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企画・出展作品：田村圭介＋環境デザイン学科田村研究室 主催：昭和女子大学 光葉博物館
Exhibiting works and Planning by: prof. arch. Keisuke Tamura + Tamura Laboratory of Department of Environment, Science and Design Organized by: Showa Women’s University Koyo Museum
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10.15 Tue− 12.14 Sat

2019.

Emergence of Shibuya

渋谷駅 135 年の時系列模型から見る 2020 年
The 2020 seen through 135 years’ timeline models of Shibuya Station

いま渋谷駅では、一日平均乗降者約 250 万人の流れを停めることなく、
「100 年に一度」の大改造が進行中である。はからずも現在の位置に定めて

100 年目の 2020 年に、オリンピック熱気に煽られて渋谷駅は羽ばたく。
これを「渋谷駅の羽化」と呼んでみた。それは 135 年の渋谷駅の変遷
から見ると変形過程の鼓動の一つである。その道のりは決してリニアでは
なかった。新路線乗り込みや利用者数の変化の中で、紆余曲折しながら、
社会、政治、経済、都市計画、そして渋谷独特の文化・現象といった諸々
の時 代の要 請を引き受けてきた結 果、渋 谷 駅の形は、オフィス、ホテル、
文化施設、商業が駅施設と一体となったアマルガムとなった。2020 年は
渋谷駅が一体となって初めて整理された段階と捉えられる。
本展覧会では、2020 年に一区切りする渋谷駅構内の縮尺 1/100 模型と、
これまで展示してきた渋谷駅の大小様々な 135 年の時系列模型や作品を
一堂に会することで、渋谷駅の羽化とその変態過程を考える機会としたい。
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10:00 –17:00 月曜休館 Closed: Mondays 入場無料 Entrance free

昭和女子大学 光葉博物館
Showa Women’s University Koyo Museum

A remarkable remodeling of Shibuya Station, which can happen once in 100 years,
is being in progress without obstructing the flow of 2.5 million passengers per day.
100 years from its settling, which corresponds to the present location, Shibuya Station
will open its wings, being also under the pressure to host the 2020 Olympic Games.
We wanted name this phenomenon like the growing wings of Shibuya Station,
or the emergence. The emergence comes from an inner pulse that moves the
process of being shaped in continuity and during all its transformation. The
increase of users in parallel with the growing of new railways, the social, political
and economic demand, the urban planning together to the Shibuya peculiar culture
and phenomenon, overturned the spun and meandered the history of Shibuya
Station, which had not been determined by a linear decision, indeed. As a consequence, the shape of Shibuya Station offers an uncommon amalgam, which merges
offices, hotels, cultural facilities, retailing and station facilities. The 2020 year is
considered to be the first time that Shibuya Station has been organized as a unity.
In this exhibition, we will showcase a new 1/100 scale model of Shibuya Station
2020 with its emergence and transformation process. All the large and small
models representing the evolution of Shibuya Station will be gathered for the
occasion, some of them have been already displayed in our previous exhibitions.
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1.『渋谷駅変遷模型S：1/1000』@渋谷マークシティ 2011年 2.「渋谷駅体得展」の会場の様子＠渋谷マークシティ 2013年 3.『渋谷駅構内模型2013 S：1/100』@六本木21_21designsight 2016年 4.『渋谷駅構内模型2012 S：1/100』@上海藝倉美術館 2018年
1.“Phases of transformation of Shibuya Station models S:1/1000” @ Shibuya Mark City in 2011 2. A view of ‘Shibuya Station Taitokuten’ @ Shibuya Mark City in 2013
3.“Shibuya Station model 2013 S:1/100” @Roponngi 21_21 Design Sight in 2016 4. “Shibuya Station model 2012 S:1/100” @Modern ART Mueum Shaghai in 2018

Gallery TALK

Free

WORKSHOP

各回 定員 20 人

Free

各回 定員 15 人

① 10.20 Sun（日本語） ④ 11.10 Sun（日本語）
② 11.03 Sun（English） ⑤ 12.08 Sun（日本語）
③ 11.09 Sat（日本語）

① 10.27 Sun（日本語）
② 11.24 Sun（日本語）

11:00 –12:00（受付 10:30–）

11:00 –12:00（受付 10:30–）

会 場の展 示 物について歩きながら詳しく
解説します。時系列変遷模型のそれぞれか

らは時間の感覚を、大きな模型からは空間

の認識を把握するでしょう。そして渋谷駅

の 2020 年を違った見 方で捉えていただく

ことができる場となることを願います。

While walking though the models into the
exhibition room, I will explain them in details.
Each phase of transformation will give sense
of time, while the big model will suggest the
perception of space. And of course, it will be
also a place where you can see the 2020 year
in Shibuya Station from a different perspective.

渋谷駅で迷われたことはないですか？渋谷

Have you ever been lost in Shibuya Station?
Do you want to understand the complex shape
of Shibuya Station? This workshop aims to
このワークショップではちょっとした模型に
deepen understanding Shibuya Station while
触れながら渋 谷 駅の理 解を深めることを
touching the models, carefully. After experienc目指します。これを体験されたのち、渋谷
ing this workshop, you will not get lost in
駅でもう迷うことがなくなればいいですね。 Shibuya Station. No more.

駅の複雑な形を把握されたくないですか？

申し込み方法：詳細は https://museum.swu.ac.jp/ にてご確認ください。 How to apply: Check the website for details ( https://museum.swu.ac.jp/).
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CONTACT
田村 圭介

Keisuke Tamura

昭和女子大学環境デザイン学科准教授／

First Licensed Architect / Associate
Professor, Department of Environmental Design, Showa Women’s
University / Master at Waseda
University / Master at Berlage Institute
Amsterdam / FOA Japan architect /
Design and supervision of Yokohama
Port International Terminal / Author
of Lost in Shibuya Station, Walking
Tokyo Station ‘100 Years mistery’,
How Shinjuku Station can handle
3.64million passengers per day

一級建築士／早稲田大学大学院理工学

研究科建設工学修了／ベルラーヘ・イン

スティチュート・アムステルダム修了／

FOA ジャパン勤 務 時、横 浜 港 大さん橋

国 際 客 船ターミナルの設 計・監 理を担

当／著書：
『迷い迷って渋谷駅』、
『東京

『新 宿 駅は
駅「 100 年のナゾ」を歩く』、

なぜ 1 日 364 万人をさばけるのか』など

光葉博物館

昭和女子大学

1号館

昭和女子大学 光葉博物館 Showa Women’s University
Koyo Museum
東京都世田谷区太子堂 1-7- 57
〒154 - 8533 Tel: 03 - 3411-5099

https://museum.swu.ac.jp/
交通案内

• 東急田園都市線・世田谷線
「三軒茶屋」駅下車 南口 A より
徒歩 8 分

人見記念講堂

•ＪＲ渋谷駅西口バスターミナル
正門
玉川通り

三軒茶屋駅

より三軒茶屋経由のバス
「昭和女子大」下車

1-7-57 Taishi-do Setagaya-ku Tokyo
154-8533 Tel: 03-3411-5099
Traffic guide
• Tokyu Denentoshi Line, Setagaya
Line “Sankenjaya” Station Get off
at South Exit A About 8 minutes
• From JR Shibuya Station West
Exit Bus Terminal, get off at
Showa Women’s University via
Sangenjaya.
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