ラグジュアリーホテルのインテリアデザ

カッションがあった。Sleepを支援するパー

連イベントの中で毎回、大きな話題を集め

ディレクターのスー・ペーチャ氏は「三井デ

Sleep Setで示された今年のテーマは「サ

チュアルに向けた客室デザイン。プレゼン

インは今後、どんなスタイルがトレンドにな

トナー企業でキッチンまわりやサニタリー

るのが未来のホテル客室のデザインを競

ザインテックが2016年3月にマレーシア国

イエンス・オブ・トライブス（部族の科学）」

テーションでは「自分たちが作るのはデザ

る の か 。そ れ を 占う世 界 的 な 展 示 会

製品などを手がけるグローエのチーフ・デ

う国際コンペティション「Sleep Set」だ。主

際家具見本市の講演で提唱していた クロ

と呼ぶ人間の行動分類に基づくもの。独

インではなくフィロソフィー」とし、色が変

「Sleep The Hotel Design Event（以下、

ザイン・オフィサーのポール・フラワー氏は

催者側から与えられたテーマに応じて未来

スオーバーデザイン と呼ぶ独自の考え方

マーケティング会社のシナスが打ち出して

わるシャワーや天井に配置されたベッドな

Sleep）」
（主催はUBM）が2016年11月22

「Sleepは単なる展 示会ではなく、ディス

のホテル客室を会場に展示したり、審査員

に共鳴したからだ」と話す。

いるもので、経済状況や嗜好性、価値観に

どで、文化的で自由な発想を演出。スタジ

日〜23日の2日間、英ロンドンで開催され

カッションや講演などで多くの人とコミュ

に公開プレゼンテーションを行ったりして

クロスオーバーデザインとは、異なるコト

よって人間の行動を 部族 と言う集団に

オ・プルーフは、経済的エリートであるパ

た。会場には欧州を代表するホテルグルー

ニケーションできる。建築家・デザイナー

最も優秀なデザインを表彰する。

とコトの融合により生まれる新しいコトを

分けている。具体的には「インテレクチュ

フォーマーに向けで、成 功したビジネス

プのマンダリンオリエンタル、マリオットホ

には今後のトレンドを見る重要な場にな

５回目の今回は特にスタジオ・プルーフ

デザインで表現するもの。「最近ではコト

アル」「パフォーマーズ」「デジタル・アバン

パーソンの「ジョー・アンダーソン」という架

テルズ、エースホステルズといったホテル関

る」と言う。会場を訪れたバフィアーディス

やゲンスラー、オーケット・スワンクといっ

だけでなく、時間軸も重ね合わせることで、

ギャルド」「センセーション・オリエンテッ

空の人物を想像し、彼女のキャリアに相応

連企業の経 営者やエグゼクティブをはじ

氏も「Sleepはデザイナーには非常に重要

た欧米系のデザイン会社に加え、日本から

デジタル全盛でありながら、アナログ時代

ド」「エスタブリッシュ」の5つの部族から

しい室内を作り上げた。部屋の中は近代的

初めて参加した三井デザインテッ

のような情緒的な気持ち良さや非効率性

それぞれ1つをテーマとして与えられ、各部

かつ、プライバシーにも配慮している。

クや、シンガポールのWOWアーキ

を楽しむデザインが求められてきている」

族に応じたホテルデザインを提案した。

テクツも登場。アジアのデザイン会

と三井デザインテックのデザイン責任者で

社が提案する未来のホテルに大い

ある、デザインマネジメント部の見月伸一

め、ホテルデザインに携わる建築
家・デザイナーなど約4600人が来

ホテルデザインの今後を示す Sleep

場。ラスベガスのマンダリンオリエ

世界的に著名なデザイナーも来場

ンタルなども手がけたアダム・ティ
ハニー氏、日本でも多くの商業施設を設計

なイベント。ホテル業界で何が起こってい

したナイジェル・コーツ氏、最近欧米で注目

るのかを見る良い機 会であり、インスピ

Sleep Setに参加資格を得るには主催者

されているマリア・バフィアーディス氏など世

レーションも受ける」と話す。Sleepに先立

側が 招致するかどうかを決める事前審査

んだ。

界的な建築家・デザイナーの姿もあった。

つ21日夜には優れたホテルデザインを表

が必要になる。これまでアジア系のデザイ

会場ではラグジュアリーホテル向けの建

彰する「ヨーロピアン・ホテル・デザイン・ア

ン会社は Sleep Set に選出されなかった。

2016 Sleep Set

材・資材のブースが150社も出展されたほ

ワード」も同主催によって開かれ、デザイ

か、豪 華客船内のデザインを考える「ク

ン・オブ・ザ・イヤーとして伊ベニスの「JW

ルーズホテル」、健康や癒しをテーマにし

マリオット・ベニス・リゾート＆スパ・ベニ

た「ウエルネス・デザイン」などホテルデザ

ス」が選ばれた。

インについて多くの講 演やパネルディス

に関心が高まった。

平和を感じさせる提案に好評価

アバンギャルドは、エアビーアンドビーなど
を活用した独創的かつ自由な旅を好む」と

部長は言う。今回のコンペティションにも、
WOWアーキテクツに与えられたテーマ

してロンドン南東部のイメージを取り入れ

は、国際的かつ知的階級であるインテレク

たクリエイティブな空間を演出したという。

そのクロスオーバーデザインの考え方で臨

THEME : The Science of Tribes

海外も注目のクロスオーバーデザイン

理由として主催者側のESPマネージング・

高い

エスタブリッシュ
（三井デザインテック）

中級

トラディショナル

社会的
ステータス
基本的
価値

（写真：永川智子）

会場では建材・資材のブースなどもあり約150社が出展

インテレクチャル
パフォーマー
（WOWアーキテクツ）（スタジオ・プルーフ）

モダン・
メインストリーム

アダプティブ・
ナビゲーターズ

デジタル・
アバンギャルド
（ゲンスラー）

センセーション・
オリエンテッド
（オーケット・スワンク）
コンシューマ・
マテリアリスト

低い
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タル・アバンギャルドがテーマ。「デジタル

今回、三井デザインテックが招致された

欧州のホテル業界が注目するSleepの関

「Sleep The Hotel Design Event」が開催された「ロンドン・ビジネス・センター」には、ホテル
業界の関係者や建築家・デザイナーなど、欧州を中心に約4600人が来場

ゲンスラーは、ネットを使いこなすデジ

トラディショナル

モダニゼーション

リ・オリエンテーション

「サイエンス・オブ・トライブス
（The Science of Tribes : 部族の科学）
」では、経済状況や嗜好性、
価値観によってそれぞれの人間を 部族 と呼ぶ集団に分類（シナスの図を加工した）

（写真：Seven Eselgroth Photography, David Hatful @DIEM Photography）

02

オーケット・スワンクは、感覚志向で快楽

木のぬくもりを生かした五角形の湯船を大

さ。人とのつながりや自然との一体感から

主義の傾向があるセンセーション・オリエ

胆に配置。壁面の一部は植物で覆い、床

新たなインスピレーションが得られるよう、

ンテッド向けに繭で作ったテントのような

にはモダンな畳を敷き詰めた。右奥のク

空間を作り、センセーション・オリエンテッ

ローゼット内には宿泊者の五感に響く趣味

ドが抱える「現実世界から逃げ出したい」

の品を並べ、エスタブリッシュな人々が自

という気持ちに対応するデザイン
にした。

ター、ジャビエル・ホラータル氏は言う。だ

思っている。西洋にこだわらないラグジュ

審査の結果、トップはゲンスラーが獲得

がエスタブリッシュは最もトラディショナル

アリーを表現するため、西洋と東洋の要素

エスタブリッシュな人々の五感を刺激する

し、三井デザインテックは審査員特別賞を

な領域だけに冒険的なデザインが難しい

を織り交ぜたデザインが人々の五感を刺激

ような工夫を盛り込んだ」
（見月部長）。

受賞した。Sleep Setでは今まで審査員特

テーマともいえる。「それだけに実験的な

すれば良いと思ってデザインした。平和を

ブースを訪れた建築家・デザイナーも多

別賞はなかったが、トップとわずかの差

試みが足りず、トップを逃したのは残念。

感じてもらえて非常にうれしい。審査員の

に変わっている」と評価した。

五感を刺激するデザインで日本初の快挙

く、マリア・バフィアーディス氏は

だったので今回、新たな賞を急きょ設けた

ただ5つのデザイン案で、時間が止まると

票が割れ、次点の審査員特別賞だったが、

「三井デザインテックの表現する

と審査員は言う。「三井デザインテックと

いう感覚があったのは三井デザインテック

私の気持ちでは優勝したと思っている。な

Sleep Setの審査員特別賞に輝く

エスタブリッシュは、今日のラグ

トップのゲンスラーの差は小さく、審査員

だけ。貴族階級であるエスタブリッシュが

ぜなら当社のブースを訪れた人々のほとん

ジュアリーの傾向にかなっている。

の間で票が割れた。三井デザインテック

時間をも支 配できる空間を作っていた」

どが、この部屋に泊まりたいと言ってくれ

（同）と賞賛した。

たからだ」と話した。Sleepのイベントマ

三井デザインテックに与えられ
たテーマは、貴族階級で高い審美
眼を持 つエスタブリッシュ向けのデザイ

宅でくつろぐような体験ができる、いわゆ

丁寧で品の良いものを作っていながら、そ

は、何でも持っている エスタブリッシュ

ン。そこで「五感を刺激するアンビエント

る「ファイブセンスライブラリー」とした。

ネージャーであるU BMのジョエル・バト

れを大げさに主張するのではなく静かに出

の人々が唯一求める 平和 を感じさせる

な空気感」をコンセプトに、自然とのつな

「満たされた日常を送り、物質的に得ら

している。昔は高価な素材を使い、自らの

未来の部屋を作っていた。ひと捻りされた

がりを感じさせる客室を作った。室内にヒ

れるものはすべて手に入れているエスタブ

富を主張することをラグジュアリーだと形

デザインだった。完璧な美しさだった」と

ノキとジンジャーを掛け合わせたスパイ

リッシュの方々が旅に求めるのは、日常で

容した。しかし現在のラグジュアリーは、

審査委員長のマンダリンオリエンタル・ホ

受賞後、見月部長は「西洋的なラグジュ

シーな香りを漂わせ、リビングスペースは

は入手できない精神的な安らぎや心地良

個人的な体験や、効率的な時間の使い方

テルグル ープのリージョナル・ディレク

アリーデザインは新しい段階に来ていると

三井デザインテックのブース。西洋文化の集大成であるホテルに、さまざまな和の持つ穏やかさを組み合わせて新
たな寛ぎを提案。色や素材、照明、音、香りなど全てが五感に訴えるアンビエントな空間デザインを追求。和の精神
をモチーフに緑や水の音など、自然との曖昧なつながりを感じさせる静寂な空間に

03

ブースには有名な建築家・デザイナーも来訪。
アダム・ティハニー氏（下右）はクローゼットの
デザインにも注目していた（下左）

来場者から ぜひ泊まりたい との声

ラー氏は「2020年には東京五輪も開催さ
れるので、日本のホテル市場動向に注目し
ている。今後は日本でもSleepを開催した
い」と、次なる展開への意欲を示した。

コンペでデザインを発表する三井デザインテックの見月伸一氏と、右は山口明彦氏
（上左）
。コンペ審査委員と、右から2人目が
同委員長のマンダリンオリエンタル・ホテルグループのジャビエル・ホラータル氏
（上右）
。三井デザインテックのプレゼンに多く
の参加者が耳を傾けていた
（中央と下左）
。
今回のブースを手がけた三井デザインテックのデザインチームと現地施工会社
（下右）

04

情緒的で五感を刺激するデザインを提案していく
三井デザインテックのデザインマネジメント部、見月伸一 部長に聞く
今回の「Sleep Set」への出展と評価について、三井デザインテックの
デザイン責任者である見月伸一部長に聞いた。時間の概念も取り入れた同社の
マリア・バフィアーディス氏

アダム・ティハニー氏

ナイジェル・コーツ氏

MKV デザイン

ティハニー・デザイン

建築家・デザイナー

国際的に活動するデザイナーで、ロンドン・シェラトンパー
クレーンやアブダビ・グランドハイアット＆レジデンスなど
を手がけた

マンダリンオリエンタル・ラスベガスやフォーシーズンズリ
ゾート・ドバイ、
また豪華客船内のデザインでも実績を誇る
世界的なデザイナー

英国や日本を中心に活動。ホクストンホテル・ロンドンや、
日本では東京のザ・ウォールや札幌のノアの方舟など商業
施設を手がけたことで有名

デザインでユニークな体験を与える

ラグジュアリーとは「尊敬」を表すこと

今必要なのは「自由」になれるホテル

ホスピタリティとは経験そのもの。ホテルデ

今までは部屋の広さや大きさが重視されて

ホテルデザインのトレンドの１つは広くて豪

ザインで重要なことも、いかに「ユニークな体

きたが、狭くてもラグジュアリーな空間という

華といういわゆる「アメリカン・ラグジュア

験」を与えるかだ。今回のSleep Setの出展作

のは成り立つ。仕上げに気を使い、隅々まで

リー」の考え方から離れることだ。日本には

品は全てそれに応えていたと感じた。特に

計算しつくし、消費者を尊敬すること。それ

以前から「旅館」という素晴らしいサービス

「エスタブリッシュ」な人々に向けてデザイン

こそがラグジュアリーな空間を作るデザイ

様式があり、ライフスタイルやおもてなしの精

した三井デザインテックは仕上げや素材、品

ナーの役割だ。私が手がけてきた大型豪華

神など、学べることが多い。私はホテルでこ

質にこだわり、エレガントに洗練されたスタイ

客船の客室デザインも同じである。三井デザ

そ自由になりたいので、過剰なサービスはむ

ルで、ユニークな体験を具現化していた。自

インテックのブースも狭いながらも静寂と落

然素材とモダンな雰囲気の組み合わせ方が
素晴らしく、静かでありながらホテルから歓
迎されている雰囲気があった。

「クロスオーバーデザイン」を審査委員長に正当に評され、
同手法の推進に大いに自信を深めたと見月部長は話す。

Ｑ

「Sleep Set」では審査員特別賞を

トしてくれた。これはまさに当社の提唱す

受賞したが、どう捉えているか。

るクロスオーバーデザインの方向性が間
（写真：丸毛透）

違っていなかったことを証明するもので、

僅差で最優秀賞を逃したが、日本らしい

当社の手法に大いに自信を深めた。

感じられる情緒性をクロスオーバーさせる
ことが求められている。

「和」の要素を生かしたデザインが高く評

クロスオーバーデザインとは、「コト」と

価され、異例の特別賞を受賞したことは非

「コト」を交差させることで新しい体験価

常に嬉しい。西洋文化の集大成であるラグ

値が生まれるような新たなデザイン手法。

ジュアリーホテルに、さまざまな和の持つ

今回のブースでも、西洋的価値観と和の価

しろ監視されているようで疎ましい。入った

穏やかさを組み合わせて新たな寛ぎを提

値観をクロスオーバーさせた。今後はコト

時間軸を価値観として重視する背景に

ち着きがある部屋だった。クローゼットの趣

瞬間に自分自身に戻ることができ、かつ「お

案したことが、きちんと評価された結果だ

のクロスオーバーだけでなく、「時間」の

は、今より少し古い時代の良さを現在にも

味が自分の好みにぴったりで「ただいま！」と

かえりなさい」と迎え入れられる、ほどよい親

言いたくなった（笑）。

近感が「良いホテル」だろう。

ろう。特に審査委員長が当社のデザインを

要素 が 加わると見ており、ハイテクでス

復活させたいとする意識があるためだろ

見て、時間が止まるという感覚があったの

マート化が進む一方で、時間が逆戻りした

う。デジタル時代はどんどん技術が発達

は三井デザインテックだけだった、とコメン

ようなアナログ的体験価値で、人が愛着を

し、効率化を目指してきた。あらゆるもの

著名な建築家・デザイナーに聞いた未来のホテルデザイン「新たなラグジュアリーの価値とは」

Ｑ

なぜ「時間」なのか

が「スマート化」している中で、反対に人
間の情緒性を失いたくないからではない

コト A

か。今回のブースでも「五感を刺激するデ
ザイン」として緑や水の音なども使いなが

時代性

時代性

過去

未来

コト B
ティナ・ノーデン

ピーター・ブンゴー・ルッツゥ氏 /シーネ・ビンズレヴ・ヘンリクセン氏

クローダー

コンラン＆パートナーズ アソシエイト

スペース・コペンハーゲン

クローダー・デザイン

コンランのプロジェクトで主にアジア地域を担当。東京の
六本木ヒルズ内の住宅や商業施設の内装や二子玉川ライ
ズにも携わった

インテリアやプロダクトデザインを手がける。世界一のレス
トランといわれるコペンハーゲン・ノーマの内装を担当した
ことでも知られる

世界30カ国以上でプロジェクトを手がけたマルチ分野の
デザイナー。ポルトガルのシックスセンシズ・ドウロバレーな
どを担当した

素材感や快適性こそラグジュアリー

内在的な価値がある本物の空間へ

クロスオーバーデザインの概念。
「コト」と「コト」
に加え、
「時間」もクロスオーバーしてきた

ら、そうした仕掛けを工夫したが、審査委
員長はしっかりと認識してくれていた。特に
コンペティションのテーマとして与えられた
「エスタブリッシュ」な人たちほど、物質的
な要素には満足しており、より精神的なも
のや安らぎの要素を求めているのだろう。
日本には以前から「禅」や「和 敬 清寂 」

「ウエルネス・デザイン」の時代に

「侘び寂び」という考え方がある。そうし

今年の「Sleep Set」のテーマはどれも挑戦

日本とデンマークの空間に関する考え方に

人々は「ウエルネス・デザイン」を求めてい

た価値観を空間に落とし込んだデザインを

的で、各社のデザインを楽しませてもらった。

は共鳴するものがある。有機的で静寂性があ

る。私は日々、人がどのように暮らしたらより

三井デザインテックのテーマは「エスタブリッ

り、自然素材を好み、機能性のなかに美しさ

幸福になれるか、よりよい生活ができるか、

もっと打ち出したい。既に当社にはクロス

シュ」だが、そうした人々は「スーパーラグジュ

を見出すところだ。新しいラグジュアリーとは

ということを考えてデザインしているが、ホテ

アリー」ではなく、素材感や快適性を重視し

きらびやかな世界ではなく、より個性のある

ルにもその考え方は必要だ。私は「人はいる

ている。今回の三井デザインテックの解釈の

環境のことだと思う。素材感や本物性、内在

場所でつくられる」と信じているので、客室だ

オーバーデザインの事例として「三井ガー
デンホテル京都新町 別邸 」「三井ガーデ
ンホテル名古屋プレミア」などがある。い

仕方は美しい。クローゼットに高 級ウイス

的な価値が重視される。文化背景や老若男

けでなく、到着時の雰囲気から受付、廊下、

ずれも伝統的な生活様式やアートといった

キーがあったが、その選択もいい。誰に何が

女問わず、本能的に自分の家のように落ち着

エレベーターも全てが重要だと思う。全てが

体験を、ホテルの機能とクロスオーバーさせ

必要なのかを想像する行為も、デザインの重

いていられる場所だ。概念的なトレンドばか

人間の気分に影響を与えるはずだ。シンプル

要な役割。素敵なホテルで、ミニバーにコー

りを追うのではなく、まず人のわずかな感覚

で快適で、よい経験をさせてくれるもの、そ

たものだ。情緒的で五感を刺激する新たな

ラしかなかったら、がっかりする。

の部分からでも知ることが重要だ。

れがラグジュアリーだ。

体験価値のある空間として、今後もさまざ
まなホテルデザインを提案していきたい。
「三井ガーデンホテル京都新町 別邸」では、京都の伝統的な
生活様式とホテルの機能をクロスオーバーさせたデザインに
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