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ABSTRACT
In waterfront development, it has been pointed out that city elements such as accessibility and urban
structure as well as water area, need to be considered in order to achieve the initial vision. However in
current waterfront development of our country, this point described above is not clearly discussed. In this
work, waterfront development plan and its current status was analyzed from the viewpoint of location,
focusing on the berthing area and the urban area. The waterfront development for rebuilding Minato machi
under the Port Renaissance 21 projects was studied as this category. In this project, harbor area with logistic
and industrial function would be planned to rebuild by incorporating urban life function. The results showed
that the urban area was not effectively connected with the berthing area in the waterfront development. Also,
relative location relationship between the berthing area and the urban area is crucial design factor to realize
waterfront development vision towards the future.

１章. 序論
1-1.背景と目的
我が国において 1980 年代頃より注目され始めたウォータ
ーフロント開発では、30 年かけて商業・業務居住機能といっ
た一般の生活者のための港湾空間の創出が試みられたが、そ
の成果にはフォローがされていない。ウォーターフロントは
陸域、水域が共存することから「第３の空間」とも称され、
水域の計画だけでなくアクセシビリティや都市構造といった
都市そのものの要素などにも十分考慮する必要性が指摘され
ている1が、その観点からウォーターフロント開発の計画と現
状については明らかになっていない。
都市開発においては、その開発用地の都市における位置づ
けや周辺地域との位置関係は開発の成否を大きく左右する。
加えてウォーターフロント開発はその特性から水域や船の停
泊域など、都市計画区域以外でも鑑みなければならない周辺
の位置関係要素が多数存在すると認識する。
そこで本研究では、1980 年代以降に行われたウォーターフ
ロント開発を対象に、開発用地の周辺との位置関係、また用
地内外の施設配置を明らかにした上で、計画と現況を照らし
合わせ分析することにより、我が国におけるウォーターフロ
ント開発の実態を開発用地の位置という観点から明らかにす
ることを目的とする。
1-2.研究の位置づけ
1980 年代以降のウォーターフロントや港湾の都市的利用
という観点から見ると、開発手法に着眼したもの2・3や制度を
取り上げたもの4・5が多く、ウォーターフロントの立地や配置
についてはさほど多く論じられている訳ではない。港湾と都
市の配置という観点からみると、高阪により戦災復興都市を
対象とした、港と都市の接続手法について述べられている6が、
1980 代以降のウォーターフロント開発を扱ったものはない。
また、港湾景観という観点からは、船舶の眺めを市街地の眺
めと絡めていくことの重要性が指摘され7、都市と船の停泊域

との適性距離については詳細に言及されている8・9・10が、具
体的な開発用地の位置や配置については論じられていない。
そこで本研究は、実際の 1980 代以降のウォーターフロント
開発の市街地と船の停泊域との関係性に焦点を当てる。
1-3.研究の構成
まず、２章において、用語の定義と関係する法律を整理し
た上でウォーターフロント開発の概要を示す。３章ではウォ
ーターフロント開発における「21 世紀への港湾」とその中心
プロジェクトであるポートルネッサンス 21 の位置づけを述
べる。４章５章が現状分析にあたり、４章では開発用地自体
の都市における位置づけや特徴を整理し、５章では開発用地
内外の施設配置の現状を明らかにする。６章では４章５章で
の分析をもとにウォーターフロント開発の分類を行い、計画
と現状の比較を通してウォーターフロント開発の開発用地の
位置と実現度との関係性について考察し、７章を結論とする。
２章. WF 開発の概要
2-1.用語の定義
ウォーターフロントとは、広義では「海・川・湖などに面
する水際の地帯」を指すが、本研究ではウォーターフロント
開発を「港湾及びそれに隣接する空間において、 都市の新た
な開発区域として開発すること」と定義する。以降ウォータ
ーフロントを WF と略記する。
2-2.WF にかかる法律
WF には港湾法と都
市計画法が関係し各区
域が図 1 のように定
義されている。また図
2 のように、本研究で
は港湾計画図の「水域
施設」と「係留施設」
から船の停泊域を判断
図 1 WF に関係する法律
することとする。

によって 1986 年度に「賑わいと潤いのある「みなとまち」

を再生し、もって地域の活性化を図るべく、
「よみがえれ・み
なとを！」の願いをこめて」制度が設けられた。
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船の停泊域の定義

３章. ポートルネッサンス 21 の意図
3-1.長期港湾整備政策「21 世紀への港湾」
我が国において港湾部が注目され始めたのは、神戸市の神
戸ポートアイランド博覧会（1981 年）とされており、その後
各地で WF 開発が展開された。
そして 1970 年代以降の日本の港湾の転換点であり、その
後の港湾の方向性を示した施策として、1985 年に策定された
「21 世紀への港湾」がある。この「21 世紀への港湾」で、
運輸省は港湾整備目標として「高度経済成長期に重点をおい

た物流、産業に係る機能のほか、従来なおざりにされやすか
った生活に係る機能に光を当て、これら３つの機能を調和よ
く導入し、これらが相互に連携しあい、全体として高度な機
能が発揮できる“総合的な港湾空間の創造”」を掲げている。
この施策は、それ以前まで物流と産業の機能を最優先にし
てきた港湾に対し、
「生活」という概念を再び持ちこんだ点で
画期的である。
1970 年以降行われた WF 開発11の事業着手件数をみると
(図 3)、施策策定後の事業着手件数の大幅な増加が確認でき
る。またその WF 開発の整備用途を見てみると（図 4）
、過
半は緑地であることがわかる。

そこで本研究では「物流・産業・生活」の３機能の調和を
目指す「21 世紀への港湾」の中での「生活」に関する部分に
焦点を当て、港湾へ「生活」を取り入れる上で重要なことと
して、市街地と船の停泊域との関係性に注目することとする。
PR21 により行われた WF 開発が、市民が日常的に利用でき
る空間から近いところで展開されたのかどうか検証を行う。
3-3.ポートルネッサンス 21 の対象事例
まず、1986 年以降 PR21 調査が行われた地区は全部で 81
地区である。そして 81 地区のうち下記条件をみたす 20 地区
を対象とする（表 2）
。
・計画倒れでなくポートルネッサンス 21 調査を１つの契機と
し実施に至ったことが明らかであるもの
・施設単体及び緑地単体ではなく一定規模（3.0ha）以上の複
数または面的開発が行われたもの
４章. 開発用地の周辺との位置関係の現状
4-1.４章の目的
４章では、開発用地自体に着目し、その性質を明らかにす
ることを目的とする。所属港湾・所属都市・開発用地につい
ては表 2 に示す。
4-2.開発施設の機能
開発施設の機能の観点から12分類を行った（表 1・図 5）。
WF で休息や眺めを楽しむための機能、また旅客に伴う滞在
を楽しむようなターミナル機能、ターミナル機能の延長の場
合も含め商業活動を楽しむ機能、水族館や資料館など観光と
なりうる機能の導入が確認できる。
該当地区数

表 1
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WF 開発の用途内訳

3-2. ポートルネッサンス 21 とは
ポートルネッサンス 21（以降 PR21 と略記）とは、
「21 世
紀への港湾」の中核となるプロジェクトであり、緑地の整備
が過半である WF 開発において、大都市港湾を対象とし「生
活」という機能を入れることを企図した事業制度である。港
湾管理者が策定する基本計画の下、官・民の協力により各種
事業制度を組み合わせ実施する仕組みとなっている。運輸省

施設の機能分類

図 5

20 地区における導入施設

4-3.施設のアクセシビリティ想定
各施設のホームページのアクセス案内の記述から、開発さ
れた施設について、公共交通機関によるアクセスが想定され
ているかを調査した（表 2）
。過半は鉄道と徒歩によるアクセ
スが想定されているものの、駅を中心としたアクセスが悪い
開発も 1/3 以上あった。
4-4.４章の考察とまとめ
対象 20 地区の WF 開発は港湾空間に公園や商業施設、文
化施設といった市民が日常利用できる機能を導入し、旅客タ
ーミナル等を整備することにより、市民が港湾に近づくこと
ができる空間を創出したと考えられる。一方で駅からのアク
セスが悪い開発も見受けられる。
５章. 開発用地内外の施設配置の現状
5-1.５章の目的と方法
５章では市民が日常的に利用できる空間として市街地の商
業系地域13を考え、それらと船の停泊域に着目する。そして
商業系地域・船の停泊域と WF 開発用地との関係性を明らか
にすることを目的とする。方法としては、各地区の用途地域
図と港湾計画図・基盤地図を重ね合わせ商業系用途地域の端

部と水域を結ぶ最短距離断面を抽出し分析する（図 6）
。

図 6

商業系地域と船の停泊域の断面

5-2. 商業系地域・船の停泊域との関係
5-2-1 水域における船の停泊域の有無
20 地区から得られた最短距離断面 63 のうち、船の停泊域
が存在するものは 33 であった。約半数においては水域が存在
していても船の停泊域とはなっていない。
5-2-2 商業系地域・船の停泊域との関係
各地区における商業系地域と WF 開発用地を結ぶ最短距離
断面の中からさらに、船の停泊域を持ち、かつ最も距離が最
短となる断面を地区ごとに一つ抽出する。加えて、幹線道路
や鉄道の高架など分断要因となりうる空間要素についても調
査した（図 7）
。すると商業系地域から離れたところでも WF
表 2

開発はされていることがわかる。また商業系地域と WF 開発
用地が接していない地区におけるそれらの間の空間に、準工
業地域または工業地域が存在することがわかった。商業系地
域と WF 開発用地の間が空間として分断されている可能性が
高い。また商業系地域と WF 開発用地が隣接していても、幹
線道路や鉄道の高架等により空間的には分断されているもの
が多い。
5-3.５章の考察とまとめ
WF 開発は船の停泊域のない場所や市街地の商業系地域か
ら遠い場所でもなされた。また商業系地域から近いところで
WF 開発がされていても、その間は土地利用や幹線道路等に
より空間的には分断された配置となっているものも多く、市
民の日常の生活圏との連続性という点では課題である。
６章. 開発用地の位置に対する計画と現状
6-1.６章の目的
本章では４章５章での分析をもとに開発用地の位置という
性質から対象地区 20 地区の分類を行う。そして報告書をもと
に開発用地の位置の分類と PR21 の計画の実現性との関係性
を明らかにすることを目的とする。
6-2.開発用地の位置から見た対象地区 20 地区の性質
「集客施設」を４章で定義した商業機能または市場機能、
文化機能、運動・健康機能をもつ施設と定義する。また５章

PR21 の対象地区の個別項目調査結果
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の調査結果と既往知見のスケール指標を用い14、対象地区 20
地区は表 3 のように分類できる。項目から 18 通りの分類が
可能であるが、対象地区の 20 地区が該当するのは、そのうち
の 9 通りである。
「商業系地域が近接かつ連続」を満たしてお
らず WF 開発用地に集客施設が存在しない事例はない。
「商業
系地域が近接かつ連続」している場合には集客施設を伴わな
い WF 開発も行われたが、商業系地域が分断されていたり遠
方だったりと既存の商業系地域との関連が薄い場合、結果と
して WF 開発用地に集客施設を設けていると推察できる。
表 3

WF 開発 20 地区の性質分類

そして 20 地区の WF 開発を商業系地域との関係性で見る
と、
Ⅰ型 商業系地域と近接かつ連続している、つまり既存市街地
とつながるような配置
Ⅱ型 商業系地域と近接しているものの空間的には分断され
ているが WF 開発用地内に集客施設が存在する、つまり WF
開発用地に集客要素があり隣接する既存の市街地から立ち寄
りやすい配置
Ⅲ型 商業系地域とは遠隔であるが連続しており WF 開発用
地にも集客施設がある、つまり遠隔にある既存市街地を集客
要素を持つ WF 開発用地がつないでいる配置
Ⅳ型 商業系地域が遠隔かつ分断されているまたは商業地域
が近郊に存在しないが、WF 開発用地が集客施設を持ってい
る、つまり既存市街地とは独立して集客要素を持つ WF 開発
によって新しく賑わう地域を創り出そうとした配置
と４つに分類できる。
6-3.PR21 調査にもとづく計画の実現度
各地区の PR21 調査報告書15を元に開発区域とその開発区
域内での配置変更の実現割合について分類を行った（表 4）。
また、計画されていた施設数を調査し、計画されていた施設
数に対する実現した施設数の割合を算出した。
表 4

WF 開発地の位置と実現度との関係性

前項でのⅠ〜Ⅳの分類ごとに開発区域・配置・施設数の実
現度について考えると、商業系地域と WF 開発用地が隣接し

ている分類ⅠⅡは計画に対し現状実現しているものが多い。
一方商業系地域と WF 開発用地の関係性の低い分類Ⅳにおい
ては、開発区域の縮小や配置の変更が目立ち現状計画通りに
は実現していないものが多くみられた。
また事例調査により、市街地から近いところで WF 開発の
計画を行った七尾港は、部分的にしか実現していないものの
中核部分が事業化し、当初の計画が目指す既存市街地と船の
停泊域をつなげるような WF 開発の配置（Ⅰ型）を実現でき
ていることがわかった。それに対し秋田港は、遠い市街地と
船の停泊域を WF 開発用地によってつなげようと計画した
（Ⅲ型である）ものの、部分集約的にしか実現しなかったた
め市街地と船の停泊域の間には未だ空間的な隔たりがある
（Ⅳ型である）ことがわかっている。
７章. 結論
7-1. 結論
我が国で行われたポートルネッサンス 21 は、物流・産業に
係る機能に重点を置いた整備がなされていた港湾に対し、生
活に係る機能を取り入れ「みなとまち」を再生する目標を掲
げた。その下で行われた WF 開発における本研究の結論は以
下の２点である。
①WF 開発は公園や商業施設、文化施設といった機能を導入
することによって市民が港湾に近づくことを可能にしたが、
開発用地の位置をみると市街地と距離が遠いところでも開発
が計画された。また市街地と近いところで開発が行われてい
ても幹線道路や工業系の用途地域により空間が配置上分断さ
れ市街地と連続していないものが多い。必ずしも WF 開発が
市民の生活圏である市街地と船の停泊域をつなげる空間配置
とはなっていない。
②計画と現状を比較すると、市街地に近いところで計画され
た WF 開発はそうでない WF 開発に比べ、開発区域や配置、
実現施設数という点で変更が少なく実現している。
7-2. 今後の課題
本研究は、対象地の現地踏査による詳細な空間的な配置の
分析、船の停泊の状況や開発施設の利用実態、また WF 開発
の計画の成立不成立要因の具体的な分析などを欠いているた
め、この点を今後検討する必要がある。
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12 建築学会
「コンパクト建築設計資料集成 第３版」 2005.3
13 用途地域の商業地域と近隣商業地域を指す。
14 港と都市の距離の指標に関して、港湾景観という観点から、いくつか既往知
見が存在する。齋藤の「景観と港のリアリティ」では港湾の土地利用の好まし
いレイアウトを遠景・中景・近景の３段階で示しており、その３段階の近景に
あたる水際空間について、上島らがスケール指標を提示している。本研究では
これら既往知見を元に、都市と前面の水面空間の一体性が担保される距離を
150m とし、この数値を境に遠近の分類を行った。
15 各地区で作成された「PR21 調査報告書」を参照した。

