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Global Power City Index 2017

■森記念財団の「Global Power City Index 2017」は、「都市の力を表す6分野」
に基づき都市の総合力を評価しており、それによるとパリはロンドン、ニュー
ヨーク、東京についで4位である。
そして、「都市の力を表す6分野」のうち、「文化・交流」分野が3位と高い。
これは、ルーブル美術館をはじめとした美術館・博物館やオペラ座といった
劇場・コンサートホールの数が多いことが理由である。



Global Power City Index 2017

■確かに「芸術の都」パリにはルーブル、オルセー、オランジュリーをはじめ
とする著名な美術館が数多くある。
しかし、実はまちを歩いているだけでも、こうした美術館に加えて、すばらしい
建築やユニークなストリートアート、イルミネーションなど、様々なものが目を
楽しませてくれる。
そして、それらはまちの風景に溶け込み、賑わいにつながっている。
実は、これがパリの都市の強みではないだろうか。

そのことを念頭に、Art、Culture、公共空間という視点で、新たに発見した

こと、従来の施設を改めて見直してみたことを整理した。



都心のまちの賑わい
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Art
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都心のまちの賑わい

・ルーブル美術館にある有名な絵画だけではなく、まち中にふと現れる
Invader（モザイクタイルアート）やMural Art（壁画）、似顔絵、ブキニスト
がアートを見つける楽しさを生み、まち歩きを楽しくしている。



Art

■Invader
・フランス出身のストリートアーティストInvaderが、テレビゲームSpace Invader
のキャラクターを中心として展開するモザイクタイルアート。



Art

■Invader
・1998年からモザイクタイルキャラクターを作り、最初はパリに、そして現在
は世界76都市に3,620のInvaderを展開している。



Art

■Invader



Art

■Mural Art（壁画）
・ポンピドゥーセンター近くにあるMural Art。
・まちの風景に溶け込んでいる。



Art

■Mural Art（壁画）



Art

■似顔絵
・似顔絵を描くこと自体がパフォーマンスとなり、周辺に多くの人が集まって
いた。



Art

■ブキニスト
・ブキニストでは絵や古本、ポストカードが販売されており、道行く人が足を
止めていた。



Culture

都心のまちの賑わい

・ファッションの歴史を展示する美術館、オペラやバレエを上映する劇場と
いった特化型の文化施設が人々を引きつけている。



Culture

■パリ装飾芸術美術館
・ファッションの歴史が凝縮された美術館。
・17世紀から現代までの数万点ものコスチュームやジュエリー、クリエーター
たちが寄贈した貴重なものが数多く所蔵。
・訪問時は「クリスチャン・ディオール、夢のクチュリエ展」を展示していたが、
当日チケットが販売済みで入場できなかった。
・ミュージアムショップでは様々なファッションに関する書籍やグッズが販売
されていた。



Culture

■オペラバスティーユ
・バレエのDon Quichotte。
・多くの人が正装で、大人だけではなく家族連れも多く、満席。
・バレエがパリに文化として根付いていると感じた。
・日本人も割りと多く、こうした施設の必要性を感じた。



公共空間

4

都心のまちの賑わい

・道路、広場、公園、河岸、駅といった公共空間を自動車中心ではなく、人間
（歩行者）を中心としたまちづくりという考えにもとづいて整備していること
が、人の賑わいにつながっている。



公共空間

■道路
・シャンゼリゼ通りにあるオープンカフェ。
・島状に囲われ、植栽で緑化されたものもあった。



公共空間

■道路
・道路に設置されたヴェリブとオートリブ。



公共空間

■道路
・どこまでも続くシャンゼリゼ通りのクリスマスイルミネーション。



公共空間

■施設
・どこからも見えるエッフェル塔のイルミネーション。



公共空間

■広場
・レピュブリック広場は2013年に広場への車の進入を制限しリニューアル。
・マリアンヌ像を中心に大きなオープンを確保。



公共空間

■広場
・人々が休憩できるベンチ、ステージ、スケートボードジャンプ台、カフェが
整備されていた。



公共空間

■公園
・サン・マルタン運河の上にあるフェリー公園。
・地下を運河が流れ、地上は公園という立体構造。



公共空間

■公園
・人々が憩える遊歩道、ベンチや子供が遊べる遊具、卓球台が整備されて
いた。



公共空間

■公園
・バカラ美術館近くのトーマス・ジェファーソン公園。
・銅像は公園の象徴となっており、人々を引きつけていた。
・ベンチや遊具が整備されていた。



公共空間

■公園
・マルシェで、野菜、肉、魚、チーズ等の生鮮食料品や雑貨が販売され、
多くの人で賑わっていた。



公共空間

■公園
・マルシェで、野菜、肉、魚、チーズ等の生鮮食料品や雑貨が販売され、
多くの人で賑わっていた。



公共空間

■公園
・バスティーユ広場近くの公園で、夜間にオープンしていたゲームセンター。
・ホッケーゲームやコインゲーム、メリーゴーランド等があった。



公共空間

■セーヌ川左岸（Les Bergs de Seine）
・エッフェル塔近くのアルマ橋からオルセー美術館近くのロワイヤル橋区間の
車道を2013年に廃止。
・遊歩道や公園、飲食スペース等を整備。
・夏にはイベントも開かれ、空間としては魅力的。



公共空間

■駅
・リヨン駅構内に自由に弾けるピアノが置かれ、ピアノには「A VOUS DE
JOUER!」（あなたが弾く番ですよ）の文字。
・2012年からフランス国鉄（SNCF）主要駅で設置されている。
・白髪の男性が弾き、次に少年が弾き、最後は二人で弾き、旅立つ多く
の人々を楽しませていた。



まとめ

・パリには著名な美術館が数多くありながらも、モザイクタイルアートや壁画
といったふと目につくアート、装飾芸術美術館やオペラ・バレエの劇場と
いった特化型の文化施設を整備することで、まちの賑わいをつくっている。
そして、これらがすべてまちの風景に溶け込んでいる。

・また、道路や広場、公園といった公共空間において人間中心のまちづくり
という工夫をすることで、人々のアクティビティの創出に成功している。

・これらが都市生活、そして都市のクオリティを上げている。

・そしてこのことが、パリが文化的で交流しやすい都市であり、観光客にとっ
ても魅力ある都市と映る秘訣だと感じた。



都市の魅力に欠かせない
Art、Culture、公共空間の工夫
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Art、Culture、公共空間の工夫

■東京都心にもArt、Culture、公共空間の工夫が必要
・東京都心は東京オリンピックに向けて多くの再開発が計画されており、
超高層ビルが整備される予定。
・超高層ビルのビルスペックはほぼ同じであり、差別化はできない。
・差別化は、ビルではなく、エリアの競争力。
・そして、エリアの競争力をつけるには、エリアとしての魅力が必要。
・この魅力こそ、Art、Culture、公共空間の工夫によって生み出せるの
ではないか。



まとめ

■Art
・虎ノ門でMural Artがスタートしたが、まだ1個所のみ。今後、エリアの協
力を得て集積させていく必要がある。
・また、Mural Artだけではなく、まち中にInvaderのようなストリートアートを
点在させ、まち歩きにつなげることも面白い。

■Culture
・ファッションに強い都市であるパリにはパリ装飾芸術美術館、ロンドンには
Victoria & Albert Museumがあるが、東京にはこうした発信拠点がない。
・世界的にも人気の高い東京独自のファッション、文化の発信拠点が
あると人は集まるのではないか。

■公共空間の工夫
・東京都心は多くの再開発により今後超高層ビルが多く建設される。
・仕事は超高層ビルで行われるが、人が出会う仕組みは低層部で行われる。
・つまり、道路や広場といった低層部での人が出会える仕組みがエリアには
重要。低層部の公共空間の工夫によりこれを実現できるのではないか。



周辺地域の賑わい
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ラ・デファンス地区
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周辺地域の賑わい



ラ・デファンス地区

■ㇻ・デファンス地区
・第二次世界大戦後の経済成長に伴うオフィス・住宅需要の増大により、
1958年に計画着手された再開発地区。
・超高層ビルや大型のショッピングセンターが立ち並ぶエリア。



ラ・デファンス地区

■ラ・デファンス地区
・新凱旋門（1989年完成）、Ｃommercial des 4 tempで改修工事が行われ
ていた。
・今後、建物の更新が随時行われていくものと思われる。



フォーラム・デ・アール
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周辺地域の賑わい



フォーラム・デ・アール

■フォーラム・デ・アール
・2016年4月に完成した、元中央卸売市場レ・アールの再開発プロジェクト。
・設計はパトリック・ベルジェ建築事務所。
・地下鉄や郊外線の幹線駅、ショッピングモール、公共文化施設からなる。
・光と風を通すガラスの巨大天蓋「カノペ（森の木々の一番上、太陽光が
照らす部分）」がシンボル。



フォーラム・デ・アール

■フォーラム・デ・アール
・交通結節機能、151店の大型商業施設、ヨーロッパ最大の映画館、公共
文化施設が一体となった施設で、非常に多くの人々が集まっていた。



フォーラム・デ・アール

■フォーラム・デ・アール
・大きな吹き抜け空間とその空間を利用して設置されたスケートリンクが
印象的だった。



フォーラム・デ・アール

■フォーラム・デ・アール
・施設は大きな児童遊園や芝生広場にも面しており、エリアとして大きな空
間が広がっていた。



ㇻ・セーヌ・ミュージカル
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周辺地域の賑わい



ㇻ・セーヌ・ミュジカル

■ㇻ・セーヌ・ミュジカル
・2017年4月、セーヌ川に浮かぶセガン島のルノー工場跡地に完成した
音楽複合施設。
・設計は坂茂。
・地下1階・地上9階建、延床面積36,500m²。



ㇻ・セーヌ・ミュジカル

■ㇻ・セーヌ・ミュジカル
・多目的ホール（4,000人）、クラッシック音楽ホール（1,500席）、音楽学校の
複合施設。
・クラシック音楽ホールは木造六角グリッド構造で、ファサード沿いには帆の
ような三角形のソーラーパネルを設置。



ㇻ・セーヌ・ミュジカル

■ㇻ・セーヌ・ミュジカル周辺
・周辺には多くの中高層住宅が整備されている。



ㇻ・セーヌ・ミュジカル

■ㇻ・セーヌ・ミュジカル周辺
・住宅だけではなく、ロッシュ、GE、ALPINE等、大手企業をはじめとした多くの
企業の集積があった。



ㇻ・セーヌ・ミュジカル

■ㇻ・セーヌ・ミュジカル周辺
・こうした施設がデッキ等で接続されている。
・また、住宅、オフィスが整備されている地域に、ラ・セーヌ・ミュージカルが
整備されたことで、まちが一体となり全体の価値が確実に上がっている。
・そして、坂茂の建築はこの建築を含め、エリアのモニュメントとしての位置
づけとなっているものが多い。



JR女川駅
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坂茂参考



JR女川駅

■女川駅
・2015年3月、宮城県女川町に完成した駅舎と女川温泉ゆぽっぽ。
・設計は坂茂。
・地上3階建、延床面積899㎡。
・駅舎、町営温泉施設、展望フロア。
・復興に向かって羽ばたいてほしいという思いから、鳥が翼を広げた姿を
イメージして木造グリッドシェルの屋根をデザインしている。
・2011年の震災後、同年には同じ女川町に女川町コンテナ多層仮設住宅、
集会所、紙のアトリエを設計している。



参考文献一覧

・財団法人森記念財団「Global Power City Index 2017」

・坂茂「坂茂の建築̶材料・構造・空間へ」参考文献一覧



インターネット資料一覧

・http://www.space-invaders.com/world/

・TOKYO MURAL PROJECTMural.Tokyo/

・Casa BRUTUS「巨大天蓋「カノペ」の下、新レ・アールがオープン」
https://casabrutus.com/architecture/22465


