
光と緑の広がる新しい東京のコンプレックス

東京におけるヒートアイランドの現状と対策 運営システム（plant×plant=complex）　SITE( 東京都千代田区有楽町 ) 水耕プラントによる内外のグリーン化 構成ダイアグラム

長期スパンで考える complex の変化

2020 年。都心部の緑化促進を受けて東京都千代田区有楽町に大きなグリーンパークがオープン

します。世界中で危惧される都市環境問題の中、積層された大小様々な花壇の集合体は、群とし

て大きな植物のように都市に立ち振舞います。それは都市が発展する過程で必然的に生まれた新

しいビルディングタイプ。ビジネスから社会問題、アートやデザイン、ライフスタイルまで。参

加者自身が中心となってディスカッションやものづくりを体験できるユニークなワークショッ

プ・コミュニティスペース本拠地。人々の健康を維持促進する公共性を備えた施設です。

都 市 の プ ラ ン タ ー ― 積 層 す る 公 共 空 間 と 四 季 の 花 ―

周辺の建物が時間とともに朽ち
ていくなか、この建築は大きな
植物のように時間とともに成長
していきます。栽培する品種の
変化によりファサードは年々表
情を変え、壁面を這うツタ科の
植物は生い茂り、やがて都市の
ひとつの生態系を作り出しま
す。それは進む高層化を背景に、
硬く堅牢にそびえ立つ摩天楼と
対比され、東京の中で一際輝き
を増すことでしょう。

植物は品種によって花が咲く時期
が異なります。計画的に花を栽培
することで都市に多様な表情を見
せてくれます。緑からカラフルな
色にグラデーショナルに変化する
様子は都市の中で忘れかけた四季
の移ろいを換気させてくれます。
それは都市の新しいシンボルとな
り、ライトアップ、デートスポット、
小学校の校外学習、夏の避暑地、
待ち合わせ場所、など季節により
多様なシーンで利用されます。

水耕栽培は土壌の変わりに養分を含んだ水で育てます。これによ
り室内外問わず植物を栽培することが可能になります。植物は室
内の※1 空気を浄化してくれ、※2 冬季の乾燥防止としても作用しま
す。また、※3 植物を定期的に手入れすることが建物のメンテナン
スにもつながり、建物の高寿命化を促進します。

配置関係を保持しながら、
床の大きさ調整します。さ
らに端点を重ね合わせ一筆
書きの動線をつくります。

最上階が自社研究室兼オフィス。地下が清浄野菜
工場ととなっていて、その間が都市に開かれた公
共性のあるゾーンとなっています。GL付近はショ
ップ・カジュアルなトークイベントスペース（キ
ッチン設備完備）などのフレキシブルに使用でき
るコミニティスペースをいれています。アクセシ
ビリティを考慮し、上層階はレンタルオフィスや
セミナー・会議用のスペースなどの専門性の高い
ゾーンを計画しました。建物内部はスキップフロ
アにより空間は強くは分断されず、緩やかにつな
がる動線計画としています。最上階の自社研究室
と公共性の高いゾーンは水耕栽培室が入ることで
領域を分けています。

動線計画をしながら内外の
空間でいろいろな空間の密
度をつくります。

床のサイズに幅を持たせな
がら床をさらに崩し、その
voidにより光と風を確保し
ます。

敷地境界面で立ちあがった
ヴォリュームをトリムしま
す。

床を約10m×10mのモジュ
ールに崩し構成していきま
す。

各床の階高を調整し、全体
に密度をあたえていきます。
光と風が立体的に入ります。

容積率いっぱいに床を立ち
上げます。

敷地は東京の中でも最も都心部に位置しています。特に凄まじいスピードで発展していくこの東京
駅周辺はまさに日本の中心と言えます。2020 年。オリンピック開催の都市です。東京が国際的に注
目される中、ここにはありふれた商業施設としての complex ではなく、人々の健康を促進し、文化
的活動が活発に起きる場こそがふさわしいと考えました。私たちの提案する tokyo complex は都市
における新しい文化的活動の本拠地としての建築です。

過去 100 年間で地球の平均気温は上昇しています。中でも東京は中小都市平均に比べ大きな幅（約
3℃）で上昇しています。今回の対象敷地はその中でもヒートアイランド現象の高温域が出現する
ことで知られている東京駅周辺です。2020 年。私たちはそこに大きな植物のような建築を提案し
ます。ビルの高密化。熱吸収量の増加による建物の高温化。緑地や水面の減少による蒸発散量の減
少など、世界的な都市環境問題に対する提案であり同時にそのシンボルとなる建築をつくります。

ゾーニング計画

私たちが提案する tokyo complex は※1 水耕栽培により植物を育て研究する会社により運営さ
れます。会社の社屋でありながらも一方で多くの植物を内包した大きな公共空間という側面
を持ち合わせます。地域の人々の集うことのできる庭のような空間を都市に提供することは、
植物を通した非常に意味のある社会貢献になります。もちろん自社で収穫された植物は東京
都内の卸売市場に出荷され、まちのフラワーショップの店頭に並ます。
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Pansy/Petunia/Rose/Viola/Primula
Lily/Water Lily/Chrysanthemum
Marigolds/Tulip/Tulip Gentian
/Tropical Orchid/Dianthus caryophyllus
Hydrangea macrophylla/
( 東京都を主に関東地方で生産量の多い品種 )

※1  大気中のCO2・NO2・オキシダント等の吸収や微細な塵等を吸着するなどの浄化効果がある。
※2  植物の蒸散等による冬季の乾燥防止効果及びアレルギー予防効果など
※3  屋上緑化には貯蓄した雨水を利用して潅水します。

※1  実際に国内にそのような研究をしている中小企業が多く存在しているという背景と、2020年という時代背景を想定した仮想の提案です。栽培
　　する植物はここでは都市に対しての提案ということで花卉類におおむね限定して話を進めます。
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長方形に長い敷地。
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領域を分けています。
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CONECTIONS

光と緑の広がる新しい東京のコンプレックス

鳥たちの集まるビオトープグリーンプラントに囲まれたシェアオフィス 天井の高いワークショップスペース 開放的なバードルーム 銀座の新しい緑のシンボル


