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コンクリートは本物志向
ミスターミュージック本社ビル  撮影：編集部

　夕闇にぽっかり浮かんだ、ビルの最上階のラウンジ。このたび南
青山に新しく建てられた CM 音楽制作会社のオフィス・ビルです。

「これまで離れていたスタジオと制作スタッフの統合が第一の目的
でした」と語ってくださったのは、㈱ミスターミュージックの吉江
一男社長。1978 年、パンクロックやテクノサウンドが流行し始め
た頃に会社を設立、「ピッカピッカの 1 年生」やデビューしたての
サザンオールスターズの全 CM を手がけ、サントリー「ウーロン茶」
シリーズやタケダ「男と女のラブゲーム」、NEC「バザールでござー
る」、ペプシコーラ「PEPSI MAN」などの代表作があります。現在も、
誰もが知っている会社の数多くの商品の CM 音楽を制作しています。

　最近はデジタル化が進み、音作りの環境も大きく変わってきてい
るのではないでしょうか。

「とても便利になったところがいっぱいありますが、音楽を作って
いるのは人間。そこはどうやっても変わりません。楽器の音はある
程度コンピュータで真似できますが、人間の声はその人固有のもの
です。スタジオでどのくらいの音を作るかが勝負。そのためにはき
ちんとしたスタジオが必要不可欠です」と吉江社長。いくらインター
ネットが発達しても、face to face　で実際の音を聴きながら、ク
ライアントとスタッフ相互で確認していく必要があります。時には
深夜に及ぶ修正作業も、同一の建物内ならば移動もなく、また社長
こだわりの癒しの空間が作業する人のリフレッシュに一役買ってい
ます。「とりあえず、現在のところ、新しいスタジオは、何年も使っ
ているのではないかと思えるほど、スムーズでストレスがありませ
んね」と使い心地には満足されているご様子。
　コンクリート打ち放しのビルですが、建物内には緑をふんだんに
配置されています。

「音楽制作とは関係のない事務作業は、やはり全てコンピュータで
行っています。音楽制作も 50％くらいはパソコン作業。そうする
とだんだん心身のバランスが取れなくなります。都会に住んでい
ると特に自然とのかかわりがどんどん希薄になるでしょう。なる
べく緑を周りに置いておきたいですね。コンクリート打ち放しだっ
て、実は素材そのもの、自然のものです。冷たいイメージを持っ
ている人もいるようだけど、僕は違います。冷たく感じたことは
ない。逆に化学素材で簡単にできているようなものは不自然に感
じます。2 度建てた自宅もコンクリート打ち放しですし、一貫し
て変わらないものが好きですね」と吉江社長。
　それだけに、コンクリートは中に使うものも本物でないと負け
てしまうと社長は言います。飾っている絵画もそれなりに主張の
ある強いものがフィットするそうです。住む人も、そこで仕事を
する人も、本物でないと負ける。逆にモチベーションは上がると
いうことです。
 

「広告は映像、音楽、言葉が織り成す一つの芸術表現です。特に音
楽は一度作ってみないと最終的にどんなものができるかはわから
ない。音楽ほど人の感じ方が曖昧なものはないのです。経済活動
が厳しいと、リスクがない CM ばかりが作られるようになってき
ます。日本では決定権を持っている層は圧倒的に高齢者が多いの
で、リバイバルソングが流行るのもそのためですね。しかし、昔
のクライアントは、音楽が映像と一緒になって最後に上がってく
るものを楽しみにして待っていてくれました。サントリーのよう
に昔から変わらず、音楽事業に貢献している企業もあります。負
のスパイラルに巻き込まれないようにがんばっていきたいですね」
と吉江社長。CM 音楽、改めてじっくり聴いてみませんか。
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  長年 CM 音楽制作を手がけられている事務所の新築計画である。これまでの事
務所とスタジオを統合して、より効率的に制作作業を行う目的で自社ビルを建て
られることになった。クライアントである社長は、ご自宅もコンクリート打ち放
しで、その良さをよくご存知である。スペースの有効活用と、コンクリートの素材
感を重視して計画を進めた。
　周辺は高層のマンションや事務所に囲まれているため、公園の緑が望める北側
に開口部を大きくとったラーメン構造とし、室内も凹凸が出ないように 350mm
の壁柱を設け、広々とした空間を確保している。4、5 階はセットバックで面積が
少ない鉄骨造としたが、周囲に植栽を施して、安らぎのあるデザインにしている。
　地下 2 階、地下 1 階がスタジオ、1 階がガレージとエントランス、2 階、3 階が事
務所スペース、4 階が社員用のミーティングルーム、5 階がラウンジとなってい
る。インテリアは、福利厚生や来訪者への心遣いに力を入れている社長のこだわ
りが活かされ、特に 4 階はほとんど住宅のような居心地の良い空間で、従業員の
食事・休息の場となる。また、家具、調度品、楽器などは他では見られない価値の
あるものが多く、ビリヤード台など、以前の事務所からの搬入に工夫を凝らした
ものも少なくない。
　構造、意匠、実施設計など、複数の事務所のコラボレーションが良好に行われ、
工事に際しては、隣地との境界を最小限の寸で収めるために限界に挑戦した、辰
の担当者の対応に感謝している。

（山内信尚氏、沓澤二三男氏　談）

人の感性を重視した CM 音楽制作会社オフィス

所在地：港区
構造：RC 造＋鉄骨造
規模：地下 2 階、地上 5 階
用途：事務所
設計：山口東洋彦／アルキセッ
ト総合計画事務所、山内信尚／
山内建築設計事務所、沓澤二三
男／テック建築事務所
施工担当：讃井、佐藤、堤
竣工：2010 年 10 月　
撮影：①井上玄②～⑨編集部

ミスターミュージック本社ビル ( 南青山一丁目 PJ）

①北側全景②5 階ラウンジ。手前の EV ホールとの仕切りのスクリーンは、Mr.music のキャラクターをプリントした特
注ガラス③4階ミーティングルーム。社員の昼食や休憩に利用。小スタジオも隣接している④同じく4階ミーティングルー
ム。周囲は高層のマンション、オフィスに囲まれているが、植栽の緑で落ち着いた雰囲気に⑤3 階ミーティングルーム。
3 階はレコードや CD など資料コーナーもある⑥2 階北側の社長室。観葉植物は全て以前の事務所でも置いていたもの
⑦地下 2 階 B スタジオの応接スペース。オーダーメイドのビリヤード台や 1937 年製のジュークボックス、ビートルズ
のジャケットアートやアンディ・ウォーホールの絵画など、存在感ある家具・調度品が並ぶ⑧1 階 EV ホール。⑨地下 1
階の A スタジオ。4m 以上ある天井に、壁のタペストリーや絵画が吸音性能を発揮し、柔らかさを演出している。
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「運動機能性食品で、メタボリックシンドローム
からヘルシー・エイジングまで取り組みます」
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佐藤　隆一郎

東京大学大学院農学生命科学研究科教授　佐藤　隆一郎

　今年のノーベル化学賞は、根岸英一氏（米パデュー大学特別教授）と鈴木
章氏（北海道大学名誉教授）の 2 人の日本人が受賞、話題となりました。ノー
ベル化学賞のように、高度な研究分野の評価は、ある程度の年月を重ね、い
ろいろな角度からの検証が不可欠のようです。今月は、「食品」の研究から、
高齢化社会の問題解決に成果を見出そうとしている、東京大学大学院生命科
学研究科食品生化学講座の、佐藤隆一郎教授にお話を伺いました。

―東京大学では、昨年 5 月から、世界最大手の食品メーカー「ネスレ」
と「食と生命」についての共同研究がスタートしたそうですね。
佐藤：これまでの外資系企業の寄付といっても、実際には日本支社
からのものだったのですが、今回初めてスイス本社からの寄付を頂
きました。アジアへの戦略として東大を選んだという点で話題にな
りました。この講座は「Food For Life」をテーマに全ての人々の生
活の質の向上を目指します。「メタボリックシンドロームと機能性
食品」、「脳科学と認知」、「老人科学と長寿」など8つのプラットフォー
ムを想定した講座で、高い専門性を持つ研究者が参加できるように
計画していきます。
― 11 月には農学部にフードサイエンス棟が竣工し、その中でこの
講座の研究も進められる予定ですね。
佐藤：複数の食品研究関連研究室が一堂に会するという点で、この
新しい施設はいろいろとメリットがありますね。

―世界的に見て、現在の日本の食品分野の生命科学のポジションは、
どうとらえたらいいでしょうか？
佐藤：単純に評価は難しいですが、1990 年の前半、日本から世界
に向けて、新たに一つの概念が発信されました。つまり「『食べ物』は、
生命維持という一次機能、味、栄養素という二次機能以外にも、健
康を維持して病気を防ぐ、三次機能がある」というものです。有名
なネイチャー誌に発表され、日本では「トクホ」と呼ばれる機能性
食品の開発が行われるようになりました。ヨーロッパ諸国も後追い
しました。アメリカももちろん概念的にはすごいものがありますが、
むしろサプリメントに向かっています。ヨーロッパでは国を挙げて

体制を作っています。オランダは特にすごい。効率的に農業政策
を行っていて、例えばトマトなどは、あの狭い国土で日本の 3 倍
の効率で収穫を行い、ヨーロッパ各地に輸出しています。そんな
センスがある。日本は先端を切ったのに、追い越されかねない状
態です。

―三次機能は、認知症の問題などにも関係してきそうですね。
佐藤：おおいに関係がありますね。2015 年には日本の人口の
26％は高齢者（65 歳以上）になる。4 人に 1 人です。2050 年には、
36%が高齢者。今国民１人当たりの年間医療費は27万円ですが、
65 歳以上は 1 人当たり 67 万円、総額 34 兆円のうち 17 兆円使っ
ています。単純に見てもこれでは経済発展は望めない、非常に不
健全な社会になります。高齢者が医者にかからない、薬を使わな
い、つまり医薬に頼らずに食生活を改善することで、健康な高齢
者を 1% でも増やしていくことが必要です。
　僕らが今、概念として提唱しようとしているのは、「運動機能
性食品」。身体の中のある因子をうまく活性化させ、あたかも運
動したかのような効果を発揮する食品の利用です。そういうもの
をもっと分析していきたいと考えています。例えば寝たきりにな
らないまでも、高齢者は運動量が増えないので筋肉量が減ってい
きます。次第に不健康に傾いていく。そのときに、あたかも運動
したかのような履歴が残る食品を与えることで、運動のできない
高齢者も、運動効果を一部食品で代替できると考えます。

―どういう研究方法で見つけていくのですか
佐藤：Assay 系（分析・評価）といい、評価方法を定めて生体側
の機能を解析する基礎研究ですが、薬と同じ考え方ですね。効く
ものをピンポイントで探して見つける。意外にごく身近な食品の
中に含まれているものです。我々の研究に対し製薬会社や食品
メーカーが商品化に発展させてくれるというのがいいですね。相
互に結びついて社会貢献していく連携プレイが一番です。
―本日はどうもありがとうございました。

食品は高齢化社会を救うキーワード

1956年　東京都生まれ 
1980年  3月　東京大学農学部卒業
1985年  3月　東京大学大学院農学系研究科修了（農学博士）
1986年  4月　帝京大学薬学部助手
1990年10月　同上　退職　テキサス大学 メディカルセンター
　　　　　　　 University of Texas Southwestern Medical Center博士研究員
        (1985年ノーベル生理学・医学賞Goldstein博士、Brown博士研究室)
1994年  8月   帝京大学薬学部講師復職
1995年  7月   大阪大学薬学部助教授
1999年  8月   東京大学大学院農学生命科学研究科助教授
2004年11月   同上　教授　　現在に至る
2009年  5月   「食と生命」総括寄付講座代表兼任
2010年  4月   総長補佐

撮影：アック東京

Ryuichiro
Sato

農学部生命科学総
合研究棟の前で。
この建物の手前右
側に新しくＳＲＣ
造、地上８階建の
フードサイエンス
棟（設計 : 久米
設計、施工：大
林組）が建つ。



「 (仮称）Ｍ4 新築工事」地鎮祭
　　　                  　10月19日

構造：RC 造　
規模：地上 3 階
用途：共同住宅
設計：ミリグラムスタジオ
完成予定：201１年 5 月

構造：RC 造　
規模：地上 4 階
用途：店舗　
設計：佐藤成一建築設計事務所
完成予定：2011 年 6 月

「ONASSIS JAPAN 本社ビル
（代官山恵比寿西2丁目PJ）新築工事」
　地鎮祭                     10月13日

　NY 発のメンズファッションブランド
「ONASSIS」の日本本社ビルです。
URL:www.ona-ssis.com

TOPICS/INFORMATION

K 邸　現場見学会を開催しました　　　10 月 14 日
　10 月 14 日、渋谷区本町 K 邸の現場見学会が行われました。設計の小松清路先生が講師を務める「東京デザイナー学院インテリアデザイン科」
の学生さんなど 17 名が参加。学生は 7 名が女性、また台湾、香港からの留学生も 8 名いて、ほとんどの人が建築現場に入るのは初めてとのことでし
た。弊社からは、営業担当者 1 名、現場関係者 3 名も参加、にぎやかな見学会となりました。
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・東京大学農学部の弥生講堂アネックス「セイホクギャラリー」は木質構造による HP シェル構造。2010 年日本建築学会作品選奨に選
ばれています。このセイホクギャラリーや赤門前の研究センター、農学部フードサイエンス棟など、法人化後の東京大学は寄付金によ
るキャンパスの整備が進んでいます。毎週土日には学生によるキャンパスツァーが開催されています。申し込みは HP から。

編集後記

「 吉祥寺　K 邸新築工事」　地鎮祭
10 月 28 日

　田端駅近くの閑静な住宅地に建つこ
だわりの集合住宅の工事に着手いたし
ます。

構造：RC 造　
規模：地上２階
用途：専用住宅
設計：椎名政夫建築設計事務所
完成予定：201１年 6 月

　井の頭公園近くの、大きな敷地に建つ、
２階建ての住宅です。

　はじめに、弊社営業担当者より、
会社説明を受け、その後小松先生
より建物の概要を説明。安全に対
する注意事項を受け、慣れない手
つきでヘルメットを装着。軍手を
はめていよいよ入場です。

　2 日前に地下 1 階のコンクリー
トを打ち込んだばかり。たくさん
のサポートが立てられています。
上の階を建てるために外壁を立
て、現在鉄筋を立てる作業を行っ
ている最中です。

　杉板型枠と普通型枠が並んで
立ち上がっている場所で、違い
を説明する、現場担当者の村田。
コンクリートの型枠にはいろん
な種類があります。

「コンクリートの床に穴が開いて
いるのは、何のためでしょうか」
など、質問を繰り出す小松先生。
 一方、「部分的に杉板型枠にした
のはどうしてですか？」という質
問をする学生もいて、思わず「い
い質問だ」と顔がほころぶ先生。

　セパレータの締め方や鉄筋の組方、
さらに溶接の話をする村田。

「コンクリートは生き物だと思ってくだ
さい」と、実物を使っての説明で学生
さん達も納得。

　コンクリート強度を尋ねられました。
基本的には 24 ～ 30N ／ mm2 ですが、
今回は 36N/mm2 です。
　施工図には実際に施工することになっ
たときに必要な情報を盛り込んだ、意匠・
構造・設備などの詳細な図面があり、コ
ンクリート強度は構造図に記載されてい
ることを確認させています。インテリア
デザインの勉強にも、躯体工事の理解は
重要です。
　台湾から来た学生の一人は、5 年間
の現場経験者（右端）。同級生たちの
質問に、施工図を見ながら中国語です
らすらと答えていました。日本語もか
なり堪能。留学生たちは総じてまじめ
で、礼儀正しく、積極的な姿勢が印象
的でした。

　見学会が終わり、全員で記念
撮影。「本日の感想を簡単にレ
ポート提出のこと」という宿題
が出て、解散。
　弊社のニュースレターや会社
案内も持ち帰りいただきました。
　
 皆様、お疲れ様でした。


