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テクノスケープによる成熟都市のリデザイン＊ 

―新しいコンバージョンの提案とその応用可能性― 
 

 山本 敏也 

 
要約 
 高度経済成長期の「市街地拡張型」都市デザインは，都市の QOL の向上といった役割を果たしたが，都

心部の空洞化など諸問題を抱える現代の成熟都市には，新たなリデザインが必要である．その手法には，

土木建築物などのテクノスケープのコンバージョンが最適であるとともに，テクノスケープの「表層的評

価」を，視点・評価軸を転換する新たなコンバージョンとして捉え直すことで，欧米の後塵を拝するわが

国のコンバージョンの普及・発展と成熟都市の活性化に応用できると考えられる． 
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１．はじめに 

 

1.1 都市デザインと土木建築物 

都市計画あるいは都市デザインにおいて，土木

建築物はこれまで少なからぬ可能性を発揮し，重

要な役割を果たしてきた．ハード面の整備が都市

機能を向上・改善させるとともに，地域内外の人々

に対して視覚的・精神的なアイデンティティを発

信する有効な手段として機能したのである．身近

な例でいえば，高度経済成長を起点に全国の郊外

で開発された市街地や団地は，都市の QOL

（Quality Of Life：生活の質）の向上に加えて，「明

るい未来都市像」「洋風な暮らしへの憧れ」といっ

たイメージの表出による都市や地域ブランドの形

成，さらに，新しい価値観の醸成にも大きく貢献

した． 

こうした，都市のQOLの向上，地域ブランドイ

メージの形成，新しい価値観の創造などの課題は，

時代を問わず都市デザインが普遍的に直面するテ

ーマであろう．しかし，都市や地域への関わり方

は，取り巻く社会情勢や時代背景に即して変化せ

ざるをえない．社会資本が不足していた高度経済

成長期には，新たな市街地や団地の開発といった

「市街地拡張型」の手法が課題解決に適していた

かもしれない．しかし，インフラが充分に満たさ

れ，価値観の多様化など社会経済環境が急速に変

化し，都市が成熟化する現代において（表1），際

限なく構造物を造成する従来型アプローチへの依

存は，自然環境への配慮や都市空間の持続的発展

という観点からすれば，もはや現実的ではない． 

 

表 1 社会経済環境の変化 

 
資料：明治大学都市政策市川ゼミナール・ホーム 

  ページより作成． 

 

1.2 成熟都市のリデザイン 

 第二次大戦後，先進国の都市では復興に際して

エベネザー・ハワードの田園都市構想やル・コル

ビュジエに代表される近代都市論を実践したまち

づくりが行われたが，その理論に基づく計画は 

(ア)都心の空洞化や賑わいの喪失，(イ)機能主義

に基づく用途分離，(ウ)潜在的な田園志向に基づ

く空地の増大，(エ)歩車ゾーンの分離と道路の拡

幅などの特徴を有したがために，都心部の空洞化

や賑わいの喪失，地球温暖化の進行，犯罪の多発・

治安の悪化といった様々な弊害をもたらし，各地

で破綻をきたしている（図 1）． 

わが国における近代都市論に倣ったまちづくり

・発展型成長から成熟型成長への転換 

・企業・組織主体から個人主体への移行 

・国際社会との整合性と競争 

・需給関係の見直し（需要主導の時代の終焉）

・量から質の追求への転換 
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は，1.1 で述べたように一定の役割を果たした．

だが現在では，図 1 と同様の問題をはじめ，ニュ

ータウンにおける同世代の一斉入居に起因する居

住者の高齢化と人口減少，さらに住宅や関連施設

の老朽化といった「オールドタウン化」の問題が

顕在化している．他方，民間レベルの開発をみて

も，経済性や効率性を最優先するあまり，張り巡

らされた電線，高さの不均一なオフィスビル，雑

然とした看板や標識など，無秩序で過剰ともいえ

る構造物が街じゅうに溢れ，都市景観を著しく損

ねている． 

このように，周辺地域特性，自然環境，住みや

すさ・快適性，安心・安全，景観を無視した都市

デザインが，都市の活力減退を招いている事実 1)

は看過できない．したがって，上述の諸課題を抱

えるわが国の成熟都市には，様々な環境変化に的

確に対応できる持続的都市としての再構築，言い

かえれば，成熟都市の「リデザイン」が急務であ

る． 

市川（1998）は，「経済・社会における物質的生

産と人びとの消費欲望水準が飽和に近づき，社会

の活力や経済の成長が鈍化に至る状態」を成熟都

市とする一方で，「主体性をもった個人の知的水準

の向上と集成によるパラダイムシフトにより，既

存のストックを生かして高次の生活の質への希求

をする都市」（下線は著者が付加）でもあると，ポ

ジティブ及びネガティブ両方の側面を指摘してい

る． 

 要するに，表 1 のような社会経済環境や価値観

の変化を所与のものとしつつ，既存ストックを生

かして都市の QOL をいかに高めていくかが，成

熟都市の使命といえよう．では，目まぐるしく変

化する諸環境に適応しながら，持続的な発展を可

能にする成熟都市のリデザインとは，いったいど

のようなものだろうか． 

欧州では 1960 年代以降，地域の伝統や個性を無

視した経済優先の開発から，都市環境を豊かにす

る方向へと徐々に切り替わっていった．住み暮ら

してきた都市や地域――さらにはそのコンテクス

トにいたるまで――を壊してつくり変えるのでは

なく，少しずつ修復を繰り返しながらまちづくり

を行う設計思想が，欧州では一般的となったよう

である 2)．当然，そこには市民が住み暮らす，す

なわち「人間らしく暮らし，生活できる空間」で

資料：『まちづくりの新潮流』より作成． 

図 1 近代都市論による海外のまちづくりの特徴と問題点 

◆高層化と標準化による繰り返し

地上との

疎外感
高層住宅での

エレベータ移動

メンテナンス
コストの増大

スラム化

の進行

職場、住居、
娯楽の分離

交通量の
増大

エネルギー
消費の増大

空地の管理

コストの増大
犯罪の多発・

治安の悪化

◆機能主義に基づく用途分離

◆歩車ゾーンの分離と道路の拡幅◆潜在的な田園志向に基づく空地の増大

地球温暖化
の進行

都心部の空洞化
・賑わい喪失

子供の精神的
成長への影響

人口の分散化
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あるという彼らの意思が明確に反映されていると

同時に，リデザインされた場所には新たな意味と

関係性が付与されている．こうした社会的なコン

テクストに基づく市民・住民主体のデザイン技法

が，成熟都市のリデザインの基本原則になるだろ

う． 

 都市デザインの分野で欧州の後塵を拝するわが

国においても，都市空間設計の基幹となる技術が

欧州と同様，時代とともに変化している事実を認

識しなければならない．言い換えれば，ニュータ

ウン開発のような今や旧世代
．．．

の「新開発・団地型」，

あるいは「スクラップ・アンド・ビルド型」から，

保全・修復・改善・コンバージョン・インフィル 3)

型の開発や小規模再開発などが組み合わさって市

街地がリニューアルされる「持続再生型」への転

換である．新世代ともいうべき持続再生型のアプ

ローチとは，古くなった市街地や造成し損ねた市

街地の再生を意味しており，欧州のまちづくりの

変遷と轍を一にしている． 

 

1.3 持続的発展とコンバージョン 

 持続再生型のリデザインを成功させるためには，

次のようなシステムを構築することが望ましいと

考えられる．まず1つには，「都市のアイデンティ

ティの確立」とアイデンティティの「外部への発

信」である．むろん，これらは旧世代の新開発・

団地型技術でも実現できる．しかし，今日の時代

背景からすれば，服部のいう「アイデンティティ

の発露には，必ずしも空間というハード面に手を

加える必要はなく，空間の使い方や演出の仕方な

どのソフト面で都市魅力を高める」4)方法が妥当

であろう．都市のポテンシャルや個性を表出した

ような空間とすることで，そこで生活する人々を

豊かにすると同時に，その魅力によって多くの

人々を引き寄せることになる，と服部は述べてい

る． 

 2 つには，様々な経済的・社会的活動を通じて，

人，モノ，資金，情報を含む地域固有の資源が血

液のように都市の内外を循環し，都市の QOL や

創造性を高める仕組みである．これは，持続可能

性（サステナビリティ）を有する自立循環型都市

システムの構築と表現してもよいだろう．地域資

源を効果的に活用しながら，新たなビジネスモデ

ルなどの経済システムや，市民としての意識（シ

チズンシップ）を醸成するような社会システム・

教育システムを構築することが，持続再生型リデ

ザインの成否を左右すると考えられる． 

 以上のような議論を基礎に，本稿ではいずれの

都市・地域でもみられる既存の土木建築物による

成熟都市のリデザイン手法として，コンバージョ

ンの有効性を検証する．なお，対象とする土木建

築物は，後で詳述する「テクノスケープ」（techno- 

scape）と呼称される工場，鉄塔，水門などの産業

景観資源に限定する．なぜならば，(ア)欧米をは

じめ世界各地にテクノスケープの活用事例が豊富

にある，(イ)国内にもかつての基幹産業として発

展した繊維・紡績，製鉄，鉱業などの構造物・施

設が残存する，(ウ)「工場観賞」のように，現役

で稼働するコンビナートや各種プラントなどに対

する注目が近年高まっている，ことなどがその根

拠である． 

 加えて，テクノスケープの評価体系を整理した

のち，持続的な発展に不可欠な要素を有し，かつ

短期的な視点から取り組むことのできる新しいコ

ンバージョンの応用可能性についても検討を試み

る．こうした一連のプロセスを通じて，成熟都市

が次世代へ存続するためには，時代に即したリデ

ザインが必要となることを示したい． 

 

２．テクノスケープとコンバージョン 

 

2.1 テクノスケープの登場 

 産業遺産としての活用が盛んな欧米はもとより，

わが国でもようやくその機運が高まりつつあるい

わゆる産業景観は，近年「テクノスケープ」と呼

ばれるようになった．岡田（2003）によれば，テ

クノスケープとは，テクノロジーのシステムによ

って人間が構築した構造物がつくり出す景観と定

義されている．もう少し具体的に表現すると，工

場・コンビナート等の建築物のほか，橋梁・ダム

等の土木構造物，列車・航空機等の機械など，現

役・退役を含めた様々な産業的な要素で構成され

る空間となるだろう（表 2）． 

テクノスケープは，人間の情緒的な思考という 
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表 2 テクノスケープの類型 

①建築物 ②土木構造物 ③工作物 ④機  械

空  港

橋  梁

トンネル

水  門

堤  防

ダ  ム

港  湾

道  路

鉄  道

　

住  宅

寺  社

工  場

倉  庫

学  校

病  院

　

高架水槽

　

煙  突

　

広告塔

　

鉄  柱

　

機関車・列車

船  舶

航空機

 

資料：各種資料より著者作成． 

 

よりも，機械的な計算によって形成されるために，

無機質で冷たい印象を与え，嫌な景観としてネガ

ティブに捉えられることが多い．事実，須山（2006）

によると「近代化・工業化のなかで人為的に構築

され，1960～70 年代における反公害論によって排

除されてきた景観」5)であった．近代化を象徴す

るこれらの景観は，「既存の環境（自然）を破壊

する元凶と見なされた」が，一方で工業化の過程

では，住民らは大量の煤煙を出す煙突を「経済の

繁栄」や「頼もしいもの」と評価していた 6)． 

このように，テクノスケープの評価は情緒的か

つ流動的である．高度経済成長期を境にネガティ

ブな評価が主流となっていたわが国のテクノスケ

ープは，1980 年代頃からプロの写真家，小説家，

芸術家，夜景評論家など様々なジャンルの斬新な

感性を持った人々の視点を通じて，その価値がポ

ジティブなものに転換されていく（表 3）．また，

ほぼ時期を同じくして，産業遺産や近代化遺産の

保存・活用の論調が盛り上がり，近年では地域振

興のための資源に利用されることもしばしばであ

る．さらに 2000 年代に入ると，ICT（Information 

Communication Technology）の進歩によって，テ

クノスケープの潜在的な愛好者のすそ野が一気に

広がったとみることができよう．

 

表3 高度経済成長期以降のテクノスケープの価値転換の例 

㈱みなと
みらい21

みなとみらい21事業
('83年)

横浜都心部を一体化し，市内経済の活性化を目的とするウォー

ターフロント再開発事業．赤レンガ倉庫やドック等の歴史的建
造物を再利用している．

故・宮脇俊三

(作家)

『殺意の風景』

('85年)

夜の工業地帯の宇宙基地的・幻想的な雰囲気を描写した小説．

同作で泉鏡花文学賞と交通文化賞を受賞．

小林のりお
(写真家)

『ファースト・ライト』
('92年)

夜の工業地帯や失われゆく情景を，乾いた目線で捉えた写真
集．同作で第18回木村伊兵衛賞を受賞．

丸々 もとお
(夜景評論家)

『東京夜景』('92年)

工場夜景の美しさをガイド本として発行．2000年代以降は体験

型の工場夜景の仕掛け人として，各地の工場夜景ツアーのプロ
デュースも手掛ける．

笙野頼子

(作家)

『タイムスリップ・

コンビナート('94年)

鋭い観察力で，京浜工業地帯の風景を奇妙で夢のような空間と

して描いた小説．同作で芥川賞を受賞．

畠山直哉
(写真家)

『ライム・ワークス』
('96年)

日本各地に点在する石灰石鉱山とセメント工場を，精緻な構図
と色彩で捉えた写真集．同作で第22回木村伊兵衛賞を受賞．

1980年代

1990年代

 
資料：岡田昌彰『テクノスケープ』及び各種資料を参考に著者作成． 

 

ところで，海外におけるテクノスケープの価値

の発見は，驚くことに 1920～30 年代から芸術家や

建築家などによってすでに始まっていたようであ

る．工業風景を撮影したドイツの写真家，アルベ

ルト・レンガー・パッチュや，ドイツ・エッセン

の「関税同盟ツォルフェライン第 12 炭坑」7)（1932

年）を設計した建築家フリッツ・シュップとマル

ティン・クレマーをはじめ，枚挙にいとまがない． 

なお，テクノスケープをコンバージョンによっ

て積極的に活用した例は，ワシントン大学のリチ

ャード・ハーグ教授が計画・設計した米国シアト

ル市の「ガスワークス・パーク」である（図 2）． 

当サイトは，1906 年建設の石炭からガスを作る

精製工場であったが，1956 年に閉鎖される．その

後，近隣企業の駐車場となっていたのを 1962 年に

シアトル市が買い上げ，ハーグ氏にその活用につ

いて相談したところ，同氏は残存するプラント群

を彫刻として保存活用することを提案した 8)．紆 
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図 2 ガスワークス・パーク 

（上：1966 年，下：2011 年） 

 
 

 
資料：Wikipedia より作成． 

 

図 3 エコミュゼ・ダルザス（野外博物館） 

 
資料：著者撮影． 

 

余曲折はあったが，1975 年にはピクニックや日光

浴，凧揚げなどが楽しめる公園として市民に公開

され，国際的な賞も受賞している． 

 ほかにも，ドイツの「IBA エムシャーパーク」9)

やフランスのエコミュゼ（エコミュージアム）10)

の 1 つ「エコミュゼ・ダルザス」（図 3）など，コ

ンバージョンによるテクノスケープの活用は今も

増え続けている． 

 

2.2 テクノスケープのコンバージョンへの応用 

 岡田は，テクノスケープの評価体系として，2

つの視点を挙げている．1 つは，近代化遺産や産

業遺産のような，文化的・歴史的・社会的な意味

づけによって景観の背後に見出された「意味の評

価」である．もう 1 つは，背後に具体的な意味を

必ずしも伴わない「表層的評価」である． 

 「意味の評価」は，テクノスケープが都市の原

風景の一部を形成したり，テクノスケープの背後

にある文明や生活そのものが間接的に評価される

例である．近代化遺産を評価する際の，「技術の歴

史」「文明の象徴」「公害の象徴」といった評価視

点がこれに該当する． 

一方，「表層的評価」は，テクノスケープの意味

よりも「円柱のガスタンク」「等間隔の煙突」とい

った外観や形態，特異な雰囲気などを評価する価

値観である．岡田によれば，こうした価値の発見

は随筆家や写真家などの芸術家によって先導され

てきたようであるが，ブログやSNS（Social Net-

working Service）などICTの進展による景観価値の

伝播媒体の多様化も，表層的評価を支える重要な

要素となっている． 

さて，1.2 でも言及した持続再生型の都市のリ

デザイン技術について，本稿では特にコンバージ

ョンに注目して論じる．その理由は，世界各国で

コンバージョンの取り組み事例が多いという情勢

に対して，わが国では建築家や都市計画家が想定

したほどにコンバージョンが普及していないため

である． 

一般に，コンバージョンとは「用途や機能の変

更を伴う転換」を意味するが，建築デザインの視

点から表現すると，既存の建築物（テクノスケー

プ）が持つ特性を生かしながら，新たなデザイン

を重ねることで，新築の建築物では生み出すこと

のできない独自の価値を創造することである．こ

れは，既存ストックを活用して高次の生活の質を

追求するという，市川が示す成熟都市の特徴と類

似する．そればかりでなく，本稿が対象とするテ
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クノスケープの活用や，それらが所在する都市・

地域のリデザインの方向性とも合致する． 

これらを踏まえると，評価のアプローチはとも

あれ，既存のテクノスケープをコンバージョンに

よって有効利用することは，持続的な発展をめざ

す成熟都市にとって最適な手法であり，そのプロ

セスは都市のリデザインそのものであるといえよ

う．なお，こうした手段を通じて，アイデンティ

ティの確立・発信はもとより，地域資源の循環に

よる都市のQOLや創造性の向上が実現できるこ

とは，海外の多くの事例が物語っている． 

３．「転換アプローチ」のコンバージョン 

 

3.1 視点・評価軸の転換 

欧州では，古代ローマ時代の遺産を中世頃から

教会などに転用した例もあるほど，用途や機能の

変更を伴うコンバージョンは伝統的なスタイルと

して知られている（表4）．しかしながら，わが国

では先に指摘したとおり，コンバージョンの普及

が海外に比べて遅れているといわざるをえない． 

その要因には，(ア)都心部又は地方都市の中心

市街地でも，コンバージョンの優先順位が低い，

表4 海外の代表的なコンバージョンの一例 
名   称 所 在 地 転 用 前 転 用 後

テート・モダン ロンドン 発電所 美術館

ヘイズ・ガレリア ロンドン 波止場・倉庫 複合商業施設（店舗・事務所・集合住宅）

ホートン・ミル ホートン 水車小屋 ユースホステル ⇒ 博物館

スピットバンク海堡 ポーツマス 海堡 歴史資料館・レストラン

サンタ・マリア・デリ・
アンジュリ教会

ローマ国立博物館

カピトリーニ博物館

モンテマルティーニ

・センター

ローマ 発電所 メディアセンター ⇒ 彫刻博物館

アンフィテアトロ広場 ルッカ 闘技場
要塞 ⇒ 住居 ⇒（一部）監獄・倉庫

⇒ 広場

リンゴット トリノ 自動車工場
国際見本市市場・ショッピング

センター・ホテル・劇場・美術館

円形闘技場 ニーム 闘技場 城砦と住宅 ⇒ コンサート会場

オルセー美術館 パリ 駅舎 美術館

フランス文化省 パリ 百貨店倉庫 庁舎 ⇒ 文化省庁舎

ヴィアデュク・デ・ザール パリ 鉄道高架橋 店舗

イーヴェルク ベルリン 変電所 レンタルオフィス・住宅・イベントスペース

ヴィッテン文化センター ヴィッテン 邸館 カルチャーセンター

ハンブルク芸術協会 ハンブルク 市場 美術館・アカデミー

デュイスブルク近代美術館 デュイスブルク 製粉工場 美術館

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

イ
ギ
リ
ス

イ
タ
リ
ア

ローマ
古代ローマ

時代の浴場
教会 ⇒ 修道院 ⇒ 博物館・教会

 
資料：各種資料より著者作成． 

 

(イ)程度にもよるが，コンバージョンは技術や法

規制などの面でスクラップ・アンド・ビルドより

もコストが高い，(ウ)コンバージョンで生み出さ

れた空間が個性的なために転売が困難である，と

いった問題があるといわれる11)． 

これらの事情を勘案すると，伝統的なアプロー

チとは異なるコンバージョンを模索する必要があ

ろう．そこで，工場夜景の鑑賞に象徴されるテク

ノスケープの表層的評価を，視点や評価軸を新た

に置き換えるという意味において，「新たな」コン

バージョンに含めてはどうだろうか．もし，これ

を新しいタイプのコンバージョンと表せるならば，

視点・評価軸の転換によって都市をリデザインす

ることができるようになる． 

本稿では，この考え方を基礎にしたコンバージ

ョンの再構築を提案する．すなわち，テクノスケ

ープを活用した成熟都市のリデザインには，修復

や改善など物理的に手を加える「伝統的なアプロ
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ーチ」と，表層的評価のような視点・解釈の「転

換アプローチ」の二つが存在するという概念であ

る． 

ただし，わが国の現状に即してみると，前者の

アプローチは早期解決が難しい経済的・技術的・

法的な諸課題を抱えていること，また，横浜赤レ

ンガ倉庫のようにエリア全体の修復・再生が伴う

場合，長期的視点によって進める必要があること

から，海外並みのコンバージョンの普及にはかな

りの時間を要すると想定される． 

他方，後者の転換アプローチは，必ずしも物理

的な加工による保全・修復・改修を伴わず，経済

的な負担も少ないことから，即時的に取り組むこ

とができる有効な手段となりうる．以下では，視

点・解釈の転換アプローチに基づく都市リデザイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ンのポテンシャルについて，もう少し言及するこ

とにしよう． 

 

3.2 新しいコンバージョンの応用可能性 

 前節で提案した，テクノスケープの表層的な価

値を評価する「転換アプローチ」によるコンバー

ジョンが，実はもう各地で始まっている．ここで

はその斬新なコンバージョンの事例をいくつか紹

介する． 

 

3.2.1 工場夜景観光 

身近な例でいうと，近年，一般市民にも愛好者

が広がりつつある工場夜景を観賞するツアー商品

の開発が，その急先鋒であろう（表5）．工場夜景

ツアーはメディアでもしばしば紹介され，観賞者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各社・自治体ホームページ等より著者作成． 

表 5 転換アプローチによる工場夜景の活用例 

地域 商品名 実施主体 企画協力・後援等 料金（税込） サービス内容・特徴

北
海

道

室蘭夜景ナイト
クルージング

スター
マリンKK

●電話での事前予約
大人：3,000円(中学生以上)

小学生：1,000円(小学生以下)

・2010年5月から毎日実施(約50分、11～3月は木・金・土のみ)
・定員：12名(最少催行人員：不明)

・船内にはビールサーバーを導入

交通船で行く工場
夜景探検ツアー

京浜フェ

リーボート

●ﾎー ﾑﾍ゚ ｼー゙ での事前予約

大人：3,500円

子供：2,000円(小学生)

・毎週金・土・日曜日に実施(約90分)※残席があれば、18時から当日券を発売

・交通船(人員輸送船)でスピード感のあるクルーズを体験できる

・定員：25名(最少催行人員：15名)

工場夜景とみなと
みらいクルーズ

ポート

サービス

●電話・ﾎー ﾑﾍ゚ ｼー゙ での事前予約

大人：3,000円(中学生以上)
子供：2,000円(6歳以上)

・毎週金・土曜日及び特定日に実施(約80分)

・横浜ベイブリッジなど定番の夜景とともに工場夜景を観賞
・定員：50名(最小催行人員：1名)

川崎工場夜景
屋形船クルーズ

長八海運㈱
●事前予約
大人：4,000円(中学生以上)

小学生：3,000円

・毎月第2・4土曜日に実施(約120分)
・川崎の7運河を巡り、京浜工業地帯の夜景を海から観賞

・定員：45名(最小催行人員：20名)

工場夜景
ジャングル
クルーズ

㈱ｹー ｴﾑｼー

ｺー ﾎ゚ ﾚー ｼｮﾝ

丸々 もとお(夜景評論家)

神奈川県商工労働局

(※かながわ観光大賞)

●電話･ﾎー ﾑﾍ゚ ｼー゙ での事前予約

大人：4,500円(12歳以上)

子供：2,250円(3歳未満無料)

・毎週土曜日に実施(約90分)

・神奈川県京浜臨海部産業観光協議会助成認定事業

・定員：30名(最少催行人員：1名)

川崎工場夜景
バスツアー

㈱ＪＴＢ

法人東京

川崎市経済労働局

川崎市観光協会
丸々 もとお

●電話による事前予約

(先着順)

大人：3,200円(中学生以上)
小学生：2,500円

・2010年4月16日から毎月第1・3金曜日に実施(約180分)

　(東日本大震災後は一時中断、2011年5月から定期運行再開)

・定員：45名(最少催行人員：30名)
・多彩な観光資源の浸透・活用や集客の促進により、同市の産業や産業観光へ

　の理解を深め、地域経済の活性化を図ることが目的

川崎工場夜景
スポット

㈱はとバス
川崎市

川崎市観光協会連合会

丸々 もとお

●電話･ﾎー ﾑﾍ゚ ｼー゙ での事前予約
大人：5,980円

子供：4,380円

・同ツアーが特別に展望できるスポットを用意
・毎週土曜日、8/19･26

・定員：不明(最少催行人員：20名)

姫路市工場
夜景ツアー

姫路市

神姫バス㈱

姫路市観光交流推進室

姫路商工会議所

小林哲朗(写真家)

●電話での事前予約

大人：4,500円

子供：3,500円

・2011年10月から毎月2回，2012年3月まで予定(約180分)

※試行で同7月に産業観光プラン：5,500円／工場夜景プラン：3,500円を実施

・定員：45名(最少催行人員：30名)

みつけて周南
工場夜景クルーズ

㈱JTB
中国四国

周南市観光政策課

周南市観光協会
丸々 もとお

●電話での事前予約

大人：3,800円(中学生以上)
子供：2,500円(小学生未満無料)

・毎月運行(約120分)

・定員：45名(最少催行人員：25名)
・12月24日にはのクリスマスクルーズも催行

工場夜景ﾊﾝﾃｨﾝｸﾞ
･ｸﾙｰｽﾞ

シーホース

周南市観光政策課

周南市観光協会

丸々 もとお

●電話での事前予約

大人：4,000円

・毎週土・日曜日の予約運行(不定期，約90分)

・定員：12名

・工場プラントやクレーン群を夜に棲む動物のように見立てて観賞する

ﾄﾞﾗﾏﾁｯｸ工場夜景
バスツアー

防長交通㈱

周南市観光政策課

周南市観光協会
丸々 もとお

●電話での事前予約

大人：3,800円(中学生以上)
子供：2,500円(小学生未満無料)

・隔週土曜日運行(約90分)

・定員：45名(最少催行人員：20名)

工場夜景ﾌﾟﾚﾐｱﾑ
宿泊プラン

ホテルサン

ルート徳山

周南市観光政策課

周南市観光協会

丸々 もとお

・ｽｲー ﾄ(大人2名1室利用)：

　21,000円

・ﾗー ｼ゙ ﾂｲﾝ(大人2名1室利用)：
　12,000円

・工場夜景をテーマにした全国初の宿泊プラン

・周南市臨海部の工場夜景が楽しめる客室を選び，工場夜景の楽しみ方の解説

　シートや丸々 もとお氏オリジナルの夜景グッズ(フレグランス、入浴剤等)が
　もらえる

北九州工場群夜景
観賞ツアー

(クルーズ＆バス)

㈱JTB九州
北九州市観光･ｺﾝﾍ゙ ﾝｼｮﾝ課

九州国際大学・市原猛志

大人：3,500円(中学生以上)

子供：2,800円(座席を使わない

　　　小学生未満は無料)

・2011年2月から期間限定でスタート．好評につき，10～12月は毎月2～3回の

　ペースで催行．

・定員：45名(最少催行人員：25名)

近
畿

中
国

・
九
州

京
浜

工
業
地

帯
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のすそ野が工場景観マニア以外にも拡大しつつあ

り，ツアーの中にはクルージングなどの予約が取

りにくくなるほどの盛況ぶりである． 

さらに，工場夜景観光に積極的に取り組んでい

る室蘭市（北海道），川崎市（神奈川県），四日市

市（三重県），北九州市（福岡県）の四地域が連携

し，2011年2月23日に「全国工場夜景サミット」を

開催するなど，全国に先駆けて工場夜景というテ

クノスケープの可能性を探り始めている12)．これ

らの都市では，かつて市民にとって「負」のイメ

ージが強かった工場が，今や観光対象として注目

されるばかりか，わが街の誇りに変貌しようとし

ている（図4）． 

 

図 4 室蘭市の工場夜景 

 

写真提供：室蘭観光推進連絡会議． 

 

3.2.2 フォトモ鑑賞 

工場夜景のほかにも，ユニークな発想で建築物

をアートに転換する例がある．美術家・写真家の

糸崎公朗が提唱する「非人称芸術」（Impersonal 

Art）のコンセプトは，転換アプローチ型のコンバ

ージョンに近いと考えられる． 

糸崎によれば，非人称芸術とは「超芸術トマソ

ン」13)の概念を継承・発展させたものである．つ

まり，風雨にさらされたモルタル家屋の壁のシミ，

増改築で奇異な形をした建物，複雑に伸びた配管

などのような建築物を，美術館の作品のごとく芸

術性を持ったオブジェとして鑑賞する方法である．

少し違う表現をすると，商店街のパン屋や八百屋

などの並びを「街並み」としてではなく，「自分

の知らない，奇妙なアート作品」の連続として捉

える考え方が，非人称芸術である． 

この概念の特徴は，まず，都市にある建築物と

いう「芸術作品」に創作意図は存在せず，鑑賞す

る側によって芸術作品として見立てられているに

過ぎないという点である．そして 2 つには，非人

称芸術を一般の人々にも分かりやすくするために，

フォトモ 14) という手法でテクノスケープが表現

される点である（図 5）．特に後者の特徴に関し

て，実物の街並みがプラモデルのように縮小され

ることで，本来有していたテクノスケープの「機

能」は失われ，「純粋な形」として変換される．こ

の意味で，フォトモ鑑賞はテクノスケープの表層

的評価ときわめて共通した視座を持つことが理解

できよう． 

このように，フォトモは名所旧跡，歴史的ある

いは著名な建築物ではなく，商店街，町家，繁華

街など，ごくありふれた街中のテクノスケープの

外形を浮き立たせる有効なツールとして，大きな

可能性を秘めている． 

 

図 5 フォトモの一例 

 

資料：オリンパスホームページからダウンロード

した型紙より著者作成． 

 

3.2.3 キョート＊ダンメンロシュツ 

 京都でも年々町家が取り壊され，空き地が増え

るにつれて伝統的な町並みが失われつつある．そ

こで，京町家の解体の際に出現する切断面を「ダ

ンメンロシュツ」と名付け，ある一級建築士事務

所が主宰となって「キョート＊ダンメンロシュツ」

という組織を結成し，ユニークな活動を展開して
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いる． 

歴史のある町家に残っているものの，表の町並

みからは知ることができない増改築の状況，町家

の元の形や位置関係，跡地の使われ方などを，切

断面から丹念に調べる．ただし，歴史的な検証の

みならず，キョート＊ダンメンツアー（切断面の

形状や質感，空き地スペースの面白さなどの観賞）

の開催（図 6），ダンメンのベストセレクション 15)

の公表，キョート＊ダンメンプロジェクト（切断

面の有効活用の提案）といった，転換アプローチ

的なコンバージョンも行われている． 

これらの取り組みの視座が斬新なのは，町家の

解体やそれとともに現れる切断面を「負」や「病

魔」と捉えるのではなく，「新たなスペースの創造」

というプラスの価値に転換させるところである．

同ブログのトップページに書かれた「この世にお

もしろくないものなどない，おもしろくない見方

があるだけだ」というフレーズは，転換アプロー

チによるコンバージョンを展開する上で，力強い

エールのようにも聞こえる． 

 

図 6 キョート＊ダンメンツアーの様子 

 

写真提供：キョート＊ダンメンロシュツ． 

 

 3 つの事例をまとめると，それぞれが従来の既

成概念に縛られない自由な発想によって生み出さ

れた都市や地域の眺め方であり，本稿で提案した

新しいコンバージョンの応用例として，大きなイ

ンプリケーションを持っている．また，民間企業

のみならず，行政や市民も協働して転換アプロー

チのコンバージョンにチャレンジする姿は，成熟

都市のリデザインの基本原則に掲げる，社会的な

コンテクストに則った市民主体のデザイン技法に

適うと考えられる． 

 

４．おわりに 

 本稿では，成熟都市のリデザインに適したツー

ルとしてコンバージョンに着目した．そして，伝

統的なコンバージョンに代わって，視点や評価軸

を新たに置き換える画期的なアプローチを提案し，

直近の事例を踏まえながらその可能性について言

及した． 

なお，こうした新たなアプローチを設定するこ

とにより，次のような問題が発生するかもしれな

い．それは，テクノスケープの表層的な価値の探

求が，背後にある意味への無関心を招く恐れであ

る．炭鉱遺産や工場などで過去にあった，事故・

閉山・強制労働・公害といった負の記憶を捨象し，

表面的な景観の美しさだけを賞賛する向きに対し

て，地域住民からの反論が起こらないともいえな

い． 

この点については，テクノスケープへの興味が

当初は表層的な価値にあったとしても，何らかの

体験をきっかけに，背後の意味の探求へ関心が移

行することも考えられる 16)．ただし，人々の関心

を強制的に移行させるのはきわめて難しく，無理

なく人々の興味を変化させるような，ソフトによ

る仕掛けの導入など，問題解決にはさらなる議論

の余地があるため，次稿の課題としたい． 

 ともあれ，本稿ではコンバージョンにおける新

たなアプローチを提起したことで，わが国の事情

に即したコンバージョンの普及や，成熟都市のリ

デザインの可能性を見出すことができた．短期的

には，この方向性に沿って，空間の使い方や演出

の仕方といったソフトの部分を活用し，工場夜景

ツアー，フォトモ，ダンメンロシュツのような都

市の魅力を高める創造性豊かなチャレンジを重ね

ていくことが重要である． 

ただ，注意しなければならいのは，転換アプロ

ーチによるコンバージョンは，必ずしもテクノス

ケープを観光資源化することを目的としていない

ことである．上で紹介した事例のような活動を契

機に，地域の人々がまずわが街に関心を持ち，こ
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れまで忘却，もしくは見捨てていたテクノスケー

プを見つめ直し，それが持つ新たな価値を再発見

することで成熟都市を元気にすること，すなわち，

リデザインの遂行に欠くことのできないアイデン

ティティの確立・発信，及び地域資源の循環によ

る都市の QOL や創造性の向上が本来の目的であ

る． 

それゆえ，視点や評価軸を変える行為を「コン

バージョン」とみなして，成熟都市の活性化の仕

掛けとして活用できれば，従来のコンバージョン

よりもコストや時間をかけることなく，目的を実

現できるとするのが本稿の主張である． 

 上述した先駆的な取り組みは，おそらくほんの

氷山の一角に過ぎないであろう．こうした創造的

かつ斬新な仕組みをできる限り見つけ出し，その

原理を発展・普及させることが次世代に向けた

我々の使命ではなかろうか． 
 

* 本稿作成にあたり，近畿大学理工学部社会環境

工学科准教授岡田昌彰先生，吉永建築デザインス

タジオの吉永健一氏から大変貴重なコメントや示

唆を頂戴した．また，室蘭観光推進連絡会議から

工場夜景の写真を提供して頂いた．ここに深謝の

意を表する．ただし，本稿に含まれる誤りは全て

著者の責に帰するものである． 

 

〔注〕 

1)  海外の具体的な失敗例としては，以下のよう

なものが挙げられる． 

①プルーイット・アイゴー団地（米国・セント

ルイス，1954～1972 年） 

■人口減少が続くセントルイス市の目玉とな

る高層住宅団地プロジェクトであったが，建

設予算縮小により，ローコストで画一的な計

画に変更された． 

⇒スキップ・ストップ（一部の階にしか停まら

ない）・エレベータや死角の多い共用スペー

スなど，低所得層住民の住みやすさを考慮し

なかったためにスラム化し，犯罪の温床とな

る． 

⇒環境が著しく悪化して入居者が激減し，1972

年に爆破解体． 

②ヒューム地区（英国・マンチェスター，1966

～1971年） 

■スラムクリアランス事業として，産業革命

後の人口急増で過密化した労働者階級の居住

地区をスーパーブロック（大規模な住宅団地

や都市再開発などの際に，数街区を一つにま

とめた大街区）化し，高層とデッキアクセス

住棟による英国最大規模の公営住宅団地を建

設した． 

⇒巨大ブロック計画の不人気，建物の質の悪さ，

社会的孤立や鬱病の問題等により，住民の反

対が起こる． 

⇒団地での子供の転落死事故を契機に，議会が

家族持ち世帯全ての転居を決議．同地区は加

速度的に衰退し，貧困・犯罪・麻薬・失業・

バンダリズムという負の連鎖により荒廃がさ

らに進んだ． 

 ③ベルマミーア団地（オランダ・アムステルダ

ム，1968～） 

■中産階級のオランダ人家族の入居を想定し

た同団地は，鉄道延伸の遅れ，不便な通勤や

買い物，予算不足によるエレベータ数の不足

などに不満を持つ住民が次々に流出した． 

 ⇒低所得者層や旧植民地からの移民が入居した

が，廊下の長い高層住棟や広い駐車場，車道

と分かれた歩道など，犯罪の温床となる「死

角」が多く，街路や緑地の管理・警備など巨

大なコミュニティの運営管理システムも未整

備であった． 

  ⇒住民は恐ろしい環境として拒絶反応を示し，

同団地はいずれの住民のニーズにも適合しな

くなった． 

2)  例えば英国の住宅政策では，1970年代頃から，

地域の伝統や個性を無視した全面的なクリアラ

ンス手法による再開発がコミュニティの連帯を

破壊するものとして否定され，修復・改善的手

法に切り替えられた． 

3)  地域開発の一部として既存の土地を使用して

建築や開発を行うこと． 

4)  服部圭郎，「ヨーロッパから学ぶ『豊かな都市』

のつくり方―連載にあたって―」p.3. 

5)  当時のわが国には，テクノスケープの概念は
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まだ存在していない． 

6)  例えば，大阪市立鷺洲小学校校歌「煙は高く 

空をおおいて 鷺洲の里は にぎわえり」のよ

うに，上空を覆う工場の煙を都市の繁栄に見立

てて称えるケースは，校歌や戦前の小学校の教

科書などで散見する． 

7)  新即物主義の様式で二つの軸を配置した中央

立坑設備を左右対称と幾何学の原理に基づくデ

ザインで，コークス製造工場を含む複合施設は

世界的にも独特の産業景観である．建築面・技

術面で同業施設の傑作と評され「世界で最も美

しい炭鉱」と呼ばれている（ドイツ観光局，ド

イツニュースダイジェスト ホームページより）． 

8)  岡田昌彰（2009）「シアトルのガスワークスパ

ーク―ビルトイン・アメニティを醸成した30年」

『土木学会誌』Vol.94, Jan, 2009, p.10. 

9)  Internationale Bauausstellungの略で，国際建設

展覧会のこと． 

10) フランスの博物館学者アンリ・リビエールが

提唱した，新しい博物館のスタイル．地域をま

るごと「生きた博物館」として，地域の様々な

有形・無形の資源を地域の人々が中心となって

活かしつつ，保全する取り組みをいう． 

11) 鳥海基樹（2008），「マクロなコスト・ダウン

による建築コンバージョンの推進序説」『世界の

コンバージョン建築』鹿島出版会，pp.18. 

12) 第2回のサミットでは姫路市も参画した． 

13) 前衛美術家の赤瀬川原平が発見した芸術上の

概念で，不動産に付属，もしくは保存されてい

る無用の長物のこと． 

14) フォトグラフ（写真）とモデル（模型）の造

語で，写真に写った建築物等を切り抜き，プラ

モデルのように立体的に組み立てて3次元化す

る手法． 

15) 約2,700件に及ぶ切断面のうち，1,000件超につ

いて，その特徴により以下の6つに類型し，ジャ

ンルごとに5段階評価によるダンメン度ランキ

ングをつけている． 

キリクチ

テンシャ

隣家が壊されたことによって
現れる町家の切断面

壊された隣家の形が転写
されたダンメン  

ウラマチナミ

チソウ

ニッチ

ポツン

キリクチ，テンシャが町並みの
ように並んだダンメン

町家の履歴が地層のように
現れたダンメン

町家が壊されてできた町並みの

中のニッチスペース

周りが壊されてポツンと
残された例  

16) 岡田昌彰（2009），「テクノスケープ発見の契

機－発見と効果の醸成術」『建築雑誌』2009年1

月号，pp.12. 
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