：info@mecc-minato.net
●詳細：mecc-minato.net

※Photo：鈴木心
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つくろ

※リー・ミンウェイ
《プロジェクト・繕う》2009年 展示風景：ロンバード＝フレイド・
プロジェクツ、
ニューヨーク、2009年 ルディ・ツェン氏蔵、撮影：Anita Kan

展覧会『ティム・バートンの世界』
「シザーハンズ」
「ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」など
を手がけた映画界の鬼才ティム・バートン。無限に広がる
彼のイマジネーションの源泉を、500 点もの日本初公開品な
どを通して体感できる展覧会 ●場所：森アーツセンターギ
ャラリー（森タワー52 階） ●時間：11：00～22：00（土
日祝は 23：00） ●料金：一般 1,800 円 ●問：0570-063050 ●詳細：www.tim-burton.jp

6.9

かなり減った

出所 ： 厚生労働省委託

0.3 0.5

43.7
2.9

10.6

1.5

7.1
4.0

32.6

さまざまな方法で観客参加型のアートプロジェクトを展開し、
多くの国際展に参加してきたリー・ミンウェイの初の大規模
個展。観客が参加することで完成するリーの作品に触れ、「つ
ながり」について一緒に考えよう ●場所：森美術館（森
タワー53 階） ●時間：10：00～22：00（火曜日は～17：
00） ●料金：一般 1,500 円ほか ●問：03-5777-8600（ハ
ローダイヤル） ●詳細：www.mori.art.museum

100%

3.0

101～300人

Culture

ヴィーナスフォートといえばお買い物！ ということでスポーツブランド「

サバゲーで思いっきり身体を動かした後は、日本初上陸のピンクベリーのフローズンヨーグルトでひとやすみ。無脂肪牛乳・無脂肪ヨーグルトを使ったさわやかな味わいに、わたくしダイエットも気にせず食べちゃいます。

0%

12.0

国内最大の
「作品を介したコミュニケーション」
にフォーカス
するクリエイターのためのSNS
「pixiv」
が今までにない参加型
展覧会を開催。会場には pixiv ユーザーに大人気の作品を
展示したり、実際に自分でお絵かきできるコーナーも！ ●場
所：東京シティビュー ●時間：10：00～23：00（最終入
館 22：30） ●料金：一般 1,500 円 ●問：03-6406-6652
（東京シティビュー） ●詳細：matsuri.pixiv.net/

結婚・出産を機に離職する正社員女性の数は、
特に大企業で減少している。

最新の調査結果

301～1,000人

参加するアート̶見る、話す、贈る、書く、
食べる、
そして世界とつながる

pixiv祭（ピクシブまつり）

フルタイムだが
残業のない仕事

A: 未婚

1,001人以上

11.1 SAT. ‒ 2015.1.4 SUN.

リー・ミンウェイとその関係展

40%

パート・
アルバイト

30%

A

Culture

家で
できる仕事

70%

20%

開催中 ‒ 2015.1.4 SUN.

働きたくない

80%

70%

40%

Entertainment
Activity

女性の働き方の希望

女性の働き方の現実
100%

50%

虎ノ門ヒルズインフォメーション
www.toranomonhills.com

女性のライフステージに即した働き方の
「現実と希望」にギャップ

これまでの状況

60%

アークヒルズインフォメーション
www.arkhills.com

六本木ヒルズ
開催中 ‒ 11.24 MON.

80%

表参道ヒルズ総合インフォメーション
www.omotesandohills.com
☎ 03-3497-0310

EVENT CALENDAR

@HILLS

@HILLS ヒルズで働く女性たち
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EVENT CALENDAR

表参道ヒルズ
11.6 THU. - 12.25 THU.

Entertainment
Activity

11.6 THU. - 12.25 THU.

アークヒルズ
Entertainment
Activity

毎週土曜日開催

Food & Drink

Moët & Chandon “SO BUBBLY TREE”

Moët & Chandon “SO BUBBLY BAR”

ヒルズマルシェinアークヒルズ

世界中が愛と喜びで満たされ、街が１年で最も華やぐこの季節に、
モエ・エ・シャンドンからの贈り物が、表参道ヒルズメインエント
ランスに登場します。フォトスポットとなる光り輝くゴールドのバス
タブで記念撮影をし、最高の瞬間を切り取ってください。期間中
に配布されるARアプリをダウンロードしてかざすと、スペシャル
サプライズも！ ●場所：本館 1F メインエントランス ●時間：
11：00～23：00 ●入場：無料 ●問：03-3497-0310

モエ・エ・シャンドンが楽しめる贅沢なバーがオープン！
12/10
（水）
からは、表参道ヒルズ館内で1 回 30,000 円
（税込）
以上ご利用のお客様とご同伴者一名様に、グラス1 杯のサ
ービスも。抽選でスペシャルアイテムが当たる全国キャンペー
ンも実 施中 ●場 所：本 館 B3F 表 参 道ヒルズ ポケット
●時間：11：00～21：00
（日曜～20：00）
※12月営業延長
もあり ● 問：03-3497-0310 ● 詳 細：www.moet.jp/
sobubbly

産地直送の野菜・果物などが並ぶヒルズマルシェには、
「つ
くり手」たちがこだわった商品が並びます。新鮮でおいしい
旬の食材で、冬の冷えた体を元気にしませんか？ そのほか、
雑貨・工芸品、朝食なども楽しめます ※ 11/22 はお休み
●場所：アーク・カラヤン広場 ●時間：10：00～14：00
● 入 場：無 料 ● 問：03-6406-6619 ※日曜・祝日除く
10：00～18：00 ●詳細：www.arkhills.com

Entertainment
Activity

12.7 SUN.

Entertainment
Activity

12.13 SAT

夜はパレットタウンの大観覧車から、抜群の夜景、東京ゲートブリッジとレインボーブリッジの眺望を堪能。そう、実はこれ、わたくしの最近のデートプランなんです。皆さんもぜひ試してみてくださいね。

小山一馬のkazumart
「冬だから！クリスマス
ツリーのスノードーム作り３！」

窓辺に飾るクリスマスツリーオーナメント作り

キッズの森の HP にイラストを描いた造形作家 小山一馬氏
による、空き瓶を利用したワークショップを開催！ ●定員：
各回先着 10 名様／当日受付のみ ●参加資格：小学生以
下 ●場所：本館 B2F キッズの森 ●時間：
（1）13：00
～（受付 12：50）
、
（2）15：30～（受付 15：20）※受付
時に定員以上の場合は抽選 ●参加費：無料 ●問：
03-3497-0310 ●詳細：www.ameblo.jp/kazumart/

重ねるとステンドグラスのような効果を楽しめる、ヨーロッパ
の伝統的なローズウィンドウペーパーを使用し、窓辺に飾る
ツリー型のオーナメントを作成します ●定員：各回 8 名様
／予約優先 ●参加資格：3 歳以上 ●場所：本館 B2F
キッズの森 ●時間：
（1）
11：30～（2）
13：00～（3）
14：
30～ ●参加費：1,000 円 ●問：meg3yoga@gmail.com
（ご予約） ●詳細：www.yogacafe.jimdo.com

NEW OPEN
11.1 SAT.（予定）

8.29 FRI.

ILBrio
ロイズ東京バー＆グリルの跡地に、新たにリストランテがオー
プン。食を通じて最高の時間を過していただきたい、という
想いから、この店には、くつろぎ、楽しさ、笑顔など、人々
に幸せをもたらす全てが凝縮されています。大切な人との時
間を、お楽しみください ●場所：ウェストウォーク 5 階
●時間：ランチ11：30～14：00、ディナー17：30～24：00
（金・土・祝前日～26：00）※予定 ●問：03-5414-1033

赤坂蚤の市 in ARK HILLS
アンティーク雑貨やジュエリーなど、ライフスタイルを彩るさま
ざまな品物が並ぶ月に１度の蚤の市。会場には、美味しいフ
ード・キッチンカーや移動本屋も並びます。※11月、12月は
第 4日曜日の開催ではありませんので、ご注意ください ●
場所：アーク・カラヤン広場 ●時間：11：00～17：00（12
月～２月のみ16：00まで） ●入場：無料 ●問：03-64066663 ※10:00～17:00 ●詳細：www.arkhills.com

アークヒルズ

8.30 SAT.

虎ノ門ヒルズ

博多豚骨 たかくら

Audi driving experience quattro park

豚骨の旨味を極限まで抽出しながらも特有の臭みのない、
バランスの良い完成された１杯。スープはあっさり「一番釜」
、
濃厚「二番釜」
、重厚「三番釜」
（平日50 食限定）の3 種類。
小麦の風味豊かでコシのあるしなやかな細麺を、お好みの
硬さに茹であげてご提供します ●場所：3 階 ●時間：
平日11：00～22：30（L.O.22：00）
、土日祝 11：30～21：
00（L.O.20：30）●問：03-5545-5765

アウディ独自の四輪駆動システムquattro の体験とハイエン
ドモデル試乗の 2 つのプログラムを無料で体験することがで
きる、試乗施設がオープン。往年の名車「Audi quattro」
の実車展示や、技術の歴史を紹介する展示スペースもオー
プンします ●場所：新虎通り、虎ノ門ヒルズ向かい ●
試乗体験日：木曜～日曜 12：00～20：00 ●試乗予約：
www.audi.co.jp/quattropark ●問：03-6452-9550

六本木ヒルズウェブサイトのヒルズライフのページからお申し込みください。

www.roppongihills.com/hillslife

リー・ミンウェイとその関係展

1

Entertainment
Activity

シックに決めたい時も、
カジュアルなニーズにも、
あなたのライフスタイルのさまざまなシーンを引き立て、
ワークスタイルを幅広くサポートしてくれるーーヒルズエリアのそんな新たな仲間をご紹介します

六本木ヒルズ

PRESENT!

11.30 SUN. & 12.14 SUN.

2

参加するアート̶見る、
話す、
贈る、
書く、
食べる、
そして世界とつながる

招待券5組10名様

［ 応募締切 11.17 MON. ］

展覧会
『ティム・
バートンの世界』
招待券５組10名様

3

映画界の鬼才ティム・バートン
の、無限に広がるイマジネーシ
ョンの源泉を体感できる展覧
会。スケッチ・デッサン・未公
開映像作品・オブジェなど約
500 点を日本初公開します

台湾出身、ニューヨーク在住のアーティス
ト、リー・ミンウェイ（1964-）の初の大規
模個展。関連する作家の作品も併せて展
示。観客参加型アートをお楽しみください
※リー・ミンウェイ
《ひろがる花園》
2009年 展示風景：第10
回リヨン・ビエンナーレ、
フランス、
2009年 エイミー＆レオ・
シー氏蔵、
撮影：Blaise Adilon

東京シティビュー
招待券5組10名様
「pixiv 祭（ピクシブまつり）」に
も入場いただける招待券。会場
内には「チームラボ」がデザイ
ンする期間限定
「ピクシブ食堂」
も登場、キャッチーなメニュー
は必見です

ACCESS

六本木ヒルズ

地下鉄
●日比谷線「六本木駅」1C出口徒歩０分
（コンコースにて直結）
●大江戸線「六本木駅」
３出口徒歩４分
●大江戸線「麻布十番駅」
７出口徒歩５分
●南北線「麻布十番駅」
４出口徒歩８分
バス
●RH01 系統（渋谷⇔六本木ヒルズ）
直行シャトルバス
都営01 系折返系統
（渋谷⇔六本木ヒルズ）
「六本木ヒルズ」
「六本木けやき坂」下車

表参道ヒルズ

●都営01 系統（渋谷⇔新橋）
「EXシアター六本木前」下車
●都営渋88 系統（渋谷⇔新橋）
「EXシアター六本木前」下車
パーキング
■駐車料金
全日：300円/30分（600円/h）0:00～24:00
■1日料金
全日：3,000円/24h ※24時間以上の駐車は、
通常料金（300円/30分）
が加算されます。
※P3は料金が異なります。

地下鉄
●銀座線・半蔵門線・千代田線
「表参道駅」徒歩２分
●千代田線・副都心線
「明治神宮前〈原宿〉駅」徒歩３分
●JR山手線「原宿駅」徒歩７分
パーキング
700円/h（以降350円/30分）
10:00～24:30（日曜は24:00まで）
※お買い上げ金額毎に、店舗にて
駐車サービス券を発行します。

アークヒルズ

地下鉄
●南北線・銀座線「溜池山王駅」13番出口徒歩1分
●南北線「六本木一丁目駅」
3番出口徒歩1分

バス
●都営01系統（渋谷⇔新橋）
「赤坂アークヒルズ前」下車

愛宕グリーンヒルズ

虎ノ門ヒルズ

地下鉄
●銀座線
「虎ノ門駅」2番出口徒歩5分
●日比谷線
「神谷町駅」
4a出口徒歩6分
●丸ノ内線・日比谷線・千代田線
「霞ヶ関駅」
A12出口徒歩8分
●三田線「内幸町駅」
A3出口徒歩8分
●JR東海道線・京浜東北線・山手線・
横須賀線
「新橋駅」
鳥森出口徒歩11分

地下鉄
●三田線「御成門駅」A5出口徒歩3分
●日比谷線「神谷町駅」3出口徒歩4分

'

発行／森ビル株式会社 東京都港区六本木6-10-1 Cooperation：CONDE NAST STUDIO Editor in Chief : Naoya Sasaki Art Director : Yasushi Fujimoto
（cap） Designer : Sayumi Kishi Momoko Koizumi Cover Photo : Akiko Arai
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EAT FOR PLEASURE

食はライブだ
Photographs by Koomi Kim (image), Ayumu Muneno(still)
Text by Megumi Komatsu Edit by RCKT/Rocket Company*
Special Thanks to design service

EAT FOR PLEASURE

肩肘張らずに気軽に過ごせるよさがあ
る。一方、ジャン - ジョルジュの料理
は食材の組み合わせや味の重ね方が独
創的で、フレンチを食べ慣れた人でも
「これは何？」と聞きたくなることが
ある。香りの要素はショウガやカフィ
アライム（コブミカンの葉っぱ）など
アジアの食材に由来することが多く、
わからなくても当然。正解を知りたい
ときは厨房を預かる米澤文雄シェフに
尋ねれば教えてくれるし、表情から察
してシェフのほうから教えてくれるこ
ともある。勘のいい亭主とやりとりを

五感で味わい会話を楽しむカウンターの醍醐味
「シェフがお客様の声に耳を傾け、その人の好みを見極め、瞬時に対応する。これはフランス料理で

重ねれば、距離が縮まって通いたくも
なるもの。
「週１回のペースで来て下
さる方もいらして、脅威のリピート率
です」というのも、納得である。

は考えられないことです。この素晴らしさを取り入れたレストランをつくりたい」。日本の鮨屋に刺

「コミュニケーションまで食事の楽し

激を受けたフランス料理の大御所、ロブション氏の意向を反映して設計された「ラトリエ ドゥ ジョ

みとして提供したい」と語る「けやき

エル・ロブション」のロングカウンターは、11 年前の開業時、フランス料理界で異彩を放っていた。

坂」の本多良信料理長のように、カウ

当時カウンター主体のフレンチは今ほど多くなく、フランス料理はまだテーブルで「かしこまって

ンターに立つ人々はゲストとの会話に

食べるもの」だったのだ。しかし料理人やスタッフとカウンターごしに会話を交わせる気軽さは、

もポジティブ。料理がつくられる音や

鮨屋や割烹のカウンターに馴染んだ日本人の心に響き、フランス料理は「気軽に自由に楽しめるも

香りを五感で楽しみ、シェフとの会話

の」へと変化した。10 年連続三ツ星を獲得している NY の「Jean Georges」が今年日本に上陸し

を通して一座建立するライブ感こそ、

たが、カウンター（本頁写真）でシェフやサービススタッフと会話を交わすことができるためか、

カウンターの醍醐味である。
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JG Jean-Georges Tokyo

KEYAKIZAKA

NYを拠点に活躍する三ツ星シェフ、

カウンターの奥に市場のようにディ

ジャン-ジョルジュ氏の日本初のレ

スプレイされた旬野菜や肉・魚介を、

ストランは14席のカウンターが中心。

熟練のシェフに目の前で焼いてもら

「本マグロのヌードル仕立て アボカ

う鉄板焼の店。
「香川県産オリーブ

ド ラディシュ ジンジャーマリナー

牛 テンダーロイン120g」
（¥11,500）
。

ド」はNY店でも評判の一品。

けやき坂 場所：六本木ヒルズ グランド
ハイアット 東京4F 問：03-4333-8782

JG ジャン--ジョルジュ 東京
場所：六本木ヒルズけやき坂1F
問：03-5412-7115

L’ATELIER
de Joël Robuchon
ロングカウンターが印象的な店内で
は、コースとアラカルトが楽しめる。
スペシャリテは「うずらにフォアグ
ラを詰めキャラメリゼに ポテト
ピュレを添えて」
（G￥5,600）
。季節
のデギュスタシオンコースあり。
ラトリエ ドゥ ジュエル・ロブション
場所：六本木ヒルズ ヒルサイド2F
問：03-5772-7500

EAT FOR PLEASURE

Enjoy!
ライブのように楽しむ、ヒルズの食空間

TORANOMON ARBOL
神楽坂の本店同様、カウンター中心
の店内で全国の産直素材を生かした
イタリアンを提供。２人でシェアす
る前提の料理が多く、
「オーシャン
プレート」
（￥2,777）はそれぞれに
調理した旬の鮮魚の盛り合わせ。
ワインのほか日本酒も揃っている。

虎ノ門アルボール 場所：虎ノ門ヒ
ルズ 森タワー2F 問：03-6257-1145

SANTEKAN
カウンターと客席の間の油はね防止
カバーに窓が開いているのは、作っ
ているところが見えるようにとの配
慮から。両面をカリッと焼いた「カ
キ玉」
（￥1,222）は11～2月限定。カ
キの出汁と豚の旨味が溢れる。
戸田亘のお好み焼 さんて寛
場所：アークヒルズ サウスタワーB1F
アークキッチン内 問：03-6441-3638

Pirouette
中央にカウンターを配した食の複合
スペース。
「黒毛和牛のサーロイン
のロースト たっぷり野菜の一皿とと
もに」
（1人前¥2,000／ビストロディ
ナー）は塊で焼くため2人前から。
ピルエット 場所：虎ノ門ヒルズ ガーデン
ハウス1F 問：03-6206-6927

※表示料金は税・サービス料などを含みません。
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日枝神社

プルデンシャルタワーからの夜景

赤坂と永田町の境の、緑豊かな高台に

高層ビルと、昔ながらの低層建築が混

鎮座。
「山王さん」の名でも知られ、6 月

然と建ち並ぶ赤坂エリア。赤坂見附、

の家の鍵。

に江戸三大祭の筆頭、山王祭が開催さ
れる。/ 千代田区永田町 2 － 10 － 5

ばして、迎賓館や紀尾井町方面まで回ってみてもいいで

溜池エリアの再開発により、未来的な

すね。お子様連れなら、遊具のある一ツ木公園や高橋是

景観へと変わりつつある。

古き良きものと
先進的なものが
混在する素敵な
街です。

清翁記念公園などをおすすめします。
国際的にも重要なビジネス拠点である赤坂は、利便性
12

A

Green

赤坂エリアガイド

にも秀でています。交通の便がいいのはもちろん、再開

レジデンスコンシェルジュに聞く
赤坂エリアの特別な暮らし

発による住民の増加に伴い、この数年で日常生活を細や

官公庁が集中する永田町、霞が関に隣接し、
国際色豊かなビジネス街を形成する一方で、
風格ある住宅地としても注目される港区赤坂。
再開発により進化を続けるこの街の多彩な魅力を
アークタワーズフロントコンシェルジュがご紹介します。

食事を提供する施設もあり、ご多忙なお母様方に喜ばれ

かにサポートする住環境も整ってきました。特に顕著な
のが育児環境です。たとえばアークヒルズ周辺には、保
育園や学童保育が充実しており、国際的な土地柄らし
く、英語で学ぶ学童保育もあるんです。送迎サービスや
L

ています。大使館が多く、警察の重点警戒区域に入るこ

Futuristic

のエリアだからこそ得られる安心感も、大きな魅力で
す。また、今年 1 月にオープンしたアークキッチンをは
じめ界隈には品揃えが豊富なスーパーマーケットや、新
鮮な産直野菜を扱う八百屋さん、それぞれに個性的なベ

Photographs by Satoshi Nagare Text by Seishi Isozaki
Map by Kenji Oguro Edit by RCKT/Rocket Company*

豊福 理恵

ーカリー、安心・安全な食材にこだわったお総菜屋さん

アークタワーズ フロント
アシスタントマネージャー

などが増え、日々の買い物が一層便利になりました。そ

現職に就いて8年目。居住者か

の結果、以前は単身のビジネスマンが多かったレジデン

らのあらゆる相談に応じる、コ
ンシェルジュ的存在。自身のお

スでも、ファミリー層が多く見られるようになりまし
アーク・カラヤン
広場は、隠れた
都心のオアシス。
おすすめです。

ビジネス街や繁華街としてのイメージが強い赤坂は、
とかく「生活感のない街」と思われがちですよね。確か

気に入りスポットはアーク・カ
ラヤン広場。
「休憩時間は、滝

た。赤坂はビジネス街としてだけでなく、子育てがしや

の裏で癒されています」
。

すい街としても、成熟期を迎えていると感じています。

に、赤坂駅から赤坂見附駅までの一帯は多種多様な飲食
店がひしめく繁華街ですし、再開発によって生まれた高

Akasaka Area Map

層ビルが建ち並ぶ近未来的な街並みから「暮らし」をイ
メージするのは難しいかもしれません。でも実際には、

COOK COOP BOOK

C

赤坂には江戸時代の大名屋敷から続く、伝統と格式のあ

･

信濃町駅

る住宅街が広がっています。街のそこかしこに昔ながら

線
総武

JR

中央

桜田濠

の商店や老舗のお菓子屋さんなどが点在し、生活の息吹

弁慶堀
赤坂見附

を感じることができるのです。

権田原

赤坂御用地

に恵まれていることだと思います。休日にはぜひ、散策
と溜池山王駅の中間の高台に位置する日枝神社。広々と

青山
高橋是清翁
記念公園

青山1

した境内は静寂に包まれ、ひと時都会にいることを忘れ

赤坂警察署前

D

通り

E

ノイエス

赤坂サカス

外苑東

旬八青果店

通り

川神社も散策にはおすすめです。御神木の大イチョウや
勝海舟が命名した「四合（しあわせ）稲荷神社」、太鼓橋

乃木
公園

のある和風庭園など、見どころが多い神社です。ランニ

赤

一ツ木
公園

プルデンシャルタワー
A

赤坂駅

通

M
内閣府下
溜池山王駅

K

外堀
通り

アークタワーズ
I

G

アークキッチン

リア。適度にアップダウンがある青山通りを、御所の緑
を横目に走るのは気持ちがいいものですよ。少し足を延

東京ミッドタウン

六

本

木

通

り

虎ノ門駅

特許庁前

六本木
一丁目駅

アーク･カラヤン広場
H

（アークヒルズサウスタワー内）
国立新美術館

国会議事堂
国会議事堂前駅

り

氷川神社

青 山 霊 園

日枝神社

氷川公園

乃木坂駅

ングコースに適しているのは元赤坂の赤坂御用地周辺エ

J

赤坂溜池タワー
レジデンス

F

坂

撮影協力：プルデンシャルタワー

御菓子司 塩野

青山一丁目駅

させてくれます。赤坂一帯を氏子地域とする６丁目の氷

平河町

L
国会前

赤坂見附駅

赤坂御用地前ランニングルート

を楽しんでいただきたいですね。たとえば、赤坂見附駅

永田町駅

通り
一ツ木

そして赤坂に住む最大の魅力は、緑豊かで静かな環境

三宅坂

B

桜坂･スペイン坂

六本木アカデミーガーデン

B

M

Family

食をテーマにセレクトした本と、
食を彩るアイテムが揃う“おいし
い本屋さん”。キッチンスタジオ
も併設。/千代田区紀尾井町4-5
G-TERRACE紀尾井町1F

D

ノイエス

E

バームクーヘン専用オーブンを
持つドイツパン・ウィーン菓子専
門店。併設のカフェ・レストラン
で は 食 事 も 提 供。/ 港 区 赤 坂
7-5-56 ドイツ文化会館１F

世界で活躍するための素地となる英語
で学ぶ学童保育を運営し、
「学びと安心
の放課後ライフ」をサポート。/ 港区六
本木 1-3-41 アークヒルズサイド 1 階

広場の一画にある滝の裏側は、
都心の隠れた癒しスポット。夜は
ライトアップされ、幻想的な雰囲
気に包まれる。週末にはマルシェ
などのイベントを開催。

K

Traditional

適度なアップダウンがある赤坂
御用地周辺は、ランニングルー
トにおすすめ。特に青山通りの
往来が少なくなる週末は、視界
が開けて気持ちよく走れる。

旬八青果店

F

アーク・カラヤン広場

G

J

赤坂御用地前ランニングルート

COOK COOP BOOK
C

六本木アカデミーガーデン

I

Recommended Spots

「旬の野菜で暮らしを豊かにす
る」がモットー。新鮮でおいしい
旬の青果を適正な価格で販売す
る八百屋さんが今年4月にオー
プン。/港区赤坂7-8-12

桜坂・スペイン坂

H

アークヒルズの外周沿いに続く、
ソメイヨシノの並木道。約150本、
全長700mにも及ぶ桜のトンネ
ルは、都心屈指のお花見スポッ
トとして知られる。

ARK Towers
アークタワーズ
知的刺激にあふれる複合都市の一画
で、上質で洗練された暮らしを営む。
所在地：港区六本木 1-3-38～40（六
本木一丁目駅より徒歩 2 分、神谷町駅
より徒歩 7 分）。サービス：バイリンガ

ル対応のフロントサービス、ドアマン
サービス他。
備考：駐車場あり
（空き状
況により利用可）。ペット可（飼育でき
るペットに制限あり）。棟内の「アーク
ヒルズスパ」ほか、都内に 5 箇所ある
「ヒルズスパ」
を利用可。

The Prudential
Tower Residences

Akasaka Tameike
Tower Residence

プルデンシャルタワーレジデンス

赤坂溜池タワーレジデンス

モダンで快適な都市型コンプレック
スに、多彩な間取りをご用意。
所在地：千代田区永田町 2-13-14（赤
坂見附駅徒歩 1 分、永田町駅徒歩 2
分）サービス : バイリンガル対応のフ
ロントサービス､ドアマンサービス他
備考：駐車場あり（空き状況により利
用可）。ペット可（飼育できるペットに
制限あり）。

地上 100 ｍのルーフガーデンからの
眺望が
“特別な日常”
を約束。
所在地：港区赤坂 2-17-1（赤坂駅、
溜池山王駅徒歩 5 分）サービス：バイ
リンガル対応のフロントサービス
備考：駐車場あり
（空き状況により利
用可）。ペット可（飼育できるペット
に制限あり）
。
屋上ガーデンあり。

御菓子司 塩野
四季の景 色を写した上 生菓子が 評判
で、各流派の茶道家が贔屓にする。上品
な仕上がりの菓子は、まず目で楽しん
でから味わいたい。/ 港区赤坂 2-13-2

HILLS AREA WALKING GUIDE
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STEP STEP

上がった先からは
別の風景が見える
都市景観学松本先生の
階段探訪は続く

松本泰生 早稲田大学理工学術院
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次席研究員。専門は都市景観デザイ
ン、都市形成史。東京の階段を訪ね
歩いて20 年、階段研究の第一人者

Omotesando Hills
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08

こうした建物内の階段を調査対象にす
べきかどうか」
と嘆く先生。ちなみにJR
山手線の内側には約650、23区内には約
2500の階段があるそう 04 神宮前の駐
輪場階段／19 段／都心では階段の用途
も刻々と変化。段差が低く面が広いこの
階段は公共駐輪場に。
「新しい試みだ！」
05 神宮前の極小階段／４段／人ひと
り通れる路地を抜けた先にある階段は中
央部に電柱が残され、もとの風景を彷彿
させます。
「階段は形のおもしろさだけ
でなく、周囲との関係も重要です」 06
南青山の鉢植階段／15 段／地域の人し
か通らない階段は生活感たっぷり。
「以
前より道幅が狭くなった気がしますが」
07 南青山の行き止まり階段／18 段／
外苑西通りから一本入った住宅街の階段
は 20 年以上前から変わらないとか。行
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01 表参道脇の付け足し階段／11 段／
原宿駅から歩き始めた松本先生、とある
角をひょいと曲がると突然階段が出現。
この階段、左右で素材も滑り止めも異な
り、平行すら無視した作り。
「ここはお
そらく私道で、道の両側の建築主が各々
好きに作ってつなげた結果ですね」
。歩
きにくいことこの上なし、しかしその奇
妙さが都心の階段の魅力 02 原宿・暗
渠上の階段／８段／表通りの喧噪を離れ
たブラームスの小径、
「この小径は渋谷
川の支流を暗渠にした上に作られている
んですよ」
。確かに道は川状に蛇行。そ
して両岸の建物から階段がドッキング
03 渋谷川遊歩道・扱いに困る階段／
３段／遊歩道沿いの建物には通り抜け通
路もあり、わずかな傾斜に階段が生ま
れます。
「地形に依拠しているとはいえ、

a
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ot
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ルート：表参道ヒルズ＆六本木ヒルズ周辺

Om

01

Photograph by Takeshi Abe Illustration by
Kenichi Watanabe Edit by Akiko Wakana
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Roppongi Street

き止まりだからこそ残った都心のエアポ
ケット、先生は夕方に訪れてぼんやりす
ることも 08 南青山・都電の敷石階段
／47 段／規則的な長方形の石は
「廃止さ
れた都電の敷石を未舗装の階段に再利用
したといわれています」
。07 にも同じ石
が 09 青山橋から標高差約10mの階段
／66 段／青山の尾根から谷底へと、階
段で一気に下ります。
「地図だけではわ
からない地形ですね」
。階段は、山と谷
の多い東京の地形を知るためのよき道し
るべ 10 青山霊園立山墓地内階段／65
段／一旦下りた谷から再び階段を急登。
青山墓地は尾根上にあることを実感 11
六本木トンネル横のヒルズ眺望階段／35
段／トンネルを抜けると目前にそびえ立
つ六本木ヒルズ。
「ビルと階段の景色は
東京ならでは。特に港区は高低差もあっ
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Roppongi Hills
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Toriizaka-shita

15

て楽しめます」 12 六本木のクランク
階段残存部分／15 段／六本木一帯の再
開発時の盛土で失われた階段の一部がひ
っそり残っていました。もとは木造家屋
の間の抜け道。地形をも変貌させる東京
の街 13 元麻布の丸石斜行階段／25段
／自然の丸石が積まれ、昔の面影を残す
階段。近年になって隙間を埋めたコンク
リート跡に残念顔の先生 14 元麻布・
門のある階段／31 段／麻布の高台と十
番商店街をつなぐ階段は地域の人に開放
された私道らしく、草花が咲き、引き戸
のついた門がありました 15 麻布鳥居
坂下の角地階段／14 段／交差点の角地
の３ヶ所に急坂を緩和する小階段が。
「階
段は車ではなく人のためのもの。生活に
直結した存在なんです」
。ああ、東京の
街は階段ひとつ見逃せません

15
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魅力的な観光都市、
その必須条件とは？
地中海に面するスペインの観光都市、バレンシア州アリカンテ。広場や通りをはじめ街のいたるところに

建築と都市のあり方を研究する
ホルヘ・アルマザンさんに
街とにぎわいの関係について聞きました。

ベンチやバーテラスが設置され、にぎわいをつくりだす工夫がなされている

̶̶ スペイン地中海の観光都市アリカンテの街で行った調査とは？
A

いても、人間がどのような空間に楽しさを感じるか

現地の人と日本人観光客の双方に、好きな場所と嫌いな場所、およびその理由をめぐってアン

はだいたい一致しています。逆に言えば、より多く

ケートをとりました。その結果、両者ともに「人は、人がいるところに集まる」
ことがよく分かりました。

の人が楽しいと感じる場所というのは、いろいろな

つまり、街に賑わいをつくるのは、都市計画家でも建築家でもなく、そこにいる人、なのです。スペ

刺激と様々な反応があり得る多様性が担保された

インではまだまだ小売店が元気なので、広場や通りに開かれたショップやオープンカフェが人集

場所です。ひとつの特徴やデザインや目的で全員

めの役割を担っています。
またベンチを数多く設置することで、人がそこにとどまる機会を増やす

を満足させようとするのは難しい。その意味で、観

ことも鍵ですね。
この結果は、NY などで行われた先行研究の内容とも一致しました。

光客用のエリアと住人用のエリアをゾーンニング

̶̶ 逆に、現地の人と観光客で評価や反応が分かれた点は？

して単一化させるのでなく、ふたつをクリエイティ

A

木や緑、庭があるかどうかで空間の良し悪しを判断する日本人に対して、スペイン人には明る

ブなインタラクションでつないでいく、混ぜ合わせ

い陽射しがあるかないかが重要な判断基準となります。
また日本人が清潔さを気にするのに対して、

ていく方が、両者にとってより良い環境が実現でき

スペイン人は色鮮やかでカラフルかどうかを重視します。ただし、その場所を選んだ理由が違って

るのではないでしょうか。
̶̶ 東京がもっともっと魅力的な観光都市になる
ためにすべきことは？
A

観光客に対して大事なのは、その街のオーセン

シティ
（真正性）を大切にすることです。いろいろな
影響を受けながらも、東京だからこそ成立するアイ
デンティティが求められている。東京に興味のない、
「東京の日常」を象徴する、東京ならではの「自然発生的なモニュメント」
こそが観光客を魅きつける

通過するだけの人は利便性重視のジェネリックシ
ティ* でよいのでしょう。でもバックパッカーから外
交官まで、あらゆる観光客に対応できる多様性が
ないと、都市としての深みや活力は出てこない。そ

Post-Souvenir City brings together essays and
investigations by architects, urbanists and other
specialists, in which they address various
dimensions of tourism and urban space. The focus is
on Spain, whose tourism is among the most visible
in the world, and which has experienced both the
excitements and the lows of tourism-fueled growth.
Recently, Spain was among the countries which
suffered most in the global economic downturn. The
environmentally and culturally unsustainable
development has, first, spectacularised, then
consumed and, eventually, all but abandoned the
most attractive places of Spain.

Post-Souvenir City

In order to change development patterns which
glorify irresponsible growth, we need
paradigm-breaking research and innovation. That
can happen only within a broader, much needed
paradigm shift that redefines the value system, so
that it can recognise the difference between
precious, rooted cultures and the superficiality of
banal Disneyification. That is where Almazán places
the work presented in this volume, and opens its
themes to public.
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Post-Souvenir City

Mediterranean Urban Intensity
And New Tourism Practices in Alicante
Intensidad urbana mediterránea
y nuevas prácticas turísticas en Alicante
ポスト・スーヴェニア・シティ: 地中海都市アリカンテの活力と新しい観光
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flick studio

Post-Souvenir City aims to explain, enquire,
penetrate, perforate, that black box, that place so
scholastic and hidden, which has been the practice
of teaching on the city. But not producing more and
more architectural information that always ends up
becoming forms of fantasy. In favor of situations of
intense political meaning for an emotional
architecture, feasible, close, amicable.
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アルマ ザン さん が 企
画・編纂した
『ポスト・
スーヴェニア・シティ：
地 中 海 都 市アリカン
テの 活 力と新しい 観
光』
（ フリックスタジ
オ）では 、観光に支え
られた経済成長がもたらす高揚とその副作用を味わ
った国スペインに着目。スペインと日本を拠点とする
建築や都市計画などの専門家によるエッセイや研究
論文を通して、観光産業の様々な側面を紹介する。
Darko Radović

José María Torres Nadal
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Edited by Jorge Almazán
編 : ホルヘ・アルマザン
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のためには、東京らしさとは何かについて、ここに
暮らす人と観光客が意見を交わしながらお互いに
発見・再発見していけるといいと思います。かつて

JORGE ALMAZÁN ｜ ホルヘ・アルマザン
慶應義塾大学理工学研究科空間・環境デザイン工学
専修専任講師。Madrid School of Architecture
を卒業後、東京工業大学大学院にて博士号を取得。建
築と都市のスケールを横断する視点から、環境や振る
舞いをテーマとした建築の実践活動と研究、および西
欧と東洋の都市の比較による研究活動を行っている
●研究室＝http://almazan.sd.keio.ac.jp

は非常に閉鎖的だったスペインも、観光客が触媒
となることで一気にオープンな社会に生まれ変わ
りました。観光客が増え始めた東京で、まさに同じ
ことがいま起き始めています。
※ 建築家レム・コールハースが提唱した
「アイデンティティの希薄な、
もしくは存在しない都市」
。

