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g-1. 自己顕示　   

g-2. 他者顕示　   

j. 予期　　　　  

h. 隠滅　　　　 

i. 創出　　　　  

b. 模倣　　　　

ｱ. 曖昧

ｲ. 力能

ｳ. 欠如

ｴ. 広大

ｵ. 無限

ｶ. 困難

ｷ. 唐突

ｸ. 明瞭

ｹ. 細小

ｺ. 平滑

ｻ. 漸進

【環境要素】 　  

【表現要素】        



S  I  T  E  1  :  高架沿い遊歩道の入口および地下鉄の出入口

S  I  T  E  2  :  公園・緑地の延長および地下鉄の出入口

S  I  T  E  3  :  都電荒川線の駅および地下鉄の出入口

S  I  T  E  4  :  池袋駅からサンシャインをつなぐ歩道橋

S  I  T  E  5  :  サンシャイン出入口およびバスの発着駅
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高架下建物の背面が立ち並ぶ裏通り。

墓地の上部の広い空。

都電荒川線上の上空。将来塞がる。

都電荒川線上空から差し込む光。

サンシャインのレンガタイル。

徐々に狭まる建物の狭間。

無機質な地下鉄通路。

さまざまな目的地の交差。

バスターミナル。人とバスの発着点。

サンシャインの地下エントランス。

アスファルトで固められた公園。

層を重ねながら斜め流れていく建物。

自販機と広告で構成され角地。

多様なテクスチャが重なる

多様なテクスチャが重なる

建物の前に溢れる雑貨たち。

縦にたちのぼっていく商店。

部分的に広がる高架が作り出す深い
庇。

簡易的な都電荒川線の駅。

道路拡幅の末端。高架に沿って折れ
曲がる。

マンション下に立ち並ぶ商店。

高層建物の狭間。

唐突に置かれた掲示板。

道と道の間に建つ切妻屋根のアパー
ト。

高架沿いの並木。首都高からも見え
る。

遠慮がちに設けられた地下鉄出口。

東池袋駅から池袋駅方面に続いてい
く地下道。

角を曲がると遠くへ抜ける視界。

池袋駅方面とサンシャインを結ぶ横
断歩道。

首都高の終わり。 高架を支える門型の太い柱と梁。

高架の広大なボリューム。

高架がもつ圧倒的な高さ。

表通りと裏通りの不連続。

シャッターの目立つ高架下プレハブ
商店。

ダイナミックに交差する高架。 人の高さまで落ちてきた高架。

裏通りにあふれる雑貨たち。

高架下商店裏の休憩スペース。

ゴミが積まれていく高架下商店裏。

ゴミを捨てに来るひとの朝コミュニ
ティ。

広い歩道に対して設けた小さなテラ
ス。

裏通りに対して背を向ける高架下商
店。

高架に絡む軽やかな非常階段。

首都高整備により、斜めに切られた
建物。

高架と高架沿い建物によって切り取
られた空。

高架と高架沿い建物によって切り取
られた隙間。

高架の収束と人の収束。サンシャイ
ン地上入口。

サンシャインの庇として機能する二
段構えの高架。

大通りからの流れを断ち切る高架。高架が切り取る奥行きのある絵画の
ような景色。

高架沿い建物の延長としての植木。

道を二又に割く高架の梁柱。 高架の連続を断絶する都電荒川線。

高架の屋根を利用した地下鉄出口。

高架のカーブを模した建物形態。
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池袋駅（山手線）

東池袋駅（有楽町線）

東池袋４丁目
（都電荒川線）
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各敷地において計画の

軸となるもの

（動線の集中）
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