防災機能を備えた海上小都市の計画における一考察
AN EXAMINATION OF FLOATING MARINE-CITY FOR DISASTER PREVENTION
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We propose to construct an artificial floating city on Tokyo Bay which functions as both residential areas during normal times and as
shelter during earthquake disasters. This marine city is octagonal and its size should be limited within a distance that people can
move on foot. This city also should provide all kinds of necessary function with which people live without relying on any other places.
To enjoy advantage of the marine city, rooms of condominiums are placed stepwise so that each room is ocean view room. Detached
houses are built before these residences. Assuming structure of the island is made by reinforced concrete, it is roughly estimated that
cost is equivalent to price of land in Tokyo downtown. Therefore, this concept has sufficient feasibility to be realized.
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1.

・観光都市機能：理想都市の実現と普及、海洋景観の保持

2011 年の東日本大震災では巨大津波による人および都市に甚大
な被害を被った。この巨大地震による脅威から逃れるためには、地
震、それにより発生する津波の予知が必要なことは論を待たない。
震災後の復旧には米海軍の「トモダチ作戦」が有効に働いたこと
もあり、今後の震災を考えたとき、海上からの支援も視野に入れる

・海洋資源総合研究機能：海洋産業の発展
・農地付集合住宅：クラインガルテン
・職住近接都市：歩行距離で定まる都市のスケール
・自給自足（自律型）
：衣食住施設・漁業基地・自然エネルギー再生
施設

必要がある。海上に点在された防災基地が有事に対応することによ

・浮体内の有効利用：公共施設・店舗・駐車場・設備空間

り、陸上で麻痺する都市機能の復旧に役立つことができる。

・新陳代謝する都市：自由に動ける面交通・海域利用、可変可能な

今後予想される南海トラフ巨大地震や都市直下型地震などに対し
て、列島の沖合に計画された防災基地ネットワーク構想

1)

による複

都市
・総合管理機能：情報管理および海域コントロール

数防災基地を連携させ「自律分散型ネットワーク」が効力を発揮す

② 災害支援関連

ると考えられる。地震発生源がはっきりしない南海トラフ地震の場

・小都市自体の防災機能：防災設備の完備

合など、防災ネットワークが出来れば複数の防災基地が相互に補充

・地震・津波被害に対する支援機能：仮設住居・医療援助機能・教

しつつ、フレキシブルに対応することが可能になる。
そのような仕組みの中での必要性から一つの拠点として東京湾で
の防災支援基地を計画し、平時には望ましい都市機能を備えた計画
的住宅団地構想を持つ、新しい海上小都市を提案する。

育施設・防災訓練施設
・生活用品備蓄機能：避難生活における必要品のストック
さらに基本形態を考えるにあたって、上述の機能と海洋の特性を
生かした以下のコンセプトを満足することが適切と考える。
・美しい人工島であること（海洋景観）
：自然に対峙するものではな

２.

海上小都市の機能とコンセプト

震災時に防災支援機能を持ち、平時には望ましい住宅機能を有す
る海上小都市を考えると、以下の機能を有する必要がある。
① 平時の都市機能
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く、大きく自然を取り入れる考えが重要である。
・上部構造の高層化は避けること（海洋景観）
：建物高さは 20m 程度
（5,6 階）までとする。
・建物の形態は機能に合わせ個性ある造形体とすること（海洋景
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観）：群造形を重視する。
・海の幸を十分に取り入れること（観光、漁業）
：リゾート（キャン
プ場）、砂浜、水族館、生簀（漁業）などを組み入れる。
・海洋特性を利用すること：海洋療法を主体とした滞在型医療施設
を設ける。災害時には、被災病人の受け入れ、災害医療への参加
を行う。
・人間的空間と機械的空間は分離して考えること（都市構成）
：都市
のインフラ施設にスペースを割き、同時に人車の分離を行う。
・人工島の建物は地域別に整理し全体的統一感をもたせること（都
市構成）：明快なゾーニングの必要性を重視する。緑地を確保し、
災害時に多様な展開ができるようにする。
・必要に応じて規模を増減できること（可変性）
：海洋空間は陸域と
違って自由度が高いので、形態についてムーバブルでフレキシブ
ルにできる。災害時には、拡張して仮設住宅の提供、切り離して
被災地の救援用浮き桟橋への転用に対応できる。
・最悪の災害時のへ対応を考えること（防災機能）
：浮体が分断され
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配置図

ても建物の安全を保証する。

３．配置計画
東京湾アクアライン（長さ 15.1km）の木更津寄りにある海ほたる
パーキングエリア（以下、海ほたると称す）から約 3 海里北上した
海域に基本アイランドを 3 単位連続した浮体を構成して海上小都市
を計画する（図 1 参照）。この付近の水深は 20m 程度であることも考
え、なるべく海ほたるから木更津寄りに計画した。この位置は東京
湾のほぼ中央にあたり、東京都、神奈川県そして千葉県の東京湾沿
岸からほぼ等距離にあり、災害時の支援にも適切な位置であると考
えている。
海ほたるより小都市まではフローティングブリッジを計画し、平
常時の主動線は車交通を主体に考える。非常時には、フローティン
グブリッジは機能しないと想定し、交通は船舶・空路を考えている。
被災後 3 日間は救命・救助、1 週間は緊急物資搬送、1 ヶ月は生活
再建、更にはその後の復旧・復興と被災地からの要求が時の経過と
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基本アイランド平面図

ともに変化することを考慮して、防災支援機能を充実させる。
八角形にした主な理由を述べる。一つは、八角形はアイランドの
４.

基本アイランドの平面形状

基本アイランドの平面形状は、基本浮体を連結して八角形に整え
ることを基本にし、その構成、形状は図 2 に示すとおりである。基
本浮体は、沿岸のドライドックで製作し、現地まで曳航し、接合す
ることで基本アイランドを建設することを考えている。
基本アイランドの規模は歩行距離から定める。人車分離により、
人は歩道そして広場を歩行することになるが、その歩行行動に必要

拡張に有効に働くことである。円形や多角形であると接続に不都合
があり、拡張が困難となる。八角形では並列、直列、45°方向にと、
明快で幾何学的にも美しく拡張接続できて建築的である。
もう一つの理由は八角形のアイランドは点対称であり、海上の全
ての方角からの波による影響に対して均等である。これはアイラン
ドの居住性にもつながることで、常に安定した生活環境が保たれる
と考えられる。

で可能な歩行距離を 1.5km と定め、八角形のアイランドの差渡しを

さらに八角形は歴史的にみるとルネッサンスの理想都市 ※そして

1.6km とした。この寸法は、通常の歩行時間を 20 分、歩行速度を 4km/h

ゴシック建築の教会の聖堂などにも好んで使われた形であり、親し

と仮定すると、歩行距離が 1.33km となることから、都市空間として

みもあり生活に馴染んだ形である。

ヒューマンな寸法であり、スケール感の良いクローズドシステムで
のアイランドとして適正寸法であると考える。

５.

アーバンデザイン（全体計画）

21 世紀の防災小都市空間として、海上に浮かぶ自律した空間をど
のようなデザインにするかは、最小限都市の形のあり方を以下のよ
うに考える。
1) 十字形を意識した都市デザイン（用途地域の設定）

八角形のアイランドの中央の 600m□の広場は業務地域とし、主に

2) 住居・農業地域（クラインガルテン）

防災施設、公共施設およびオフィスを設置する。中心には通信タワ

アイランドの 3 辺に矩形の住居地域を 3 ブロック計画する。1 ブ

ーを設け、アイランド全体を眺められる展望台を併設する。（図 3

ロックに集合住宅 5 棟（920 戸）、独立住宅 60 戸を計画し、集合住

参照）

宅各住戸は 100～120m２の農地付住居（クラインガルテン）とする。

広場を中心として周囲に形成される十字形の四辺の矩形の地域は、

（図 5 参照）

三方は農地付集合住宅（クラインガルテン）および独立住宅の計画

クラインガルテンはドイツで盛んな 200 年の歴史を持つ農地の賃

地とする。残りの一辺にはこの業務地域から直線的にプラザやプロ

借制度である。利用者の数は 50 万人を超える。利用者 1 人当たりの

ムナードを設けたオフィス街とし、その先にアミューズメント施設、

平均面積は 100 坪程度で賃借期間は 30 年である。野菜や果樹、草花

商業施設、港湾などを配置する一大商業地域とする。

が育てられラワベと呼ばれる小さな小屋が併設されている。日本で

八角形の隅々の三角形の地域には将来の拡張の接続地として、業

は、知多半島先の佐久島で離島では初めてのクラインガルテンが展

務施設やアミューズメント施設に当てる。さらに居住者に必要な教

開されており、宿泊滞在型農業体験施設として利用者・住民間の相

育施設や文化施設も加える。（図 4 参照）

互交流による地域活性化や定住促進に役立っている。

外周には車専用の道路を配置する。その下部は設備用配管など都
市のインフラスペースとし、将来の拡張にも対応する。
アイランド全体として住職接近の十字形パターンを生かした幾何
学的で明快な美しい都市のイメージを持った街区を目標とする。

集合住宅は図 6 に示すようにすべて 6 層の斜面住居とし、浮力を
感じさせるデザインを目指している。各戸に専用庭があり日当たり、
眺望に主力を注いだ住居とする。また外周の海側は図 7 に示すよう
に、二重に中庭付き平屋建ての独立住宅を計画する。高さの低い独
立住宅を外周に計画することにより街全体が海に溶け込む自然な形
態となるよう配慮する。
潮風については集合住宅の配棟を工夫することにより住居に直接
風が当たらないように配慮する。また計画地には適宜近隣公園を計
画し居住環境の向上に努める。
住・農地域の居住人口は 1 万人、来訪者最高 1 日 3 万人と想定す
るとアイランド利用者は合計最高 4 万人となる。
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中央複合施設の構成
図5

図4

用途地域

住居・農業地域のレイアウト

図6

斜面住宅

一方、インフラの拠点として 15,000 台の車の収納可能な駐車場施
設そして非常時の自給自足のアイランドとして欠かせない海水淡水
化による水の貯蔵および再循環装置、自家発電装置、廃棄物処理施
設、そして各種貯蔵基地の収容など、各機能に必要となる諸設備の
地下利用を積極的に行う。地下階平面図を図 8 に示す。

図7

独立住宅地域レイアウト

3) 業務施設（公共施設・防災施設）

写真

基本アイランド＋小規模拡張模型

アイランドの中央に位置し防災施設、海洋研究施設、オフィス施
設、公共施設、教育施設、管理施設など多岐にわたる諸施設による
オフィス街とする。このオフィス街は新しい都市の中心施設に相応
しい人間性豊かな空間の再生の場として創設されなければならない。
また広場の中央には内海を持つ広いプラザを併設し、海中環境観察
施設や水族館などを計画する。建物は複合建築として一体化し、業
務施設棟として 3～7 階建程度の建物を連続させる。
4) アミューズメントセンターと港湾施設
アイランドの 1 辺に当たる矩形の部分にはホテル、レジャー施設
と交通の要所としての港を配置し、アイランドの観光施設として中
心的な役割を持ったエリアとする。都会からマイカーで訪れる人々
が楽しめるような街にし、海洋レクリエーションを中心とした海上
レジャー都市となることを期待している。このコンセプトを都市の
売り物として海洋スポーツの振興を目指す。
さらに拡大の必要があれば新たな浮体を接続して街の拡張を図り、
砂浜やヨットハーバーなどを計画することも可能にしている。

図8

地下階平面

一方、住民の福利厚生施設としてのスポーツ施設、リゾート施設
なども併設して充実させる必要があると考えている。
業務地域から直線的に延びるプロムナードとプラザは両側に配置
された複合建築のオフィス街、ホテルそして港湾など都市施設を含
めた活気あふれるアイランド・ワールドを形成することになる。
全体イメージを写真に示す。
5) 浮体内部の有効利用
図 8 に示す浮体内部（以下では地下部と称す）の平面図は、中心
の一辺 600m の方形に近い公共施設や商業施設の周囲を駐車場や設
備空間で囲む複合施設である。この中心施設の大きさはほぼ新宿の
超高層街区の大きさに当たり、地下 1,2 階分にも及んでいる。
海上部との人と車の連絡、垂直交通手段であるエレベータやエス
カレータ、そして吹抜空間などを設けることにより、海上部よりマ
イナスイメージのある地下部を安全で便利で快適な空間として創造
する。各々の空間は連携を保ちながら様々な機能のネットワークに

６.

東京湾の海象条件と浮体構造

1) 海象条件
基本アイランドの構造設計にあたっては、これを構成する単位浮
体の構造と接続された全体構造を考えなければならない。東京湾に
おける波浪、高潮、風、流れなどの外力によって受ける応力や動揺
による居住性などに十分な注意を払う必要がある。
東京都港湾局の羽田空港沖の海象データによれば、以下のとおり
である。
日常の波高は 50cm～150cm が羽田沖での平均となっている。
高潮は大正 6 年の記録で 4.21m、昭和 54 年台風 20 号で 3.55m と
いうデータが残っている。いずれも設計時の想定であった 6.00m 以
下であり安全であることを確認する。
海流は 12cm～20cm/秒で流れている。それは 0.24 ノットから 0.40
ノットに値する。

よりウィンドウショッピングや随所に設けられた吹抜広場で休息も

潮位は満潮時 AP 2.1m,干潮時 AP 0.00m で、その差は 2.1m となっ

できる創造的な地下アメニティを持ったレジャー施設を構成する。

ている。

津波についてはとくに記録が残っていない。

７．基本アイランドの概算工事費

一方、海上保安庁の話では、潮流について海ほたる近辺で満潮時

基本浮体の建設費を概算すると、トラス浮体（外側）は約 129 億

北東方向に 0.3 ノット、干潮時に南西方向に 0.31 ノットという記録

円/基、ラーメン浮体（内側）は約 88 億円/基となる 3)。道路部分（車

がある。津波については地震時に場所により数 cm の単位で潮位が変

道・歩道・ジョイントを含む）は、約 87 万円/坪である。海上部の

動したという話を聞いたが、関東大震災時の記録など調べてみなけ

建物建設費は 100 万円/坪、地下部の内装仕上げ・設備費は 40 万円/

れば、津波は無いといえないのかもしれないという見解であった。

坪と仮定している。総工事費は 10,102 億円となる。その内訳を表に

これらのことから、日常的なリスクはほとんどないと考えられる。

示す。

東京湾での限定最高波高分布図をもとに推定すると、最高波が 6m

陸上の土地に相当する浮体構造
（62.99 万坪）の坪当り単価は 91.3

となる。再現期間 100 年とすれば、設計に使用する暴風時の波浪、

万円（27.67 万円/m２）となり、田園都市市街地鷺沼周辺の土地価格

風速は、有義波高 4.3m 程度、基本風速 40m/s となる。

と同等である。浮体の内部は構造上の必要性から副次的に 2 層分の

2) コンクリート製浮体構造

床が確保できるため、その有効利用により採算計算上さらに有利と

基本アイランドの構造はコンクリート製の函型の基本浮体（2 層）

なり実現性が十分あると考える。

41units をグリット状に並べる構造である。その基本浮体の寸法は
200m×200m×10m である。

表

概算建設費

基本浮体の 200m という単位は東京湾での最大波高の波のエネル
ギーを消去できる奥行寸法で、この基本浮体を波に対して直角方向
に並べると浮体の底部へ流れる波はほぼ消去され、後方は波のない
静的な海となる

3)

。したがって、外周にトラス構造で補強された基

本浮体を連結することにより、その内側は波の影響が少なくなり、
内側の基本浮体はラーメン構造の浮体でよいことになる。
一方、この基本浮体上部には 200m×200m までの建物が建設可能で
あり、沿岸のドライドックで製作、現地に曳航することが可能な寸
法であり、現在の建設技術の適正寸法と考える。
基本浮体の底面は HP シェル構造とし、底面を流れる波のエネルギ
ーを消去するために有効である。
基本浮体の構造スケッチを図 9 に示す。

８．拡張・縮小の可変性
海上都市のようにクローズドシステムとして考えられる環境に
おいては、その発展のためにその拡張をフレキシブルに対応できる
システムが必要である。
とくにこの防災支援都市では都市機能の必要性の可否が明確でな
いことも多く、その規模を求めることはなかなか困難である。その
ため必要な時に拡張したり縮小したり自在に考えられるように予め
計画を折り込んでおくことが肝要である。
1) アイランドの大規模拡張
アイランドの面積を 2 倍、3 倍と増設する大規模な拡張を考えた
場合にも、クローズドシステムで完結している一つのアイランドの
機能を多少変えることだけで連結対応できることが最善と考える。
当計画では海ほたる沖に人口 30,000 人（現在の東北釜石市の人口
相当）をアイランド 3 単位で計画しているが、必要に応じて更にア
イランドを増減しても成り立つ計画にしてある。図 10 に 2 単位を接
続した例を示すが、各基本アイランドはクローズドシステムで成り
立っており、一つの細胞と考えれば、それがたくさん集まっても減
っても、都市環境を保全する機能を保持できているといえよう。
2) アイランドの小規模な拡張・縮小
1 つのアイランドの中でその各機能に過不足が生じた場合に、小
規模な拡張・縮小を行えるようにも考えている。
図 11 に示す例は、漁業基地とレジャー施設の拡張例である。規模
は比較的小さくその上に建つ建築も小規模になるが、これにも同じ
モデュールを設定することで、更新交替の容易性を確保できると考

図9

基本浮体の構造スケッチ

える。

ークが構築できる。
今後建築界のみならず土木、造船、海上保安庁、公共団体の港湾
局などとも連携し、早急な研究活動を展開する必要があると考える。
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理想都市
15 世紀から 16 世紀にかけてヨーロッパは神の国、王の国、商業の国と
いわれた封建的、非人間的な世界であった。当時の人文主義者や建築家の
間には「何が本当に正しいものか。何が幸福をもたらすものか」という理
念を中心に論じ、当時の建築家はそれを具体的に人間解放のために美しい
幾何学的な「理想都市」として多くを提案し、建設していた。ルネッサン
スの理想都市の例を図 12 に示す。
一方現代の都市を見た場合には、資本主義進化による消費都市、そして
コンピュータの発達による情報化都市の進化となり、それがスプロールし
て巨大都市化し再び非人間的な都市へ向かっている。それは産業の発達に
並行して人々の生活は機械化され、個人を超えて会社組織の法人化された
機械人間都市に近づいたといっても過言ではないだろう。これが 21 世紀の
都市に第二の理想都市を考える根拠である。本論文では、理想都市を海上
小都市として実現したいと考えている。

図 11

小規模拡張例

９．まとめ
ここに提案した東京湾の海上防災小都市は防災機能重視のコンパ
クトな人工浮島である。このシステムが成り立つためには、平常時
の有効活用が必要不可欠である。農地を有する住宅を中心に、海洋
特性を生かした観光・レジャー施設を配備した。住民一万人に対し、
観光客三万人見込んでおり、非常時には観光客分の 1/２程度の避難
民を受け入れることを可能にしている。また、必要に応じて規模の
増減を可能としている。
平常時は、海ほたるからのフローティングブリッジで往来し、非
常時には船舶やヘリコプターでの往来を考えている。
浮体構造はコンクリート製として概算建設費を試算した結果、東
京都下の土地価格と同等であることから、この計画の実現性は高い
と考えている。
これが一つの拠点となり、さらに日本列島の洋上に防災支援機能
を持った人工浮島を広域的に建設することにより、相互のネットワ

図 12

理想都市５）

