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　いよいよ、東京2020オリンピック開催
まで1年を切りました。メイン会場が多く存
在する東京臨海部では、各施設の建設が
着々と進んでいます。選手村となる予定の
HARUMI FLAGも、工事の大詰めを迎えて
います。一方、大阪の臨海部では、2025
年大阪・関西万博に向けた準備が始まった
ところです。
　東京をはじめ、大都市では、比較的大き
な敷地を確保できる臨海部が、街づくりの

大きな要素として、重要度を増しています。
巻頭言をお願いした木下先生には、グレー
ター臨海副都心という言葉を紹介いただきま
した。芝浦、豊洲、東雲をはじめ、京浜臨海部、
横浜みなとみらい、など、街づくりは長い期
間をかけて徐々に形作られていきます。大規
模エネルギーネットワークの活用も、大事な
要素となりつつあります。
　1964年の東京オリンピック、1970年の
大阪万博と続いた国家的イベントの再来で

すが、日本を取り巻く状況は、インバウンド
の増加、産業構造の急激な変化、増えない
人口、増える高齢者など、「ALWAYS三丁
目の夕日」で描かれていた当時とはまったく
様相を異にしています。今回のオリンピック、
万博は、50年後にはどのようなレガシーとし
て、後世に受け継がれているでしょうか。今
回の特集で紹介いただいたプロジェクトをは
じめ、今後の臨海部の街づくりから目が離
せません。　　　　　　　　　　　 （M.A）

C o n t e n t s

特集  臨海部の街づくり
巻頭論文
街をデザインする：
それからの東雲とこれからの臨海部 1
木下　庸子　建築家　工学院大学　建築学部　教授　設計組織ADH 代表

レポート
価値を生みだす創造的な臨海部を創出する 4
野原　卓　横浜国立大学大学院　都市イノベーション研究院　准教授

HARUMI FLAGから見える臨海部の街づくりの未来 6
佐藤　悠　株式会社日建ハウジングシステム　設計監理部　副部長　

(仮称)豊洲六丁目4-2、3街区
プロジェクトとエリアの価値向上に向けた取り組み 8
西川　宙　清水建設株式会社  投資開発本部  主査

豊洲埠頭における
スマートエネルギーネットワークの構築 10
川崎　茂　東京ガス株式会社　エネルギーソリューション本部　都市エネルギー事業部スマエネ事業推進部　担当部長

竹芝地区開発計画
都心と海をつなぐ拠点とにぎわいの創出 12
浅見　邦一　鹿島建設株式会社　建築設計本部　建築設計統括グループ　グループリーダー

みなとみらい２１中央地区20街区ＭＩＣＥ施設
整備事業における官民連携の街づくり 14
山岸　眞治　株式会社竹中工務店　PPP/PFI推進室長

みなとみらい２１地区における住宅 16
白井　正和　横浜市　こども青少年局　こども施設整備課（前・都市整備局　みなとみらい２１推進課） 課長

都市再生の変遷と
2025年大阪・関西万博を契機とした大阪のまちづくり 18
角田　悟史　大阪市都市計画局　局長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

調査研究発表会
2019年度調査研究発表会の開催報告 20

活動ニュース／活動記録ほか 22

表　紙：アルベロベッロのトゥルッリ。
イタリア南部の町アルベロベッロの
伝統的家屋群で世界遺産登録され
ている。
円錐形の石積屋根が特徴的で16
世紀から17世紀にかけ開拓農民に
よって造られ、現在も住居や店舗と
して利用されている。

裏表紙：高台の広場から見たトゥルッリ群の
眺め。

撮　影：荒城　隆　
撮影日：2012年7月

新都市ハウジングニュース　2019年夏号　Vol.93

新都市ハウジングニュース Vol.93 2019. 夏● 25



新都市ハウジングニュース Vol.93 2019. 夏● 1

■■■ 「グレーター臨海副都心」という概念
　「臨海副都心」という名が耳なじむようになって久しい。それもそ
のはず、東京都により臨海副都心が策定されたのが1995年であ
るから、かれこれ四半世紀が経つ。「臨海副都心」は、1958年に
指定された新宿、渋谷、池袋のいわゆる「3大副都心」と、1982年
に追加された上野・浅草、錦糸町・亀戸、および大崎の「3副都
心」に次ぐ7番目の副都心である。臨海副都心は厳密には江東区
有明、港区台場、江東区青海、品川区東八潮から構成されるエリ
アとされているが、我々がいわゆる「臨海部」として思い描くエリア
に実は、中央区の佃島、月島、晴海、江東区の豊洲、東雲、港区
の芝浦、海岸、品川区の天王洲などの湾岸部で近年街が変貌を
遂げたエリアもおのずと含まれるのではないだろうか。そこでここ
では、中央区、江東区、港区、品川区などの湾岸エリアも含めて「グ
レーター臨海副都心」として捉えたい。
　来年にオリンピックを控え、今この「グレーター臨海副都心」のひ
とつのエリアである晴海地区には急ピッチで選手村宿泊施設が
建設されつつある。また選手村宿泊施設はオリンピック終了後に
はマンション（分譲・賃貸）に改修されるとのことである。「選手村
マンション」は面積約18ヘクタール、計画住戸数約5,650戸の新し
い街として誕生予定である。2018年10月31日の日本経済新聞の
記事によると、その新しい街の名称は「HARUMI FLAG （ハルミ 
フラッグ）」になると発表された。
　実はしばらく前に、私の事務所の設計組織ＡＤＨもまたグ
レーター臨海副都心のひとつのエリアである東雲に、HARUMI 
FLAGと近い規模の、約16ヘクタール、計画総住戸数が約6,000
戸の東雲一丁目地区の新たな街づくり事業の一部に携わった。担
当したのは「東雲キャナルコート中央ゾーン（以下、東雲キャナルコー
ト又は中央ゾーン）」と呼ばれる賃貸住戸数約2,000戸のプロジェ
クトである。中央ゾーンは当時の都市基盤整備公団（現、独立行
政法人都市再生機構、以下、UR）が「21世紀の街づくりと住まい
づくり」をテーマとして取り組んだ、社会的にもインパクトのあった
プロジェクトとしても知られている。
　その中央ゾーンも2005年の竣工以来、時を経て街の成熟が肌
で感じられるようになった。「ローマは一日にして成らず」という有
名な表現に代表されるように、東雲キャナルコートも1995年の土
地取得から数えると、完成までに約10年、その後魅力ある街に育
つまでに更に10年強の月日を費やした。また、中央ゾーン以外の

晴海通り、辰巳運河に面した周辺ゾーンは高層住居誘導地区と
して、民間ディベロッパーとの共同開発による事業であり、2013年
に合同庁舎の完成をもって、周辺の超高層住宅群の整備も完了
した。そこで本稿では、土地取得から「住みたい」まち東雲（図１、
図2）に生まれ変わるまでの軌跡を、とりわけ中央ゾーンに焦点を
あてながら紹介したい。

■■■ 工場跡地の街づくりと住まいづくり
　東雲一丁目地区の開発敷地は三菱製鋼（株）東雲工場跡地で、
東京駅から直線距離にして約5キロの交通利便性の高い立地に
ある。工場跡地は東西約330メートル、南北約550メートルの矩形
の地型の南西部が一部かき取られた形状であった。この開発エ
リアは東側が辰巳運河、西側は晴海通りに面している。中央ゾー
ンは5.5ヘクタール6街区が「まちなみ街区」として位置づけられ、

街をデザインする：それからの
東雲とこれからの臨海部

建築家　工学院大学建築学部　教授　設計組織 ADH 代表

木下　庸子
（きのした　ようこ）

1956年東京都生まれ。1977年スタンフォード大学卒業。1980年ハーバード大学デザイン学部大学院
修了。1981～ 84年内井昭蔵建築設計事務所勤務。1987年設計組織 ADH設立。2005 ～ 07年
UR都市機構都市デザインチームチームリーダー。現在は工学院大学教授、設計組織 ADH代表。

図1　東雲キャナルコート空撮 2016年

図2　江東区東雲地区町丁目別 人口推移
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URによってまちなみ誘導型地区計画を設定し道路斜線緩和や日
影規制除外などを果たすことで、容積率400パーセントの高層高
密度型の市街地開発にUR自らが取り組んだ（図3）。厳密には第
5街区は「民間供給支援」と呼ばれ2002年よりスタートした、UR
が整備した敷地を民間事業者に定期借地で賃貸し民間事業者に
よる賃貸住宅の建設・供給を支援する制度によるものであり、この
制度による実施例の第一号である。具体的には、第5街区の賃貸
住宅は東京建物株式会社が建設し現在管理運営を行っている。
　再開発にあたっての都市計画決定による用途地域の変更が成
されたのが1999年11月で、12月にはURが実施した東雲キャナ
ルコートのプロポーザルにおいて中央ゾーン6街区に携わる6建築
家グループが選出された（図4）。プロポーザル当時の晴海通りは

交通量も多
くトラックが
頻繁に行き
かう、いわば
産業道路で
あったが、こ
こを生活道
路に変えて
いこうという
東京都や国
の考えに基
づき、そ れ
までの東雲
地区の持つ

「工場の町」「倉庫の町」というイメージから「生活の町」へと地域の
イメージを大きく変えようという意図のもと、URのリーディングプロ
ジェクトとして位置づけられた。
　中央ゾーンの実施にあたり当初から掲げられたテーマは「コラボ
レーションによるまちづくり」と「多様化する家族のための新しい都
市居住への追求」であった。言い換えれば新しい都市モデルとい
う住まいの外側からと、新しい居住モデルという住まいの内側か
らという双方の視点であった。
　プロジェクトの実現の鍵は3本立てで実施された仕組みにあっ
た。まず初めが、建築家が参画するにあたり東雲のまちづくりコン
セプトとしての企画・提言を打ち出す「まちなみ街区企画会議」が
立ち上げられた。作曲家の三枝成彰氏が委員長、プロデユーサー

の残間里江子氏がコーディネーターとして、社会の
第一線で活躍するプロフェッショナルによる「新し
い時代にフィットするライフスタイルを実現するま
ちづくり」に向けて検討が進められた。結果、こ
のまちの目指す個性は「東雲モード」と定義され、
具体的なキーワードとして「新しい時代のグッドア
ドレス」「多彩な家族像、ライフスタイルを受け入れ
るいきいきとしたまち」「東雲モードを確立し、外部
から人が訪れるまち」など、全ての関係者が共有
できる、しかもインパクトある提言が抽出された。
　2番目の仕組みは設計期間に定期的に開催さ
れた「東雲デザイン会議」である。基本設計は6
街区、6建築家グループによって同時進行で行わ
れたので、会議は各街区の設計者、ランドスケー
プ、照明、サインデザインのチームに加えURのメ
ンバーで構成された。ここでは「東雲モードのライ
フスタイル」を実現する住まいの考え方が模索さ
れた。この会議は第１街区の設計者でもある山
本理顕氏がデザインアドバイザーとして全体を取

りまとめ、ランドスケープアーキテクトの長谷川浩己氏が屋外デザイ
ンを総合調整するアドバイザーとして参加し、本デザイン会議が設
計を含む全ての決定機関として機能した。
　3つ目の仕組みは、設計の手がかりとなる「緩やかなガイドライ
ン」の作成であったが、これはむしろ設計に参加した建築家グルー
プが同レベルの価値観を共有していたことで、ガイドライン自体は
柔軟なものでも充分に機能した。例えば、「コモンボイド」「緑のプ
レート」「エアポケット」など街区ごとに別々の名称で呼ばれる共用
テラスはまさに、共有する価値観の具現化である。言い換えると
それは、東雲デザイン会議において、都市居住という高密度な環
境における住まいの延長として自然が感じられる外部空間の重
要性について6建築家グループがその機能とデザインを共有した
ことによるものであろう。結果、各街区がそれぞれのアイデンティ
ティーを保ちながら、集合としてのまちなみ形成に寄与する中央
ゾーンへと発展を遂げた。

■■■ 「東雲モード」のデザインから「シノノメ 
スタイル」のタウンマネジメントへ

　第一期工事の１、2街区が完成したのが2003年である。その
後第二期（3、4街区）、第三期（5、6街区）と続き、東雲キャナル
コート中央ゾーンが完成を見たのは2005年であった。計画当初か
ら東雲キャナルコートの住まいはステレオタイプ化されない豊富な
バリエーションを提供し、家族形態、ライフスタイル、ライフステージ、
ワークスタイルや収入に応じて選択できる住まいとして構想された。
職住近接の現代の生活スタイルを積極的にサポートするために、
SOHOのような仕事場兼住まいの需要も見込まれたので、必ずし
もnLDKに代表される核家族を前提とした住戸形式にとらわれな
い都市居住の提案が目標であった。実は、設計時にはどちらかと
いうと単身者やカップルなどに支持される都市居住をイメージした
のだが、実際に入居が始まると子どものいるファミリー世帯の支持
も得る結果となった（図5）。振り返ってみると子育てファミリー層
の住居への関心は、従来のようなnLDK型ではなく、むしろ選択
できる住まいのバリエーションとデザイン性にあったといえるのでは
ないだろうか。
　街づくりという観点から見ると、東雲キャナルコート中央ゾーンの
6街区の中心部には幅員10メートルの「S字アヴェニュー」が通っ
ており、歩行者専用の「ペデストリアン・プリシンクト」となっている。
それに沿って保育園、託児所、塾、クリニック、カフェ、コンビニ、ク

図3　地区概要

図４　東雲キャナルコート 中央ゾーンマップ
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リーニング店などの都市的居住環境を快適に過ごすための生活
支援施設や商業施設が集約されている。このようにS字アヴェ
ニュー周りの整備された環境が、またS字アヴェニューに向けて開
かれた周辺住戸があることにより、柔らかくプロテクトされたまち
という印象をつくり出し、実際に防犯上も安全で守られた外部空
間の存在がファミリー層にも受け入れられたのではないかと考える。
言い替えるとここは都市のなかでコミュニティの場としてのアイデン
ティティーを保っており、歩行者専用で安全な都市の街路空間とし
て、また子育てにとっても心地よい都市空間として機能しているの

である（図6）。
　東雲キャナルコート
はできた時に脚光をあ
びたプロジェクトであっ
たが、建築により形成
された街はできた時が
完成とはとても言い難
い。むしろ、街が当初
の輝きを持ち続けるた
めには育てあげられな
ければならない。その
ような街を育てるとい
う目的でURの意向の
もとに立ち上げられた
のが、タウンマネジメン
ト事務局「シノノメスタ
イル」である。
　東雲キャナルコート
は建築のデザイン、豊
かで安全なS字アヴェ
ニュー周りの外部空間、
クリエイティブな考えを

持つ居住者など、街をブランド化するための資源は揃っていた。住
民から望まれた「S字アヴェニューの活性化」や「住民の交流」に
対して、そのような住民とURや施設事業者を緩やかに繋ぎコー
ディネートするのがシノノメスタイルの役割である。当初は事務局が
仕掛けるイベントが中心だったと聞くが、次第に住民からのリクエス
トも増え、結果、現在のシノノメスタイルは住民が主体となって動け
るよう運営支援を行う役割へとシフトしつつあるという。
　シノノメスタイルのもう一つの特徴は東雲キャナルコートに事務所
や拠点を持たずに活動しているという点である。情報発信はホー
ムページを中心に行われ、連絡、調整はメールやSNS等が活用さ
れている。これは20世紀の管理組合や団地の自治会に代わる
21世紀のデジタル時代におけるタウンマネジメントの形であり、今

後のタウンマネジメン
トのひとつのモデルと
して取り上げられるべ
き事例と考える。

■■■ 「選手村マ
ンション」に見る
グレーター臨海
部のこれから

　2020年の東京オリ
ンピック会場は、1964
年のオリンピックのレ
ガシーを引き継ぐ「ヘ
リテージゾーン」と都

市の未来を象徴する「東京ベイゾーン」から構成される。ベイゾー
ンの会場の多くは江東区の臨海部に集中しており、オリンピックを
契機に臨海部は間違いなく一新する。また冒頭で述べた選手村
宿泊施設が建設されている中央区晴海五丁目には新しい街づく
り構想が描かれている。オリンピックの選手村宿泊施設として建
設が予定されているのは14 ～18階建ての宿泊施設21棟と商業
施設であるが、オリンピック終了後にはマンションに改修、更には2
棟の50階建てのタワーマンションも建設されて、東雲一丁目と類似
規模の街HARUMI FLAG の誕生が構想されている。
　2016年に東京都都市整備局が発表した計画によると、新しい
住まいづくりは「ライフスタイルの変化や様 な々ニーズに対応できる
多様な住戸バリエーションを確保」するとされている。一般向けの
分譲マンションだけでなく、サービス付き高齢者向け住宅や若者
のためのシェアハウス、外国人のためのサービスアパートメントなど
も計画されている。生活支援施設としては商業施設の他、クリニッ
クモールや保育園なども整備されるという。更に、エネルギー計画
では水素ステーションが整備され、BRT＝バス高速輸送システム
やFCV＝燃料電池車への水素供給も予定されているので、街づ
くりといい、住まいづくりといい、まさに少子高齢化時代と向き合
いつつも次なる時代を先取りする集合住宅を予感させる。
　事業完了予定が2024年であるから街の成熟した姿は少なくとも
更なる10数年後にしか目にすることはできない。「選手村マンション」
というオリンピックにまつわる街としての話題性もあり、またブランド
としての価値も存在するであろう。しかし、魅力ある街並みを持
つ「住みたい」まちに育て上げるためには、完成後のタウンマネジ
メントにこそ大きな課題が委ねられているのではないだろうか。

※本稿における「街」、「町」、「まち」の使い分け：「街」は賑わいを含む場合に用い、
それ以外は「町」とした。「まち」は名称、標語、などすでに使用されている場合、あ
るいは概念を表す場合に用いた。
※図版提供：図1、3 UR都市機構　図2、4、5、6 URリンケージ

参考文献
書籍  木下庸子、植田実「いえ 団地 まち―公団住宅 設計計画史―」、住まい

の図書館出版局、2014年2月28日
雑誌  1）木下庸子「集合住宅を通して見る東京の課題」、建築雑誌、 JABS 

Vol.130、No.1670、2015 04、日本建築学会、pp20-21、2015年4月20日
2）「集住体のいま『ユニットから集合住宅へ―東雲10年を語る』」、City 
in City vol.27、2015年、公益社団法人 全国市街地再開発協会、pp3-
12、2015年3月25日
3）「特集３ デザインする街-１ 東雲キャナルコートCODAN」、INAX 
REPORT NO.167、July 2006、pp43-53、2006年7月20日

電子文書　https://ja.wikipedia.org/wiki/東京臨海副都心
https://ja.wikipedia.org/wiki/都心
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37179540R31C18A0L83000/
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KEIKAKU/2016/03/70q3v100.htm
http://www.2020games.metro.tokyo.jp/taikaijyunbi/taikai/map/heritage- 
tokyobay/index.html

図5　東雲一丁目地区 人口推移（年齢5歳階級別）

図6　東雲キャナルコート S字アヴェニュー
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価値を生みだす
創造的な臨海部を創出する

横浜国立大学大学院　都市イノベーション研究院　准教授

野原　卓

　2019年は、我が国に初めて都市計画法が誕生してからちょうど100周年、
新都市計画法に改編されてからほぼ50年（1968年）にあたり、各地で改め
て「都市計画」という手法の成果と課題について振り返りが行われている。
日本の近代都市計画の役割を大雑把に整理すると、二つの役割として整
理することができる。すなわち、一つは、殖産興業（産業の近代的発展）を
推進すること、そしてもう一つが、都市問題を解決しながら良好な市街地（特
に住宅地）を創出することである。
　前者については、「道路橋梁及河川ハ本ナリ水道家屋下水ハ末ナリ」（東
京市区改正意見草案）という言葉にもある通り、まずは産業、そして、これを
発展させるインフラストラクチュアの整備が先行した。特に、貿易と工業の発
展が目標となるなかで、資源の少ない日本では、海外からの輸入品の流通、あ
るいは輸入資源を基にした製造業が、輸入品を荷揚げしやすい臨海部に発
達した（海運による輸出入・移出入で有利な「資源立地」）。また、戦前期には、
浅野總一郎などを始めとした実業家による工業地帯造成や埋立てが進めら
れ、戦後には、各地方都市に臨海工業地帯が造成されていくこととなる。
　後者については、産業革命以降、職を求めて農村から人口が流入し、都
市も急速に膨張した結果として発生した「都市問題」（過密問題・衛生問題・
公害問題）を解決すべく、快適な生活環境（住宅地）を生みだすためのルー
ルづくりや事業が進められた。特に工業化の進展の中で、工場が公害を引
き起こす要因となると、都市計画は、美しく潤いある都市形成のために、環
境を侵す工場を都市の外部に追い出した。その結果、都市の端部である臨
海部に工業空間が立地することになる。瀬戸内の臨海部や島しょ部にある
精錬所の立地などを見ても、その様子が見てとれる。
　このように、臨海部が産業空間化する一方で、改めて日本の臨海部の変
遷に目を向けると、元来、砂浜・海岸・がけなどの自然地形が、海と陸との境
界を緩やかに包んでいた中で、漁村や流通のための港（湊）を基に生まれた

「みなとまち」が、海
と陸の接点としてこ
の両者をつなぐ「コ
ネクター」の役割を
果たしてきた。物資
の流通をもっぱら水
運が担っていた時
代には、各地からの
物資がこの「みなと
まち」に集積すると
同時に、このみなと
まちは、様々なもの
と出合う、生活や文
化も運んでくる「窓」
のような存在であ
る。実際に、臨 海

部が有する役割を改めて考えてみれば、「漁業」「流通（運搬・保管）」「産業・
製造」「交通（移動）」「観光」「レクリエーション（市民アクセス）」「居住」「生態
系・環境保全」など、様 な々役割を同時に担う「複合空間」であることがわか
る。例えば戦前期の京浜臨海部などを見てみると、工業地帯の先に海水浴
場が設置されていたり（京浜急行線子安駅あたりでは、海水浴場や割烹が
あったり、扇島が防波堤だった時代は、臨時駅から船で向かう臨時海水浴
場が夏季限定で営業していた）、運動場があったり、必ずしも工業一辺倒の
空間ではなかった。しかし、戦後の臨海部は、生産効率向上を目指して流
通系・工業系用途で埋め尽くされ、風景は画一化されてゆくと同時に、市民
が海にアクセスできない空間となってしまった。
　さらに、船舶・運搬技術が発達して、コンテナとガントリークレーンを用い
る大型貨物船が直接埠頭の岸壁に着岸して物資を搬出入するようになると、
臨海部空間のスケールも大型化し、かつての港湾空間では大きさが合わなく
なり、その機能は沖合へと移動している。その結果、それまで流通や産業を
担ってきたかつての港湾都市部が空洞化してきているのが現状である。
　このような背景の中で、臨海部が有する本来の複合性と価値を引きだす
ことのできる空間形成や、これまでアクセスできなかった市民の水辺利活用
などを含めて、現在、臨海部のあり方、ビジョンの再構築が求められている。

　前述の通り、近年では、産業構造の変革や流通・港湾機能の大型化・
沖合化に伴い、産業施設として使われなくなった臨海部の土地利用変化（低
未利用化もしくは都市化）が進んでいるが、ここでは特に、京浜臨海部（東
京から横浜までの臨海部）に着目して、多様な展開を見ることにする。80年

臨海部の豊かさを考える

創造的な臨海部を目指して

(のはら　たく)
2000年東京大学大学院工学系研究科修士課程修了。大手設計事務所、東京大学助手・助教として勤務の後、
2010年に横浜国立大学、2011年より現職。専門は、都市計画、都市デザイン。横浜市、大田区、喜多方市などを始
め多くの都市で都市デザイン実践および研究に従事。主な著書に『アーバンデザイン講座』（共著・彰国社）など。

図１　京浜臨海部におけるインダストリアルパーク化の提案
　　  【出典】参考文献3）

図2　天王洲エリア（品川区）の創造空間化 
　　  【出典】参考文献2）
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特集  「臨海部の街づくり」

価値を生みだす創造的な臨海部を創出する

代頃から、低未利用化した倉庫などを低廉な賃料で、ディスコやレストランなど
のにぎわい施設（1991年から94年まで活用されたジュリアナ東京なども記憶
に残る）、ギャラリーやアトリエ、小劇場などの芸術空間などに利活用するなど、
リノベーション、あるいは、創造空間としての利活用は、この臨海部空間から始
まったとも言える。最近でも、例えば、東京都港区にある新聞の印刷工場を
オフィス・ギャラリー・イベントスペース・カフェなどが集まる創造複合拠点へと用
途転用（コンバージョン）した施設（TABLOID）を始めとして、倉庫空間の伸
びやかさを活かした新たな創造的可能性を示すような利活用が進んでいる。
　特に、単なる転用だけでなく、これまでの産業（工業・流通・保管）などを
活かしながら、新たな創造性を付加して面的な再生を進める事例もみられる。
天王洲エリア（東京都品川区）では、倉庫会社（寺田倉庫）を中心に、倉庫
をビール醸造所およびレストランにリノベーションし、水上レストランも用意した
施設（T.Y.HARBOR等）や、高い天井高を利用して大型作品の展示や保
存保管もできる文化発信拠点（TERRADA Art Complex）、建築家が製
作した数々の「建築模型」を、調温調湿して良好な状態で保ちつつ、ミュージ
アムとしても一般公開する形で活用する施設（建築倉庫ミュージアム）、失わ
れつつある顔料（4200色以上の岩絵具）などの良質な画材を「集め」「保
管」しながら利用してゆく画材ラボ（PIGMENT）、倉庫での保管技術を用
いて高価なピアノなどを保管管理しつつ公開するような施設など、エリア全
体に広がる利活用を、臨海部で発達した倉庫業態を白紙にするのではなく、
倉庫業態が有する技術と都市的利用を融合させた「ハイブリッド型」創造
空間として展開している点が新たな様相を生み出していてとても興味深い。
　一方、大田区の臨海部には、内陸部の住工混在を解消するために埋立て
してつくられた工業島（城南島・京浜島・平和島・昭和島など）が多く見られ
るが、これらは主に都市計画法上の工業専用地域に指定されており、工場
が撤退しても、住宅・商業等は配置できず、その結果、工場跡地の転用とい
えば、リサイクル（産業廃棄物回収）施設や、駐車場（羽田空港に近接する
ため）などしか選択肢がなかった。しかし、近年、城南島では、株式会社東
横インの倉庫として活用されていた建物を活かして、加工・製作機能を有す
るスタジオやホールを中心としたアート複合施設（ART FACTORY城南島、
運営：東横イン元麻布ギャラリー）や、京浜島では、鉄工所施設の半分を工
場として維持しながら、残りの半分を企業が貸借して、クラウドファンディング
も交えながら創出されたアートの製作展示拠点（BUCKLE KÔBÔ、運営：
寺田倉庫）など、新たな創造空間が生まれている。京浜島では、この拠点を
中心として、周辺の工場や産業空間、公園や道路も活用して、年に一度「鉄
工島FES」というアートと音楽・クリエイティブ・モノづくりが融合するイベント
も開催されるなど、新しい展開が見られる。
　今後、新たな担い手も交えた魅力的な産業創造空間が生まれてくるため
には、「生産」だけに着目するのではなく、「ヒューマンキャピタル」（人材）も合
わせて考える必要がある。例えば、現状の法制度では、工業専用地区でか
つ臨港地区である場合、港湾労働者の福利厚生施設などを除くと店舗等
のサービス空間の立地には制限がかかるが、新たなモノづくりの担い手を求
めてゆくためには、魅力ある新しい職場空間としても魅力や快適性が求めら
れてゆく。ただし、こうした都市的要素も挿入するには、交通安全性なども含
めて、産業に特化した空間から生産環境と都市環境のバランスを考えた再
編整備が必要となる。

　筆者は、2004年から2007年にかけて、京浜臨海部の再生に関する共同
研究(横浜市・東京大学)に参画した際に、新たな価値創出型臨海部に向
けての検討を行った。これまで、日本では産業の高付加価値化と地方振興
との融合を図る「リサーチパーク」が地方都市の山間部に多く整備されたが、
新産業が展開するには、資源や製造以上に創造的人材の集積がカギにな
るものの、結果的には、産業団地と都市との関係を生み出しきれずに必ずし
も定着しなかった。その点、様 な々人材が集まる豊かな都市に近接しながら
も、市街地と一応分離された産業空間であり、水と緑にも触れられる「臨海
部」という場所は、正に「現代版リサーチパーク」としての可能性を有している。

実際、ここ10年間では、市街地に近い臨海部の産業空間において、オフィス
ビルやR&D施設などへの「研究開発機能化」が進んでおり、ほどよく市街
地や繁華街も近接していることから、研究開発とデザインも交えた「インダスト
リアルパーク」への再編も考えられる。さらに、この産業空間の中には、これ

まで民間企業が
所有していて公開
されていないもの
の、歴史的文化的
価値のある建 造
物や構造物なども
多く存在している。
また、工場見学を
始めとした産業観
光の人気も根強く、
横浜都心部（みな
とみらい）から、船
で運河を通って到
着する工場見学
ツアー（キリン横
浜ビアビレッジ）な
ども行われている。

一方で、市街地へのアクセスもよく、大きな街区を獲得できる臨海部で、高層
住宅開発用地としても人気があるものの、臨海部の魅力を引き出す形での
新しい「暮らし方」「住まい方」の開発はまだ遅れており、豊かな海辺の暮らし
方に対する探求が求められている。
　近年、京浜臨海部の再編整備は加速している。前述のような港区・品川
区でのリノベーションの展開のみならず、大田区では、羽田空港跡地の再編
整備（第一ゾーン、第二ゾーン）において、新たな先端産業・文化産業拠点
の形成が計画されており、川崎市では、臨海部の重厚長大型工場跡地にラ
イフサイエンスなどを中心とした研究開発拠点形成が進んでいる（殿町キン
グスカイフロント）。横浜市では、ここ20年を通じて、都心臨海部のウォーター
フロントの再生が継続的に進められてきた。みなとみらいの臨海部（臨港
パーク）や、汽車道から赤レンガ倉庫の再編、大桟橋国際客船ターミナルの
整備や象の鼻パークの再編、近年では、「横浜ハンマーヘッド」という直接客
船が接岸できる、ターミナル併設の複合施設が建設中である。横浜では、臨
海部（インナーハーバー）に多く設置された埠頭が将来的に使われなくなる可
能性があるなかで、これをどのように都市的活用に転換してゆくべきかが議
論されており、横浜湾における、瑞穂ふ頭の先端を中心として陸がリング状
に取り囲むという特異な形を「アーバンリング」と表現し、このリング状の市街
地に分布している生活機能・交流機能・産業機能を、インフラと水面を通じ
て相互連携させることで、各埠頭や海面の新たな利用を図る提案が示され
ている（『海都横浜構想2059』【提案：大学まちづくりコンソーシアム】）。
　このように見てくると、京浜臨海部では様 な々再編が起こりつつあるが、そ
れぞれは個別に進められている。ここで、将来の創造的な価値を生みだす
臨海部の利活用の連続体（クリエイティブベルト）という視点で横串を通すこ
とによって、新たな可能性を見出すことができる。こうした新しい芽を紡ぎあ
げながら、臨海部が本来有している交流の窓、複合的な豊かさを活かした創
造的な空間の創出が求められているのではないだろうか。

※本稿は、参考文献1）・2）を基に、加筆修正したものである。

京浜臨海部クリエイティブベルトの可能性

参考文献
1）野原卓（2015）「モノづくりのまちづくり－産業空間と生活空間の関係性回

復に向けて」、都市計画64巻3号（315）、日本都市計画学会、pp.66-69
2）野原卓（2017）「みなとまちを「ひらく」～機能分化型臨海部から価値創出

型臨海部創出に向けて～」、都市計画66巻1号（324）、日本都市計画学
会、pp.68-71

3）京浜臨海部再生研究会(2008)『京浜臨海 ブラウンフィールドからの空間
再生』、東京大学21世紀COEプログラム「都市空間の持続再生学の創出」

図３　城南島・京浜島（大田区）の創造空間化　
　　  【出典】参考文献2）
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HARUMI FLAGから見える
臨海部の街づくりの未来

株式会社日建ハウジングシステム　設計監理部　副部長

佐藤　悠

　「晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業（HARUMI 
FLAG）」は「2020東京オリンピック・パラリンピック競技大
会選手村」として一次利用することを目的の一つとして、官民
が連携して開発が進められている、まさに国家的事業である。
　ただし、選手村としての利用はあくまでも一次的なもので
あり、この再開発事業はオリンピック・パラリンピック後の街
づくりの「Legacy（レガシー）」となる街づくりを見据えて行
われている。
　５つの街区からなる「HARUMI FLAG」と併せて、中央
区による小中学校の新設、東京都によるマルチモビリティー
ステーション（MMS）や、水素ステーション、街区道路、防潮
堤の新設、既存の臨港消防署建替え移転、更には晴海ふ頭
公園の再整備、緑道公園の新設などの関連事業が同時期に
行われ、晴海５丁目に新たな街が形作られる。
　「晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業」では、18ha

に及ぶ事業区域に、基盤部分である道路整備を東京都が、
３つの分譲住宅街区、１つの賃貸住宅街区、及び１つの商
業街区を主要ディベロッパー11社からなる特定建築者がそ
れぞれ開発を行い、最終的には分譲・賃貸併せて5600戸を
超える住宅が供給される、住宅を主とした再開発事業である。

　臨海部では、豊洲のように職住近接でオフィスと超高層の
タワーマンションを核とした高層住宅による開発が一般的で
あるが、「HARUMI FLAG」は臨海部では珍しい中層集合
住宅主体による面的な開発事業であり、臨海部では近年特
に稀有な存在である。
　駐車場を地下に収めることにより、地上部分に広大な空
地・緑地を確保することを可能とした「HARUMI FLAG」は、
街の中心軸に対する賑わいの創出やレインボーブリッジなど
の臨海部ビュースポットからの新しい風景となる見え方、住宅

からの眺望を意識した配棟計画のも
と、マスターアーキテクトにより策定
されたデザインガイドラインを踏まえ
ながら、ランドスケープも含む複数の
建築デザイナーの協働によって、各
建物の個性を活かしつつ街として調
和のとれた都市景観を形成している。
このようなマスタープランと統一され
たデザインコードによるまちづくりは、

「HARUMI FLAG」の特徴といえる。
　 また、広 大な 空 地 の 多くを 約
3,900本の中高木をはじめとした植
物により、敷地の40％以上を緑化す
ることで、元々アスファルトで覆われ
ていたこの地に、広大で高密度な緑

HARUMI FLAG の位置づけと概要

臨海部に二つとない稀有なまちづくり

（さとう　ゆう）
2004年芝浦工業大学修士課程修了後、日建ハウジングシステムに入社。専門は建築意匠設計。入社以来、主に都心部
の中低層の集合住宅の設計に携わる。「パークホームズ等々力レジデンススクエア」にてグッドデザイン賞を受賞。現在は、
大規模再開発プロジェクトを中心とした業務に従事している。一級建築士、日本建築学会会員。「晴海五丁目西地区第一
種市街地再開発事業」においては、開発の初期段階から参画し、プロジェクトマネジメント業務を主に行う。

分譲住宅街区

ふ頭公園

緑道公園

臨港消防署

水
素

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

MMS

小中学校

分譲住宅街区

分譲住宅街区

賃貸住宅街区

図1　
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特集  「臨海部の街づくり」

HARUMI FLAGから見える臨海部の街づくりの未来

地空間が新たに創出され、生物多様性など環境緑化にも配
慮されている。
　これらの取り組みは、各種認証制度においても評価を受
けており、LEED-ND計画認証およびSITES予備認証で
それぞれGOLDランクを、またCASBEE-街区においてSラ
ンクをそれぞれ獲得している。
　オリンピック・パラリンピック選手村として活用されることに
よる恩恵もこの開発計画の特徴である。
　とりわけパラリンピックを意識したアクセシブルな設計ス
ペックにより、共用部分の廊下幅員やエレベータのサイズな
ど、通常の国内法規準拠による計画よりもゆとりのある設計
がなされている。

　同様に住戸内の廊下についても有効1m以上の幅員を基
準とした設計になっており、健常者にもゆとりを感じさせ、生
活の質を向上させるゆとりある住空間が誕生する。
　住戸の平均面積帯も、都内の標準的な面積帯よりも大き
い約84㎡と、都心部では他にない稀有な住宅環境が整備さ
れることになる。
　これは、臨海部におけるタワーマンションに偏りがちだった

住宅ストックに対して、新たな高付加価値・高品質な住宅ス
トックを供給することを意味する。

　「HARUMI FLAG」では、最先端の技術が数多く採用さ
れ、住宅としては数年先を行くスペックを実装する。
　まず、各道路にインフラとして埋設された水素導管を通じ
て、各街区のPEFC（純水素型燃料電池）に水素を供給す
ることにより、主に住宅共用部分への電力供給や熱の利用
が行われる予定である。これは、日本初の試みであり、環境
の先進モデルを目指す「HARUMI FLAG」のまちづくりの
象徴といえる。
　また、各住戸については、2021年以降に着工予定のタワー
棟も含め、全戸に家庭用燃料電池（エネファーム）及び蓄電
池を設置し、電力の自給率を向上させている。
　高断熱性能を有した建築設計も併せることにより、超高層
棟を除いた分譲住宅2960戸が低炭素建築物の認定を取得
している。（基本プランのみ）
　エネルギーマネジメントシステムについては、AEMS（エリ
アエネルギーマネジメントシステム）により、MEMS（マンショ
ンエネルギーマネジメントシステム）、HEMS（ホームエネル
ギーマネジメントシステム）の各データを、街区を超えて一元
管理することにより、エネルギー効率を最適化する取り組み
が行われる予定である。
　また、エネルギーの使用状況は、「HARUMI FLAG」専
用に構築されたエリアネットワークを通して、住民に情報提供
される。
　このような大規模なマネジメントシステムの構築は、過去に
例を見ないものであり、本開発事業の特徴の一つであろう。

　臨海部の住宅開発は今後も引き続き加速していくことが予
想されるが、これまで問題となってきた急激な人口増加によ
る学校の不足問題、住宅地周辺での商業施設の不足などの
課題は依然として付きまとうであろう。
　晴海5丁目の再開発では、官民が連携し、街に必要な機
能を互いに補い合う形で街づくりが進んだことにより、バラ
ンスのとれた暮らしやすい環境が創出されている。
　官だけの開発でも、民だけの開発でも実現しえないこのバ
ランスのとれた街づくりの形は、今後の臨海部の街づくりの
良い見本となることだろう。
　超高層マンションだけが樹立する開発に偏ることなく、中
低層な住宅や空地、緑地などがバランスよく配置された多様
な街づくりにより、居住環境の選択肢が増えるとともに、臨
海部の魅力がより一層高まることを期待したい。

最先端の技術を結集したまち

図2　

図3　

臨海部の街づくりにおける
「HARUMI FLAG」が持つ意味



●新都市ハウジングニュース Vol.93 2019. 夏8

（仮称）豊洲六丁目4-2、3街区
プロジェクトとエリアの

価値向上に向けた取り組み
清水建設株式会社  投資開発本部  主査

西川　宙

　当社は、あらゆる人々が参加でき地域との共生が図られる「持続
可能でインクルーシブなまちづくり」を基本姿勢に、まちづくりに取り
組んでいる。江東区豊洲もその一つであり、１９８０年代半ばからエ
リアのまちづくりに関与し、開発案件を含め、約２０件の設計、施工
実績を有している。
　１９８５年、当社は豊洲五丁目の企業地権者１０社に呼びかけ「ま
ちづくりを考える会」を設立し、１９８６年に「豊洲五丁目地区開発
協議会」としてまちづくりの検討を開始した。当社は開発協議会の
事務局として、参加企業と共に学識者、行政、地域と連携して活動
を続けてきた。後に地下鉄有楽町線の豊洲駅前となる商店街でも、
当社が事務局となり地権者との勉強会を設立し、豊洲駅前の再開
発事業（豊洲シエルタワー）の発端となった。
  ２００４年には、当社の開発事業として豊洲ＩＳＴビル（現・ＮＢＦ
豊洲キャナルフロント）が竣工した。同ビルは開発協議会によるまち
づくりルールを先行して設計、建設され、後にこのルールは地区計画

（主な内容：最高高さ制限、高度地区廃止、公共空間としての緑道
整備）として江東区に民間提案のうえ、都市計画決定された。併せ
て定めたまちづくりガイドライン（案）も運用することで、まちづくりとし
て空と海と緑が豊かなまちを目指した。２０１７年、地区中央を通る
全長５００ｍの緑道が開通し、テーマ通りのまちが実現した。

　現在、２０２１年の竣工を目指し、「（仮称）豊洲六丁目４－２、３街
区プロジェクト」が進行中である。東京ガス不動産株式会社が所有
する開発用地の一部を賃借し、オフィス棟（４－２街区）とホテル棟

（４－３街区）の他、高速バスや路線バスが発着可能な交通広場を
建設するもので、総事業費約６００億円と当社単独の開発事業とし
てはこれまでで最大規模となる。

　東京駅から４ｋｍ圏内に位置し、環状２号線や豊洲市場、ゆりか
もめ「市場前」駅に隣接する他、首都高速道路「豊洲I.C.」にも近
接している。将来的には、環状２号線上に東京ＢＲＴ（幹線ルート）
の停留施設が設置される他、地下鉄新線の整備構想もある。オフィ
ス棟とホテル棟の間に建設する交通広場は、東京ＢＲＴ（晴海・豊
洲ルート）の発着拠点となり、羽田空港・成田空港への直行高速バ
スが乗り入れる予定である。こうした交通利便性を活かし、交通広
場に面するオフィス棟１階にバス待合スペースを設置し、新たな交通
結節点としての機能を担うことを目指している。

　都心近接の利便性を有
しながら、豊洲埠頭を囲む、
全長約４.５ｋｍの「豊洲ぐ
るり公園」が近接するなど、
周囲には豊かな緑、穏やか
な水景が広がっている。首
都直下型地震発生時想
定の江東区最大津波高を
上回る高さの防潮護岸が
整備され、高潮・津波など
への対策も備えている。ま
さに都市の賑わいと豊潤
な自然が調和する、希少な
立地環境であると言える。
　その希少な立地環境を

豊洲における当社のまちづくり活動

（にしかわ　ひろし）
１９９７年筑波大学社会工学類卒業。清水建設株式会社入社。2015年から投資開発本部にて不動産開発事業の推進に
従事。現在、「（仮称）豊洲六丁目４－２街区プロジェクト」を担当。

大規模複合開発計画が始動

図3  全体区画概念図

図２  完成予想パース。右がオフィス棟（４－２街区）、左がホテル棟（４－３街区）

図１  豊洲五丁目、豊洲六丁目の周辺図
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特集  「臨海部の街づくり」

（仮称）豊洲六丁目4-2、3街区プロジェクトとエリアの価値向上に向けた取り組み

活かし、オフィス棟では、「多様性・機能性・快適性」を追求し、１フ
ロア約２，０００坪の大規模空間、オフィスに付随する様 な々要望に
応える特殊階、コミュニケーションを促進する多彩な共用スペースな
ど、多様なビジネスニーズに対応する次世代オフィスを提供する。
　ホテル棟では、周辺エリアでの観光・ビジネス客の宿泊需要に対
応するため、エリア最大規模の５００室超の客室のほか、最上階に
大浴場やプールを設置し、「水辺の景観を活かしたアーバンリゾート
ホテル」を提供する。株式会社共立メンテナンスが「ラビスタ東京ベ
イ（予定）」として運営する予定である。
　オフィス棟、交通広場、ホテル棟は街区内を通る歩行者デッキに
より一直線に市場前駅、豊洲ぐるり公園につながり、各交通機関へ
の円滑な乗り継ぎ、豊洲市場や水辺の遊歩道への気軽なアクセス
を可能とする。オフィス棟とホテル棟が一体となって、エリアの核とな
ることも期待する。
　周辺エリアでは、隣接街区の「東京ガス豊洲スマートエネルギー
センター」を核として、ＩＣＴ（情報技術）の最適制御により、エリア
全体で熱と電気を効率的に活用し、省エネルギー・省ＣＯ２を実現
するスマートエネルギーネットワークの構築に取り組んでいる。オフィ
ス棟、ホテル棟ともに、スマートエネルギーセンターからの熱供給を
活用するとともに、オフィス棟に設置するコージェネレーションシステ
ムの一体運用により省エネルギー・省ＣＯ２を図り、オフィス棟での
ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ（再生可能エネルギーを除き、一次エネルギー消費
量水準を基準一次エネルギー消費量から５０％以上削減した建
物）を目指している。

　本プロジェクトにおいて提供する次世代オフィスについて、概要を
説明したい。オフィスには、企業が新たな製品・サービスを創造する
ために、知的生産活動の根幹の役割を担うことが求められている。
そのためには、様 な々人材が集い、活発に交流し、コミュニケーション
を図りながら、斬新なアイデアやイノベーションが生み出される場とな
るような工夫を、あらかじめオフィスに備えておく必要があろう。
　今回の次世代オフィスでは、１フロア約２，０００坪の大規模オフィ
ス空間、広範なヘビーデューティーゾーン、給排水対応スペースなどに
より、フレキシブルなレイアウトを可能とし、企業が自ら新しいワークプ
レイスを創出できる環境を提供する。専有部内にカフェスペースを設
置することもできる。
　３階、９階、１１階は天井高を３.５ｍとし、さらに１１階の一部は天
井高６.０ｍの大空間とすることで、研究開発施設、テストキッチン、
ショールーム、スタジオなどの様 な々要望に応える特殊階としている。
通常のオフィスに＋αの機能も集約することで、コンカレント（同時並
行）業務が促進できることは、企業にとって大きなメリットである。

　また、オフィスワーカーの
リフレッシュやコミュニケー
ションを促進し、パフォー
マンスを向上させるための
工夫として、多彩な共用ス
ペースを用意している。オ
フィス空間の外側にはバ
ルコニーがあり、仕事の合
間にいつでも眺望、自然
光、風を感じ取ることがで
きる。屋上階にはベンチや
テーブル、パントリーを設え
た屋上庭園があり、水辺と
都心を望みながら、憩いの
場や屋外ワークプレイスと
して利用できる。各フロア

中央にはアトリウムがあり、やわらかな自然光が降り注ぎ、開放感に
溢れた空間となっている。アトリウムには上下階の移動を促すコミュ
ニケーション階段、気軽に様 な々用途で利用できるコミュニケーション
カウンター、コラボレーションスペース、パントリーを設置することで、オ
フィスワーカーが自然と集い、偶発的な出会いや活発な交流、コミュ
ニケーションを促進する。これらの要素を含め、オフィスワーカーの

健 康・快 適
性に配慮し、
パフォーマン
スを効果的に
発揮できるオ
フィス環境を
構築する。
　もちろん、
非常時にも備
えている。中
圧ガスによる

コージェネレーションシステム＋７２時間対応のバックアップ電源（１５
ＶＡ／㎡）、防災備蓄倉庫、窓開口・アトリウムによる自然採光・換気、
免震構造を備え、事業継続（ＢＣＰ）機能を充実させている。

　当社は長期ビジョンSHIMZ VISION 2030において、社会に提
供する価値として「安全・安心でレジリエントな社会の実現」、「健康・
快適に暮らせるインクルーシブな社会の実現」、「地球環境に配慮し
たサステナブルな社会の実現」を掲げ、多様なパートナーとの共創を
通じて、時代を先取りする価値を創造し、人 が々豊かさと幸福を実感
できる、持続可能な未来社会の実現に貢献することを目指している。
　当社は水と緑に囲まれた職住近接のまちとして変化を続ける豊
洲に、今後も積極的に関わっていきたい。本プロジェクトにおいては、
交流・にぎわい施設や歩行者ネットワークの整備などにも取り組み、
当社の総合力を結集してエリアのまちづくりを先導していく。本プロ
ジェクトを起点に、民間でハードとソフトをセットで開発するという新し
い形のまちづくりを成功させ、豊洲埠頭エリア全体の価値向上を目
指すとともに、持続可能な未来社会の実現に貢献するまちづくりの
モデルケースとしていきたい。

エリア全体の価値向上に向けて

新しい働き方を可能にする次世代オフィス

図5  アトリウム完成予想図

図４  オフィス空間のイメージ

図6  バルコニー完成予想図
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豊洲埠頭における
スマートエネルギーネット

ワークの構築
東京ガス株式会社　エネルギーソリューション本部　都市エネルギー事業部スマエネ事業推進部　担当部長

川崎　茂

　新しい東京都の中央卸売市場である豊洲市場が昨年10月に開
場した。豊洲市場は築地の約1.7倍となる40.7haの広さを誇り、温
度を適切に管理可能な「閉鎖型施設」となっている。これにより、
商品を高温や風雨の影響から守り鮮度を保つことが可能となった。
本稿では、豊洲市場を包含する都心部の大規模再開発エリア「豊
洲埠頭地区」において構築している「豊洲スマートエネルギーネット
ワーク」について紹介する。

１）地区の特性
　豊洲埠頭地区は都心と臨海部を結ぶウォーターフロントに位置し、
銀座、丸の内、霞ヶ関にも近く、周辺地区では大型開発も進んでい
る。将来にわたり大きな開発ポテンシャルを持つ地区である。
　また、周囲を運河などの静穏な水域に囲まれ、地区を外周する
親水緑地、東西・南北を貫く幹線道路の街路樹など緑の軸が形
成されており、自然を生かした個性的なまちづくりが可能である。
２）開発計画
　卸売市場、業務・商業施設、住宅などの多様な都市機能をバラ
ンスよく配置し、質の高いまちづくりが展開される予定である。

３）豊洲グリーン・エコアイランド構想
　江東区は環境先端拠点の形成を目指し、平成23年6月に豊洲
グリーン・エコアイランド構想を発表した。これは、環境先端拠点の
実現に向けて官民が連携・協働してまちづくりを展開して行くため

の構想である。
　構想の中で環境負荷低減のための最先端技術や防災の視点
が示されているが、これらの具現化に「スマートエネルギーネットワー
ク」の構築は貢献している。

　「スマートエネルギーネットワーク」は、お客様側の情報をICTを利
用して収集し、コージェネレーションシステム（以下、CGS）を有するプ
ラントの熱源ならびに熱搬送設備の制御に活用する。これにより、
熱と電気を面的に利用する。その際の期待される効果は以下の通
りである。「スマートエネルギーネットワーク」の概念は、住宅、業務用
ビル、地域といった様 な々規模に適用可能である。
（１）省エネルギーの強化
・大型の高効率な熱源設備を採用すると共に、需要家側情報を活

用した最適制御により、高効率なエネルギーの供給を実現する。
また、再生可能エネルギーや未利用エネルギーの活用との親和
性も高い。

（２）エネルギーセキュリティの強化
・地震、津波などの災害対策、停電対策、保安確保などに万全を期

すことにより、エネルギーセキュリティの一層の強化を図る。

１）システム概要
　豊洲埠頭地区では「東京ガス豊洲スマートエネルギーセンター」と

「豊洲市場」の間に熱と電気のネットワークインフラを整備し、更に情

はじめに

まちづくりの構想

（かわさき　しげる）
1993年東京理科大学大学院 理工学研究科 機械工学専攻修了。同年東京ガス入社。商品技術開発部にてガス吸収式冷凍機等の
開発業務を経て現職。豊洲埠頭におけるスマートエネルギーネットワークの構築について、計画からプラント竣工、運用に関わる。

「スマートエネルギーネットワーク」について

豊洲スマートエネルギーネットワーク概要

図2　豊洲グリーン・エコアイランド構想 ～６つの視点と防災まちづくり～

図1　豊洲埠頭地区の開発エリア概要
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豊洲埠頭におけるスマートエネルギーネットワークの構築

報も連携することによりスマートエネルギーネットワークを構築している。
　本スマートエネルギーセンターでは、CGSを中心にエリアに賦存す
る未利用エネルギーを組み合わせて、エネルギー供給の最適化を
図っている。これにより、平常時の省エネルギー性、省CO2の向上
に加え、停電時には、エネルギーの継続供給による安心と安全を
提供するなど、環境性だけでなく、地域の防災性向上にも貢献して
いる。
　本スマートエネルギーセンターからの熱供給の範囲を図3に、シス
テムフローを図4に示す。

　スマートエネルギーセンターでは、高効率ガスエンジンCGS
（6970kW）に加えて、都市ガス供給のための圧力をカスケード利用
するガス圧力差発電（665kW）を採用した。また、熱源機はエネル
ギーの選択の多様性と安定供給を実現するため、廃熱を有効活用
することが可能な熱源機（廃熱投入型蒸気吸収冷凍機2000RT）
と、電動系熱源機（ターボ冷凍機2000RT×2）を採用した。

１）高効率ガスエンジンCGSの採用と自営線による電力供給
　世界最高水準の高効率ガスエンジンCGS（6970kW）を導入し、
電力を豊洲市場へ供給するとともに、廃熱は蒸気－温水にて回収
し、地域への熱供給に活用している。
　また、電力の自営線を敷設するとともに、供給信頼性の高い中圧
ガス導管を活用することにより、系統電力が停電した場合でも、豊
洲市場に電気の供給を継続する。これにより、豊洲市場の機能保
持に貢献し、地域の防災性の向上に寄与している。
２）ガス圧力差発電システムの採用
　都市ガス供給用導管の2種類の圧力（中圧A（0.9MPa）と中圧
B（0.2MPa））の差を利用してタービンを回転させ発電する、ガス圧

力差発電システムを導入した。ガス圧力差発電は、都市ガス供給の
圧力のカスケード利用によるガスを消費しない省エネルギー発電で
ある（発電出力665kW）。また、発電と同時に発生する冷熱もエリ
ア内の熱供給に活用する。
３）SENEMSによる熱源機最適制御
　本スマートエネルギーセンターでは、熱需要情報や、気象状況、曜
日特性といった外部情報等を瞬時に収集・分析し、最適なコント
ロールをリアルタイムで実施することにより、エリア全体のエネルギー
需給を一括管理・制御するシステム「SENEMS（セネムス：スマート
エネルギーネットワーク・エネルギーマネジメントシステムの略）」を導入
した。SENEMSは、スマートエネルギーセンター内の熱源機の稼
働台数や冷水送水用ポンプの動力などを最適に制御し、当エリア
の省エネ・省CO2の実現に大きく貢献する。本システムは、田町駅
東口北地区のスマートエネルギーセンターに続く採用となる。

　当初は豊洲市場（区域5,6,7）を中心としたネットワークから竣工
し、区域4、区域2のまちづくりの進展に応じてネットワークを拡充し

てゆく。環境
性と防 災 性
の向上による
都 市 機 能の
高度化を支え
るインフラとし
て、スマートエ
ネルギーネット
ワークを整備
拡張してゆく
計画である。

　省エネルギー、省CO2といった環境負荷低減に加えて、停電時
のBCP機能の拡充など、エネルギー供給システムやインフラに対す
る要求は高度化の傾向にある。また、かつては必要なエネルギーを
必要な量、安定的に供給することがエネルギー供給事業者に求め
られる要件であった。しかし、今後は、必要なエネルギーを最小の
エネルギー投入量にて需要家の元へ届けると共に、ICT活用によ
る見える化等、エネルギーの需要家と供給者の協調した活動によ
る更なる省エネルギー、省CO2の達成が求められる。豊洲埠頭地
区では、スマートエネルギーネットワークの構築によりこれらを達成し、
都市機能の高度化に貢献してゆく。

おわりに

今後の展望

東京ガス豊洲スマートエネルギーセンターの特徴

図5　SENEMS 概念図

図4　システムフロー図

図6　スマートエネルギーネットワークの拡張

図3　熱供給の範囲
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竹芝地区開発計画
都心と海をつなぐ拠点とにぎわいの創出

鹿島建設株式会社　建築設計本部　建築設計統括グループ　グループリーダー

浅見　邦一

　　竹芝地区は、羽田国際空港に直結する浜松町駅から至近

の距離にありながら、東京湾に面し、また、旧芝離宮恩賜庭園、

浜離宮恩賜庭といった二つの文化財庭園が存在している。（仮

称）竹芝地区開発計画（以下、本プロジェクト）は、東京都が行

う「都市再生ステップアップ・プロジェクト」の一つであり、港区

海岸1丁目の都有地を約70年間の定期借地によって借り受け、

業務棟と住宅棟からなる全体延床面積約20万㎡を、東急不動

産株式会社と鹿島建設株式会社の２社共同で開発するもので

ある。

　当地区は、特定都市再生緊急整備地域及びアジアヘッド

クォーター特区に指定され、国家戦略特別区域計画の特定事

業として内閣総理大臣認定を2015年3月に受けている。周辺

では、汐留の開発に加え、品川・田町の開発や浜松町駅周辺

等の新たなまちづくりの動きもある。こうした背景の下、竹芝地

区においても、地区の中心にある更新期を迎えた都有施設の

再編整備を契機として、地区内外と連携しつつ、国際競争力の

強化に資する開発を地域と密着しながら推進し、竹芝エリアに

新たな拠点とにぎわいを創出することが求められた。2020年5

月竣工予定。

計画概要

（あさみ　くにかず）
1987年早稲田大学理工学部建築学科卒業。1989年同大学大学院理工学研究科建設工学修士課程修了。
同年鹿島建設入社。現在、鹿島建設建築設計本部建築設計統括グループリーダー。

写真1　位置図
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竹芝地区開発計画  都心と海をつなぐ拠点とにぎわいの創出

　浜松町駅、竹芝駅、竹芝埠頭を結ぶ、約500mのバリアフ

リー歩行者デッキが本プロジェクトの一環として整備される。

これまで竹芝エリアは、南北に走る海岸通りと首都高速道路に

よって、西側の浜松町エリアと物理的にも心理的にも分断され

ていることが大きな課題であった。本プロジェクトでは、浜松

町駅から首都高を跨いで、竹芝駅、竹芝埠頭に至るまでを、バ

リアフリーの歩行者デッキでつなぎ、竹芝エリアと浜松町エリア

の人の往来を活発化する。

　歩行者デッキは、業務棟低層部を介して浜松町駅と竹芝駅

をつなぐ。その業務棟低層部の海側には、スキップテラスと呼

ぶ積層した階段状のオープンスペースがあり、店舗や緑地が設

けられ、地区内外の人々が自由に滞留し、憩える場として計画

されている。竹芝地区内では、現在、本プロジェクト以外にも

建替え、開発が進行中であるが、竹芝地区の中心に位置するス

キップテラスは、歩行者デッキとともに地区内外をつなぐハブ

空間として、新たなにぎわいを創出することが期待されている。

スキップテラス歩行者デッキの整備

写真3　スキップテラス

写真2　北側全景
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（MICE　M:Meeting I:Incentive tour　C:Convention　E:Exhibition）

みなとみらい２１中央地区20街区ＭＩＣＥ施設

整備事業における
官民連携の街づくり

株式会社竹中工務店　PPP/PFI推進室長

山岸　眞治

　本事業は、国際会議や展示会等で国内屈指の開催実績を誇る
パシフィコ横浜の機能拡充を官民連携手法によって実施すること
を企図して横浜市が進めている事業であり、当社を代表とする企
業コンソーシアムが整備事業の民間事業者として2020年春の完
成を目指して事業を推進している。

　
　本事業の目的について横浜市の資料を以下に要約する。
　みなとみらい２１中央地区は、ホテルやショッピングセンターをはじ

め、美術館・博物館などエンターテインメント施設も集積しており、コ
ンベンションに必要な施設が揃っている強みがある。既存施設で
あるパシフィコ横浜では、国際会議の開催件数・参加人数とも国
内屈指の実績を堅持している。 
　一方課題として以下が指摘されている。 ①アジア諸国との
競争が激化しており相対的な国際競争力の低下が危惧される。
②首都圏のＭＩＣＥ施設は稼働率が高く、国際会議の開催需要に
応えられていない状況にあり、既存施設においても多くの開催機会
を損失している。③2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開
催により、首都圏においてコンベンション施設の不足が予想される。
　本事業では、20 街区ＭＩＣＥ施設及び民間収益施設を整備し、
横浜の強みを生かしてＭＩＣＥ機能を強化することで経済的波及
効果と文化・産業・人材育成等の社会的波及効果、さらに都市の
競争力・ブランド力を向上することを目的としている。

　本事業では、事業面の手法として整備事業（ＰＦＩ事業①と民
間収益事業）と、運営事業（ＰＦＩ事業②）の２つの官民連携手法
が採用されている。一方、計画面の手法としては、みなとみらい２１
中央地区で実施されてきた都市計画等の手法（地区計画と景観
ガイドライン等）の枠組みにより街づくりが展開されている。横浜市
の示す方向性に則り、我々民間事業者がどのような提案と街づく

りを進めているのかをご紹介する。
１）事業スキーム
　当社がコンソーシアムの代表を務める、
施設整備事業の実施条件は、ＰＦＩ事
業①（横浜市の施設であるＭＩＣＥ施設
通称：パシフィコ横浜ノースの整備）と、
民間収益事業（ホテルの整備）の２つ
の事業で構成されている。ＭＩＣＥ施設
は、横浜市が提示する要求水準という
スペック（国内最大級の会議施設となる
多目的ホール・会議室の面積、駐車台数、
各種機能条件　他）に基づき、民間事

はじめに

（やまぎし　しんじ）
1989年竹中工務店入社。作業所、大阪湾ベイエリアプロジェクト推進室、開発計画本部（大阪）、
プロジェクト開発推進本部、開発計画本部（東京）を経て、2019年より現職。

本事業の目的

街づくりの手法と事業概要

図２　事業スキーム（横浜市資料をもとに作成）  

図1　計画地
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みなとみらい２１中央地区20街区ＭＩＣＥ施設

業者の計画提案による施設整備を実施している。ホテルについて
は一定の条件はあるものの規模やグレードといった具体的な条件
は付されておらず、提案の自由度が高かった。
２）提案概要
　今回の提案には２つのポイントがあると考えている。１つ目は、既
存のパシフィコ横浜と本計画地である20街区との間の道路を廃
道し敷地を拡張したことである。これにより新たに整備するパシフィ
コ横浜ノースの機能向上が図れるだけでなく、既存施設との一体
的運営をし易くする効果が見込まれる。
　２つ目は、国際レベルのラグジュアリーホテル（ザ・カハラ・ホテル
＆リゾート 横浜と、会員制の横浜ベイコート倶楽部 ホテル＆スパリ
ゾート）が立地することで、都市のブランド力向上や、国際会議開催
において地区全体として不足気味であったＶＩＰが宿泊可能な客
室数の増設とハイクオリティーなボールルームによるＭＩＣＥ機能の
拡充といった効果が見込まれる。また、ホテルの水盤や緑が、後
述するキング軸の豊かな景観づくりに寄与している。
３）歩行者ネットワークの拡充
　本事業では、敷地の中央部にキング軸（地区施設の歩行者デッ
キ）の整備が求められている。キング軸は、みなとみらい２１中央地
区計画における３つの都市軸の１つで、既に整備されているクイー
ン軸、グランモール軸とは趣の異なる都市軸として整備方針が定
められている。本事業において、水と緑の豊かなオープンモールを
整備することで、新高島駅から海に面する臨港パークへとつながる
キング軸が形成される。また既存のパシフィコ横浜のデッキとも接
続することでクイーン軸とのネットワークも形成される。

４）景観協議を通じた新たな景観創出
　みなとみらい２１中央地区には都市景観形成ガイドライン及び街
づくり基本協定が制定されており、横浜市、（一社）横浜みなとみら
い２１及び会員企業、有識者、施設設置者による景観協議を通じ
て、横浜らしい良好な景観を築く取り組みが行われていることから、
本事業においてもご指導をいただいた。
　本計画地は、ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル、パシ
フィコ横浜という横浜を代表する特徴的な景観を有する施設群の
隣接地であり、調和と新しさの両方が求められていると認識して
おり、新たなミナトヨコハマの景観とするために、波をモチーフとした

「汀(みぎわ)」というコンセプトのもと、ＭＩＣＥの屋根や、ホテルの
海側壁面に複数の曲線を取り入れたデザインとした。

　みなとみらい２１中央地区は、約半世紀前に構想され、「24 時間
活動する国際文化都市」「21世紀の情報都市」「水と緑と歴史に囲
まれた人間環境都市」を目指すべき都市像に掲げ、1989年の街開
き以来、官民が連携して街づくりが進められてきた。
　地区内では現在、オフィス、大学、エンターテインメント施設、ホテ
ルなど複数の工事が進捗しており、成熟期を迎えつつある。この街
に本事業がどのように貢献し、都市や街がどのように変化していく
のか、今後が楽しみである。

おわりに

【施設概要】
●横浜みなとみらい国際コンベンションセンター
  （通称 パシフィコ横浜ノース）

敷地面積 21,039㎡
延べ面積 46,287㎡　　階数　B1、F6
主な施設 多目的ホール：6,300㎡（８分割可）
 会議室：6,185㎡（大中小 42室）
完　　成 2020年春

●ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜
　横浜ベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート

敷地面積 9,486㎡
延べ面積 48,114㎡　　階数　B1、F14、P1
客 室 数 カハラホテル146室 ベイコート倶楽部138室
完　　成 2020年春

図４　水と緑の豊かなキング軸（右がMICE、左がホテル）  

図3　3つの都市軸（横浜市資料をもとに作成）

図5　曲線を取り入れたデザイン（手前がMICE、奥がホテル）
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みなとみらい２１地区に
おける住宅

横浜市　こども青少年局　こども施設整備課（前・都市整備局　みなとみらい２１推進課）　課長

白井　正和

■■ はじめに
　開発の進展とともに賑わいを増し、今ではすっかり横浜における都心臨
海部の「顔」として定着したみなとみらい２１（ＭＭ２１）地区は、開発進捗率

（面積ベース）が８割を超えていよいよ開発の最終段階を迎えつつある。約
35年前の1983（昭和58）年に土地区画整理事業へ着手したが、本格的な
街びらきは平成元年にこの地で開催された「横浜博覧会（ＹＥＳ’89）」から。
従ってＭＭ２１地区の歴史は平成とともに歩んできたとも言える。バブル経済
の隆盛と終焉やリーマンショックなど、時代による大きな社会・経済状況の変
化の波に翻弄されながらも、この街は力強く発展してきた。
　さて、そんなＭＭ２１地区は業務・商業機能が主に集積しているエリアで
あるが、マスタープラン策定時に緻密な検討に基づき住宅も計画的に配置さ
れており、現在（平成30年末時点）約4,300世帯で約8,900人の方が暮ら
している。都心のウォーターフロントに立地する先進的かつ快適な環境にあ
る都市型住宅とあってその人気や評価は非常に高く、所謂「住みたいまち」
のランキングのような企画において上位にランクインすることも散見されている。
　本稿では、ＭＭ２１事業全体の中における住宅の位置づけや、地区におけ
る住宅の現状などについて紹介させていただく。

■■ ＭＭ２１事業
１）六大事業
　1950 ～ 60年代のいわゆる高度経済成長期、横浜は首都東京の巨大化
の影響による急激な人口増加と業務機能の東京流出に苦しんでいた。戦
災で大半が焼失した横浜の都心は、戦後も米軍に接収されたため計画的
に復興・再整備する機会を持てず、業務機能は東京に流出する一方だった。
戦後の復興が遅れ東京のベッドタウン化を余儀なくされた横浜は、こうした
状況を打開し個性ある自立都市を目指すため、1965（昭和40）年に相互関

連性を持たせた6つの戦略的プロジェクト「六大事業」（下記）を打ち出した。
　「みなとみらい２１事業」は、このうちの「都心部強化事業」の中核的プロ
ジェクトとして産み出された。
　なお、半世紀以上前に打ち出された構想である「六大事業」は今現在そ
のほぼすべてが具現化されている。これら無くして今の横浜が無いことに異
論をはさむ余地はない。先人たちの先見性と実現に向けた熱い情熱には、
同じ横浜市職員としてただ頭が下がるばかりである。

２）事業目的
　前出の「都心部強化事業」のねらいは、開港以来の都心である関内・伊
勢佐木町地区と高度経済成長期から急速に都市化した横浜駅周辺地区の
二つの都心を一体化し再整備することにあった。これらの間には造船所や
埠頭などがあったが、それらを廃止または移転して、そこに都市機能を集積
させることで二つの都心の一体化・強化を目論んだ。
　そんな「都心部強化事業」の中核的プロジェクトとして位置づけられたＭ
Ｍ２１事業の目的は、以下の３点である。
①横浜の自立性の強化
　二つの都心を一体化し、そこにオフィス、文化施設、商業施設など多彩な
都市機能を集積することで、横浜の自立性を強化する。
②港湾機能の質的転換
　従前造船所や貨物線操車場だった海辺を公園や緑地として整備するこ
とで、市民が憩い親しめるウォーターフロント空間を創出する。
③首都圏の業務機能の分担
　首都圏の均衡ある発展を目指して、東京に集中した首都機能を分担する
最大の受け皿として、業務・商業・国際交流などの機能の集積・拡大を図る。

３）事業成果
　基盤整備をはじめ
とした「ハード」のみ
ならず企業誘致やエ
リアマネジメントのよ
うな「ソフト」も含めた
多面的な取組により、
ＭＭ２１事業の目的で
ある「横浜の自立性
の強化」「港湾機能

（しらい　まさかず）
1966年神奈川県横浜市生まれ。1989年武蔵工業大学（現・東京都市大学）工学部建築学科卒業。同年民間建
設会社入社。1995年横浜市入庁、建築指導行政や市街地再開発事業等に携わり、2019年4月より現職。

図２　六大事業とＭＭ２１事業の関係

図１　みなとみらい２１地区の位置

図３　都心部強化事業の基本概念
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の質的転換」「首都圏の業務機能の分担」の達成に向けて着実に成果を上
げつつある。
①事業所数
　開発の進捗に合わせて事業所の集積が進んでいる。事業所の数のみな
らず著名企業やグローバル企業の進出加速は、「ＭＭ21ブランド」の確立を
裏付けるものと私たちは受け止めている。

②就業者数
　平成27年に10万人を突破。複数の大規模オフィスビルが現在工事中で
あることやオフィス建設が想定される未開発の大規模宅地がまだ残っている
ことから、事業所数とともに今後も堅調に増加するものと見込んでいる。

③来街者数
　就業、観光、コンベンションなど、目的や属性問わず地区を訪れた方の延べ
総数（推計）。近年は映画・ドラマのロケや人気キャラクターによる大規模イ
ベントの開催も目立って増加しておりこれらも来街者の増加に寄与しているも
のと思われるが、「港湾機能の質的転換」の成果の現れと捉えることもできる。

④市税収入
　安定した税収を上げ始めた平成９年度から28年度までの市税収入の累
計は約2,500億円を超え、ＭＭ２１事業費全体のうちの市費負担分約845
億円を既に大きく上回っている。なお、平成28年度における横浜市全体の
市税収入は約7,200億円である。

⑤本市経済への波及効果
　ＭＭ２１地区における経済活動は、地区内に留まらず本市全体の経済へ
も大きく波及し、「横浜の自立性の強化」に大きく貢献している。

■■ ＭＭ２１地区における住宅
１）複合都心と住宅
　ＭＭ２１事業立案当時、日本を代表する都心として丸の内・大手町地区や
西新宿地区があったが、いずれもが画一的な側面を持った業務都心だった。
それら既存の大都市における都心部への反省を込めて、ＭＭ２１地区におい
ては、多様な魅力や機能をもった新たな都心像を目指すこととした。それは
都市環境で言えば水・緑・歴史に囲まれた潤いある都市であり、機能で言
えば業務のみならず文化・商業そして住宅も包含した複合都心である。
　そのような考えのもと、ＭＭ２１地区には住宅が配置されている。
２）計画人口規模
　前述のとおりＭＭ２１事業の目的が「横浜の自立性の強化」や「首都圏の
業務機能の分担」であることから、地区における主要な機能はあくまで業務・
商業が中心となる。この考え方を堅持しつつ「複合都心」を実現するために、
地区の居住人口の計画フレームは下記を根拠として１万人に設定している。
①都心空洞化への対応
　ＭＭ２１事業の計画検討を行っていた昭和50 ～ 60年代、横浜市は都心
部における夜間人口空洞化による夜間の「ゴーストタウン化」が問題となって
いた。都心部における居住人口の減少に対応して人口呼び戻しの目標設定
をした際の政策誘導の一部として、ＭＭ２１地区へ１万人を割り当てた。
②コミュニティー形成への配慮

　コミュニティー形成の最小単位として、一小学校区に相当する１万人という
規模が挙げられる。居住者による良好なコミュニティー形成を誘導する意図
も含めて、計画フレームにこの規模を採用している。

３）住宅配置
　計画フレームによる居
住人口１万人の担保と、業
務・商業機能とのバッティ
ングを避けプライバシーを
はじめとした住環境確保
のために、地区内で住宅
を建設できる街区を協定
等で規定している。比較
的海に近いエリアにまとめ
て配置することにより、他

機能との混在を避けつつ良好な住環境を確保できるよう計画されている。
４）現状と評価
　前述の住宅建築許容街区においては、既に全ての街区で住宅（高層マ
ンション）が建築されており、平成30年末時点において8,891人（4,254世
帯）が居住している。
　横浜都心における都市型住宅とあってその人気は、地区内の開発が進み
街の全貌が徐 に々明らかとなるに連れて、高まりをみせている。冒頭記載の
とおり、近年「住みたいまち」のランキングにおいてＭＭ２１地区が上位にラン
クされているものもある。ウォーターフロントの先進都市といった「イメージ」は
もとより、横浜駅周辺エリアへの至近性や交通利便性、更には2016（平成
28）年には大型スーパーが進出するなど生活環境が充実していることも評価
されているのかも知れない。

　また、住宅許容街区
が限られていることも人
気に拍車をかけているも
のと考えられる。地区内
で直近に販売されたマン
ションの売り出しに当たっ
ては「地区“最後”の住
宅 街区」との文 言をコ
ピーに用い、消費者心理
をくすぐっている。

　住みたくてもなかなか住めない。ＭＭ２１地区の住宅における「希少性」は、
中古マンションの価格が新築価格を上回っている実態からも窺い知ることが
できる。築10年を超過しても100万円／㎡を超える価格で売り出されており、
高層階になれば200万円／㎡を超える物件さえもあるようだ。
　イメージ、住環境、希少性。ＭＭ２１地区に「住む」ということには、ある種
の「ステイタス」を伴うようになってきているのかも知れない。　

■■ おわりに
　ＭＭ２１地区に最初のマンションが建設されたのが2003（平成15）年。そ
の後順次マンションが建設されて今に至っているが、居住環境としてはまだま
だ新しい部類である。今後時間の経過とともに、コミュニティーの醸成がさら
に進んでいくことが期待される。
　一方で、地区内のマンションのほとんどは分譲形式であり、賃貸形式に比
較して住民の入れ替わりが起きにくい状況もある。物件価格が高水準であ
ることは入居者属性の固定化に繋がりがちでもある。将来の地区内人口構
成や属性の変化が住民の生活環境にどのような変化・影響を及ぼしていく
ことになるのか、注視を要するものと考える。
　ＭＭ２１地区は、未利用地の開発を推進する「開発期」から機能が集積し
たこの地で様 な々活動が行われる「稼働期」へ今まさにシフトしている。今後
も「みらい」へ向けて新たな価値を生み出し続ける使命を負ったこの地区に
おいて、住宅機能の意義は決して小さいものではない。街の成熟に伴いハー
ド・ソフト両面の住環境がどのように変化していくのか。複合都心における都
市型住宅の事例として、ぜひ皆さんにも見守っていただきたい。

図４　「みなとみらい２１街づくり基本協定」
による住宅建築の規定

図５　地区のマンション群

（年末時点）

H10年 H15年 H20年 H25年 H29年
約４万人 約５万人 約６万３千人 約９万３千人 約10万５千人

（年間）（※平成11年に調査を開始）

H11年（※） H15年 H20年 H25年 H29年
約3,500万人 約4,200万人 約5,300万人 約7,200万人 約7,900万人

H10年度 H15年度 H20年度 H25年度 H28年度
約110億円 約110億円 約143億円 約159億円 約145億円

（年末時点）

H10年 H15年 H20年 H25年 H29年
約700社 約980社 約1,250社 約1,720社 約1,810社

建設投資による効果
（1983（昭和58）年度から2016（平成28）年度まで）

約２兆8,827億円（累計）

都市稼働による効果（2016（平成28）年） 約２兆446億円（年間）
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都市再生の変遷と
2025年大阪・関西万博を

契機とした大阪のまちづくり
大阪市都市計画局　局長

角田　悟史
（すみた　さとし）
1987年京都大学大学院工学研究科交通土木工学専攻修士課程修了。同年大阪市総合計画局地域計画部計画課（現在の都市計画局）奉職。
都市計画担当課長、開発調整部長、計画部長、都市交通局長を歴任ののち、2019年6月より現職。

■■ 大阪の成長戦略
　2018年3月改訂版の「大阪の成長戦略」では、インバウンドの増加の
ほか、超高齢・人口減少社会の到来、人手不足など社会情勢の変化
や、2025年大阪・関西万博（日本国際博覧会）、統合型リゾート（IR）な
どビッグプロジェクトを踏まえ、「成長のための５つの源泉（①集客力、②
人材力、③産業・技術力、④物流人流インフラ、⑤都市の再生）」のさら
なる充実・強化を基軸とした集中的な取り組みを進めることとしている。

■■ 大阪の強みと課題
　大阪観光局の推計によれば、2018年の来阪外国人旅行者数は、
約1,142万人であり、6月には大阪北部地震が発生、9月には台風21
号の接近による関西国際空港の被害もあったが、2017年の約1,110
万人を上回った。
　また、近畿、大阪の都市圏の人口や雇用密度は、ニューヨークやロ
ンドンに匹敵している。大阪市域の道路や鉄道の整備水準は非常
に高く、大阪市内１㎢あたりの事業所数、百貨店販売額、ホテル客室
数などは東京都区部に匹敵している。
　インバウンドの増加や都市基盤の充実、施設の立地は、今後も市
場の拡大が期待される医薬品産業の集積等とともに、大阪を中心と
する都市圏の強みであるといえる。
　一方で、東京一極集中の影響もあり、大阪は、長期にわたって企
業の転出超過や開業率よりも廃業率が高い状況が続いている。大
企業の本社機能も減少傾向にあり、全国の占有率は１割程度にとど
まっており、企業の立地が課題である。

■■ 取組の方向
　大阪の強みを活かしながら、課題を克服し、持続的に成長していく
ため、大阪の成長戦略の「成長のための5つの源泉」のもと、「国際
競争力を持った都心等の再構築」、「高質で安全安心な都市空間の
創造」、「広域交通機能の強化に資するインフラ整備」の三つの視点
で重点的な取組を進めているところである。
　今回は、重点的な取組のなかでも、国際競争力強化に向けて、国
際ビジネス環境や集客魅力を強化し大阪の成長をリードするための
臨海部の夢洲（ゆめしま）の国際観光拠点と、都市再生の制度等を
活用した「拠点の形成」に関する主な取組について以下に紹介する。

■■ 夢洲まちづくり ～国際観光拠点の形成～
　大阪の成長に向け、世界があこがれる都市を創造し、国内外から
人・モノ・投資を呼び込むため、「観光」「集客」に着目し、大阪の成長
の起爆剤となる「新たな国際観光拠点」の形成を夢洲において実現
するための取組を進めている。2017年8月、関西経済３団体、大阪
府・市で、「SMART RESORT CITY 夢と創造に出会える未来都
市」をコンセプトとする「夢洲まちづくり構想」を策定した。

　夢洲では、埋立てによる土地造成の進捗にあわせ、中央部北側区
域から中央部南側区域へ、短期から長期的な視点でのまちの将来
像を見据え、国際観光拠点の整備を段階的に進めることとしている。
【第１期整備（約70ha）：北側区域】
・統合型リゾート（IR）を核としてオールインワンのMICE施設や、エン

ターテインメント施設、商業・飲食施設などを整備
【第２期整備（約60ha）：中央区域】
・万博開催後の用地において、第1期に導入されたエンターテインメン

ト機能の拡充やレクリエーション機能の導入とこれらの施設による
集客と大阪が強みを有する最先端技術の実証・実践の取組との
相乗効果を生み出す産業・ビジネス機能やその関連機能を導入

【第３期整備（約40ha）：南側区域】
・最先端技術の活用により生活の質（ＱＯＬ）を高め、非日常空間を

感じられる長期滞在者用の機能やその関連機能を配置

　想定スケジュールとしては、第１期エリアでは、2019年2月に発表し
た「大阪IR基本構想(案)」に沿って、国のIRに関する動向に注視し
ながら、ビジネス客やファミリー層の来訪者の増加、訪日外国人の増加、
国際会議や大規模展示会開催の増加、１人当たり観光消費額の増
加といった地域経済・観光の振興、公益還元ができるものとして、世
界最高水準の成長型ＩＲの立地をめざしていく。また、第２期、第３期
エリアを含む約155haのエリアにおいて、「いのち輝く未来社会のデザイ
ン」をテーマとする2025年大阪・関西万博が開催される。万博開催後
の跡地活用について、まずは第２期エリアを対象に、万博の理念・レガ
シーの継承などを念頭に、万博開催後すみやかに新たな土地利用が
図られるよう、万博会場計画と連携しながら、検討を進めていく。

■■ 都市再生に向けた拠点の形成
　都市再生特別措置法が2002年に制定され、大阪市では、都市再

図３　夢洲まちづくり 想定スケジュール

2024 年頃 2025 年 2026 年以降 将来

図１　段階的な土地利用 図２　機能配置イメージ
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特集  「臨海部の街づくり」

都市再生の変遷と2025年大阪・関西万博を契機とした大阪のまちづくり

生の制度等を活用した民間開発の取り組みにより、知の集積・イノベー
ションや文化・芸術・交流といった都市機能の向上、広場や歩行者空
間の充実、新しい景観の創出と保存、道路の上空占用といった都市空
間の高質化を進めてきた。以下に、大阪市の都市再生の取り組み例
や2025年大阪・関西万博も見据えた中長期的な取り組みを紹介する。
【都市再生の第１ステージ】
1）知の集積（例）
・大阪富国生命ビル建替えで、2010年に京都造形芸術大学、2011

年に立命館大学のサテライトキャンパスを導入
・2013年に開業したグランフロント大阪のナレッジキャピタルには、大

阪市立大学、大阪大学、慶応義塾大学などが参画
・2022年竣工予定の大阪神ビルディング及び新阪急ビルの建替えで、

道路の立体道路制度を活用し、ビジネスの情報発信の場、人材育
成の場となるカンファレンスゾーンをワンフロアで一体整備

・2018年開業のなんばスカイオで、国際的MICE拠点としての強化の
ため、カンファレンス機能・ホール機能を導入
2）文化機能の集積（例）
・2008年に開業した梅田二丁目地区のブリーゼタワーでは、既存建物

内のホール機能を確保しながら、幅広いイベントの開催が可能とな
るよう、音響環境などのグレードアップを実施

・2012年に完成し順次開業してきたフェスティバルタワー東地区では、
国際的な文化・芸術活動の拠点であるフェスティバルホールの機能
継承、グレードアップを実施

・2014年に開業したあべのハルカスでは、ターミナル上の高層建築物
内に「都市型」美術館を導入
3）都市の活力の創出（例）
・グランフロント大阪では人々の交流や賑わいを生む象徴的な空間と

してうめきた広場を整備。都市再生特別措置法に基づく道路占用
許可の特例により道路空間にてオープンカフェを実施

・大阪ステーションシティでは、立体都市計画制度を活用した歩行者
動線の充実により大阪駅周辺の回遊性が向上、時空広場やアトリ
ウム広場等の空間を創出

・ヨドバシ梅田タワーでは、交通利便性の高い立地特性を活かして観
光バス発着場を整備

・景観保全の視点も加味したランドマークの創出として、日本生命東
館では、周辺を無電柱化し、懐徳堂や適塾など歴史・文化の地域
に相応しい街並みを形成。大丸心斎橋店では、ヴォーリズ建築の
外壁を保存し、御堂筋に残る歴史や文化を継承

【都市再生の第2ステージ】

1）2025年大阪・関西万博に向けての都市再生
　2025年大阪・関西万博開催に向けての都市再生のねらいは、「観
光産業の一層の拡充に向けた拠点形成、都市空間の高質化」、「ビジ
ネス面の強化に向けた拠点形成、成長産業である健康・医療関連
産業を中心とした新産業創出機能の拡充」、「各拠点の連携による都
市軸（東西軸・南北軸）の強化」である。

　2025年頃の大阪をとりまく夢洲以外の状況としては、北陸新幹線
金沢～敦賀間2022年度開業予定、うめきたにおける新駅2023年開
業予定、公園と民間開発の概成2024年予定（先行まちびらき）、基
盤整備の全体完成2027年予定。中之島での「未来医療国際拠点」
の整備2024年予定。御堂筋の側道歩行者空間化（検討中）。阪神
高速淀川左岸線2期此花区高見～北区豊崎（4.3km）2026年度完
成予定。リニア中央新幹線東京（品川）～名古屋間2027年開業予
定。このほか、中之島西部地区では、4丁目における新美術館2021
年度開館予定、５丁目におけるまちづくりなどを予定。また、2016年11
月になんば駅周辺道路空間再編社会実験を実施しており、人中心の
空間となるよう駅前広場の整備に向けた検討を行っている。2025年
までに整備される事業については、万博との相乗効果が期待できる。
2）公民連携によるエリアマネジメントのまちづくり
　大阪市では、大阪版ＢＩＤ（Business Improvement District）制度
を2014年3月に創設した。民間団体において、道路等の公有地及び
隣接する民有地を使って賑わいを創出し、市が民間団体との協定締結
のうえ補助金を出し、民間団体が公共施設の高質管理を含む公共的
事業を行うというものである。国が2018年6月に創設した地域再生エ
リアマネジメント負担金制度との組合せにより、幅広いエリアマネジメント
活動を対象とする安定的財源確保策を実現できるものと考えている。
　また、大阪城公園では、民間事業者が指定管理者として、公園や公
園施設等の管理運営を行うとともに、民間事業者の柔軟かつ優れた
アイデアと活力により、魅力向上事業として、新たな公園施設の整備
や既存施設の活用等を行い、その収益を公園全体の維持管理等に
還元する「ＰＭＯ（Park Management Organization）事業」によるエ
リアマネジメントを展開している。以上のように、公民連携によるエリア
の価値を向上させるためのエリアマネジメント活動をさらに促進していく。
【都市再生の第3ステージ】
　都市再生の第３ステージの取組としては、国において検討が進めら
れている三大都市圏を一体化する「スーパー・メガリージョン」の形成
に向けた交通基盤の整備や拠点の形成である。
　交通基盤の整備としては、なにわ筋線（2030年度末開通予定）、
都市再生環状道路（淀川左岸線延伸部（供用時期は調整中））、リニ
ア中央新幹線（東京（品川）～新大阪間全線開通2037年（8年前
倒しの場合））、御堂筋100周年（人中心の道路へ）などが見込まれる。
　拠点の形成としては、スーパー・メガリージョンの西の拠点をめざす
新大阪駅周辺地区が重要である。新大阪駅については、国の骨太
の方針（2018年6月）で、リニア中央新幹線、北陸新幹線等との乗
継利便性の観点から、結節機能の強化や容量制約の解消を図るた
め、民間プロジェクトの組成など事業スキームを検討し、新幹線ネット
ワークの充実を図ることが示された。2018年8月には、国において、都
市再生緊急整備地域の候補地域として公表された。大阪府・市で
は、国、民間事業者、経済団体、学識経験者等と構成する「新大阪
駅周辺地域都市再生緊急整備地域検討協議会」を設置した。2019
年度には、将来像などまちづくり方針の骨格の策定を行い、2020年
度以降にまちづくり方針の策定と、国における都市再生緊急整備地
域の指定をめざし、民間開発の実施につなげていく。

■■ まとめ
　今後、インバウンドに対応する観光産業の一層の拡充に向けた拠
点形成、都市空間の高質化を図るとともに、「課題」であるビジネス面
の強化に向けた拠点形成、成長産業である医薬品関連産業を中心
とした新産業創出機能を拡充し、これらを支える都市基盤の一層の
強化を行う必要がある。このため、都市再生による拠点の形成、夢洲
を中心とする臨海部の産業・物流と共存する国際観光拠点の形成
を推進するとともに、エリアマネジメントの導入を含め、各種制度等を
活用した公民連携によるまちづくりを進めていく必要がある。このよう
な取り組みを進め、国内外の人・企業を惹きつける都市をめざし、さ
らなる「都市格」の向上を図っていく。

図４　都市空間の再編イメージ
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調査研究発表会調査研究発表会

　一般社団法人新都市ハウジング協会では､この一年間の調

査研究や実験等の成果を会員等の皆様に報告すると共に､ご

意見をお伺いするために「調査研究発表会」を毎年開催してお

ります。

　内容はCFT構造賞表彰･都市居住研究委員会･長寿命建

築システム普及推進委員会における調査研究の成果報告、とく

に昨年度終了いたしました建築基礎ＷＧの3年間の活動結果

のまとめについて発表を行いました。また、国土交通省住宅局 

住宅生産課建築環境企画室長　成田　潤也氏 による「省エ

ネ法改正等最近の住宅行政の動向」、および前田建設工業株

式会社 ICI総合センター インキュベーションセンター長　岩坂

　照之氏による「土木＋異業種で未来を創る～アニメとオープ

ンイノベーションとファンタジー営業部～」と題しました特別講演

を行いました。

　また､発表会終了後は会場を移して交流会が開催され､発

表会での発表内容や日頃の調査研究活動を振り返りながら､

和やかに歓談されました。

　なお､参加者は､ 発表会119名､ 交流会33名（協会事務局

10名を含む）でした。

・日　時 ： 2019年7月5日（金） 13:00 ～ 17:30
・場　所 ： 大成建設株式会社　52階　大会議室　
　　　　 （交流会：6階カフェテリア 18:00 ～19:00）

2019年度調査研究発表会の開催報告

■プログラム

1. 開会の挨拶 新都市ハウジング協会専務理事 白井　清広

2. 特別講演「省エネ法改正等最近の住宅行政の動向」

   国土交通省住宅局住宅生産課建築環境企画室長 成田　潤也氏

3. 表彰選考委員会の報告

  ｢2018CFT構造賞｣ 事務局 立石　寧俊

4. 都市居住研究委員会の活動成果報告

 ｢超高層住宅総合評価システムの試行　─超高層住宅の価値向上に向けて─」

   主査 森本　修弥（株式会社日本設計）

5. 長寿命建築システム普及推進委員会の活動成果報告

 5.1　技術インフラWGの活動成果報告

 　｢先進的技術インフラシステムを活用する大都市圏における集合住宅等整備モデルのケーススタディ｣

   技術インフラWG　オブザーバー 近角　真一（集工舎建築都市デザイン研究所）

 　｢長寿命･低炭素建築・住宅を普及するための先進的技術インフラシステムの検討｣

   技術インフラWG主査 山﨑　雄介（芝浦工業大学客員教授）

 5.2　建築基礎WGの活動成果報告

 　「全体概要」 建築基礎WG 長尾　俊昌（大成建設株式会社）

 　「動的相互作用を考慮した地震応答評価」 建築基礎WG 奥村　豪悠（株式会社竹中工務店）

 　「傾斜支持地盤立地建物の地震応答評価」 建築基礎WG 小島　宏章（株式会社大林組）

 　「場所打ちコンクリート杭の構造性能の評価」 建築基礎WG 杉山　智昭（大成建設株式会社）

6. 特別講演 「土木＋異業種で未来を創る～アニメとオープンイノベーションとファンタジー営業部～」

   前田建設工業株式会社 ICI総合センター インキュベーションセンター長 岩坂　照之氏

7. 閉会の挨拶 新都市ハウジング協会常務理事 西川　広一
       敬称略

多数のご参加　ありがとうございました。
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発表会･交流会
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2019年度第1回理事会・通常総会・第1回臨時理事会の開催

　2019年5月23日（木）2019年度第1回理事会、2019年6月
20日（木） 2019年度通常総会・第1回臨時理事会がそれぞ
れグランドアーク半蔵門において開催され､ 以下の議案に
ついて審議の結果原案どおり承認されました｡

●2019年度第1回理事会
日時：2019年5月23日（木） 10:30 ～ 12:00
場所：グランドアーク半蔵門 3階 光の間
●議長挨拶　当協会会長　河野　晴彦
●来賓挨拶　国土交通省　住宅局住宅生産課　課長
　　　　　　長谷川　貴彦様　
●議案審議　
　第1号議案　2018年度事業報告承認の件
　第2号議案　2018年度決算報告の件
　第3号議案　2019年度事業計画承認の件
　第4号議案　2019年度収支予算承認の件
　第5号議案　2019年度表彰者選考承認の件
　第6号議案　役員改選に伴う新役員候補推薦の件
　第7号議案　2019年度通常総会招集の件
●報告事項
　第8号議案　職務執行状況報告の件
　第9号議案　個人会員退会及び現況報告の件
　※） 正会員67社･賛助会員18団体･個人会員9名に
　　  なりました｡

● 2019年度通常総会
日時：2019年6月20日（木） 16:00 ～ 17:15
場所：グランドアーク半蔵門 4階 富士西の間
●会長挨拶　当協会会長　河野　晴彦
●来賓挨拶　国土交通省　住宅局住宅生産課　課長
　　　　　　長谷川　貴彦様　　
●議案審議　
　第1号議案　2018年度決算報告承認の件
　第2号議案　役員辞任に伴う新役員選任の件
●報告事項
　第3号議案　2018年度事業報告の件
　第4号議案　2019年度事業計画の件

　第5号議案　2019年度収支予算の件
　第6号議案　会員の現況報告

● 2019年度第1回臨時理事会
日時：平成29年6月20日（木） 17:15 ～ 17:25
場所：グランドアーク半蔵門 4階 富士西の間
●議案審議
　第1号議案　副会長等選定の件

● 2019年度協会表彰式
日時：2019年6月20日(木)　17:25 ～ 17:45
場所：グランドアーク半蔵門 4階 富士西の間

CFT構造賞（9件）
　・東京ミッドタウン日比谷
　・ココブンジWEST（西街区棟）
　・信濃毎日新聞松本本社「信毎メディアガーデン」
　・日本橋高島屋三井ビルディング
　・順天堂大学医学部附属　浦安病院3号館
　・住友不動産大崎ガーデンタワー
　・モノレール旭橋駅周辺地区第一種市街地再開発事業
　　（北工区）カフーナ旭橋A街区
　・大手町プレイス
　・帯広厚生病院

河野会長挨拶 長谷川住宅生産課長挨拶
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功績賞（1件）
　・長寿命建築システム普及推進委員会 建築基礎WG

「長寿命建築システムに関する建築基礎の性能設計手法高度化の開発技術及び成果」
　　参画組織：13社、1大学、１省
　　代表：建築基礎WG主査　成原 弘之（大成建設株式会社）

功労賞（10名）
　・団栗　知男氏（大阪ガス）（運営委員会）
　・古庄　真一郎氏（鹿島建設退社）（運営委員会）
　・高井　聡氏（パナソニック）（運営委員会）
　・大池　武氏（個人会員） （CFT造普及委員会）
　・菊田　繁美氏（戸田建設） （CFT造普及委員会）
　・国本　勇氏（大林組） （CFT造普及委員会）
　・芝沼　安氏（清水建設） （都市居住研究委員会）
　・牛場　五朗氏（竹中工務店退社） （都市居住研究委員会）
　・城嶋　文雄氏（竹中工務店退社） （都市居住研究委員会）
　・山口　賢次郎氏（大林組退社） （都市居住研究委員会）

受賞おめでとうございます！

総会・理事会
● 総会 6/20
● 理事会 5/23
運営委員会・幹事会関係
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● 表彰選考委員会 5/8
　・ＣＦＴ構造賞選考部会
● 広報部会 7/22 
　・ＨＮ編集委員会 6/4　7/26
　・ＩＮ編集委員会 7/26 
　・アーバン・ハウジング・フォーラム 6/25 
● 調査研究発表会 7/5
● 知的財産権部会 
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ＣＦＴ造普及委員会関係
● ＣＦＴ造普及委員会 5/15　6/12 
● ＣＦＴ造適合部会 
● ＣＦＴ造耐火設計部会 5/9　6/6 
● ＣＦＴ造施工部会 5/13　5/28　6/11
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活 動 記 録 2019.5/1 ～ 7/31
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　いよいよ、東京2020オリンピック開催
まで1年を切りました。メイン会場が多く存
在する東京臨海部では、各施設の建設が
着々と進んでいます。選手村となる予定の
HARUMI FLAGも、工事の大詰めを迎えて
います。一方、大阪の臨海部では、2025
年大阪・関西万博に向けた準備が始まった
ところです。
　東京をはじめ、大都市では、比較的大き
な敷地を確保できる臨海部が、街づくりの

大きな要素として、重要度を増しています。
巻頭言をお願いした木下先生には、グレー
ター臨海副都心という言葉を紹介いただきま
した。芝浦、豊洲、東雲をはじめ、京浜臨海部、
横浜みなとみらい、など、街づくりは長い期
間をかけて徐々に形作られていきます。大規
模エネルギーネットワークの活用も、大事な
要素となりつつあります。
　1964年の東京オリンピック、1970年の
大阪万博と続いた国家的イベントの再来で

すが、日本を取り巻く状況は、インバウンド
の増加、産業構造の急激な変化、増えない
人口、増える高齢者など、「ALWAYS三丁
目の夕日」で描かれていた当時とはまったく
様相を異にしています。今回のオリンピック、
万博は、50年後にはどのようなレガシーとし
て、後世に受け継がれているでしょうか。今
回の特集で紹介いただいたプロジェクトをは
じめ、今後の臨海部の街づくりから目が離
せません。　　　　　　　　　　　 （M.A）

C o n t e n t s

特集  臨海部の街づくり
巻頭論文
街をデザインする：
それからの東雲とこれからの臨海部 1
木下　庸子　建築家　工学院大学　建築学部　教授　設計組織ADH 代表

レポート
価値を生みだす創造的な臨海部を創出する 4
野原　卓　横浜国立大学大学院　都市イノベーション研究院　准教授

HARUMI FLAGから見える臨海部の街づくりの未来 6
佐藤　悠　株式会社日建ハウジングシステム　設計監理部　副部長　

(仮称)豊洲六丁目4-2、3街区
プロジェクトとエリアの価値向上に向けた取り組み 8
西川　宙　清水建設株式会社  投資開発本部  主査

豊洲埠頭における
スマートエネルギーネットワークの構築 10
川崎　茂　東京ガス株式会社　エネルギーソリューション本部　都市エネルギー事業部スマエネ事業推進部　担当部長

竹芝地区開発計画
都心と海をつなぐ拠点とにぎわいの創出 12
浅見　邦一　鹿島建設株式会社　建築設計本部　建築設計統括グループ　グループリーダー

みなとみらい２１中央地区20街区ＭＩＣＥ施設
整備事業における官民連携の街づくり 14
山岸　眞治　株式会社竹中工務店　PPP/PFI推進室長

みなとみらい２１地区における住宅 16
白井　正和　横浜市　こども青少年局　こども施設整備課（前・都市整備局　みなとみらい２１推進課） 課長

都市再生の変遷と
2025年大阪・関西万博を契機とした大阪のまちづくり 18
角田　悟史　大阪市都市計画局　局長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

調査研究発表会
2019年度調査研究発表会の開催報告 20

活動ニュース／活動記録ほか 22

表　紙：アルベロベッロのトゥルッリ。
イタリア南部の町アルベロベッロの
伝統的家屋群で世界遺産登録され
ている。
円錐形の石積屋根が特徴的で16
世紀から17世紀にかけ開拓農民に
よって造られ、現在も住居や店舗と
して利用されている。

裏表紙：高台の広場から見たトゥルッリ群の
眺め。

撮　影：荒城　隆　
撮影日：2012年7月
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講演内容

　国宝や重要文化財建造物は我々国民の貴重な財産であり

ながら、見た目や内容を維持しながらの補強は資金的にも技

術的にも難しいものがあり、手が付けられずに残っているもの

も多くあると思います。今回、長年重要文化財建造物の地震

被害の調査や耐震補強の設計に関わられ、（公益財団法人）

文化財建造物保存技術協会を退職された、元技術参与　岩

田　昌之様をお迎えし、以下のような内容で行われました。

（１）文化財建造物の耐震補強方法の概要

（２）熊本城の被害と復旧

（３）ドイツにおける文化財建造物の保存修理

　文化財は国宝級が280棟、国指定の重要文化財が約 

2,500棟、その他文化財保護法による保護対象が１万棟以上

と膨大なものがあるにもかかわらず、耐震等の保護はまだま

だ不十分である点や、保護の方針が定まらないうちに文化財

に指定され、かえって補修が難しくなるという問題点などがあ

る、等のお話を伺いました。

　また、ご趣味であるお城のお話もされ、天守閣が残ってい

るお城は全国で12城だけであること、理由としてほとんどが

大きな軍需工場がなかったため空襲を免れたためであるとの、

お話をいただきました。

　普段あまり接することのない重要文化財のお話は、大変貴

重なお話でした。

　講演の後、活発な質疑応答が行われ、有意義な時間を戴

きました。

■2019年度第1回開催報告
　2019年度第1回アーバン・ハウジング・フォーラムを下記の要領で開催しました｡

　　テーマ：文化財建造物の耐震補強

　　講　師：元（公益財団法人）文化財建造物保存技術協会　 
技術参与　岩田　昌之様

　　日　時： 2019年6月25日（火）15:00 ～ 17:00

　　場　所：協会会議室（参加者: 21名）

アーバン・ハウジング・フォーラムの開催
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