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(:､THEToKYoTo ￨LETプ ロジェクト、

全部で17カ所のうち今まで

思えている。THETOKYOTOILETの最大の成果だと思っている。

4牽戸

の）トイレ
卜
完成された7カ所a
を僕は撮影 していつ
た。撮りながら
'ていった。撮りながら僕は、

錐 』

デザインのモチーフに、
デザインのモチーフに、都市の在り方を感応している。撮りなが

どアーティスティッ クに変わるもの力
トイレという場所がこれほどアーティスティックに変わるものかと
所がこ

それを意識する。例えI
らそれを意識する。例えば周辺の環境だったり、
自然だったり、交

驚くと同時に面白がっている。工夫が凝らされたその意匠に、使用

ナーが
通だったり、場所によってデザイナーが建物の在り方を考え、それ

する人は何よりも"今"という時代を感じているだろう。僕もこれ

している
ぞれの機能を果たしている。そして、何よりも不思議なイメージを

らを設計したそれぞれのデザイナーの創意工夫に驚いている。

、い。
醸し出しているのがいい。

今まではトイレというものは日が当たるものではなかった。 しか

のプロジェクトの
ぞれ
ぞれのトイレI
､感撫識識蜘錨 嶢睦のﾒﾛｼｪｸﾄのそれぞれのﾄｲﾚは実に明るい印象を与えて
いる。

トイレ
トイレの存在そのものを変えたとさえ思う。

僕自身、公共のトイレを使う。用を足すという生理的な現象の処
、公共のトイレを使う。用を足すという生理白

FL一手ジL

トイ
トイレを初めてデザインする方もいれば、
インす

専門の方もおられると聞く。経験してきたものが時間の経過ととも
に街に立ち現れていく。
こ
のこと
僕自身、このように意識してトイレを撮るのは初めてのことだっ

た。

トイレそのものが知れ渡る存在、場所として、

からも
これからも街と

だったトイレはいわば都会に潜むものとして』
所だったトイレはいわば都
してあっ
理の場所だったトイレはいわば都会に潜むものとしてあった。でも

生きていく。それを僕は強く感じている。いいものを見て、綺麗な

ロジェクトのトイレは、−
このプロジェクトのトイレは、一種の憩いの場所として日が当たっ

ものを見て、

ているような気がしている。公園も街の片隅にひっそりと潜む場所

ちも明るくなる。今ここにあるものを自分がどう見たか、そしてど

であったものが、存在そのものが明るみを持って中心になっている。

う撮りたいのか、それが写真の醍醐味であると思う。だから僕は人
あると思う。だう

日常の中の一瞬の安堵の場所になったということが、僕には面白く

を撮るように街を撮り、そして街を撮るようにトイレを撮る。
ようにトイレをキ

カッコいいものを見る。そんなトイレを使う人は気持

△俸塗金謹．
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代々木深町小公園は、東京メトロ代々木公園駅
の出口すぐにある公園のため、代々木公園を訪

雲霧謬蕊蕊

雲

れる観光客がよく利用する。また園内には人工
一尾4

芝グラウンドがあるため､団体の利用も多い｡は

■三F弓

るのおがわコミュニティパークは自然の中で自
トイレに入りカギをかけると壁が不透明になる（撮影：永掴賢提供：日本財団

由に遊べるプレイパークがあり、家族連れの利
用がメインとなっている。どちらのトイレも通

常の大便器ブースより大きくゆったりとした設
計で、子供連れも使いやすい。左端に位置する
ユニバーサルトイレにはベヒーチェア、へ､ヒー

シート、

オストメイト対応器具を配備

<坂茂〉代々木深町小公園トイレ･はるのおがわコミュニテイバークトイレ
ブライバシーと安全を守る透明なガラス壁

「THETOKYOTOlLET」で、代々木公園に隣接す
る代々木深町小公園と、

はるのおがわコミュニティ

実現しているのが、瞬間調光フィルムだ。ガラスの

一体のイベント空間として利用できる開かれた美術

間に液晶のフィルムを挟んだもので、電気を通した

館を実現させている。

パークの2カ所の公共トイレをデザインしたのが建

時だけ光を通し、

築家の坂茂だ。

濁色となる。このトイレでは通電のスイッチが扉の

により、内外を視覚的につなけることに成功し、

カギと連動しており、状態の切り替えを行う。透明

れにより公共トイレの利用者の悩みを解消している。

いずれのトイレも、全周が透明な壁で囲まれてい

それ以外の時は光を散乱させて白

このトイレでは、

ガラスの新技術を採用すること
そ

る。色の付いたガラスを透かして、外から中が丸見

にするための消費電力は3.5W/㎡とわずかで、万が

そしてこの透明なトイレは、昼はカラフルな色で風

えになっているのだが、使用者が中に入って扉のカ

一、停電した際にも壁が不透明になるだけで安心だ

景のアクセントとなり、夜は公園や周囲を照らす灯

ギをかけると、壁は一瞬にして不透明になり、プラ

という。

りになる。利用者以外にとっても、

イバシーを完全に守ってくれる。初めての人も、音
声によるアナウンスが流れるので使い方がわかるよ

うになっている。
どのような理由から、

坂茂は、

フランスのポンピドウー・センター．

メスなど、世界各地で注目の建築を設計する国際的
な建築家だ。災害によって家を失われた人々に応急

この前代未聞のトイレは生

住宅や仮設の教会を建設するボランティアも継続的

み出されたのか。デザインを担当した坂茂によれ

に行っている。

ば、

には建築界のノーベル賞とも呼ばれるプリツカー賞

目指したのは利用者に安心と安全を提供するこ

こうした活動が評価され、 2014年

を受賞した。設計に共通して見られる特徴は、建築

とだった。

「公共のトイレ、特に公園にあるトイレは、入る時
に2つの心配なことがあります。ひとつは中がクリ
ーンかどうか、

そこにあって嬉

しい存在だろう。

の外皮を工夫して、

その内側と外側をつなげてしま

おうとする点だ。例えば東京・銀座のウォッチ・ラ

もうひとつは中に誰か隠れていたり

ンドマークであるニコラス。G・ハイエックセンタ

しないかどうかです。このトイレでは、入る前に中

ーでは、ガラス製のシャッターを設けて、開ければ

境情報学部教授。85年､坂茂建築設計設立。95

の様子が確かめられて、 2つの心配をなくすことが

銀座通ﾄﾉの人の流れをそのまま敷地の中へと引き込

年、 NGOボランタリー・アーキテクツ・ネットワ

できます」

めるようにした。また大分県立美術館では、ガラス

1957年東京都生まれ。建築家。慶應義塾大学環

ク（VAN）設立。住宅や美術館の設計､災害支

必要な時だけ不透明になる魔法のような仕組みを

O67
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TEXT： lSOTATSUO（P66．77）

の水平折戸を開けることで、展示室から街路までを

援活動を行う。プリツカー賞、

フランス芸術文

化勲章、マザーテレサ社会正義賞など受賞多数

⑤用昌三一﹃云弓﹃エ︑﹃○云べ︒﹃○一Ｆ︑﹁

？渋谷区恵比寿西'‑19‑1
JR恵比寿駅から徒歩2分、駒沢通りから少し入
った場所に位置する恵比寿公園。男性・女性・
ユニバーサルトイレの3つの空間で構成されて
おり、ユニバーサルトイレは、車いす使用者、

乳幼児連れなど、

さまざまな利用者に対応でき

るスペースを確保し、収納式多目的シートなど
を完備。床をコンクリート仕上げとすることで
メンテナンスもしやすく、公共施設として長期
恵比寿公回トイレ設計の際に作られた模型図（提供：Wonderwall

間にわたり清潔に使用できるよう、維持管理ま
で配盧されている。夜は間接照明がトイレの内

外を柔らかく照らし、遺跡のような雰囲気に

<片山正通Wonderwall｡>恵比寿公園トイレ
現代の川屋を構築する15枚の壁

敷地はJR恵比寿駅から近く、大通りから少し奥

ドなマテリアルをそのまま見せるオブジェクトとし

に入ったところにある。周辺には飲食店街が広がる

て、時間の経過と共にリアリティを重ねていけるよ

一方、

うな存在を心がけました」

こども園、小学校、社会教育館などの施設が

なシンボリックなものをつくれればいいなと考えま
i手l

レノこ」

どんな呼ばれ方をするだろうと想像してみよう。

隣接する。そのため日中は、子供から大人まで幅広

壁はさまざまな角度で絡まるように繋がり合う。

い年齢層がここを訪れ、様々な過ごし方で利用して

その隙間に誘われるようにして入っていくと、折れ

いる。そんな公園の入り口付近にこの公共トイレは

曲がった動線の先に男性用、女性用、ユニバーサル

で、

設置された。

のそれぞれのトイレがある。まるで迷宮をさまよう

いかもしれない。いずれにしろ、

ような体験が味わえる公共トイレだ。

この不思議な壁のトイレが、恵比寿公園のシンボル

恵比寿公園トイレのデザインを担当したのは、

日

本を代表するインテリアデザイナーの片山正通
(WonderwallO)。今までにlNTERSECTBYLEXUS

デザインにあたって片山は、

日本におけるトイレ

「迷路トイレ」

？

ユニクログローバル旗艦店、NIKE、 PlERREHERME

「廊の語源は、川に直接用便した「川屋」から来て
います。土を固めてつくったり、木材を結びつけて

「ワンダーウォール・ トイレ｣なんていうのもい

そんな佇まいをイメージしながら、

ダのデザイン誌､FRAME主催の「FRAMEAWARD

オブジェクトでもある暖昧な領域をつくろうと思い

2020｣では､LifetimeAchievementAwardを受賞した

ました。人々が不思議な遊具と戯れるような関係性

トイレでもあり

顎

宮君
刊

配置されたかのような15枚の壁だ。杉板型枠を使

この公園には、ユニークな遊具が多数置かれてい

用したコンクリート打ちつ放しにより、表面には木

る。中でも目立つのはロケットの形をしたすべり台

目がくっきりと現れている。構造体そのものが現れ

で、 そこからこの公園は「ロケット公園」の愛称で

CREATOR

KATAYAMA
MASAMICH|

撮影：操上和美

1966年岡山県生まれ。インテリアデザイナ

。

ワンダーウォール代表、武蔵野美術大学空間演出
デザイン学科教授。近作に、 INTERSECTBY

LEXUS‐NYC､外務省主導の海外拠点事業JA恥N

たデザインだ。

O69SWITCH

をデザインしています」

総 ﹄ 腱

つくったりと、プリミティブで質素なものでした。

「装飾に被覆されたオブジェクトではなく、

ロケットと並んで

となることは間違いなさそうだ。

覧１

のインテリアデザインを担当。同時に、武蔵野美術
大学空間演出デザイン学科で教授も務める。オラン

ランダムに

？

の起源を縄文時代にまでさかのぼり考えたという。

F猟RlS、 Samsungなど、数多くの有名ブランド店舗

このトイレを見てまず印象的なのは、

「ジグザグトイレ」

あるいは片山が主宰する事務所の名前からの引用

親しまれている。
ソリッ

「トイレも、ニックネムをつけられたりするよう

HOUSELONDON、 2020年開業の虎ノ門ヒル
ズビジネスタワー（商業施設環境／ARCH）等
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？渋谷区神宮前6‑22‑8
渋谷駅から明治通り沿いのMlYASH￨ 隅恥RK
を通り抜けた場所に位置し、周囲に商業施設や

学校が多く、幅広い層から利用される神宮通公
園トイレ。入り口を渋谷側と原宿側の2つ設け

外壁は風を通す縦格子となっているため、

トイ

レ内の通気性は抜群だ。男性用小便器の足元に
安藤忠雄氏による手書きのラフスケッチ（提供：安藤忠雄建築研究所

は汚れや臭いの発生を防ぐ効果のあるハイドロ
セラ・フロアPUを設置。ユニバーサルトイレに
は乳幼児連れにも配慮して、ベビーチェア、ベ
ビーシートを設置している。個室内には天窓を
設けており、明るい自然光も得られる

<安藤忠雄〉神宮通公園トイレ
都会の喧騒にひっそりと佇む

数十年前に比べると、

あずまや

トイレの性能や快適性が格

段に進歩したことは間違いない。

しかしそれでも公

共トイレには、多くの人が｢汚い」 「暗い」 「怖い」
といったネガティブな印象をいまだに抱いているよ
うだ。
これを踏まえて神宮通公園のトイレをデザインし
た安藤忠雄は、公共トイレに対するマイナスの感情

円弧を描く外側の壁は、連続するアルミの縦格

プルな答えとして提案したのが、大きくせり出した

子でつくられており、視線をコントロールしながら、

屋根の下に縁側のような空間を持つ造形、名付けて

同時に空気が通り抜けるスクリーンとなっている。

｢あまやどり」でした」

「必要なプライバシーを保ちながら、吹き抜ける

突如として雨に降られても、

ここに寄れば誰でも

風と、移ろう光を感じられるよう考えました。自

ひと時をしのぐことができる。都市の中にそんな場

然と共に呼吸するような、快適な空間を目標にし

所があれば、

ました」

や体育館と比べれば、公共トイレは非常に小さな存

どんなにありがたいことか。文化会館

を、建築のデザインによって解消することを目論ん

と、安藤はその意図を語る。

在だが、

だ。安藤は言わずと知れた日本を代表する建築家。

安藤作品といえばまず思い浮かぶのがコンクリー

ある。そんなことを教えてくれるデザインだ。

｢光の教会｣などの作品は、

シンプルでありながらも

劇的な光間の効果や空間体験を生み出しておﾚﾉ、ブ

ト打ちつ放しの外観だが、

ここではアルミ材を使用

した。その理由は耐久性を考えてのことで、迷いは

リツカー賞をはじめとする国際的な建築賞も数多く

なかったという。安藤も公共トイレのデザインでは、

獲得している。

保守管理のしやすさを何よしﾉも重要視したというわ

具体的にはどのようなデザインが採られたのか。
特徴的なのはまず、平面の形状だ。
「安全・安心な公共トイレということで、表から裏
までぐるりと通り抜けができる、角のない円形のプ
ランとしました」
正面の出入り口から見ると中央にユニバーサルト
イレが位置し、左右に分かれて男女それそ．れのトイ

これもまたひとつの重要な公共施設なので

けだが、

それでもこのルーバー状の壁面は次第に角

度が変わる傾斜した曲面になっていて、簡単にはつ
くれそうにない。

さすが、

と言いたくなる美しさで

ある。

そしてもうひとつ、安藤がこのトイレに盛り込ん
だのは「あまやどり」のアイディアだった。
「敷地は桜の木に囲まれた、緑豊かな都市公園ですc

1鐘

CREATOR

ANDO
TADAO

撮影；閾野欣次

1941年大阪府生まれ。独学で建築を学び、 69
年に安藤忠雄建築研究所設立。東京大学名誉教

授。代表作に「光の教会｣「ピューリッツァー美
術館｣｢地中美術館」など。ブリツカー賞、
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レがある。そして反対側にも出入り口が設けられて

そこにつくる以上は、パフリックな価値を持つもの

いる。

であるべきだと考えました。それに対する最もシン

ン。F・ケネディーセンター芸術金賞、
芸術文化勲章、

ジョ

フランス

イサム・ノグチ賞など受賞多数
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？渋谷区東3‑27‑1
JR恵比寿駅から渋谷側へ徒歩約3分の線路沿

いに位置する公共トイレ。周囲は商業・オフィ
スエリアのため通行人の利用が多い。左からユ
ニバーサル・男性・女性トイレの順で並んでお
り、 3つの空間を均等なバランスで配置してい
「おりがた」からｲﾝｽﾋﾚ

ｼｮﾝを受けた幾何学的なﾃﾞｻｨ

る。細長い形状となっているが、男性用小便器
lま3基設置されており、女性トイレは安全性・
プライバシーに配霞した個室完結型で排泄から

手洗いまで一連の動作力；個室内で行えるため狭
さは感じない。内装の色には「白」を採用して
おり、外観の「赤」との対比が特徴的

<田村奈穂〉東三丁目公衆トイレ
"赤

と

おりがた,,に込められた思い

鉄道の線路と幅広の道路に挟まれた、細長い三角

形の敷地。都会の真ん中にできた小さな隙間に、プ

「利用者の性、年齢、アイデンティティ

、障害の

度合いなどは多種多様です。どこに焦点を当ててデ

らインスピレーションを得た幾何学的な形の公共ト

そうだと思います。それを考えると、必要なのは安

ザインを仕上げていくか、

イレをデザインした。 「おりがた｣とは日本の伝統的

全性とフ・ライバシーです。このことをまず念頭にお

出来上がﾚﾉとしては、デザイナーの思いと利用者

な作法で、現在普及している熨斗袋や折り紙遊びの

かなければなりません。赤というのはここにトイレ

や管理者といった現場のニーズが噛み合った、満足

源流とされるものである。

があることが明確に伝わる色であると同時に、緊急

のいくものができたという。プロダクトと建築の中

「紙を折って贈ﾚﾉ物を包む日本の作法には、清潔で

時に使われるアラート色で心理的に緊張感を持たせ

間に位置するようなものとして、ユニークなデザイ

丁寧な気持ちが込められています。そんな相手を尊

る効果があります。少しでも出来心で犯罪が起こる

ンの成果となっている。

ぶ心を、

ことがないように、

「おりがた｣か

このトイレでも表すことができればいいな

とても悩みました」

との狙いから外壁にこの色を選

びました」

と思いました」

田村はニューヨークでデザインを学び、現在もそ
こを拠点に活動している。そうした中で、

日本のき

め細かな対応や心配りに感動させられることも多いc

「THETOKYOTOlLET」のクリエイターには建築
家が多いが、田村氏はプロダクト ．デザイナーであ
る。これまで家具、照明、時計などのデザインを多

オリンピック・パラリンピックを機会に海外から東

く手がけてきた。今回、公共トイレをデザインする

京へやって来る訪問客に、

にあたっては、

日本の良さを伝えたいと

いう思いもあったという。

「おりがた」を連想させる造形は、薄い鉄板を素

swlTcH

「夜間や人気のない時、公共トイレを利用する際に
I￨布さを感じる人は少なくないでしょう。特に女性は

ロダクト ・デザイナーの田村奈穂は、

o73

も様々な使われ方が想定される｡

面から説明する。

これまでとは少し違うスタンスが求

められたという。

プロダクトのデザインでは、

たとえば椅子なら

材に選ぶことで実現している。その色は鮮やかな赤〔

｢座る｣、照明なら「明かりを灯す」といった、

はっ

背景となっているコンクリートの擁壁を背景にして、

きりとした目的がそれそ．れにある。使ってもらう人

くっきりとしたコントラストを見せる。赤を選んだ

の層もある程度は絞って提案することが可能だ。

理由については、公共トイレに求められる菫要な側

かし公共トイレでは、

鑓

CREATOR

TAMURA

NAO

ニューヨークのパーソンス・スクール･オフ・テ

ザイン卒業後､工業デザインを専門にするSma前

Designを経て独立。現在はニューヨークを拠点
としている。コミュニケーションデザインを軸

し

「用を足す」という機能以外に

に幅広く活動中。

｜DEA、

ミラノサローネサテリ

テ最優秀賞など国際的なアワードを多数受賞
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？渋谷区恵比寿1‑2‑16
JR恵比寿駅から徒歩3分、

日中は近隣住宅の

親子連れやオフィスエリアで働く人の憩いの場
夜間は商業エリアの休憩スペスとして昼夜で
異なる層の利用がある。入り口が多方向にあり
防犯性が高い。男女トイレ共に洗面器は子供の

盲里

利用に配慮し、 75cmと55cmの高さに設置して

二二
1 1
Z

いる。また、乳幼児連れへの配慮として、男女ト

上から見たﾄｲﾚ模型図（提供:損総合計画事務所）

イレの大便器ブース内にはベビーチェアとベビ
ーシートを配置。恵比寿東公園は渋谷区で唯一の
児童福祉法における膓音嚇園でもあることから、
設備も子供の利用を想定したものとなっている

<槇文彦〉恵比寿東公園トイレ
｢裏側」を無くした、安全で風通しの良い空間

「THETOKYOTOlLET」のデザインには、世界中

分散配置されたトイレ全体を覆うように一枚の屋根

が多いのではないでしょうか。公共トイレに限らず

で知られる著名な建築家が多く参加しているが、他

が架かり、樹木が植えられた中庭とともに、全体を

公共の空間が親しまれ維持されていくために重要な

に先駆けてその評価を得たのが、恵比寿東公園のト

結びつける役割を果たす。薄い鉄板の屋根は、箱形

ことのひとつは、 そこが自分にとって心地の良い居

イレを担当した槇文彦だ。作品リストを眺めると、

のボリュームから軽やかに浮かび上がって、

場所だと感じてもらえるようにすることだと考えま

｢東京体育館」や「幕張メッセ｣、 「テレビ朝日」など

の内部に自然の光と風の流れを呼び込む。屋根の形

だれもが知っている有名な建物が並ぶ。ニューヨー

状はヒラリと舞う布のようであり、周囲の樹木が枝

良好な公共空間をつくっていくうえで、都市の建

クの超高層ビル｢4ワールドトレードセンター」も槙

を伸ばす格好とも調和する。公園内には赤いタコの

によるものだ。そんな建築家が、 どうして小さなト

形をした遊具が置かれているが、 それとの対比も面

いながらもしっかりと表現した作品である。槙作品

イレひとつのデザインを引き受けたのだろう？

白い。 「イカのトイレ｣として親しまれることを望む

に、 またひとつ素敵な建築が加わった。

こ

んな疑問に、槙総合計画事務所の副所長、長谷川龍

と槇は「THETOKYOTOILET｣の公式サイトにコメ

友はこう答えた。

ントを寄せたが、

レのあり方のみならず公共空間のあり方についても

白い屋根から、確かにそんな連想

も湧いてくる。

箱の外側には、親水公園に向けてベンチも設けら
CREATOR

あらためて考えることができると思い、私たちは参

れた。

加しました。規模に関わらず、多くの人々に長く親

公園内のパビリオンとしても機能する。子供から大

しまれる公共空間を創るということは、常に魅力的

人まで、 この公園を訪れる様々な人にとって快適な

な問いかけであると思います」

時間を過ごせる施設だ。

トイレとしてだけでなく、ひと休みもできる

岨

MAKI
FUMIHIKO

建物は箱型の男性用トイレ、女性用トイレ、ユニ

「公共トイレに対して暗い、汚い、臭い、危ないと

1928年東京都生まれ｡東京大学工学部建築学科

バーサルトイレが分かれて配置されている。これに

いうイメージを持っている方は多いと思います。そ

卒業後、アメリカのクランフルック美術学院及

より様々な方向からアプローチが可能。これまでの

のような場所を自分の活動領域の一部としてとらえ

トイレにあった「裏側」をなくして、周りがすべて

ることは難しく、意識の外側に追いやられた場所と

69年に帰国後、槙総合計画事務所を設立。プリ

なって、

ツカー賞、AlAゴールドメダルなど受賞多数

良好な公園の環境となるよう狙ったものだ。そして

sw1TcH

す」

築はどのように貢献できるのか。その回答を、小さ

「このう°ロジェクトのデザインを通して、公共トイ

o75

トイレ

さらに汚くなっていってしまうという状況

びハーバード大学大学院の修士課程を修了。そ
の後アメリカの大手建築事務所等に勤務する。

『

男ｍ昌三一コ早﹃エ︑﹁ロ云くロ﹃ｏｌＦｍ﹃

9渋谷区西原1‑29‑1
京王線幡ケ谷駅から初台側へ徒歩3分の場所に

位置する。周辺は住宅街のため、子供や家族連
れの利用が多い。また、公園は細長い形状のた
め、近隣住民の歩道としての役割も兼ねている

』

竜

…箔

施工にあたり前面の歩道も整備し、明るく利用
外観正面．中央がユニバーサルトイレ（掴影：永腫賢提供？日本財団）

しやすい雰囲気に。

トイレはユニハサルトイ

レを中心に、左右に男女共用ブ

スが配置され

ており、ユニバーサルﾄｲﾚにはﾍﾋｰﾁｪｱ
とコンパクトオストメイトパックを設置。すべ

てのトイレの扉は自動スライド式で、音声が開
閉ボタンの案内をしてくれる

<坂倉竹之助〉西原一丁目公園トイレ
人々に安心感をもたらす

行燈

としての役割

中に入ると、ガラス壁を通って外から入ってくる

柔らかな光によって内部が満たされている。壁面に
は樹木のシルエットが壁には映っているが、 これは

まさにその設計方針にあて

周囲を照らす『行燈Iとしての役割が思い浮かびま

外観は白い箱形で、親しみやすい印象。3つ並ん

もが気軽に訪れる公共空間として望ましい姿になる

目公園の公共トイレは、

した。

はまるもの。

ガラスにプリントされたもの。林の中で木漏れ日に

でいる緑色の扉の内側は、 2つ力y男女兼用ブースで

包まれているような印象を抱かせる。

残るひとつがオストメイトや車いすの利用者などに

ﾄｲﾚが公園を明るく照らし出すことで､誰

ことを願っています」

屋外の巨大な照明となることで、
る人だけでなく、

トイレを利用す

その近くを通る人々にもメリット

「中に入った時に気持ちがいい空間にしたいと考え

も対応したユニバーサル仕様になっている。出入口

てデザインしました。いずれ建物のまわりに植えら

は非接触の自動ドアとし、利用者が直接触れる部分

をもたらし、地域全体に喜びと安心をもたらす。公

れた木々が.育つと、

を減らした。

共トイレの役割を大きく広げる実例が、

自然の木漏れ日も感じられるで

シンプルな箱型の形状は、

しょう」
こう語るのは、デザインを担当した坂倉竹之助だ
建築設計事務所の坂倉建築研究所で代表を務め、

こ

メンテナンスのしやす

ここに出来

上がったといえるだろう。

さを考えてのこと。 「THETOKYOTOlLET」のプロ
ジェクトでは、

これまでのやり方を一新し、

トイレ

れまでに「東京ミッドタウン」の住居棟や分譲型別

を清潔に保つために清掃をはじめとした維持管理に

荘「追分倶楽部」などの設計を手がけてきた。父親

力を入れている。その姿勢に坂倉はおおいに共感し

は、ル・コルビュジエの下で働いた後で日本に帰り

デザインでそれに応えたというわけだ。

CREATOR

戦後の日本建築界を代表する建築家として活躍した

そしてこの公共トイレは、夜になるとまったく別

坂倉準三である。モダニズムの正統を受け継いだ建

の顔を見せる。内側からの光によって全体が光を放

築家だ。

ち、周囲を明るく照らすのだ。箱の形がそのまま発

一般的な話として、建物の設計でトイレは暗く閉
鎖的なところになりがちだ。

しかし坂倉はこれまで

SWlTCH

それは建物というよりも、ひとつ

の巨大な照明のようにも見える。

トイレこそ明

「敷地である西原一丁目公園は、暗くなると近寄り

るい空間にしたいと心がけてきたという。幡ヶ谷駅

がたい雰囲気もありました。そうした環境に対して

のほど近く、

トイレのデザインができることは何かと考えた結果

様々な種類の建築を設計するなかで、

O'77

光しているので、

甲州街道の南側に細く延びる西原一丁

皇

SAKAKURA
TAKENOSUKE

1946年東京都生まれ。 70年、

日本大学理工学

部建築学科卒業。坂倉建築研究所を経て、79年
に坂倉アトリエ設立。現在、坂倉建築研究所代
表取締役会長を務める。主な作品に「ギャラリ
ー・サカ｣、 「東京ミッドタウン」の住居棟、分
譲型別荘「追分倶楽部」など

MAINTENANCE
THETOKYOTOILETを守る人々
｢THETOKYOTOILET」では､清掃をはじめとしたメンテナンスにも力を入れている。

公共トイレを長く綺麗に使い続けていくために。現場で働くスタッフに話を訊いた
PHOTOGRAPHYFGOTOTAKEHIRO

TEXT:HlRAKITERUMASA
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これまでの公共トイレに対する一般的な認識は

も力を入れている。それを任されたのが、東京サニ

｢汚い、臭い、怖い、暗い」といった"4K"に代表さ

テイションとアメニティという2つの会社だ。清掃

ている。生まれ変わったツナギのユニフォームは街

れるものだった。 「THETOKYOTOlLET」ではそう

会社の東京サニテイションはトイレが清潔さを保つ

の人にも好評で、差し入れを渡されたり、一緒に写

した従来のイメージを覆す素晴らしいトイレが完成

ための生命線となる清掃業務を担っており、清掃ス

真を撮ってほしいと頼まれることもあるという。

したが、

タッフを各トイレに派遣。

それでこのプロジェクトが終わるわけでは

ない。公共トイレはいつでも誰でも使用できるもの

トイレの総合メンテナン

スサービスを手がけるアメニテイは、

トイレ診断士

監修はファッションデザイナーのNlGO⑨が手掛け

公共トイレのメンテナンスというのは一見、地味
な仕事と思えるかもしれない。実際海外では公共

だ。当然利用頻度は高く、 その分汚れるのも早い。

を月に1回各トイレに派遣し、汚れや設備の状況を

トイレに清潔さや快適さが求められることはあまり

これらのトイレを長く使い続けていくためには、

調査、 その内容を清掃員や管理者へフィードバック

ないようだ。

していく｡

くスタッフたちは違う。彼らは誇りを持って、

メ

ンテナンス作業が重要となってくる。

「THETOKYOTOlLET」では、

これまでは1日に1

回のみだった清掃を3回に増やし、診断士による客
観的な評価も清掃に役立てるなど、

メンテナンスに

ﾄｲﾚの維持管理のﾌﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ

しかし、 「おもてなし｣の国・日本で働
日々

である2社の手によって、 「THETOKYOTOILET」

トイレのメンテナンスに励んでいる。彼らのおかげ

は本当の完成を迎えると言っていいだろう。

で、今日も「THETOKYOTOlLET｣のトイレは、誰

今回、清掃員のユニフォームも一新。デザインの

もが.気持ちよく利用できる空間になっている。

swITcHo78
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汚れを

リセット

して本来の状態に戻す。

それを欠かさず続けていくことが､仕事です。

I陣

清掃員東京サニテイション株式会社

「THETOKYOTOlLET｣のトイレの清掃は、私たちｶﾄ全て請け負っています。

清掃は1日3回行う「通常清掃｣、 1カ月に1回行う「定期清掃｣、年に1回の｢特
別清掃」と3つの種類に分かれています。イメージで言えば｢通常清掃」は毎日
の歯磨きと同じで、 ここが維持管理の基本になります。 「定期清掃｣では人員を
増やして、通常清掃では手が回らない細かな部分や、壁や床などの掃除を行い

ます。 ここで一番大事なことは、

トイレを傷めない ということです。 「THE

TOKYOTOlL日 」のトイレは、私たちからすると

芸術品

と同じ扱いになり

ます。それにステンレスやカラス、塗装壁など様々な素材が使われているので、
それぞれに最適なアプローチをしていかなければなりません。現場の声を聞き

つつ、素材を痛めない清掃用具と洗斉￨lの選択については、細心の注意を払って
います。

公共トイレは清掃を怠るとどんどん汚れが溜まっていきます。だからこそ欠
、

かさず清掃を行って リセット していくことが大切。綺麗なものって汚しに
くいですよね。だから毎回綺麗な状態に戻して、利用者に次の利用者への配盧
を自然と促していく。それを続けていくことが私たちの仕事です。

STAFFVOICE
￨STAFFVOICE
￨

第三者機関として、科学的な見地から、

トイレの清掃をサポートしていきます。
診断士株式会社アメニティ

診断士について、平たく言えば私たちは「第三者チェック機関」になります
清掃員の方々が毎日綺麗に掃除をしてくださっていますが、通常の清掃だけで
は解決できない設備的な不具合や、拭いきれないニオイ、汚れというものがど

うしても公共トイレには出てきます。そうした問題に対して、専門的・科学的
な見地から原因を分析し、解決方法を検討して、清掃員や管理者にフィードバ
ックしていくのが私たちの仕事です。

トイレに不具合がないかどうか、図面チ

ェックリストを使い細かく検査。ニオイがあった場合は、原因を突き止める為
測定器や風速計を用い可能な限り可視化、数値化して現状を把握します。特に
今は、新型コロナの問題もあるので、 スモークテスターを使って空気の流れを
調べたり、換気量が適切かを測定します。また、水漏れや機械の故障力yあった
場合も迅速に管理者に報告し、対応していただきます。

月に1回すべてのトイレを診断していますが、最初の頃と比べてATP(汚れ
の指標）はかなり下がっています。清掃員の方々が繰ﾚﾉ返し清掃を行って、 そ
の都度最適なアプローチをしている結果ですね。 「THETOKYOTOlLET｣の多
様なトイレの美しさをこれからも守っていきたいです。
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