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第１回： コンパクトシティのパラドックス
コンパクトだからといって暮らしやすいとは限らない

報告１）「輝く都市」：タワマン街の夢と現実

東洋大学理工学部建築学科

野澤千絵

タワーマンションの開発タイプ
タワーマンション：2017年までに：約1400棟、約40万戸供給済）
2018年度以降計画発表：約300棟※1

面的再開発型

タワーマンションの定義
一般的には、「高さが60メー
トル超、又は階数が20階超の
住居用建築物」

1979年 芦屋浜シーサイドタウン（兵庫県芦屋市）14～29階
1989～2000 年：大川畑リバーシティ２１（東京都中央区）8棟 31～54階
2003年 六本木ヒルズレジデンス（東京都港区）2棟 43階
2006～2007年 芝浦アイランド（東京都港区）3棟 48～49階

タワマンの郊外化・地方駅前立地化
所沢駅周辺地区（1995～2000年に4棟）
武蔵浦和駅周辺地区
地方都市の駅前のタワーマンション

タワマン街化

Ｄ’グラフォート盛岡駅前タワーズ※2

湾岸エリア（東京都江東区・中央区・港区など）
武蔵小杉地区（神奈川県川崎市）
神戸市三宮地区（兵庫県神戸市）

※１ 不動産経済研究所データによる
※２ 写真出典：http://bluestyle.livedoor.biz/archives/51684846.html
※３ 各事例の出典：村島正彦「超高層マンションの歴史と展望」，都市問題Vol.109，
後藤・安田記念東京都市研究所（2018年10月）

武蔵小杉駅周辺（google Earthより）
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区分所有マンションとしての非持続可能性問題
【建物の維持管理問題】
■維持保全にコストがかかる
（特に高スペックの設備関係）
■タワーマンションの修繕技術が
未確立（手探り状態）
■関係者が極端に多く、所得・
国籍・年齢・世帯構成などが
30～100年後
多様で合意形成が困難
■居住者の「老い」の進行
（コミュニティの希薄化、独居老人
問題、認知症など意思判断ができ
ない高齢居住者の増加、相続人不
存在など）
→4分の１以上、管理規約の改
定などの改定が困難に（オフィス

適切な修繕が継続されない場合、荒廃化する建物がでてくる
：全体の維持管理ができていないと、エレベータや水の供給
も滞り、生活ができない事態に。
■築年数が高くなるほど、保有（維持管理）コストが高く
＝中古住宅としての流通性低下（管理費・修繕積立金が高額
状態、人口だけでなく世帯数も減少に伴う、住宅過剰など）
→区分所有者が年金生活に入り、管理費等を支払えなくなり
滞納される前に、売却できればよいが、果たして将来、高額
な保有コストを支払えるほどの購入者層はどれほどいるか？
■修繕積立金不足
：新築当初は管理費・修繕積立金を格安とする
「問題先送り型」タワマンが特に問題
■維持管理・修繕工事を請け負う技術者不足の深刻化

化（SOHO)など、共用部分も利用
した住宅以外の用途転換を行うため
の管理規約の改定が困難）

終末期問題として、建替え困難、敷地売却困難（巨額の解体費要）

タワマンのコミュニティ意識形成の困難性

主な購買層：パワーカップル、相続税対策、高齢者、投資家







エレベーター待ち時間
高層階の子供や高齢者の外出行動の減少
セキュリティが何重にもあるため、コミュニティ形成困難
災害時などの停電時に高層階難民化
自治体の防災対応（避難場所の不足）
地域まちづくりへの協力意識の希薄
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東京都の都市づくりビジョンの系譜
「東京の新しい都市づくりビジョン」（2001年10月）
「都心居住の推進」と「市街地の再開発」を進めるために、センター・
コア・エリア内の複合市街地ゾーンと位置付けられた区域内であれば、
容積率等の都市計画規制の緩和制度の利用を可能に。
→この「ビジョン」の将来像を実現していくために
「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」

「東京の都市づくりビジョン」（改定）（2009年7月）
「魅力とにぎわいを備えた環境先進都市の創造」
→センター・コア・エリア：居住機能の強化を図る区域
（業務・商業の用途と住宅との複合化）
2001年都市づくりビジョン
東京都で容積率等の規制緩和が可能されるセン
ター・コア・エリア内の複合市街地ゾーン

公共貢献の視点
■市街地再開発事業の実現による効果
・市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等において、
細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、
公園、広場、街路等の公共施設の整備等を行うことにより、
都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新
・都市計画施設・2号施設・地区施設といった公共施設の整備
の実現（≒道路・広場等のオープンスペースの創出）
■都心居住の推進
■育成用途の誘導
etc

＋人口増加効果
＋税収増加効果
－人口増による新規公共投資
（永続的に必要となる維持管理・更新費含む）
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東京都の容積率割り増し算定のための評価対象となる計画
①有効空地

広場・緑地・アトリウムで日常一般に開放される部分、屋上緑化・保存緑地の部分など
公共駐車場、公共駐輪場、交通広場、歩行者専用デッ
キ、地下鉄出入口、公共用歩廊、バスターミナル、タク
シーベイ、地下コンコースなど

交通環境の整備・改善等に寄与

②区域環境の整備・改善・向上 供給処理機能の整備・改善等に寄与
に資する施設計画

地域冷暖房施設、ゴミ中間処理施設、地域変電施設、自
家発電設備、雨水貯水槽など

災害に強いまちづくりに寄与

防災備蓄倉庫、防火貯水槽、防災機器収納庫、帰宅困難
者のための一時滞在施設、巡査派出所など

住宅の供給の促進に寄与

住宅、社宅、寮、グループホームなど

文化・教育・地域社会のコミュニティの
文化・教育施設、図書館、地域集会所など
③地域の育成及び整備に貢献す 向上に寄与
る施設計画

福祉の向上に寄与

障害者支援施設など

（都心居住の推進につながる住宅
の供給など、地域の育成及び整
子育て支援に寄与
備に貢献する施設）

子育て支援施設

高齢者福祉の向上に貢献

高齢者福祉施設

宿泊施設の整備の促進に寄与

宿泊施設

④歴史的、文化的環境の保全・ 重要文化財指定建築物・歴史的建造物等の保存・修復など、歴史的・文化的環境の保全、整備
に資する場合
整備に資する施設計画
主要な公共施設

主に街区内の居住者等が利用する道路・公園・緑地・の
緩衝空地など

地区施設

主に区域内の道路、公園、緑地、広場その他の公共空地
など

⑤地区基盤施設

東京都都市整備局「東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準」（平成29年3月を元に作成）

湾岸エリアのタワマン街化
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選手村周辺で予定されている開発事業

中央区の区域

江東区の区域

選手村周辺の常住人口の見込み
（出典：東京都都市整備局「都心と臨海副都心とを結ぶBRTに
関する基本計画」の「ＢＲＴ沿線開発について（2015年4
月）」より作成）

（出典：東京都都市整備局「都心と臨海副都心
とを結ぶBRTに関する基本計画」の「ＢＲＴ沿
線開発について（2015年4月）のデータにより
作成）
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「都心居住の推進」は進んだが…
 過密居住ストレス
 小学校・学童・保育園などの子育て施設が圧倒的に不足（常に後追い整備に追われる）
 鉄道駅・地下鉄駅の利用者の激増で駅へ向かう人の多さ、駅入場に時間がかかる、ホームからの転落
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中央区の人口推移

公開空地的な空間が足回りを囲む弊害

「まち」がつくられにくい
公共貢献でつくった広場、歩道状空地の維持管理費は全て
区分所有者（将来的に保有コストの上昇にもつながる）

地域に広く開かれたオープンス
ペース空間になりにくい
↑写真出典：http://www.ichiko-terumi.jp/archives/9624
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都心の住宅地化に対する広域的な問題（市域全体の人口バランス）

■神戸市長定例会見（2017年11月20日）
西神・山手線・海岸線、神戸電鉄、山陽電車などの交
通インフラを有効活用し、沿線にしっかりと人口を定
着させていく政策的な取り組みを行い、神戸市内の中
でバランスのとれた人口配置、まちづくりをしていく

神戸市の鉄道インフラ網

■神戸市の高さ60ｍ以上マンションの棟数（2018年6月時点）
中央区

東灘区

灘区

兵庫区

北区

長田区

須磨区

垂水区

西区

全市計

24棟

10棟

6棟

5棟

2棟

7棟

4棟

2棟

9棟

69棟

出典：神戸市タワーマンションのあり方に関する研究会資料（2018.9.11）

http://re2ch.com/archives/70939057.html

タワマン街を住民が暮らしやすい街へと改善するには？
長期的な時間軸で考えると・・・建物単体としての非持続可能性＋用途・建築計画の硬直性が問題
 そもそも「まちに開いた」建築計画になっていない（ハイグレード感、プライベート重視感重視のデザイン）
 物理的に多用途への転換がしにくい（何重ものセキュリティあり）

住宅→住宅
住宅→他の用途
公共貢献で整備した床の空き店舗化

〇
？
？

在宅型老人ホームサービス拠点化、運動施設、事務所、SOHOなどに住戸を利用していく
には、共用部分も利用した住宅以外の用途転換を行うための管理規約の改定が必要
コミュニティの希薄化、独居老人問題、認知症など意思判断ができない高齢居住者の増加、相続人不存在などが
4分の１以上になると管理規約の改定などの改定が困難に
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