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問屋 (a) 
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地割を活かした平面形とすること
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る。各店舗が個別のｴﾝﾄﾗﾝｽ、 ﾌｧｻｰﾄ
ﾞ、高さを持ち、街路に多様な街並
を形成する。 

オフィス (c)　 
ﾒｲﾝｱｸｾｽは、靖国通りに面した商店
街の端に設ける。隣接する高層の
街区に軸を合わせ、他のﾎﾞﾘｭ-ﾑと
の視線の交錯を防ぎ中空層に向け
た大きな開口を設ける。 

ホテル (d)　 
ﾒｲﾝｱｸｾｽは、靖国通りに面した商店
街の端に設ける。隣接するｵﾌｨｽ棟
と距離を取ることで、上空からの
光を取り込み周囲の街並を眼下に
開放的な眺望を望むことができる。 

上空層へのﾒｲﾝｱｸｾｽ 
ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨと商店街の連続性を考慮
し、江戸通りに面し地下鉄馬喰町
の出入り口である（c’）と、地下
鉄商店街の端で靖国通りに面した
（d’）と（e’）に設ける。 

集合住宅 (b) 
ﾒｲﾝｱｸｾｽは、地下鉄馬喰町駅の出入
り口に位置し、ｱｸｾｽの良い江戸通り
沿いに設ける。上空層のｳﾞｫﾘｭ-ﾑは、
交通量の多い江戸通りを避けた南
側に配置する。 

中空層回遊動線（e） 
高さが多様な問屋層の屋上に回遊
動線を確保することで、上下層の
間のｳﾞｫｲﾄﾞ空間を屋外ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ
として利用する。 
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図 4　全体計画　構成ダイアグラム 

図 3　敷地図　1:10000 

図 1　ﾍﾟﾝｼﾙﾋﾞﾙにおける上層部と下層部　（日本橋馬喰町の問屋街） 

短冊状の敷地にﾍﾟﾝｼﾙﾋﾞﾙが高密度に建ち並ぶ。間口の狭さに
よって、より多くの商店が街路に面することができ、下層部
において、活気ある街路空間を創出している反面、上層部に
おいては空室化や倉庫化が増加している。

表 1　異なる平面形をもつｳﾞｫﾘｭーﾑの積層ﾀｲﾌﾟ 

図 2　ｽ‒ﾊﾟ‒ｲﾝﾎﾟ‒ｽﾞの構成 
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解放したものである。 
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ﾑをもった新しい建物を積
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下層部における既存の街
並との調和を図っている。
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1 序　　日本の都市部には、下層部に商店をもつﾍ゚ ﾝｼﾙﾋ゙ ﾙ
が建ち並ぶ地域が数多くみられる。こうしたﾋ゙ ﾙは、間口
が狭いことで、より多くの商店が街路に直接面することが
でき、下層部においては活気がある街路空間を創出してい
る反面、上層部においては空室率も高く、更に倉庫化が進
んでいるという問題も招いている ( 図１ )。これは、短冊
状の敷地割から狭小な平面形が積層するためであり、こう
したﾋ゙ ﾙが高密度に建つ地域においては、ﾋ゙ ﾙ単体での更新
による解決は難しいと考える。そこで、本計画では、ﾍ゚ ﾝｼﾙ
ﾋ゙ ﾙが建ち並ぶ日本橋馬喰町の問屋街を対象とし、街区全
体において、建築を上層部及び下層部に明確に分離し、そ
れらの積層の在り方を再編することで、商店街の街路空間
を維持しながら新たな都市再生手法を提案する。 
2街の再編手法 
2-1 異なる平面形を持つｳ゙ ｫﾘｭー ﾑの積層　　街の活性化を目
指すためにはﾋ゙ ﾙ単体の建て替えではなく、街区全体にお
いて下層部と上層部の２層で捉え、用途設定に応じてそれ
ぞれの層が異なる平面形をもつ事が必要であると考える。
そこで、都市再編事例において用途設定により上層部と下
層部で異なる平面形をもつｳ゙ ｫﾘｭー ﾑが積層したﾀｲﾌ゚ を示す
（表 1）。直接積層型である日暮里ひぐらしの里では、下層
部と上層部のｳ゙ ｫﾘｭー ﾑが接触して積層している事例である。
これは、再開発で多く見られる形式であり、敷地割りといっ
た元々その土地が持っていた歴史観や、商店街という人間
的ｽｹー ﾙの維持は難しいと考える。一方、間接積層型のうち
人工地盤型である坂出人口土地では、人工地盤によって下
層部と上層部を切り離し、個別の構造ｼｽﾃﾑを持つことに
よって各層で用途に対応した平面計画を可能にしている。
集合住宅のための新たな地面を創出し、既存地上ﾚﾍ゙ ﾙをﾊ゚
ﾌ゙ ﾘｯｸな空間として解放したものである。また、間接積層
型のうちｳ゙ ｫｲﾄ゙ 型であるｵﾝﾀﾘｵ芸術大学は、下層部に既存の
建物を残しながら、個別の構造ｼｽﾃﾑをもった新しい建物を
積層させ、下層部と上層部の間にｳ゙ ｫｲﾄ゙ を設けることで下
層部における既存の街並との調和を図っている。 
2-2　ｽー ﾊ゚ ｲーﾝﾎ゚ ｽー゙ という手法　　ﾍ゚ ﾝｼﾙﾋ゙ ﾙ群を統合的に再
編する手法としてのｽー ﾊ゚ ｲーﾝﾎ゚ ｽー゙ について説明する。ｵﾝﾀﾘｵ芸

術大学のようなｳ゙ ｫｲﾄ゙ 型の積層形式における下層部の屋根
面を人工地盤として再解釈することで、下層部の屋上を広
大な屋外空間として利用することが可能になり、下層部の
活気ある街路空間の継承と発展、上層部の空室化などの問
題解決の両立を図ることができると考える。そこで、上下
層に個別の構造ｼｽﾃﾑをもたせ、下層部においては狭小な敷
地割を活かした平面形に商店という機能を残し、上層部に
は空室や倉庫に代わる新たな用途とそれに対応する大きな
平面形をもった水平ｳ゙ ｫﾘｭー ﾑを計画する（図２）。こうした
構成は、下層部における多様な高さを許容すると共に、店
舗の個別更新を可能にし、周囲の街並の変化をも許容する
ことができると考える。 
3　スーパーインポーズドシティ 
3-1. 全体計画　　計画地である日本橋馬喰町は、ﾍ゚ ﾝｼﾙﾋ゙ ﾙが
高密度に建ち並ぶ。下層部は問屋の店舗として機能してい

の読書ｽﾍ゚ ｽー、ﾎﾃﾙのﾎー ﾙと一体的に使えるｲﾍ゙ ﾝﾄｽﾍ゚ ｽー、家庭菜
園などの活動が、内外一体で展開する。また、上下層をつ
なぐ縦動線や回遊動線（図 4-e）を設け、上空層や問屋層
の人だけでなく、問屋層に訪れる人々にも開かれた賑わい
のあるｵー ﾌ゚ ﾝｽﾍ゚ ｽーとなる。 
3-3. 構造計画と更新性　　長期的な視点で見た場合、既存
の街並のように個別の建物が個別に更新され絶えず変化し
ていくことを可能にする為に、上下層において構造を切り
離し、更に問屋層における各店舗の構造を独立させる（図
10）。また上空層のｳ゙ ｫﾘｭー ﾑを支える構造体によって問屋の
店舗数が減少しないように、力を分散させる構造計画とし
た。構造ｼｽﾃﾑが異なる上下層で地震動に対する固有周期が
異なる為、問屋層の屋上に中層免震を設け、上空層を鉄骨
ﾗー ﾒﾝ構造とした。 
4. 結　　本計画では、日本橋馬喰町の問屋街を計画敷地
とし、都市再開発における用途設定による上下層の積層の
形式を検討し、下層部における屋上の利用や、多様な高さ
を許容する中空層を設けることで、下層部において問屋街
の街路空間を維持、継承した都市の再生手法を提案した。 
 
 

馬喰町における問屋街の再編 
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るが、上層部における空室や倉庫の増加が顕著に見られる。
中でも対象敷地は、歴史的な敷地割が多く残る街区で、新
道通りという主要な商店街を挟む。靖国通りや清杉通りと
いった幹線道路が交差する地点に面し、地下鉄馬喰町駅の
出入り口を両端にもつことからｱｸｾｽが良く、開発が期待期
待される（図３）。から下層部は、現在問屋として利用さ
れている３層までを問屋（以下   問屋層、図 4-a）とし、
既存の街割りを活かした平面計画として更新する。各店が
街路に対して個別のﾌｧｻー ﾄ゙ や多様な高さをもつことで、既
存の街路空間の活気を継承する。また、頻繁に行われる搬
出入を地下で行うことで街路に搬入車両が滞留している問
題を解決し、仕入れ客が商品を吟味できるようにする。上
層部は集合住宅（図４-b）、ｵﾌｨｽ（図４-c）、ﾎﾃﾙ（図４-d）とい
う３つの用途設定に対し３つのｳ゙ ｫﾘｭー ﾑ（以下   上空層）を
分散配置させることで上空への抜けを確保する。 
3-2. 中空層　　上下層の間にｳ゙ ｫｲﾄ゙ を設けることで、問屋
層における多様な高さを許容し、更に問屋の屋上を屋外ｵー
ﾌ゚ ﾝｽﾍ゚ ｽーとして利用する。上空層を分散配置することで、ｵー
ﾌ゚ ﾝｽﾍ゚ ｽーの一部は屋根のあるﾋ゚ ﾛﾃｨ状の広場となり、また屋
根の無い場所や上空層のｳ゙ ｫﾘｭー ﾑ内に設けられた光庭を通
して光が差し込む開放的な屋外広場ができる。ｶﾌｪや図書室



問屋層平面図　1：3000

図8 　問屋層　新道通り商店街を歩く図7　中空層　　 ﾎﾃﾙの下の屋外ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ図6

図5　断面パース　1：350

図 １ 0　更新性と構造計画ｲﾒ - ｼ　゙1：200

図9 南東立面図　1：3000
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ﾜ-ｸｽ ﾍ-゚ｽは、現状の高密なﾍﾟﾝｼﾙﾋﾞﾙ群では実現できなかった広さを持つ
と共に、中空層の緑地やｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽでの活動を眼下に開放的な眺望を望
むことができる。
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問屋の屋上は新たな地面となり、回遊動線であるﾃﾞｯｷの両脇に多様なﾚ ﾍﾞ
ﾙをもつｵ-ﾌﾟﾝｽﾍﾟ-ｽが広がる。上空層のｳﾞｫﾘｭｰﾑが大きな屋根となり、ｶﾌｪ
やｽﾎﾟ-ﾂ広場、ｲﾍﾞﾝﾄｽﾍ-゚ ｽなどの多様な活動が展開する。

間口の狭い店舗が個別の高さやﾌｧｻ-ﾄﾞをもって高密に建ち並ぶことで、
既存の街路空間の活気を継承する。搬出入を地下で行うことで街路に搬
入車両が滞留する問題を解決し、仕入れ客がじっくり商品を吟味できる
よう問屋の機能向上を図る。　
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