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第1章 序章                                      

１－１ 背景と目的 

大名庭園は、ある名所の自然の風景を縮小し、庭園の中に写す縮景庭園

として作庭された。高度経済成長以降庭園の周辺において急速に開発が進

み、いたるところでビルが建設されてきた。ビルが視界に入り込むことで、

庭園からの眺望は変化した。 
その変化した眺望に対して、進士の研究（1981）でもいっているように、

庭園から見えるビルが庭園の眺望を壊してしまったという批判的な見方が

ある。一方、庭園という日常と離れた空間からビル群という日常を垣間見

ることによって、お互いの存在を顕著に感じることができるという見方も

ある。このように庭園からの眺望にビルが入り込んでいることに対する見

方は賛否両論である。 
一方、現在ビル建設の際にかかる規制は、文化財の視点から眺望を守る

ことを目的として作られている。そのため、これらの規制により庭園から

の眺望は変化しないことが望まれていると考えられる。 
この状況下で、庭外眺望保全はどのように進められているのだろうか。

本研究では実際に行われた事業に対する協議での問題の所在を明らかにす

ることで、庭外眺望に対する協議の実態を明らかにすることを目的とする。 
１－２ 研究の位置づけ 

眺望保全について論じている研究には、歴史的都市の街並み保全という立

場である森本ら（1998）の研究１）や山田（2000）の研究２）がある。庭外に高層建

築物が見えることについて批判的な立場である進士ら（1981）の研究３）がある。

本研究では協議会の議事録を用い、庭外眺望が変化するまでのプロセスの実

態を明らかにするということで、独自性があると思われる。 

１－３ 研究の方法 

２章は対象地の立地特性、

現在までの浜離宮にまつわ

る景観に関する議論の変遷

を示す。３章は行政と事業

者とで行った協議の議事

録・協議において事業者か

ら配布される資料（表１のａ

～ｅ）から文化財保護法によ

る協議会の際に事業者が提

示した配慮項目と、それに

対し行政側が指摘したことを

整理する。その協議内容から、事業者・行政の相違点、事業者間の相違点を

抽出する。４章では相違点を時系列で全街区に照らし合わせることによって相

違点の要因を明らかにする。またその要因から庭外眺望保全に対する各主体

の姿勢の構造を明らかにする。５章では以上をまとめ、庭外眺望保全に対する

問題の構造を明らかにする。 

第2章 対象地                                

２－１ 対象地の選定 

東京で文化財指定されている

庭園、六義園、小石川後楽園

がある。本研究では庭外眺望

保全に対する考え方を明らか

にするため、以上 4 庭園の中

から庭外眺望にもっとも変化が

あったと考えられる庭園を選定

したいと考え、汐留の開発によ

り庭外眺望の変化が顕著であ

ると思われる浜離宮恩賜庭園

（以下浜離宮）を対象とする。 

２－２ 対象地の概要 

汐留は 1992 年に都市

大名庭園は、浜離宮恩賜庭園、旧芝離宮恩賜

計画

た。

街

の相違点          

決定され再開発が行われ

区は 11 街区あるが本研究

では浜離宮沿いの A 街区、D

北１街区、D北２街区、D北３街

区、D 南街区の５街区を対象とする（図１参照）。 

第3章 行政・事業者の考え方

図１ 浜離宮と汐留の位置関

           

３－１ 事業者が景観に対して配慮するよう定めている法律・条例 

 本事業にかかる法律・条例は以下のようにまとめることができた。 

３－２ 行政と事業者の考え方の相違点 

 協議会の議事録より、事業者の検討事項、行政の指摘、事業者の回答の抽

 

いか。（表２網掛けウ） 

掛けエ）  

成をしてほしい。（表２網掛けオ） 

項目であり、

そ

については、D 北１街区以外でも事業者は同じ指針にそって計画を行っ

て

                    

出を行なった（表３）。表３より事業者の使用する指針と行政の持つ指針の相違

点として以下の３つを抽出した。 

Ⅰ、D 南街区の高さに関する相違

行政・・・・庭園への影響のためにできるだけ低く。（表３網掛けア） 

事業者・・・できるだけ多くの住戸を配するように。（表３網掛けイ） 

Ⅱ、D 北３街区の建物配置形状に関する相違 

行政・・・・庭園に対して正対しない配置はできな

事業者・・・敷地形状・建築制限等からやむを得ない配置である。（表２網

Ⅲ、D 北１街区のスカイラインに関する相違 

行政・・・・庭園からの視点でスカイラインの形

事業者・・・庭園からのスカイライン形成は難しい。（表２網掛けカ） 

Ⅰ、Ⅱについては事業者が圧迫感の軽減のために行った検討

れに対して行政がどのように評価していくのかを、以降で見ていくこととす

る。 

Ⅲ

いたにもかかわらず、D 北１街区で初めて指摘がなされたということは、スカ

イラインに関しての事業者と行政の間に指針の相違があったのではないかと

考えられ、以降で分析を加えるものとする。 

第4章 相違点の要因         

４－１ スカイラインの形成における各主体者の視点場 

ここで事業者が提示したモンタージュ写真と、行政が目指しているスカイラ

イン、またそれぞれの主体の文言を表４に示す。 

表２ 事業に係わる法律・条例 

① ② あ
区を定める地 東京都景観条例 文化

事業者が景観について検討
い う

東京都景観づくり基本方針・
東京都景観マスタープラン

再開発等促進
区計画運用基準 （東京都都市整備局管轄）

財保護法
（東京都建設局管轄）

環境影響評価条例
（東京都環境局管轄）

街づくりの観点から、ダイナ
ミックな都市景観を創出する
という方針で決められてい
る。

再開発を行うにあたり壁面後
退、高さについて限度が決
められている。

歴史的建造物を守る視点か
ら検討をする協力を仰ぐよう
に要請する。

文化財を守る視点から検討
の協力を仰ぐように要請す
る。

歴史的環境の保全および景
観の保持の視点から適正な
環境配慮をするように要請
する。

事業にかかわる上位計画 しなければならない旨が書かれた法律・条例

表１ 使用した資料 
番号 資料名 作成者 発行年月

ａ

「汐留ＡＢＣ街区開発事業に係わ
る旧浜離宮庭園に対する影響検
討（文化財保護法に係わる協議資
料）」

(株）電通 1998年7月

ｂ

「汐留Ｄ南街区開発事業に係わる
旧浜離宮庭園に対する影響検討
（文化財保護法に係わる協議資
料）」

三菱地所（株）・三井不動産（株）・住友不動
産（株）・東京建物（株）・オリックス（株）・住
友商事（株）・三井動産（株）・平和不動産
（株）

1998年7月

ｃ

「汐留Ｄ北３街区開発事業に係わ
る旧浜離宮庭園に対する影響検
討（文化財保護法に係わる協議資
料）」

日本通運（株）・日通不動産（株）　 1999年4月

ｄ

「汐留Ｄ北２街区開発事業に係わ
る旧浜離宮庭園に対する影響検
討（文化財保護法に係わる協議資
料）」

住友生命保険相互会社・
住友不動産株式会社

2000年11月

ｅ

「汐留Ｄ北１街区開発事業に係わ
る旧浜離宮庭園に対する影響検
討（文化財保護法に係わる協議資
料）」

森トラスト（株）・住友不動産建物サービス
（株）・森産業トラスト（株）

2001年6月

ｆ 環境影響評価書 (株）電通 1999年7月

ｇ 環境影響評価書

三菱地所（株）・三井不動産（株）・住友不動
産（株）・東京建物（株）・オリックス（株）・住
友商事（株）・三井動産（株）・平和不動産
（株）

1999年8月

ｈ 環境影響評価書
森トラスト（株）・住友不動産建物サービス
（株）・森産業トラスト（株）

2001年2月

表３ 協議会における文言（抜粋） 

文化財保護法第
80条に関わる協議

資料（抜粋）
事業者

建物が板状にならない
よう住棟を2棟に分け、
隣棟間隔を可能な限り
確保する。

高層棟については可能
な限り敷地境界線から
セットバックする。

周辺環境との調和に配
慮する

ＡＢＣ街区及びＤ南街区
よりも低い凹型のスカイ
ラインを形成している

圧迫感の軽減のために
高さを最高限度163ｍに
対して、136ｍと低く抑え
た

海岸道り側は緑道によ
り8m後退させている。ま
た高層棟は緑道よりさら
に6m後退させている。

棟屋の形状については
今後の詳細検討の中で
周辺環境との調和に配
慮

原色を避け、周辺環境と
の調和に配慮する

スカイライン
のなだらかな連続性形
成

圧迫感の軽減のために
高さを最高限度約210ｍ
に対して、180ｍと低く抑
えた

高層部は庭園に正対し
ないように

庭園との隔離距離をで
きるだけ確保

原色を避け、
周辺環境との調和に配
慮する

行政

（公園緑地部）D南街区
の建物をできるだけ低く
抑えるように検討してほ
しい

（公園緑地部）建物高さ
が依然として突出してお
り、…

（文化庁）景観について
は、庭園に近い部分（D
南街区）の高さを低く抑
えているということで説
明できる。

　 　

（教育庁）庭園側につい
てできるだけ高層棟を離
すお願いをしている。高
層棟と低層棟の配置逆
転はできないか。

（東部公園緑地事務所）
建物の面を公園に正対
させずに、他街区のよう
に振れた配置にはなら
ないか。また正面の幅を
狭めることはできない
か。

（教育庁）ビュ
ーポイントを追加する必
要がある。

（教育庁）建物
高さについては特に当
方から要望する点はな
い
（教育庁）D北１街区の
建物が汐留地区内で高
さ等突出したものでない
旨のコメントを記載され
たい。

（公園協会）全体調整の
場はあるのか。

事業者
詳細計画の中で周辺環
境との調和に配慮した
検討を行う

隣地斜線制限の限界を
超えてできる限り押し込
んでいる

敷地の形状・条件と建築
制限でやむをえない配
置である。

（ＡＤＤ）汐留地
区のスカイラインの形成
については、都市計画
面で晴海等の遠景から
論ずるものであり、庭園
の中からでは難しい

（森トラスト）全体調整と
いうよりもD北１では独
自色をと考えている。～
奇異なものは避け、汐
留地区全体の街づくりに
配慮したい。

都民

汐留地区周辺への高層
ビル建設が次々に進行
し、付近の景観が一変
することが危惧される。

高層建築物が壁のよう
に連なり、浜離宮庭園の
景観に対しては致命的
なダメージとなる

「新たな都市的景観が
創出される」という抽象
的な評価結果を出すも
のであるが、新たな都市
的景観をよい景観と認
識するかどうかは人そ
れぞれである。

（中学校、高等
学校、小学校、幼稚園な
どの）景観環境を保全す
るためにも、ビルの高さ
を100ｍ以下に制限すべ
きである。

事業者 隣棟間隔を36m取る
10mのセット
バックを行う

代表的な眺
望地点等を選定し、調査
及び予測・評価する

代表的な眺
望地点等を選定し、調査
及び予測・評価する

建物外装及
び色彩

D北３街区

事業者の
検討項目

D南街区

協議内容（議事録
より抜粋）

環境影響評価
（評価書案より抜

粋）

建物配置及
び形状

建物高さ

（国鉄清算事業団）D南街区は横須賀線シールド及び壁面後退等による敷
地上の制約条件があるほか、住宅としてプライバシーの観点から適切な隣
棟間隔を確保する必要から2棟となる。また、港区から定住促進策が最重要

課題であり、できるだけ多くの住宅を確保するよう要請されている

D北１街区

建物配置及
び形状

D南街区は当初計画（200m）より35m引き下げて、165mで計画する。

建物高さ
建物配置及

び形状
建物外装及

び色彩
建物高さ

建物外装及
び色彩

ア

イ

ウ

エ

オ

カ



 

 スカイライン形成のためD街区（全４街区）の街区を低くし、ABC街区、

H街区を高くすると事業者は述べている。凹型のスカイラインを形成する

方向で事業者は検討している。こうした高さの設定により、D北２街区建

設までは事業者の検討に対して行政は指摘をしていない。D北１街区建設

時に初めて行政からの指摘がある。 
事業者は庭園への配慮項目の中で、スカイラインの形成を掲げている。

しかし行政は事業者が提示したフォトモンタージュ写真が庭園に配慮して

いるものと解釈しなかったので、配慮したことが分るような視点場を増や

してほしいと指摘した。行政は視点場を増やせば庭園には配慮したことが

分ると考えた上でこのような指摘をしたため、行政は事業者が積極的に協

議に望んでいたと考えていたと読み取ることができる。 
このように事業者側が発言しているように、もともと事業者はスカイラ

イン形成を庭園からの視点から考えていなかった。事業者は再開発地区計

画の基本方針が定める指針に基づき、晴海を視点場としてスカイラインの

形成を図っている。 
結果的に D 北１街区でだけ行政からの指摘があったが、他の街区でも指摘

があってもおかしくなかったと考えられる。協議会の中で浜離宮へのスカイラ

イン形成の話がなされるのは当然であり、結果的に D 北１街区で意向に合わ

ないような建物が立ち上がったのは、違う管轄により定められた複数の指針

が存在するためである。 

４－２ 事業者の検討項目に対する行政の評価 

 高層ビルが庭園に与える影響として考えられるものとしては圧迫感があ

る。「歴史的景観保全の指針」の中でも計画者は圧迫感の軽減を図るように

努める。とあるように事業者は圧迫感を軽減するように検討を行う。 圧

迫感の軽減のための検討はさまざまであるが、すべての街区（配慮をして

いないD北２街区を除く）で共通して配慮しているものとして、壁面後退

がある。壁面後退をすると、庭園からの見えの大きさに変化が生じ、圧迫

感の軽減につながると言える。また、圧迫感の直接的な要因として、高さ

も考えられる。再開発地区計画運用基準によって壁面後退最低値（10m）、

高さの最高限度値が定められている。それぞれの街区で見えの基準値と、

実際の計画における壁面後退値

と高さを表５に示した。各事業

者は「歴史的景観保全の指針」

に基づき、基準を下回るように

壁面後退と高さを決定している。事

を提出して以上のような検討事項の説明をし、行政はモンタージュ写真を

用いて事業者の検討項目に対して評価を行う。そのモンタージュ写真の視

点場は各事業者が独自に選定を行っている。 
議事録より建設

業者は協議会の中でモンタージュ写真

局が以下の４つの視点場を重要としていることがわかった。 

 
                      

ⅰ「汐入り池」の南側通路から池の

方向を望む景観、ⅱ「お伝い橋」か

らの360度の眺望、ⅲ「延遼館跡」、

ⅳ庭園入り口付近から「延遼館跡」

の間、以上の 4 つの視点場に対し

て各街区が提示した視点場は表６

のようである。事業者の視点場選定には行政が重要と考える視点場と相違が

あることが分った。しかし結果としては文化庁の認可が下りている。行政は「圧

迫感への配慮」について単に基準を下回っているという事実だけを見てお

り、視覚的効果からの評価を行っていないことがわかった。また行政が何

をもって「庭園からの眺望に配慮した」と判断しているかがわからないと

いえ、また判断の際の基準もあいまいになっているといえる。以上が事業

者の別々の対応方法になっている現状を生み出す要因であると考えられる。

第5章 考察           

表４ 事業者が提示したモンタージュ写真と、行政が目指しているスカイライン、

またそれぞれの主体の 文言 

環境影響評価の、都民の意見によると、このような意見が出されている。

都民の意見として抽出したものは、環境影響評価の「評価書案」に記載さ

れたものである。しかし、汐留地区の用途地域を見ると、汐留地区はもと

もと商業地域に指定されている。また「再開発等促進区を定める地区計画」

とされ、容積率が緩和されている。以上のように、事業者の立場からする

と、土地を入札した時点で汐留地区は高層のビルを建てることができる場

所である。それに加え、東京都景観づくり基本方針の中での基準により、

計画が進められている。これらの基準は上位計画の段階で定められている

ものであり、浜離宮への考慮をして作られていない。一方で、汐留再開発

事業では浜離宮への影響を考慮するよう定めている文化財保護法に基づき

協議が行われている。実際の協議の内容を見ると以下のようである。 
スカイラインに関する景観条例における指針と・文化財保護法第８０協

議

の視点で考慮されていない再開

発

的

 

びになっている。 

議

  

で行政が考えている方針はもともと視点が違うことがわかる。景観条例

は晴海等の遠景からの視点であるのに対し、文化財保護法第８０条協議に

おいては庭園（近中景）からの視点である。それにより、文化財保護法第

80条協議の要請は応えられず、文化財保護法第80条協議の指針は受け入

れられなかった。このように、文化財保護法第 80 条協議は景観条例の指

針によって阻まれる形となった。法律・条例を実際に運用する部局が複数

にわかれており、内部での示し合わせもないままに事業が進められてしま

っていることが要因として考えられる。 
3-3 で見たように計画の段階で庭園から

地区計画運用基準によって建物高さの最高値、壁面後退最低値が設定さ

れている。文化財保護法による文化庁の認可のために事業者はその基準よ

りも高さを低くし、壁面後退を大きくとる配慮をするが、協議の中ではそ

の事実だけを見ており、どの程度基準を下回れば配慮したといえるのかと

いうことまでは言及しておらず、評価基準が明確になっていないといえる。 
上位計画で計画基準が決められている地区において、それとは異なる目

を持つ法律による協議が行われる場合、管轄する行政側に明確な評価基

準がなければ協議は形骸化してしまうと考えられる。 

の提出のための、「配慮された」という言葉をめぐる言葉遊

協議会の中でこのようなことが発言されているように最終的に文化庁へ

この文言からも協議会全体が形骸化しているといえる。また、形骸化し

た協議であるために、4-2 で見たように不利な視点場を定めないなど、協

が消極的になってしまっているといえる。協議が形骸化してしまってい

るということは、景観に配慮するということが一体どのようなことである

のかが分からないまま計画が進められてしまっていると考えられる。 
第6章 結論                               

な

２

事実を見ているだけで、基準を

以上

１、上位計画の段階までは高容積の建物を建てることを促進するよう

法制度であるのに対し、文化財保護法はそれとは逆に高さを抑えるよ

うな法律であり、法制度上の矛盾が生じていること。 
、複数の法制度が別々の部局に管轄され、法制度上の矛盾を解消する

ような連携が取られていないこと。 
３、協議会の中で、行政が事業者の検討事項を評価する際に、上位計画

の基準を少しでも下回っているという

下回ったことによる視覚的効果については議論の対象となっていない

こと。 
3点の問題より、協議が形骸化したといえる。          

主要参考文献１）森本修「風景保全のための市街地空間の高さ規制・誘導に関する研究―景観条例に見る

「すでに配慮された計画という表現になっており、協議の成果が分からな
いので、以下の通り付加・訂正をする。」（公園緑地部　資料ｃより）

建築物の高さへの取り組みー」1998 年日本都市計画学会学術研究論文集 ｐ．259 ２）山田敬右ほか「眺望

景観保全施策とその運用に関する研究～横浜、盛岡、倉敷、岡山のケーススタディをもとに～」2000 年東京

大学大学院修士論文３）進士五十八ほか「東京都文化財庭園の景観破壊と現況」1989年造園雑誌52巻5号

ｐ．43 ４）重森三玲・重森完途「日本庭園史体系 江戸初期の庭（六）」1973年 社会思想社 

「新橋地区は、中高層建物が建ち並ぶ都心においても整然とした街並みを
有している地域であり、～超高層の建造物５棟が吃立するということは景
観上許されざることである。」（資料ｆより）

事業者が提示した
モンタージュ写真

再開発地区計画の基本
方針が目指すスカイライン

計画前

ABC街区
D南街区

D北３街区

D北1街区

D北2街区

ビューポイントを追加する必要
がある。（スカイラインに配慮
したという文言があるが、庭園
から配慮したようにはみえない
ということで、庭園の視点から
のスカイラインの形成に配慮し
てほしいと考えている。）

スカイラインはＡ,Ｂ,Ｃ街区
は高くし、庭園に面するＤ南
街区は低く抑えることで形成
を図るようにしている

スカイライン形成上他街区よ
りも低く計画をする必要があ
る。

スカイラインの形成にあたり
D北２街区は極力低く抑える

スカイライン形成上、汐留地
区全体を見据え、他街区の建
物と比較しても突出したもの
とはなっていないように

景観については、庭園に近い
部分（D南街区）の高さを低く
抑えているということで説明
できる。

事業者の配慮
（各街区協議会議事録より）

行政のコメント
（各街区協議会議事録より）

A街区D南街区

D北３街区

D北2街区

D北1街区

表５ 事業者の高さ、壁面後退の検討 

建物高さ 壁面後退 建物高さ 壁面後退
A街区 220m 10m 216m 35m（最大値）
D南街区 200m 11m 165m 26m
D北３街区 163m 12m 136m 14ｍ
D北２街区 - 13m - -
D北１街区 210m 14m 180m 50m（建物中心）

街区名
実際の計画基準値

表６ 建設局が重要と考えている視点場と各街区の

事業者が選定した視点場の相違 

　
ABC街区
D南街区

D北3街区 D北2街区 D北１街区

ⅰ「汐入り池」南側通路 2 2 2 1
ⅱ「お伝い橋」 2 2 0 0
ⅲ「延遼館跡」 0 1 0 0
ⅳ入り口～延遼館跡 2 2 0 0
その他 2 0 0 2


