｢浮体式レストラン｣を活用した運河活性化を促す法制度に関する研究
―東京都品川区天王洲運河を対象として―
(学)花野修平(日本大学大学院理工学研究科)、(正)横内憲久(日本大学理工学部海洋建築工学科)
(正)岡田智秀(日本大学理工学部海洋建築工学科)
１．研究背景および目的

２．研究方法

東京都の湾岸部には、東京都港湾局所管の運河(41

本研究では、品川区･天王洲地区において、第三セ

本･総水域面積約 300ha)が縦横に整備されている１)。

クターなどとは異なる純粋な民間事業者により、
｢運河

これらの運河は、舟運の役割を終えた現在でも、明確

ルネッサンス｣構想の第一号事例として建造された｢浮

な利用方策は示されてこなかった。

体式レストラン｣(WATERLINE)を調査対象とする(表−

そのような状況のなか、2005 年６月に東京都は、都

１)。調査は、表−２に示す文献調査 10)〜17)およびヒア

内の運河を都市観光に資する空間として活用する｢運

リング調査を行う。

河ルネッサンス｣構想を打ち出した。この構想は、利用

３．結果および考察

の低下している運河やその周辺の土地などを魅力ある

(１)｢浮体式レストラン｣の建造に適用される主な法律

空間に再生することを目的とした取り組みである。そ

図−１は、｢浮体式レストラン｣を建造する際に適用

のため、構想では事業推進地区を指定し、当該地区で

された主な法律を示したものである。これより、｢浮体

は運河のにぎわいや水辺の魅力を創出する商業系の施

式レストラン｣が設置される天王洲運河の水面には、
都

設についても設置が可能になるよう、物流等の港湾機

市計画法に基づく｢市街化調整区域｣と港湾法に基づく

能に供する用途に限られていた｢港湾法｣の水面占用許
可基準が緩和されている２)。
この構想を受け、事業推進地区として指定された品
川区･天王洲地区において、いわゆる｢浮体施設※１｣が
建造されることになった。これは、水面(運河)に浮か
ぶ飲食機能を有する施設(以下｢浮体式レストラン｣)で
ある３)(写真−１)。この｢浮体式レストラン｣をはじめ
とする｢浮体施設｣は、
土地に定着しない(水面を敷地と
する)きわめて特殊な施設となることから、
その建造に

写真−１ 天王洲運河に浮かぶ｢浮体式レストラン｣

あたり従来から包括的に対応できる独自の法制度が存

表−１ 調査対象地概要
JR品川駅

が実情である

。しかし、｢運河ルネッサンス｣構想

品川
インターシティ

は積極的に水域利用を促すものであり、過去の事例と
は｢浮体施設｣を建造する際の実情が大きく異なること

北品川駅

が想定される。
そこで本研究では、都内運河等の公有水面の新たな
活用方策とその具体策となる｢浮体施設｣の円滑な建造

調査日

方法を導くため、｢運河ルネッサンス｣構想で建造され

調査対象

る｢浮体式レストラン｣に着目し、建造する際の留意す
べき法的事項と対応策について明らかにする。

天王洲
アイル
0

表−２ 調査概要
調査方法

調査内容

用途
設置水域

設置箇所

天王洲運河

所在地

京浜運河

４)〜９)

高浜運河

は、案件ごとに紆余曲折を経て建造が行われてきたの

施設名称

東京モノレール

在しない。このことから、過去の｢浮体施設｣において

250m

適用法規
事業者
事業種別
形態
建築面積
延べ面積
階数
開業年

文献調査

2005 年10 月14 日
〜2006 年1 月17 日
都市計画法,港湾法,
建築基準法,船舶安全法
○｢浮体式レストラン｣に適用され
る法律とその規制内容の把握

WATERLINE
東京都品川区東品川
２−１−１地先
飲食店(レストラン)
港湾区域,市街化調整
区域
建築基準法,船舶安全法,
港湾法,都市計画法
寺田倉庫(株)
民間
新造
226.84 ㎡(垂直投影)
256.51 ㎡
地上１階地下１階
2006 年２月14 日

ヒアリング調査
2005 年12 月21 日
2006 年１月６日
日本建築センター構造評定部
○法律の適用経緯の把握
○構造評定プロセスと関係機
関の把握

光を成り立たせようという取り組みであり、当事例は
都市計画法:市街化調整区域

その理念を踏襲したプロジェクトであることをふまえ、

港湾法:港湾区域

施設全体

許可をくだす東京都と品川区が協議した結果、運河を
係留装置

係留装置

GL

港湾法

建築基準法,船舶安全法

観光資源に位置づけ、
｢都市計画法｣第 34 条第１項第二
WL

号の｢観光資源を有効に利用する場合に必要な建築物
の建設の用に供する開発行為｣に該当することから開
発が許可された。

図−１ ｢浮体式レストラン｣の建造にあたって適用された主な法律

(３)｢港湾法｣との関係について

｢港湾区域｣が重層的に定められていることがわかる。

①水面占用許可―当事例の対象運河は、｢港湾法｣の港

また、施設の全体には｢建築基準法｣と｢船舶安全法｣の

湾区域にも定められているため、水面を船舶や建築物

２法が同時に適用されている。
これは｢浮体式レストラ

等で占有する場合は、
｢港湾法｣第 37 条第１項に基づき

ン｣が、
船舶のように水面に浮かぶ施設であるため、
｢船

港湾管理者の水面占用許可を受ける必要がある。その

舶安全法｣第２条第１項に定める｢係留船※１｣に該当す

許可基準は物流等の港湾機能に供する施設に限られて

るからである。また、｢建築基準法｣第２条の｢土地に定

おり、原則として当事例のような商業施設は水面占用

着する｣という建築物の定義を満たさないものの、
用途

が認められない。一般的には、このことが｢浮体式レス

が飲食に供する不特定多数の人を収容する施設である

トラン｣を建造する際の障害となる。しかし、｢運河ル

ため、
｢建築基準法｣も併せて適用されることになった。

ネッサンス｣構想のなかでは、
賑わい空間を創出する施

本計画を推進するにあたり障害となったのは、これら

設に対して水面占用許可基準の緩和が提唱されている

４つの法律に関する事項である。以降では、これらの

ため、当事例が商業施設であっても占用が認められる

法律ごとに｢浮体式レストラン｣を建造する際に、留意

ことになった。

しなければならない法的事項と今回とられた対応策を

②占用料―港湾区域内の水面(運河)を占用する場合は、

報告する。

｢東京都港湾区域及び港湾隣接地域占用料等徴収条例｣

(２)｢都市計画法｣との関係について

(以下｢条例｣)に基づき、占用料を港湾管理者に支払う

東京都区内の運河(東京都港湾局所管)は、すべての

ことになる。当事例についても｢条例｣に従うことにな

水面に市街化調整区域が定められている11）。
そのため、

るが、これまでの｢条例｣では、いかだや桟橋、起重機

当該区域内で開発行為を行う場合は、｢都市計画法｣第

などの港湾施設に関する占用料しか定められていなか

29 条に基づき、都道府県知事の許可を受けなければな

った。しかし、2005 年４月に、｢運河ルネッサンス｣構

らない。このことについて、過去に市街化調整区域内

想の推進にともない｢条例｣の一部が改正され、当事例

に建造された｢浮体施設｣は、施設の利用が客船ターミ

のような、通常陸上に設置される商業施設を水域に設

ナルや駐車場などであったため、｢都市計画法｣第 29

置するための占用料として、
｢水域占用場所近傍の土地

条第１項第三号より、
港湾機能に供する｢公益上必要な

における固定資産税評価額｣に１㎡当たり 0.000625 を

建築物の建設の用に供する目的で行う開発行為｣とい

乗じて得た額(月額)が新たに定められた。

うただし書きを理由に、開発が許可されている７)。こ

③占用期間―これまで当事例のような｢浮体施設｣の占

れに対して当事例は、民間事業者が水面に飲食機能を

用期間は、1990 年の通達 16)により、占用案件の性格等

有する商業的な施設を建造する開発行為であるため、

に応じ、最長 10 年間(更新可能)とされており、案件ご

過去に建造された｢浮体施設｣と同様の｢公益性｣という

とに期間が異なっている。当事例の場合は、｢東京都港

観点からは開発許可を得ることが困難な状況にある。

湾管理条例施行規則｣第８条第１項第三号イにより１

この点が当事例の建造を進めるうえで、一つの障害と

年間(毎年の更新)とされている。

なった。しかし、｢運河ルネッサンス｣構想が都内の運

④係留装置の設計―係留装置は、
｢港湾法｣第 56 条の２

河を観光資源として活用することで、東京都の都市観

で定められた｢港湾の施設の技術上の基準･同解説｣に

基づき設計される。この係留装置は、波や風などの外

｢海洋建築物安全評価指針※２｣に基づき設計される。当

力により｢浮体施設｣が動いてしまわないように固定す

事例についてもこれに基づき設計された。また、工事

る｢係留杭｣と、
｢浮体施設｣と｢係留杭｣を連結させる｢係

着手にあたっては、｢建築基準法｣第６条の建築主事の

留器具｣に分類される。過去の事例では、この｢係留器

確認(建築確認)が必要になるが、当事例では所管とな

具｣について、外力を吸収する緩衝材として、固定式の

る品川区において初の案件となることから、施設の安

防舷材を用いていた(写真−２)。しかし、当事例では

全性について確度を高めるために、国土交通省所管の

ローラー式という過去の事例にはみられない防舷材を

技術評定機関である日本建築センターに対して構造評

採用した(写真−３)。そのため、当事例の場合は、ロ

定※３を依頼することになった。

ーラー式の｢係留器具｣を設計する際の技術的基準を示

②船舶検査―｢船舶安全法｣では、通常、船舶を建造す

した、社団法人日本マリーナ･ビーチ協会発行の｢プレ

る際の技術的基準を示した日本海事協会提供の｢ＮＫ

ジャーボート用浮桟橋設計マニュアル｣も併せて用い

ルール｣に基づき設計される。当事例についても、これ

た。さらに、地震時に｢係留器具｣を伝って施設が揺れ

を踏襲した。そして、船舶として航行の用に供するた

てしまう可能性が懸念され、安全性を確かめる必要が

めには、船舶の構造や設備等の全般にわたり精密に検

あると判断された結果、専門家に振動計算を依頼する

査を行う｢船舶安全法｣第５条の船舶検査を受けなけれ

ことになり、時間とコストが嵩む結果となった。

ばならない。この船舶検査については、造船所の所在

(４)｢建築基準法｣と｢船舶安全法｣との関係について

地にある運輸支局が担当することになる。

①建築確認―｢浮体施設｣を建造する際は、｢建築基準

③構造評定―先述した構造評定について、過去に建造

法｣第 37 条に規定されていない特殊な建築材料や建造

された｢浮体施設｣と当事例の評定プロセスを示したも

方法を採用する場合が多いことから、通常は、その技

のが図−２である。
これをみると過去に建造された｢浮

術的基準を示した財団法人日本建築センター発行の

体施設｣では、図−１のように施設の全体に｢建築基準
法｣と｢船舶安全法｣の２法が同時に適用されたため、
例
えば従来の｢レストラン船｣であれば、｢レストラン部
分｣については日本建築センターが評定を行うが、｢台
船部分｣の設計については、
事業者は日本建築センター
と運輸局の２者に対し交互に建築確認･船舶検査を行
わなければならず、それぞれの調整を図って初めて建

写真−２ 固定式防舷材(ぷかり桟橋) 写真−３ ローラー式防舷材(当事例)

造の許可が降りるため、申請手続きがきわめて煩雑で

【過去に建造された｢浮体施設｣】(文献４をもとに作成)

【浮体式レストラン(当事例)】
施設本体の構造計画

施設本体の構造計画

レストラン部分の設計

台船部分の設計

レストラン部分の設計
(図−３、図−４①)

台船部分の設計
(図−４②)

構造評定のプロセス

建築基準法

建築基準法

船舶安全法

建築基準法

船舶安全法

海洋建築物安全評価指針

海洋建築物安全評価指針

NK ルールに基づく設計

海洋建築物安全評価指針

NK ルールに基づく設計

日本建築センター
による評定

運輸局
による評定

に基づく設計

日本建築センター
による評定

に基づく設計

調整

運輸局
による評定

に基づく設計

・許可の長期化
・手続きの煩雑化
・コストの増加
ＥＮＤ

図−２ 過去に建造された｢浮体施設｣と｢浮体式レストラン｣（当事例）の構造評定のプロセス

ＥＮＤ

あった４)。また、これに付随して｢消火｣や｢避難｣とい

づけるという考え方により当事例が許可された。

った防災面の安全基準についても、
｢建築基準法｣と｢船

②港湾法における水面占用許可に関する障害ついては、

舶安全法｣が異なる概念を有していたため、
２法の整合

｢運河ルネッサンス｣構想による水面の占用許可基準が

を図った結果、消火器やスプリンクラーといった消火

緩和されているため、商業目的の施設についても水面

設備の２重設置や避難階段の追加工事を行うなど、過

占用が可能になっている。

４)

剰な設備投資が余儀なくされた 。これらの課題につ

③建築基準法と船舶安全法における建築確認･船舶検

いて当事例では、
｢レストラン部分｣(図−３、
図−４①)

査に関する障害については、構造に応じた法律を適用

は、
内部空間を一般の人が利用することになるため｢建

することにより、許可申請の簡略化が可能になった。

築基準法｣が適用され、また｢台船部分｣(図−４②)は、

５．おわりに

施設を浮遊させるための機能しか有していないため、

本研究では、都内運河の活性化方策を導くため、水

｢船舶安全法｣が適用されることになった。これより当

域利用と｢浮体施設｣の建造に関係する基幹的法制度に

事例における｢建築基準法｣第６条の建築確認は、図−

着目し、留意すべき法的事項と対応策を把握した。今

２の｢浮体式レストラン｣の評定プロセスをみてわかる

後は、当該施設の建造に大きな影響をもたらした、防

ように、
建築主事を通じて日本建築センターが｢レスト

災(避難経路、防火壁、防火区画、消火設備)、衛生(給

ラン部分｣(図−３、
図−４①)の建築構造を評定し、
｢船

排水設備)、
福祉(バリアフリー)等に関する法制度につ

舶安全法｣第５条の船舶検査では、
運輸局が｢台船部分｣
(図−４②)の船舶構造を担当することになった。
したがって、当事例の場合は、｢レストラン部分｣と
｢台船部分｣で明確に用途(機能)を分離させたことから、
法律の適用箇所が明確になり、
事業者は重複した審査･
基準を受ける必要がなくなったため、円滑な申請の手
続とコストの縮小が可能になった。
４．まとめ
本研究で対象にした｢浮体式レストラン｣を建造する
際の法的留意事項と対応策は以下の通りである。
①都市計画法における市街化調整区域内の開発許可に
関する障害ついては、都内運河を観光資源として位置
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いても、検討していく所存である。
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【補注】
※１ ｢浮体施設｣は、旧建設省では｢海洋建築物｣と定義され、｢船舶安全法｣では｢係
留船｣と定義されている。前者は下部構造の形式にとらわれることなく、水面
における人間の活動の場としての建築物そのものと、それを円滑に機能させ
るように補完するための係留装置を含んだものをいう(文献 18)。後者は、ホ
テル船、レストラン船その他係留してその用途に供する船舶、すなわち当該
係留場所において当該船舶による移動を目的としない旅客を継続又は反復し
て搭載する船舶のことをいう(文献12)。
※２ 海洋建築物の計画･設計の合理化と、｢建築基準法｣旧 38 条の審査の迅速化に
資するため、(財)日本建築センターにおける技術的評定のガイドラインにす
ることを目的として策定されたものである(文献17)。
※３ 構造評定とは、｢建築基準法｣の単体規定の内容について建築主事が判断でき
ない場合に、その安全性について構造的な観点から第３者機関に評定を依頼
する手続きである。
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