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INTRODUCTION

This report records the public presentation 

held as part of research activit ies on the 

theme “Megacity Research Leading Project: 

Construction technologies accelerating the 

environmental load-reduction for the society 

that utilizes metropolitan building stock” now 

being tackled by Depertment of Architecture, 

Graduate School of Urban Environmental 

Sciences, Tokyo Metropolitan University. 

The public presentation was held in the main 

conference room in International House 

located on the Tokyo Metropolitan University 

Minami-Osawa Campus on November 3, 2012.

By this presentat ion, we repor ted the 

result of the study as a part of international 

s y mp o s iu m 2 012  ( IS SU E 2 012)  f o r  t he 

environmental problem studies of a sustainable 

city. Furthermore, we invited three foreign 

scholars with the results in this field. They 

performed a lecture about the latest study and 

practice.

The university will be delighted if this 

report is of any significance to those engaged in 

relevant fields of study.

はじめに

本書は、首都大学東京大学院都市環境科

学研究科建築学域が取り組んでいる「大

都市研究リーディングプロジェクト - 環境

負荷低減に資する都市建築ストック活用

型社会の構築技術 - 」の活動の一環とし

て、2012年11月3日に首都大学東京南大

沢キャンパス国際交流会館大会議室にて

行われた国際シンポジウムの内容を記録

したものである。

今回は、「持続可能な都市環境学のため

の国際シンポジウム2012（ISSUE2012）」

の一環として、本研究のこれまでの研究成

果を報告するとともに、この分野で業績を

有する海外の研究者を招聘し、その最新

の研究・実践に関する講演の場を設けた。

本書が関連する研究に携わる方々にとっ

て有意義なものとなれば幸いである。
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本日は、私たちのシンポジウムにお越しい

ただきまして、ありがとうございます。本日の

シンポジウムは、リーディングプロジェクトの

中で行っている「持続可能な都市環境学

のための国際シンポジウム」の一環です。

まず、リーディングプロジェクトの概要につ

いて説明いたします。

首都大学東京と東京都が合同で「環境

負荷低減に資する都市建築ストック活用

型社会の構築技術」のリーディングプロジ

ェクトを開始したのは2010年で、今年はこ

のプロジェクトを開始して3年目を迎えま

す。現在、私どもは、都市の環境問題、高齢

化社会、あるいは建築物の老朽化など、非

常に深刻な問題に直面しています。リーデ

ィングプロジェクトは、こういった問題を解

決するために、この首都圏の中で建築スト

ックについて見直し、首都大学東京と東京

都が協力して対応を考えようというプロジ

ェクトです。

リサーチプロジェクトは、3つのカテゴリ

ーに分けて取り組んでいます。プロジェク

ト1は山本先生が主導されている新しいエ

ネルギーの活用スペックです。プロジェク

ト2は、青木先生の主導で行っているリフ

ァイニング建築開発プロジェクトです。そ

してプロジェクト3は吉川先生に主導して

いただいている郊外型都市賦活更新プロ

ジェクトです。リーディングプロジェクトで

は、この3つの建築ストックとインフラを活

上野 淳　首都大学東京　副学長開催挨拶 Jun Ueno, Vice President, Tokyo Metropolitan UniversityOPENING REMARKS

用した研究を行い、環境負荷を削減するこ

とを目指しています。

本日のシンポジウムでは、第一部で、3人の

プロジェクトリーダーが、3年間の研究成果

について発表した後、海外からお招きした

3名の先生方のお話をうかがいます。

まずフランスからいらっしゃったパリ東

大学のFrédéric de Coninck先生です。

首都大学東京は多摩ニュータウンに位置

していますが、東京の中心部から30キロほ

ど離れております。パリ東大学も同じよう

に、マルヌ＝ラ＝ヴァレというニュータウン

にあって、パリの中心部から東へ30キロほ

ど離れた場所にあります。多摩ニュータウ

ンもマルヌ＝ラ＝ヴァレと同様に40年の歴

史があり、非常に似通った条件を持った大

学同士だということがいえます。そういう

意味でも、この首都大学東京とパリ東大学

の間で、学術的なパートナーシップを結ば

せていただきたいと思っています。

そしてもうお一方、范悦先生は、大連理

工大学からいらっしゃいました。また、

Nicolas Buchoud氏には、最後にお話をし

ていただきたいと思います。

その後は、意見交換を行ったり、あるい

は質疑応答をし、またディスカッションなど

も行う予定です。

それでは、最後までお付き合いください。

the heart of Tokyo. And Paris East University is 

also located in the new town, Marne-La-Vallée, 

from the heart of Paris, east some 30 km. And 

Tama New Town, also as well as Marne-La-

Vallée, has a 40-year history. So, we are very 

similar condition, both universities. So we 

are going to have some academic partnerships 

with TMU and Paris East. By the way, another 

foreign speaker is Professor Fan Yue, Dalian 

University of Technology. And Mr. Nicolas 

Buchoud, from Paris. He is a city planner.

So, af ter that, we would like to do some 

exchanging of opinions, or questions or some 

discussion. So, anyway, I really appreciate your 

attendance with my small gathering.

So, we will start. Please enjoy this gathering. 

Thank you so much.

I’d like to express my sincere thanks for all of 

you to coming to our small gathering. Thank 

you so much. First of all, I would like to 

explain the outline of our leading project. The 

title is just too long. I will read: construction 

technologies, accelerating the environmental 

load reduction for the society that utilizes 

metropolitan building stock. This is a joint 

research project with Tokyo Metropolitan 

Univer sit y and the Tok yo Met ropolit an 

Government. It has just started in 2010, and 

so this is the third year of this project. As you 

know, we are facing a very serious problem: 

for example, urban environment project, or 

aging population, or aging building stock. So, 

we aim to settle these problems in the field of 

metropolitan area, city and building stock, in 

collaboration with our Tokyo Metropolitan 

U n i v e r s i t y  a n d  To k y o  M e t r o p o l i t a n 

Government. We divide this research project 

into three categories: project 1 is led by 

Professor Yamamoto: project research for the 

development and proposal on new Tokyo 

energy efficiency specification. And project 2, 

the project leader is Professor Aoki, is a study 

on the development of refined architecture. 

And project 3, leader Professor Yoshikawa, is a 

project research on activation and renewal of 

suburban cities, mainly the Tama New Town. 

Our leading project considered active use of 

these stocks of building, and the city structure, 

as an effective measure to reduce environmental 

load. Today, this is our f irst international 

symposium. At the first stage, we three Japanese 

leaders explained our result of three years’ study 

work. And after that, we invite three foreign 

scholars: Professor Frédéric de Coninck, Paris 

East University from France. May I say, our 

University of Tokyo Metropolitan University, 

located in Tama New Town, some 30 km from 
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リーディングプロジェクト1で新省エネ東京

仕様開発提示プロジェクト研究を担当し

ている首都大学東京の山本です。この新

省エネ東京仕様開発提示プロジェクトは

東京都との共同研究というかたちで、東京

都のフィールドである高校や庁舎を提供し

ていただいて、建物の仕上げ材や断熱材、

空調機器などの仕様に関する標準的な提

案をするという研究をしています。メンバ

ーには、環境系の先生方に入っていただい

ております。

PPT 1

まず、背景についてお話しします。気候変

動が、このところかなり重要性と緊急性を

増してきております。地球温暖化に伴う気

候変動、特に異常気象が頻発しています。

日本でいうと台風が大型化したり、それか

ら昨今ではニューヨークのハリケーン、そ

れによる洪水、日照りにより食糧生産が困

難になっていること、飲料水が枯渇してい

るということ、海面上昇による居住地の消

失が始まっています。世界中の人にとって

生活の基盤となるものすべてが脅かされ

ているという状況です。人類が直面する

最も深刻な環境の危機ではないかと危惧

され、これからの10年が、私たちがどういう

ふうに地球の環境を維持しながら次の世

代に残せるかの大きな分岐点になるので

はないかといわれています。地球の環境を

維持するため、温室効果ガス排出総量の

大幅な削減に向けた行動を開始しなけれ

ばいけないという動きの中で、このプロジェ

クトが進んでおります。

PPT 2

これは過去10年から15年間のCO2排出

量の減少傾向をあらわしています。北極

では、1979年、80年前後は、かなりの部分

が雪と氷におおわれていましたが、それが

徐々に減っていって、特に、2007年ごろに

So, this would be the leading project one, and 

I would like to talk under the title of project 

for developing and submitting the new Tokyo 

version of the energy saving specification. My 

name is Yamamoto. This is actually a joint 

project with Tokyo Metropolitan Government. 

Therefore, looking at the various school 

facilities in Tokyo, we actually have those 

buildings and conducted the project. The 

f inishing materials, as well as the thermal 

materials that are used in the buildings, and 

those would be the target for this project. 

And the research professors and professionals 

have now joined in to conduct this project. 

Therefore, together with those people, we have 

been progressing with this project. 

PPT 1

Now, let me start by giving you the background. 

I would say that the climate change issues 

have become one of the very important issues, 

as well as an urgent issue that needs to be 

resolved, because these days, there are frequent 

abnormal climate occurring in various places. 

For example, the earthquake here in Japan last 

year, as well as the major storm in the United 

States, New York. And therefore, in some cases, 

because of those abnormal climate changes, 

production of the food materials has become 

very much suffering, and at the same time, the 

water is depleting all over the world. So is the 

sea level rise. Therefore, the basic of the people’s 

living is now being jeopardized as a result of the 

abnormal climate changes. Therefore, I would 

say that this is posing a very serious problem in 

front of us, from an environmental standpoint. 

So, for the upcoming ten years or so, I think 

that the globe is facing a major point, where we 

need to think thoroughly as to how we’re able 

to tackle these climate changes, as well as the 

environmental issues, so that we can leave the 

globe to our next-generation people. And that 

has been the backdrop of why we have decided 

to conduct this project.

PPT 2

Now, this actually encompasses the decline 

tendency of the CO2 emission in the last 10-15 

years. This is actually the photo taken from the 

North Pole. Between 1979 and 1981, as you can 

see, the majority of those areas are covered by 

snow and ice. But gradually, it started to melt. 

PPT 1

PPT 2Energy-saving 
in municipal buildings 
and schools, etc and study 
on CO2 reduction

Yasutomo Yamamoto,
Research Professor, 

Graduate School of Urban Environmental 
Sciences

省エネ
東京仕様開発提示
プロジェクト研究
山本 康友  
大学院都市環境科学研究科
特任教授
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の電力量を減らすことです。ピークシフト

は、ピークを横にずらすことです。一番効

果的なのはベースカットで、省エネというよ

り節電プラス省エネです。ベース部分を減

らせば全体の山が下がってきますから、全

体としていいだろうと思われ、私たちはここ

に着目しています。ピークカットしたり、ピ

ークシフトすることも大事ですけれども、そ

れ以上にベースカットが大事だろうと思い

ます。ピークカットといっても10時から21

時まで、かなり厳しい山が続きますので、そ

れを考えると、やっぱりベースカットが一

番大事だなということが分かると思います。

PPT 6

われわれの研究は、公共施設を対象にし

ています。日本の不動産の資産規模は、

国土交通省の推計では、約2,300兆円で、

そのうち公的な資産が5分の1ぐらいの約

490兆円です。そのうち地方公共団体が

約4分の3の360兆円を持っています。私

たちは今回、ここに着目しているのです。

省エネをさらに公的なものから、民間にま

で全国に波及していきたいと考えています。

PPT 7

2002年に全国の公共建築の延べ床面積

を調べたデータがあります。国や自治体の

ものを含めると約7億m2、これが国全体の

延べ床面積の約9％を占めています。ほか

の大学の先生の推計では、70億から80億

m2が日本全国の延べ床面積ですが、その

中で公共的なものは1割ぐらいです。ここ

では、国は約9,000万m2ですけれども、大

学は独立行政法人になったので、国の今

の延べ床面積は、6,000万m2ほどです。

PPT 8

地方公共団体所有の建物の延べ床面積と

棟を調べると学校が多く、公営住宅、文化

施設、その他の施設となります。住宅は、私

of energy at the basic level, because if we are 

able to reduce the amount of the base energy 

use, or electricity use, we do not have to worry 

too much on peak cuts or peak shifts, although 

those two would be very important. And if you 

look at this very closely, you would notice that 

even if we talk about the peak cutting, from 

10am to 9 pm, as you can see, there would be a 

peak occurring here and there. Therefore, what 

becomes most important to reduce the use of 

electricity at the basis?

PPT 6

On top of that, there are some situations that 

the public properties are facing. This is actually 

the overall property situation here in Japan, 

nationwide. This is actually taken from the 

Ministry of Transportation, but approximately 

the property is 2,300 trillion, and one-fifth 

is the public property, and also remainder, 

approximately 360 trillion yen, of which three-

quarters or so is held by the municipality-

owned properties. And this is one of the areas 

that we had focused. 

PPT 7

So, looking at this from a public perspective, 

and at the same time looking at it from an 

overall nationwide public property standpoint, 

this is the public building, total square meters 

of surface. Well, this is quite obsolete, but I 

would say that this was taken 10 years ago, but 

I would say that is the most recent information 

that we can get.

And if you look at this, this is the public-

owned property, which is about 700 million or 

so square meters in total. And as you can see 

here, 7 billion to 8 billion square meters or so 

would be the total square meters for the public 

properties. And at the national level, it’s about 

90 million square meters or so, but today it’s 

about 60 million or so.

PPT 8

When it comes to the buildings that are 

owned by the municipalities -- as I mentioned, 

this project is a joint project with the Tokyo 

PPT 6

PPT 7

PPT 8

は、かなり減っている。ホッキョクグマが

移動できなくなって飢えている様子が、テ

レビでよく放映されています。

PPT 3

それと同時に、特にアジアを中心とした一

次エネルギーの需給見通しについては、か

なり都市化が進んで、資源やエネルギーの

消費が増大していることが考えられます。

現在の状況で、エネルギー供給をほかのと

ころからというわけにもいかないのでどう

にかしなければならないという状況です。

特に増えているのは中国と、南アジアでい

うとインド、それから東アジアでいうとイン

ドネシアを中心に増えています。

PPT 4

同時に、日本にはもう1つ大きな課題があり

ます。それは昨年の東日本大震災に伴う

原子力発電所の事故があり、節電対策を

行わなければいけないということです。

省エネは全体の消費エネルギーを減ら

すことですから、電気だけではなくてガスと

か灯油とか水道などを減らしていくことで

す。節電は電気をピークに合わせて減らす

ということで、電力需要に合わせてブラック

アウトにならないように電力量を減らすと

いうことです。ブラックアウトというのは大

規模停電であり、部分的に起こったり、たま

に起こる停電とは全く違うものです。ブラ

ックアウトは管内の電気を全く失う状況で

す。電気を起こす発電所自体にも電気が

必要なので、一度ブラックアウトになると回

復まで時間がかかります。そういうことが

起こり得るのではないかということで、節電

対策も非常に重要になっています。

PPT 5

節電には、幾つかのかたちがありますが、

その内のピークカットとピークシフトは、特

に昨年以後に増えています。ピークカット

は、ブラックアウトにならないために最大

This photo is taken in the year 2007 or so. As 

you can see, there is now a small proportion 

of snow and ice. Therefore, often times this is 

being taken as a TV program, that Polar Bears 

are jeopardized because of this warm weather. 

PPT 3

This is actually the primary energy demand 

and supply. As you can see, urbanization is 

occurring everywhere. Therefore, there is a 

huge rise in the consumption of the natural 

resources as well as energy. It’s very difficult to 

simply shift the location of the energy sources 

that we procure from. However, as you can see, 

East Asia, South Asia, and China, is one of the 

major areas that is expanding its consumption 

of energy.

PPT 4

And there is also another major important issue 

here in Japan: last year, we had a major great 

earthquake in the Tohoku area. And as a result, 

from the crippled nuclear power plant, Japan 

as a whole is trending towards saving energy as 

well as various other energy sources, including 

electricity. The electricity savings, we would 

have to do the savings in order to save the use 

of energy, so that we would not end up having 

the blackout. Blackouts are not something 

that would go blackout in a segmented area: 

blackout means that there would be no light 

whatsoever. It’s a complete blackout, meaning 

that the power generation system, or plant, 

would also require electricity to generate power. 

However, those electricity facilities would 

go blackout if it becomes a 100% blackout 

situation. Therefore, since last year, this has 

become one of the major topics for our daily 

lives, in order to save electricity.

PPT 5

In order to save energy use, or save the use of 

electricity, there are three ways to think of: one 

has to do with the peak cut, or shift the peak, 

meaning we call it the peak-shift. But the first 

and foremost important is the overall saving 

PPT 3

PPT 4

PPT 5
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ています。高等学校は約1万m2を超えて

いますので、それも含めて上位の施設に関

する研究を行っています。

PPT 12

今、大きな流れとして、研究がどんどん進ん

で動いています。

最初は省エネ東京仕様です。私が東京

都の職員だった頃に省エネ東京仕様2007

を作成しました。東京都は都内最大の温

暖化ガスを排出する事業者ですから、まず

都有施設の温暖化ガス削減に取り組むよ

うに行い、それと同時に、都内の区市町村

施設なども対象にしました。

PPT 13

その当時やっていたのは、高断熱化プラス

設備の高効率化ということで、庁舎、学校、

病院などの都有施設のうち、2008年度以

降に設計された、新築、改築、大規模改修

工事を対象にしました。スケルトンという

のは、建物の軀体だけを残して、仕上げや

サッシなどを入れかえる大規模な改修工

事のことです。改修工事だけの場合もこの

仕様で行っています。

PPT 14

その当時は、再生可能エネルギーを導入す

るということで、太陽光発電設備を設置し

ました。緑化を増やし、建物の熱負荷制

御をするため断熱材を厚くし、ガラスを複

層にしました。また、機密性を保つような

サッシを使って外と内との温度差をしっか

り考えるようにしました。さらに、庇を使っ

て日射を制限したり、設備システムについ

ても高効率のものを使おうと、一つ一つき

めこまかいスケジュール管理をしたりしま

した。そうやって、一つ一つのことに関し

て仕様書をつくっていきました。その結果

として、太陽光発電、再生可能エネルギー

の導入と緑化推進をあわせると、2007年

partly account for more than 10,000 square 

meters of floor area, and they consume a lot of 

energy as well. And so, these are the things that 

we need to take into consideration in working 

on the project.

PPT 12

And now, as the mainstream projects, there 

are a lot of projects going on about the energy, 

and this is the energy conservation, the Tokyo 

version, 2007, and the purpose, basically, Tokyo 

emits the largest amount of greenhouse gases, 

and this has to be mitigated, and work with the 

municipalities and also Tokyo Metropolitan 

Government related organizations, would also 

be subject to energy conservation, and as well 

as the privately owned buildings as well. The 

buildings owned by private companies.

PPT 13

And now, what we did was the higher heat 

insulation, and also high energy efficiency, 

and subjec t ing the Tokyo Met ropolitan 

Government building, schools, hospitals, and 

other buildings owned by the government, and 

this was introduced since the 2 years ago, 4 

years ago -- rather, and then there were cases of 

the new building and also reform, renovation, 

and also large-scale renovation.

PPT 14

So, this is how we did it. And at first, we tried 

to introduce the renewable energy sources, such 

as the solar photovoltaic panels, and also more 

greenery, to be introduced, and also to enhance 

the insulation of the building and insulation 

materials for place, such as the double-glazing 

in some places, and also the sash, were the 

ones with the higher level of airtightness, so 

as to reduce the temperature deviation. And 

also, for each and every aspect of the buildings, 

we made the specif ication document so as 

to achieve a higher efficiency of energy and 

energy conservation. So, when you combine the 

introduction of renewable energy and also more 

greenery, in comparison to 2007, CO2 could 

be reduced by 20-30%. Excuse me -- against 

the year 2000, the reduction ranged from 20-

30%. And we wanted to go a step further, and 

たちは関与できませんので、それ以外のも

のを対象に考えています。

PPT 9

東京都所有の施設だけに着目すると、公営

住宅を除くと、学校、庁舎、病院という3つ

がターゲットになります。その他に自転車

置き場や、小さな倉庫がありますが、これら

は量としては多いのですが、小さなものば

かりで、今回の私たちの研究の対象にはし

ていません。

PPT 10

私たちが調べた中で、建物のライフサイク

ルコストを、デフレーターという毎年の物

価高騰分を計算に入れて、お金に換算し

てみました。A庁舎、B庁舎、C庁舎、D庁舎

で見ると、例えば、9年前に建てたものは、9

年後の現在値段で換算していますので、そ

れで計算すると、9年間ぐらいでは修繕費

はほとんどありませんし、光熱水費も8％ぐ

らいです。ところが、30年を経過すると、維

持費とか光熱水費とか修繕費の割合が増

えてきて、建設費のライフサイクルコストの

割合では28％ぐらいまで下がってきます。

さらに、建築後37年になると建設費が約

1割になり、建設以後にかかる光熱水費や

維持保全費が約9割にまで膨らみます。と

いうことは、お金の面でも最初の投資によ

っては、改修や建設の段階でずいぶんと

金額が違ってくるのではないでしょうか。

光熱水費を全体的に下げられることもある

し、維持保全関係のお金も下げることがで

きるのではないかと考えられます。

PPT 11

東京都の施設を規模が大きいほうから

200施設みてみますと、そのうちの26施設

で6割から7割のエネルギーを消費してい

ます。学校なども多くのエネルギーを使っ

Metropolitan Government, and if we look at 

this from the building perspective, school is the 

majority of it, and then followed by the public 

housing buildings, as well as cultural buildings.

PPT 9

However, having said that, we would not be 

able to go into people’s houses, therefore, 

we especially focused on school buildings. 

And if we just focus on Tokyo Metropolitan 

Government-owned public facilities, then 

school and the metropolitan government office 

buildings, and hospitals, those three constitute 

the majority of those buildings. 

But each one of those groups is not as large. 

It’s small ones, as well. For example, it’s more 

like an accumulation of the small properties 

that would total up to these figures. 

PPT 10

And another research that we have conducted 

is the lifecycle cost of buildings in value terms. 

As you can see, A building, C building, and D 

building is a comparison of those four. There 

is a def lation that is incorporated into this 

calculation, meaning that when the building 

was built 9 years ago, we actually calculated this 

with the current pricing. So, in 9 years or so, 

there are no repairs, and at the same time, 8% is 

like a utility cost. However, when it goes to 30 

years, the construction value already constitutes 

28%, and the utility cost and repair cost, and 

also, if the building becomes 37 years old, as 

you can see, the construction cost is about 

10% or so, and the rest constitutes the most. 

Therefore, from the cost perspective, I would 

say that the repairs, as far as the construction 

work is concerned, these cost allocations would 

vary dramatically. For example, maintenance 

fee could be reduced. 

PPT 11

And, these are the facilities, owned by the 

Tokyo Metropolitan Government. And these 

are the top 100 facilities. The red represents 

about 26%. And 60-70% of the energy is 

consumed in this red portion, and the schools 

PPT 12

PPT 13

PPT 14

PPT 9

PPT 10

PPT 11
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しては別途、東京都の3万件のエネルギー

データを分析しながらその後について検

討しているところです。

PPT 17

昨年できた省エネ再エネ東京仕様の概要

をご紹介します。

高効率な省エネ設備の導入拡大と再エ

ネ設備の導入促進で、電力使用量および

CO2排出量を最大限に削減していこうと

いう目的で、まず建物の熱負荷抑制の推

進と高効率省エネ設備の導入、LED照明、

高効率空調設備などを導入して、省エネ東

京仕様2007の改訂を行いました。また、

再生可能エネルギーを導入するため、太陽

熱利用の設備や、再生エネルギー設備を

盛り込みました。

PPT 18

具体的なかたちとして、再生可能エネルギ

ーの活用としては太陽光発電や太陽熱

利用、自然換気、地中熱利用、クールヒー

トトレンチなども標準的に入れられるもの

は検討して入れていきます。また、熱負荷

抑制のため、断熱化を図る屋上断熱や外

壁の断熱と、複層ガラス、庇なども策定し

ました。さらに設備システムの高効率化

のため、高効率熱源機器、給湯器、コジェ

ネレーション、LED照明などについても検

討しています。運転制御に関しても、電力

監視、人感センサー、適正照度調整システ

ム、タイムスケジュール、外気冷房の利用、

雨水貯水槽などを標準的なかたちとして、

仕様書にまとめています。

PPT 19

もう一つがモデルビルです。これは実際

に設計が終わったもので、今動いていま

す。LED照明は全面採用で、メンテナンス

性も向上しています。地中熱利用のヒート

ポンプやガスヒートポンプを採用し、太陽

光パネルも最大限設置できるようになっ

this will also be cascaded down to the medium- 

or small-scale buildings owned by the private 

companies, and so we are now working on how 

we would utilize the analysis result from this 

project. 

PPT 17

Last year, we have established -- we have made 

the specification of the energy conservation, 

the Tokyo version, and this was prepared last 

year, and so basically the aim is to minimize 

the use of electricity and to minimize the CO2 

emission to maximum, and so we would look at 

the introduction of the highly energy-efficient 

and energy-conserving facilities, and also LED 

lighting and highly efficient air conditioning 

facilities and so forth. And we would encourage 

the introduction of renewable energy and so 

forth. 

PPT 18

And this is a busy slide, but this is how we 

would consider using the renewable energy and 

photovoltaic power generation, and also solar 

heat usage. Not all of them would be used in 

one building, but we would have the natural 

ventilation and use of underground heat, cool 

heat trench, biomass, and also heat insulation 

on the rooftop, and also there would be some 

shade created, and also for heat exchanger 

we would use the high efficiency devices for 

the conditioning, heat source pump, pumps, 

fans, and hot water supply co-generation and 

LED. And also for the lighting, we would 

be monitoring the use of energy and also we 

would have the human sensor, and also the 

time schedule control system and so forth.

PPT 19

And this is the model project. Now, the design 

of this building has been done already, so LED 

would be applied for the entire building, and 

also the maintainability is improved as well. 

And also, there is a heat pump utilizing the 

underground heat, and also the heat pumps are 

utilized to the maximum for reducing the CO2 

に行うものは、2000年比でCO2を30％前

後、削減できます。さらにもう一歩、この計

画を進めるため、既存都有施設の使用エ

ネルギーの消費実態調査や分析を行って

のモデル事業の実施です。

もうひとつのテーマは、東京都における

気候の特性の把握、調査、分析を行ってい

ます。東京都は、東と西で気候に大きな地

域差があります。都心と比べると寒暖の

差が大きい多摩地域の気候特性につい

て、調べています。

PPT 15

新たな省エネルギー型の標準仕様を定め

るため、病院と医療施設では特に給湯給

水関係の省エネルギーを研究しました。

また、都立学校および庁舎における省エネ

仕様の検討を行っています。既存技術の

応用検討ということで、断熱方法、LED照

明、自然換気システム、空調や蓄熱につい

ても対象にして研究を進めています。その

中で、省エネ東京仕様2007の見直しを行

い、昨年、省エネ再エネ東京仕様として策

定しました。さらに、それを新省エネ東京

仕様として新しい仕様書をつくるため、研

究を進めているところです。現在、具体的

には、すべての東京都の建物に関して、こ

の仕様書で行うようにしております。

PPT 16

新たに1つのモデルビルについて、私たち

大学のメンバーがプロポーザルを選定する

ときから関与し、その後も技術的な検討と

設計に意見を反映していただいています。

今年から施工に入っており、2013年の12月

ぐらいに竣工する予定です。このモデルビ

ルでさらに効果の測定や検証を行い、良い

ものは新省エネ東京仕様の作成に反映す

る予定です。さらに、大規模施設などすべ

ての改築改修に新省エネ東京仕様を波及

させ、中小規模施設や民間ビルにも適用し

たいと考えています。中小規模施設に関

what we are working on at the moment as 

our university here, and in our university, it’

s to survey the current consumption of energy 

in the facilities used by the metropolitan 

government office, and do analysis and make 

model cases for improvement. And also, from 

the core of Tokyo to Tama area, are we going to 

look into the temperature difference between 

the central Tokyo and suburban Tokyo.

PPT 15

And a lso we are t r y ing to establish the 

specif ication, Tokyo version, especially in 

hospitals, for hot water supply, and this would 

be developed for the schools as well. And also, 

we would look into the application of the 

existing technology, such as the heat insulation, 

LED lighting, and also natural ventilation 

system, air conditioning, and also heat storage 

and so forth. And so our first initiative under 

this was to make the specification for energy 

conservation 2007. Now, it is amended as 

the Tokyo version, and we are working the 

amendment at  the moment .  And so for 

older buildings used and owned by Tokyo 

Metropolitan Government, would be operated 

according to this manual or the specification.

PPT 16

Another thing that we are working on is 

the model project, and so we started from 

scratch, from the designing stage, to make or 

build the energy-conserving building, and we 

got involved from the very beginning of the 

stages of building, so now the design phase 

is done, and the building is underway at the 

moment, and will be completed in December 

of 2013. And later, I will explain to you about 

this model project, and after the building is 

complete, we will look at the effect, and also 

we will verify and assess the outcome, or effect, 

of this energy-conserving building, and this 

would be reflected in case of modification and 

renovation of large-scale facilities, and then 

PPT 15

PPT 16

PPT 17

PPT 18

PPT 19
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ています。自然換気システムも、熱だまりを

自然排気することによって負荷を低減さ

せています。外壁には、熱負荷に配慮した

外装材を設置します。施工は建築業者が

決まりましたので、これから工事に入ってい

く予定です。

PPT 20

もう一つ、東京都内の気候特性の測定に

ついては、これまでは、多摩地域が抜けて

いました。その測定を、ひとつは私どもの

日野キャンパスにあるシステムデザイン学

部の校舎の屋上に気象センサーを設置し

て行っています。それから八王子、あきる

野、青梅、この3つは、高校に気象センサー

を設置させていただいて、いろいろなデー

タを集めています。都心とは温度も湿度

も違います。とくに風の流れは大きく違っ

ているので、今は東京都全体の標準仕様

にしていますけれども、今後の新たなものと

しては、東京都心と多摩の標準仕様を分

けてつくろうとしております。　

最後に、大学と企業と行政とNGOと都

民が連携して、今後先駆的な温暖化対策

を大学発として、企業とか行政の方にご協

力いただきながら、また、都民の方の協力

を得ながら新しい標準仕様を作成するプ

ロジェクトを行っていきたいと存じます。

emission and the use of power. Now, for the 

natural ventilation system, we will reduce the 

burden by introducing the ventilation system, 

and also the exterior material, we will use the 

highly insulated material. So, we have now the 

construction company selected, so this building 

will be under construction very soon.

PPT 20

And this is in the middle of Tokyo, Chuo Ward, 

and Minato Ward. There are many things that 

are being done now. This is where we are. This 

is where our university is, and these were sort 

of disregarded in terms of taking measurement. 

And so, this device is placed or located at the 

rooftop of one of the buildings belonging 

to our university, and also there is a system 

design faculty located in Hino. We have this 

device, and also Hachioji, Akiruno also have 

this meteorological sensor. And in comparison 

to the center of Tokyo, there is a different 

temperature and also the humidity and the 

flow of wind is very different as well. So, we -- 

all of these specifications made for the center 

of Tokyo may not be applicable to the suburbs, 

so we are trying to make the specification that 

would be suitable to our area. 

Now, at the end - - sorry, I’ve skipped a 

very important aspect. So, we are here at the 

university. So the university and the companies 

and also the administration, NGO, and the 

citizens will work together to address the issues 

using well advanced technology of the global 

warming. Thank you.

PPT 20
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リーディングプロジェクト2を担当している

青木茂です。リファイニング建築につい

て、完成した建物の事例と、プロジェクトと

して年内に着工する事例を発表して、現在

の状況をご説明したいと思います。

FTK BLD.

PPT 1

1つ目のプロジェクトは、神戸市灘区の六甲

道商店街の中にある産婦人科と耳鼻咽喉

科の病院を再生した事例です。ちょうど

JR六甲駅から神戸大学への通学路にな

っている商店街でした。灘区は、阪神淡路

大震災により高速道路の倒壊や、建物の

全壊が起きた地区です。

PPT 2

周辺の建物はほとんどが震災で倒壊して、

この建物が唯一残ったということです。再

生が可能か否かという相談をいただいた

のは震災の10年後でした。それから完成

するまでに5年ほどの時間がかかりまし

た。私が現地を訪れたときは、商店街は既

に復旧しており、日常を取り戻していました

が、このビルのオーナーは再生すべきかど

うかをずいぶん思案したということです。

PPT 3

設計を始める最初の段階で、既存の建物

の3Dを起こして状況を把握し、構造設計

I am in charge of the project number two. My 

name is Shigeru Aoki. I would like to share with 

you on the updates on the refining architecture. 

I would like to share with you on some of the 

completed architecture, and also I would like to 

share with you on some cases that would start 

the construction from this year. And with that, 

I would like to give you what’s going on as we 

speak. 

FTK BLD.

PPT 1

The first project that I would like to share 

with you is the Rokko-michi shopping street 

in Kobe city. There was the obstetrician and 

also some hospital area. Therefore, the idea is 

to renovate that building. As you may know 

already, that this is the Higashi-naka ward, 

which was affected greatly by the Hanshin-

Awaji earthquake. Highways and complete 

destruction of some buildings occurred as a 

result.

And ten years after that disaster, we have 

received the offer. This is where the shopping 

street is located. There is a JR station, Rokko 

station, and this is actually a commuting 

route for the student to go towards the Kobe 

University.

PPT 2

And this is the building that I’m talking about. 

It required renovation. The buildings around it 

were completed destroyed by the earthquake, 

and th i s  pa r t icula r  bui ld ing somewhat 

survived when the surrounding buildings were 

all demolished. Therefore, we were requested 

to do the renovation or restoration of this 

building.

When we went in, the shopping street 

was already restored. And so, the daily life 

had already started. And that white building 

was the building that we started to work on. 

When we first received the offer, five years was 

required in order to complete this restoration 

work. The owner of this building was at the 

very beginning contemplating as to whether 

this building should be demolished or kept. 

Therefore, it took somewhat of a long time. 

PPT 3

At the design phase, what we decided was 

that we have made a 3D model of the existing 

PPT 1

PPT 2

PPT 3
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PPT 7

者、設備設計者とディスカッションをしまし

た。3Dをご覧いただくと、建物が2階建て

と4階建てで構成されていることがご理

解いただけると思います。そして、おそらく

L字型の内側のコーナーの部分がかなりダ

メージを受けているだろうということが想

像できます。柱のスパンがここは非常に短

い。つまり、ここに地震の応力が集中して

いることが、こういう3Dを起こすことによっ

て理解できます。

PPT 4, 5

そこで建物を2階建ての建物と4階建ての

建物に分けて、改めて構造をチェックしま

した。4階建ての方につけた赤い印は、耐

震補強をすべき箇所を予測したところで

す。前面の商店街と隣接する建物を薄い

線で描いていますが、周囲が建物に囲まれ

ています。そのため、この建物に資材を運

び込むためのアクセスの幅員は4メートル

ほどしかなく、スクラップ・アンド・ビルドを

すると大変お金がかかる。それが、再生に

踏み切った大きな理由です。

まず事業としてこのプロジェクトが成功

するかどうかということをスタディーしまし

た。その結果、増築をしないと土地利用の

関係からもうまくいかないだろうということ

で増築をすることになりました。計画を進

めるにあたり、まず耐震診断をおこないま

した。日本の現在の耐震に対する基準だ

と、まず2階建て部分と4階建て部分でそ

れぞれに耐震診断をします。さらに、確認

申請するときは、2階建て部分と4階建て

部分でそれぞれに構造計算をし、それから

増築部で構造計算します。結局、この建

物は5回も構造のチェックをさせられたと

いう大変な苦労がありました。

PPT 6

このように中庭のある建物にリファイニン

グしました。

building, and understood the structure of the 

building. And the structural engineer, facility 

engineers, have actually worked together to 

develop the design. The second-story building, 

there was a four-story building part as well. And 

I would say that this, which is a second-level, 

has been damaged greatly as I understood it. 

And that was the span of columns. As you can 

see, the distance here is smaller. Therefore, the 

stress from the earthquake was applied in this 

particular column.

PPT 4, 5

So what we did is we have separated the four-

story building side, and the two-story building 

side. And by separating it, we were able to 

identify further on the structural engineering. 

For the four-story building side, as you can 

see, there are red lines, and those are the 

reinforcements that we have decided to include. 

And it is surrounded by a shade of square. 

And this is where the shopping street was, and 

then the surrounding area was surrounded by 

other buildings. And so in order to access the 

construction materials, there were only four-

meter wide streets that we can bring them in. 

Therefore, it’s going to be costly if we do the 

scrap-and-build. Therefore, that was one of the 

reasons why the owner had decided to restore 

and renovate this building. 

So, this project, at the very beginning, we 

evaluated whether this could be successful or 

not. And we did the feasibility study, but from 

the land utilization standpoint, we thought that 

it’s not going to work. Therefore, we decided to 

add another structure on this side. In order to 

withstand the earthquake, and the regulation 

that we have to abide by, there are two -stories 

side version, and four-story side building, 

and we needed to comply with two different 

types of regulation. Structural engineering 

calculation needed to be done for the two-story 

building and four-story building as well as the 

structure that we have added on to your left. So, 

we needed to go through multiple structural 

engineering works, which was such a hard time 

that we went through. 

PPT 6

Now, this is the completed version of the 

renovated building. 

PPT 7

2階建て部分と4階建て部分の接合部に

は、推測どおり梁に大きなダメージがあり

ました。これをカットして、建物を2階建て

部分と4階建て部分に分けました。

また、設備のボイラーのところを中心に1

センチ以上のクラックが入っていましたの

で、施工会社と協議をし、この梁を一度全

部取り除いて新しくつくりました。炭素繊

維や鉄板巻きという補強方法もありました

が、建設会社が自社の技術を見せたいと

いうことで、このような方法が採用されま

した。

別の梁ではコンクリートが落ちていまし

た。通常、ここには天井がはられています。

もし、震災の影響でこの梁のコンクリート

が落ちたのであれば天井に穴があいてい

るはずですが、穴はあいていませんでした。

ということは、新築時の施工が原因ではな

かっただろうかということが想像されます。

PPT 8

柱脚には、3カ所ほど震災によって鉄筋が

露筋しているところがありました。そこに

は鉄板を巻いて、中にブラストを注入しま

した。

また、別のところでは、梁、柱の鉄板巻き

補強と袖壁補強を行いました。

もともとこのスペースは階段だったとこ

ろですが、再生後の用途上の問題で、この

階段をとって室内化しました。

PPT 9, 10, 11, 12

外観の再生前、再生後の写真です。

建物を2階建てと4階建てに分けて、そ

PPT 7

This is the second-story side, and as you can 

see, there were major damage caused to the 

major column here, so we cut this off, and have 

segmented this to two-story versus four-story 

building. So, fortunately, or unfortunately, my 

reading to this building was right. 

This is a different area that I’ve taken a photo 

from. This is where the boiler was located. As 

you can see, there was a major 1cm-wide crack 

occurred in this area. So, together with the 

construction workers, what we decided to go 

was remove this column entirely, and replace 

it with a new column, and that’s what we did 

here.

And there were various ways to do this, 

such as using a metal sheet, but the contractor 

wanted to kind of show a better structure for 

this area. Therefore, we decided to remove this 

and replace it with a separate one. 

This is the area where the photo is taken 

from a different column.  Part of the concrete 

was exfoliated. Usually, there is a ceiling here 

that would hide this beam. However, if this 

beam is dropped off, then there would have 

been a big hole in the ceiling, but there was no 

hole here. Therefore, I would think that this 

may not have been the building from the initial 

construction work, because this actually tells 

us that the initial construction work does not 

suffice. Therefore, they have added here and 

there. 

Now, as a result from the earthquake, the 

steel rods have exposed greatly, as you can see 

here. 

PPT 8

And this is the area where we have sur-rounded 

with the metal sheet to reinforce the column. 

This is a photo from another different area. 

Steel plate reinforcement and exterior wall 

reinforcement was made to this building. This 

is actually a major beam, and that’s the column, 

and we have wrapped this around with the steel 

plate. 

PPT 9, 10, 11, 12

And there is an eight-shaped steel over there, 

and this building was actually on the other 

PPT 4 PPT 8

PPT 5

PPT 6

PPT 9

PPT 10

PPT 11

PPT 12
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の間に階段を新設しました。

増築する前と後の中庭の状況を商店街

側から見た写真です。

3階、4階、一部5階もあるので、そこに上

がるためのエントランスを設けました。

PPT 13, 14

結構長いアプローチがあるのですが、歴史

を時間軸で刻みました。青いラインが神

戸の歴史、緑のラインが船曳医院の歴史、

赤いラインが震災を現しています。こうい

うふうに地震の記憶を建物に刻むことに

よって、いつまでも震災の記憶を忘れない

ようにと考えました。また、インテリアは神

戸というまちのイメージにふさわしいデザイ

ンにしてみたいと考えてつくりました。

YS BLD.

PPT 15, 16

リファイニング建築に25年間ほど取り組ん

できましたが、なかなか普及しないと言い

ますか、オーナーになかなか了解してもら

えないという悩みがあります。そこで、自分

で古い建物を買って、リファイニングしてみ

ることにしました。

まず建物を購入しました。そして、調査

をして、再生に耐え得るかということを検討

side. And what we did is we have renovated 

the building, and what we did was we have 

removed the staircase from this area, and 

decided to extend the floor into this space to 

make it into a single floor level. 

And as a result, this building was made.

Now, this is the before shot of the building, 

and we have cut that piece off, and separated 

the two story side and the four-story side, and 

connected that with the staircase. 

And this is the view looking towards the 

shopping street from the building. It’s a before 

shot, and this is the after shot.

And the third floor, fourth floor, we decided 

to put the entrance in order to go to the upper 

floors, and this is how it looks like now. 

PPT 13, 14

There was a long approach through this area, 

and as you can see, the blue line indicated 

is indicating the Kobe history. The green 

line is the history of this technology, and 

then the earthquake is indicated here in red. 

And there’s a door, actually. And the door 

here is connected to the building which was 

renovated. Therefore, this is simply to tell 

people of the reminder of the earthquake that 

occurred in this area, so that people would 

also keep in mind of the disastrous natural 

earthquake that occurred in this area, and this 

is the before and after photo. 

So, the image here is to kind of coincide 

with the overall image of Kobe. Therefore, 

we have decided to renovate this to meet that 

image. The next project that I would like to 

share with you is that some of these projects 

are very diff icult to progress, because the 

building owners sometimes are very much 

reluctant to agree to rebuild such buildings. 

YS BLD.

PPT 15, 16

Therefore, sometimes we buy out those old 

buildings. This is the building that I bought, 

and we have done the survey of this building, 

and f irst, we have identif ied whether this 

would withstand the renovation or not. And 

as a result, it does. Therefore, we decided to 

renovate this building.

And I run a business as well, and the 

first floor and the second floor are rented as 

apartments. And we live on the third f loor 

して、オーケーだということで計画を進める

ことを決めました。1～2階を賃貸住宅にし

て貸し出しており、私の家族は3～4階に住

んでいます。前面のルーバーは、正面に大

きなマンションがあるため目隠しになるよ

うに、また、須永先生のご指導をいただき

ながら、環境に関しても配慮しようというこ

とでつくったものです。

PPT 17

ベランダ部分は、結構明るく光が入ります。

PPT 18

エレベーターをつくりました。これは耐震

補強にもなっています。

PPT 19

4階のリビングです。

PPT 20

屋上部分は緑化しました。この建物があ

る港区（東京都）は大変補助金が充実し

ており、総工事金額の12％の補助金を受

けました。いろいろな助成項目があります

ので、現在進行中のプロジェクトでも活用

を薦めております。

高根ハイツ

PPT 21, 22

次に高根ハイツという建物です。これは新

宿駅から2つ目の東中野というところにあ

る建物です。4階建てですが、用途地域の

変更により高さ制限が設けられました。そ

のため、スクラップ・アンド・ビルドをする

と2階建てに変更になります。それでは事

業が成り立たないことから新築という選

択肢はなく、リファイニングを行いました。

外部廊下を内部廊下として取り込んでい

ます。

　建物右側の階段室はコンクリートの壁

を残して階段を撤去し、エレベーターを設

置しました。パンチングの外装の内側には

and fourth floor. And in front of us, there is a 

big condominium, so we can shield the view 

of our building with this grating, and also, 

thanks to Mr. Sunaga’s instruction in terms 

of the environment too, we wanted to be 

environmentally friendly, so we have these areas 

where we can open the windows.

PPT 17

And this is the veranda, or balcony, before the 

construction, and we added the louver, and you 

can see that a lot of light flows into the room.

PPT 18

And this is the elevator, and again, this is 

fortified for seismic impact. 

PPT 19

Our living room is on the fourth floor.

PPT 20

And now, in Tokyo, we live in this house, in the 

middle of Tokyo. In fact, on the rooftop, we’ve 

put some green, and the Minato Ward, where 

this building is located, has a lot of subsidies 

available. 9.4 million yen, so about 12% of 

all the renovation cost, was subsidized by the 

Minato Ward office. And so there are -- and so 

I recommend to people who are tackling the 

project that it applies for a subsidy.

TAKANE HEIGHTS

PPT 21, 22

And this is in Higashi-Nakano, and the case of 

the project, Takane Heights, two stations away 

from Shinjuku. And this is the fourth story 

building. Since there is legal regulation, if it’

s a case of scrap and build, we can only build 

the two-story buildings. Therefore, we wanted 

to retain the four floors. And so you see, the 

passageway, or the corridor, on the outside, 

exposed to the outside, now we’ve covered it so 

that it would be on the inside of the building.

We remove the sta ircase on the r ight-

hand side of buildings other than the wall of 

concrete. And there is another one here. And 

so we have an elevator here as well. That’s an 

elevator shaft, as well. So this middle part, the 

punched metal f loor, we have the plumbing 

piping through here, which can be shielded 

PPT 13

PPT 14

PPT 15

PPT 16

PPT 18

PPT 17

PPT 19

PPT 21

PPT 20

PPT 22
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設備配管を通しており、廊下側から扉を開

けてすぐに設備のメンテナンスができるよ

うにしています。

色彩は、中央線の線路沿いの四季の風

景を取り入れたいと思い、各階の廊下の壁

に大地の色、青葉の色、菜の花の色、桜色

を配色しました。手前にオーナー宅がある

のですが、そこから見ると夜はこのように見

えるわけです。

PPT 23

（左上）駐車場です。（右上）エントランスの

デザインは既存のタイルをいかしました。

（左下）エントランスには、オーナーが使っ

ていた家具を取り付けております。（右下）

これはオーナー用の一室で、唯一、いつで

も見学が許されていますのでいろいろな方

に見学をしてもらっています。

清瀬けやきホール

PPT 24, 25

次に、公共建築のリファイニング事例です。

東京都の北にある清瀬というところで、再

生したものです。これは再生前の平面図

ですが、最大の欠点は共用ロビーとホワイ

エが混在しているというとことです。動線

が交わり非常に使いづらい。また、ホール

については客席から舞台が非常に見にく

いという問題がありました。

そこで1階だけを共用ロビーにして、一

部増築し、階段をつけました。2階にはホワ

イエをつけました。ホールについては客席

にかなりの勾配を持たせ、鑑賞環境を向上

させました。

PPT 26, 27

既存の断面図（PPT 26）では、客席がフラッ

トで後方の座席からは舞台が見えにくい

ことがご理解いただけると思います。そこ

で客席に勾配を持たせました（PPT 27）。さ

らにバルコニー席を増築し、2階のホワイ

エからアプローチできるようにしています。

from the outside. 

And also, this -- we incorporated the four 

seasons along the Chuo Line, and the winter, 

and also, this is the cherry blossom color from 

spring, and also, the earlier, we had green, and 

also yellow. And so from the outside, it looks 

like this. 

PPT 23

And this is parking area -- it is now converted to 

this patio. And this is the entrance on the left. 

This tile was retained to make a design like this.

And thi s  i s  the ent rance,  and thi s  i s 

secondhand furniture attached to the wall. 

And this is the interior, like this. So, the 

owner -- this is the room used by the owner, 

and there are a lot of people coming to visit to 

see, and many people actually come to visit.

KIYOSE KEYAKI HALL

PPT 24, 25

And next one is the public building. So, in 

the north of Tokyo, there is a place called 

Kiyose. And this is a plan view. And the 

biggest problem here is the entrance hall, and 

foyer, sharing the common lobby, which is 

very difficult to use, and also, the seats for the 

audience was not very easy to see. Therefore, 

we have applied a staircase here on the ground 

floor, and the second floor is here. So we added 

a foyer on the second floor. 

PPT 26, 27

And this is the cross-section view. And here is 

the stage, and also here is the audience seat, but 

it was so flat, it was so difficult for them to see 

the stage. Now, we gave the seats more slope, 

more angle, made it steeper so that it is easier 

for the audience to see the stage. 

PPT 28

これは既存の外観と内部の写真です。

PPT 29

リファイニング後です。デザインは、医療に

よって発展した清瀬市にちなみDNAをモ

チーフにしました。エントランス、2階のホ

ワイエに至るメイン階段、ホワイエ、客席、

舞台などを工事しましたが、鑑賞者にとっ

ても演者にとってもずいぶん気持ちの良い

空間になったのではないかと考えており

ます。

旧戸畑区役所庁舎

PPT 30

最後に進行中のプロジェクトをご紹介します。

これは北九州市にある旧戸畑区役所と

いうとてもクラシックな様式で、戸畑区民

にとって非常に貴重な建物です。今はもう

空き家になっていたものを再生し、図書館

へコンバージョンをすることになりました。

外観を残して耐震補強をしますが、建設後

に増築された部分を含め不要な部分を解

体し、建物を軽量化することで耐震的に有

利にします。その上で躯体補修、中性化対

策を行い、耐震補強をします。そして最後

に階段とエレベーターを設置して完成します。

PPT 31, 32

耐震補強は地下から上階まで続くような

補強方法をスチールによって行います。こ

の建物が建設されたのは昭和初期、ヨー

ロッパの建築様式でいうとアールヌーボー

からアールデコへの転換期です。つまり、

鉄を利用した建築が非常に広まった時期

です。また北九州市は鉄のまちです。その

ようなことから、スチールの補強によってイ

ンテリアのデザインに歴史性を加味できな

いかと考えました。今年度には着工の予

定です。

PPT 28

Now, this is the exterior view and exterior.

PPT 29

Kiyose, was developed thanks to the medical 

industry. So, in order to express the DNA of 

the city, I think we’ve incorporated the design 

like this. This is the entrance before, and after. 

Before, and -- sorry, this is after. And go up, to 

go to the foyer. And this is the before. Now, 

we demolished, and made the foundation, re-

made the foundation to look like this. This is 

from the stage -- you’re looking at the seats. 

And the performers also have much better level 

of comfort performing on this stage and in this 

hall.

OLD TOBATA WARD OFFICE
GOVERNMENT BLD. 

PPT 30

And, so, this is the ongoing project, in the 

Tobata ward office. This is the building view. 

And for Tobata, this is a very classical building, 

which is a precious building, and it is not used, 

and it is being converted to a library. We are 

now working on the conversion to a library. 

In order to retain the exterior view, we needed 

the seismic reinforcement, so basically, the 

additional buildings will be demolished, and 

we will remove the structures that were added 

at a later date, and we will add the staircase and 

elevator to complete the project. 

PPT 31, 32

Now, the reinforcement for seismic impact, we 

cannot do that on the outside, so, now, this is 

the reinforcement which continues on from the 

underground floor. 

Interior-wise, this is the interior. This 

building was first built in the early part of 

Showa. So, in Europe, this was a time when 

there was a shift from art deco to art nouveau. 

So, Kitakyushu is the city where it is located, 

and it is a city of steel making. And so we 

wanted to incorporate the image of steel. So, we 

planned to start the construction or renovation 

this year. So I’d like you to refer to this as an 

example.

PPT 28

PPT 29

PPT 23

PPT 24

PPT 25

PPT 26

PPT 27

PPT 30

PPT 31

PPT 32
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PPT 33

リファイニング建築は、スクラップ・アンド・

ビルドに比べるとCO2の発生を84％削減

できます。これは角田誠研究室（首都大

学東京）をはじめ、東京大学清家剛研究

室、東京理科大学真鍋恒博研究室の共同

研究によるものです。

また、建築は構造、意匠、設備の3つの要

素で成立しますが、長寿命化を前提とする

場合、まず構造については耐震性と耐久

性を考慮する必要があります。私は特に

耐久性が非常に重要ではないかと考えて

おります。意匠については、定期的にメン

テナンスを行う必要があります。外部等の

足場をかけて行うメンテナンスは30年に

1回、脚立などで行うメンテナンスは5年に

1回程度行うのが良いのではないかと思い

ます。設備については、リファイニングをす

る際、メンテナンス性の向上を重要視しま

す。現在、日本では耐震性が非常に注目

を浴びていますが、これら3つのことを総

合的に計画することによって、長寿命建築

が可能になるのではないかと考えており

ます。

それからリファイニング建築では、既存

建物を調査し、図面が存在しない場合に

は復元を行います。そして、既存不適格の

証明、つまり建設当時の法に則った建築

であるという証明をします。その上で現行

の土地計画、建築計画法に適合する計画

とし、再生をする上でもう一度確認申請を

提出し、検査済証を取得する。このような

プロセスを踏むことによって再生後の建物

の信頼性を増すことができ、新築と同等の

建築に生まれ変わることができるのでは

ないかと考えています。またこれを繰り返

すことによって長寿命建築が可能になる

のではないかと考えています。今後もリフ

ァイニング建築の普及に取り組んでいきた

いと思っております。

PPT 33

So, with this methodology, in comparison 

to the scrap-and-build, CO2 emission can be 

reduced by 84%, and so this number comes 

f rom the joint research with the Tokyo 

University.

And now, the title is here: towards the long-

lasting buildings, or long-lasting structure. 

And there are different elements. One is the 

structure. One is the seismic strength and 

also the resilience or the robustness. And also, 

when it comes to the design for the exterior, 

it should last for 30 years. And so, for interior, 

the renovation should be done every 5-10 

years, and the facilities, the functionality is 

considered very important. And by doing these 

three things, I believe that the structure or 

the buildings can last longer. And in Japan, 

the seismic resilience, or the resistance, is 

considered very important. Now, what we are 

working on in the refining the building, we will 

research into the existing buildings to revive it. 

And so, according basically, we will prove that 

the buildings were built according to the law 

at the time, and then we will convert it so that 

it will match the current legal requirements, 

and we will make sure that the newly renovated 

building will comply with the latest law. 

And also, we re-submitted the construction 

conformation application so that the strength 

au the viability of the building can be proven by 

the government. So that’s what we are working 

on, and so this is something that we would like 

to continue. Thank you very much for your 

attention.

PPT 33
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上野でございます。本日は、多摩ニュータ

ウン再生・活性化に関する研究の話をし

ていきたいと思います。

PPT 1, 2

初めに、多摩ニュータウンの背景、概要に

ついて話をしていきたいと思います。多摩

ニュータウンは日本でも最大のニュータウ

ンです。東京の都心部から30キロ南西に

行った地域に位置しており、新宿から私鉄

に乗ると、30～40分でその中心部に着くこ

とができます。1971年に入居が始まり、お

およそ50年の歴史があります。計画人口と

しては34万人、現状では24万人となってい

ます。

PPT 3

ここに40年前の写真があります。最初の

人たちが多摩ニュータウンに移り住んだこ

ろです。そして同じ角度で撮った今日の写

真があります。比較すると、緑が豊かに育

っています。そして、都市インフラは健全に

整っていることが理解できます。

近隣の商店街は、住宅施設がオープン

した後につくられました。スーパーや百貨

店のようににぎわって、さまざまな日々の買

い物ができる場所になっていたわけです。

人口が次第に減少し、その一方で高齢化が

進んで、現状は様変わりしました。

写真は、40年前と現在の商店街の様子

です。

PPT 4

さて、多摩ニュータウンは、21の近隣住区

によって成り立っています。近隣住区の人

口は1万5000人です。

PPT 5

ペデストリアンデッキで公園をつなぐ緑の

ネットワークが特徴的な街です。

PPT 6

現在、多摩ニュータウンは、開発や建設が

My name is Ueno. I would like to again speak 

in English, if I may.

We are challenging the research project on 

Tama New Town for its activation and renewal.

PPT 1, 2

First of all, I would like to introduce the outline 

of Tama New Town very brief ly. Tama New 

Town is the largest new town in Japan. It is 

located away 30 km from the heart of Tokyo. 

We use some private line from Shinjuku, some 

30-40 minutes to the heart of Tama New Town. 

Since it was 1971 when people first began to 

live in Tama New Town, so that Tama New 

Town has a history of over half a century for its 

development. 

PPT 3

Though the planning population was 340,000, 

but current populat ion is approximately 

240,000. This is a view of 40 years ago, when 

the people first began to live in Tama New 

Town. And this is the same angle view in the 

present situation. You can see the very rich 

greenery in this moment, and as well as a very 

sufficient infrastructure arrangement.

This is a neighborhood shopping center, 

at the f irst housing estate open. Such, like 

busy department or supermarket. But in this 

moment, so many shops are closing, due to the 

decrease of the population and aging of the 

population. 40 years ago, and the right side is 

the present situation.

PPT 4

By the way, Tama New Town is composed of 

21 neighborhood units. Each neighborhood 

has about 15,000 people, and also, it’s very 

characterized by a network of pedestrian ways, 

which change the greenery.

PPT 5

Since the development and construction are 

almost completed, so we are therefore entering 

the phase of stock management. 

PPT 6

Though it has abundant greenery and very 

PPT 1

PPT 2

PPT 3

PPT 4

PPT 5

Tama New Town renewal 
and revitalization project

Jun Ueno, Vice President,

Tokyo Metropolitan University

郊外型都市
賦活更新
プロジェクト研究
上野 淳  
首都大学東京
副学長
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ほぼ終わり、ストック管理をしていく段階

に入りました。緑が豊富で、さらにインフ

ラ設備なども効率的にできていますが、高

齢化、そして住宅ストックの老朽化という

問題を抱えるようになってきたわけです。

人によっては、多摩ニュータウンを「オール

ド」タウンではないかという人もいるぐらい

です。

PPT 7

けれども、こういった街を再生させて活性

化していくということは、特に、将来の日本

にとって非常に重要なことであると私は思

っています。

PPT 8

ここで実際の住環境に関して説明したい

と思います。これは多摩ニュータウンで、高

齢者が生活を送っている住宅環境です。

日本で「団地」と呼んでいるところです。

PPT 9

多摩ニュータウンの第一弾としてスタート

した地域である諏訪のエリアをより詳細に

あらわしたデータをみると、ほとんどの住

棟は、5階建の階段室型でエレベーターな

sufficiently, effectively, infrastructure, we are 

now facing the problem of aging population 

and aging and decaying of housing stock. I feel 

it regret, some people call this town almost “old 

town”.

PPT 7

But I think renewing and activating these 

suburban residential areas, city, through this 

country is a very important issue for the future 

of our Japanese society. 

PPT 8

Now, I introduce the actual situation of living 

environment of aged people in Tama New 

Town. This is typical scenery of housing estate 

-- danchi in Japanese, of Japan. This is the Suwa-

Nagayama district.

PPT 9

This is a deta il  map of the Suwa neigh-

borhood,which was developed at the f irst 

stage of Tama New Town. These red portion 

buildings are f ive-story buildings without 

elevator. Almost all housing consists of this 

しというのが一般的な建物です。多くの

建物は、2部屋とキッチン付のダイニングの

2DK、もしくは3部屋とダイニングキッチン

で3DKです。またそれぞれの、住宅の面積

はだいたい50m2です。

PPT 10

諏訪・永山地域は、高齢者の人口に占める

割合が、ほぼ40％に到達しようとしており、

超高齢社会になっています。これは非常

に大きな問題です。

PPT 11, 12

こちらは、ある一部屋の室内の写真です。

小さな段差、場合によっては大きな段差

が、室内外にあります。また、風呂や水廻り

がかなり古びてきており、高齢者にとって、

諏訪・永山地域に住んでいる老人にとっ

ては日常生活上のバリアーとなってきてい

ます。

PPT 13

このようなバリアとなってしまっているとこ

ろを取り除くことが重要になります。そして

リモデル、もしくはリノベーションをこのよう

な住宅ストックにほどこすことによって、バ

リアをなくしていくことが必要です。

PPT 14

リモデルによる住宅棟の一例をお話しし

ます。多摩ニュータウンの街づくり専門家

会議に属する建築家のグループが、既存

の住宅ストックを改善する提案を出しまし

た。南側にエレベータをとりつけ、ある部

屋を高齢者向けにバリアフリーにして部屋

staircase, type five-story buildings without 

elevator. Many of the housing are composed of 

two habitable rooms and one eating kitchen. 

We call that a “2DK”.  Or, three habitable 

rooms and one eating kitchen -- we call “3DK.”  

Perhaps area of each housing unit is around 50 

square meters.

PPT 10

At some districts of Suwa-Nagayama district, 

the population of aging ratio is approaching 40 

percent. It means that they are now in the phase 

of super-aged society. This is a large problem for 

us.

PPT 11, 12

This is a picture of the inside of a housing unit. 

Several small gaps or several large gaps inside 

the housing unit, or outside of the housing, and 

aging and decaying toilet and bathroom facility 

are becoming a serious barrier for the elderly, 

who are living in this Suwa-Nagayama district.

PPT 13

So, it must be the crucial important issue to 

realize the continuous effort to remove these 

barriers by the method of reformation or 

the renovation or remodeling to the existing 

housing stock. 

PPT 14

This is one of the models for the refining or 

remodeling of the existing housing estate. 

The architect group of Tama New Town, 

reformat ion conference, proposed some 

ref ining model as this, using the existing 

housing stock, converting two housing 2DK 

unit, combined, for the full family member. 

PPT 11

PPT 12 PPT 13 PPT 14PPT 6 PPT 8 PPT 10

PPT 9PPT 7
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をつなぎ、アクセスしやすくするという提案

です。

PPT 15, 16, 17

基本的な部屋の平面をみると、ある意味で

典型的な団地住宅で、40年前には人気の

あった間取りです。これをリファインするの

です。これは一つの提案でしかありません

が、ほかの案も出していこうと思っています。

PPT 18

次は、高齢者向けのコミュニティーカフェ、も

しくは高齢者の支援施設が諏訪・永山地

域に形成されている事例を紹介したいと

思います。

PPT 19

高齢化する人口の中で、約8割の方が元気

な高齢者であるといわれており、健康な生

活を送っていらっしゃるといわれています。

このようなコミュニティーで、高齢者のサポ

ートをいかにしていくかということを考えな

くてはなりません。老人が、介護されること

なく健康に過ごす環境をつくるということ

が、日本の将来にとっても非常に重要です。

And one housing unit, refurbished to a single 

barrier-free room for the elderly people, and we 

attached the south side elevator, so living access 

system.

PPT 15, 16, 17

This is the base building, very popular housing 

unit, about 40 years ago. And through these 

existing units, convert to as this. So, it’s perhaps 

one of the proposals, but we would like to 

develop some other model for refurbishing or 

remodeling of the existing building.

PPT 18

Next is the community cafe or the supporting 

place for the elderly people in Suwa-Nagayama 

district. 

PPT 19

Among the aging population, they say that 80% 

of the people are viewed as fine elderly people 

who are able to live an independent life. So, the 

issue of how to support by their community, 

and how to construct a supporting web for the 

elderly people so that they can keep a regular 

life without nursing care, is a critical issue for 

the future of Japan.

PPT 20

われわれの研究では、諏訪・永山地区の

10カ所で、高齢者の方々が日中の時間を

過ごし、社会的な活動に参加できる場所

が住民によって自立的に開設されている

ことがわかりました。NPOの運営であっ

たり、あるいはボランティアが運営したりす

るというかたちをとっています。

PPT 21

高齢者の方々が交流できる居場所は、社

会的な孤立を防ぐ役割を果たしています。

この10カ所の調査をしたところ、サービス

形態から4種類のタイプに分けられるとい

うことが分かりました。

PPT 22

ひとつは、高齢者の方々が日中過ごされる

場所、カフェ、それからラウンジです。今は

10カ所、このような場所が諏訪・永山には

あります。

PPT 23

次は、福祉亭です。これは高齢者をサポー

トし、見守り支援をする施設です。10カ所

の中でも、福祉亭は全国の注目を浴びて

います。福祉亭は、高齢者サポート施設の

中でも非常にパイオニア的だと思われて

います。

PPT 24

2002年に開始しましたけれども、ボランテ

ィアの方々が運営し、お年寄りの方が集ま

る場所になっています。独立した生活を

支える場所です。中も非常に落ち着いた、

そして家庭的な雰囲気です。皆様、リラッ

クスして日中この中でお過ごしいただいて

いるわけです。私もこの場所が大好きです。

PPT 25

福祉亭では食事や飲み物も提供しており

ますし、アルコールも時には飲むことがで

PPT 20

In this series of studies, we have found out ten 

places in the neighborhood of Suwa-Nagayama 

district where senior citizens can spend their 

day time and participate in social activities, 

which are founded and maintained by the NPO 

legal person or any voluntary organization.

PPT 21

They are a good place to go where senior 

citizens can enjoy their community life and 

prevent them from being friendless, socially 

isolated.

These are ten supporting places in Suwa-

Nagayama district. Through investigation 

work, we found that these ten places can be 

classified into four types of classification, from 

the viewpoint of provided service. And three 

types of categories of catchment area, on senior 

citizen supporting places.

PPT 22

This is a space for the elderly, and commu-nity 

cafe, and community lounge. We have in this 

moment ten places in Suwa-Nagayama district.

PPT 23

Now, then, next issue is the Fukushitei, a 

supporting place for senior citizens. This is 

Professor Ueno.

PPT 24

Among these ten supporting places, Fukushitei, 

catching the national attention is the most 

characteristic and regarded as the pioneer of 

elderly people’s supporting place in Tama New 

Town. It was founded by NPO legal person in 

2002, and provides volunteer service cafe, and 

the gathering place for those elderly citizens 

who are able to live independently. 

PPT 25

This is the inside of the Fukushitei. Very calm, 

and home-like atmosphere, people can relax and 

PPT 22

PPT 23

PPT 24

PPT 25

PPT 17

PPT 18

PPT 19

PPT 20

PPT 21PPT 15

PPT 16
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きます。いろいろな交流のためのプログラ

ムもございますし、さまざまな活動が用意

されています。毎日40名くらいの方が、こ

の福祉亭に来られて時間を過ごします。

好きなように時間を過ごしていいというこ

とです。

PPT 26, 27, 28

こちらは分析結果です。頻度と滞在時間

から常連利用者の類型を求めたものです。

高齢者の方々の日々の生活に対するサポ

ートを提供するだけではなく、楽しいコミュ

ニケーションや活動ができる場所です。そ

してまた、社会的に孤立することを防ぎ、こ

のコミュニティーの高齢者を守る場所にも

なっています。いろいろな人格、あるいはラ

イフスタイルの方々が訪れて、それぞれ楽

しんでいかれる場所です。

PPT 29

ところで、この写真の人物が誰だかわかり

ますか。これは、私の20年後の姿です。こ

うならないためにも、高齢者のためのサポ

ート施設というのは、日本の将来にとって、

非常に重要な場所となります。

PPT 30

多摩ニュータウンを題材にして「多摩ニュ

ータウン物語　オールドタウンと呼ばせな

い」という本を書きました。皆さん、読んで

みてください。ご清聴、ありがとうございま

した。

spend their daytime inside of the Fukushitei. I 

also very like this space. They provide a space 

for the food and drink, sometimes alcoholic, 

and social interaction and variety of program 

and even for the community senior citizens.

This is the space composition inside of the 

Fukushitei. And this is the daily activity of 

Fukushitei. Around 40 people per each day 

spend their time in this Fukushitei. They can 

spend time in their own way. 

PPT 26, 27, 28

This is some analysis. There are customer types 

from the viewpoint of frequency of visit and 

staying time. Anyway, these are summarized 

as follows. In addition to providing support to 

their elderly lives, Fukushitei is recognized as 

a good place to go by those who are engaged 

in entertaining communication activity, and 

Fukushitei serves as a guardian base for the 

elderly in the local community, and prevents 

the elderly from becoming socially isolated. 

Fukushitei provides users of a di f ferent 

personality and lifestyle with a place to enjoy 

themselves. 

PPT 29

By the way, this is a very famous person. Do 

you know who is?  You know -- this is Professor 

Ueno, 20 years future. So, in order not to 

become like this, a supporting place for senior 

citizens like Fukushitei is important for the 

future of Japan.

PPT 30

So, recently, I wrote a book on Tama New 

Town. And it’s not selling at all, so please go 

ahead and buy this.

Thank you for your attention.

PPT 26

PPT 27

PPT 28

PPT 29

PPT 30
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今日はまず、既存建築物のエネルギー消費

についてお話をして、その中で都市のサー

ビス提供におけるチャレンジについてお話

しします。さきほど上野先生のご発表で、

高齢者に対するサービスの重要性につい

てお話があり、ひとつの例をお聞かせいた

だきました。

PPT 1

パリ東大学の中にアーバン・フューチャー

ズという、都市計画、都市環境、そして交通

を研究している組織があります。このグル

ープはエネルギー消費をテーマに、都市の

エネルギーがどのように消費されているか

ということを研究しています。まず1つは人

やものの移動に関するエネルギー消費。

そしてもう1つは、住宅のエネルギー消費を

対象にしています。

これから、都市のサービス提供というこ

とを概略ではありますが、お話しいたしま

す。これは、既存の宅地あるいは建物を多

く抱える地域に関する重要な概念で、物

理的な環境に頼ることなくいかにサービス

を改善していくかということです。

PPT 2

まずはモビリティに関するエネルギー消費

についてお話します。ここでは、ビジネスと

は関連しない動きを対象にしています。た

だし通勤などは対象にしています。そして

都市の高密度化、建築物内におけるエネ

ルギーの使用状況についてもお話をした

いと思います。

PPT 3

人はさまざまな場所に住み、働いています。

パリの東部にシャン＝シュル＝マルヌという

自治体があります。そこには、マルヌ＝ラ＝

バレーという人口密度が非常に高いニュー

タウンがあります。同時に、シャン＝シュル

＝マルヌには、人がほとんどいないような、

I’m glad to say a few words about this question 

of energy consumption in existing building 

areas, through the way we’re working in that 

Urban Futures program, and through that 

the particular look of the challenge of service 

delivery. In the last presentation, we’ve seen the 

importance of service delivery to elderly people, 

and that’s one case. 

PPT 1

The Urban Futures research federation gathers 

research institutes belonging to Paris Est 

University. It associates people working on 

architecture but also urban design, urban 

planning, environment, or transportation 

studies. In that federation, we have a group 

which is working on the subject of energy 

consumption, and the link between energy 

consumption and city overall organization, 

with two focuses: one is energy consumption 

related to mobility: mobility of people, mobility 

of goods. And the other is energy consumption 

related to housing. And on both of those 

focuses, I would just like to give you an outlook 

on the way we are working through that 

question of the potential of service delivery, 

which is especially important speaking of 

existing built areas, because it can be far less 

expensive to work on service delivery, and 

making it evolve, helping evolve this delivery, 

than reconfiguring the physical environment, 

which is sometimes important , but very 

expensive. 

PPT 2

And so, concerning mobility, I start with non-

professional travels, and then commuting and 

business travel, and, afterwards, speaking of 

urban densification, I address the question of 

how can we work on it through service focus. 

And, again, the question of what is at hand 

speaking of use energy in buildings, with that 

service focus.

PPT 3

Just to say a few words on the territory we are 

living in: the department of Seine-et-Marne, 

is the eastern part of the Paris region. It is 

composed of different areas. The new town of 

Marne-la-Valée is set as a fairly dense area, but 

in the eastern part of the department you have 

very, very less dense areas, with remote areas 

PPT 2

PPT 1

Acting on energy consumption in 
existing built areas: the challenge 
of service delivery
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とても人口密度が低い場所もあります。モ

ビリティに関しては、今後、改善していく必要

があります。また、利便性を高めるために、

新たに建物を建てるという選択肢もありま

す。その可能性について、主に、2つ目のオプ

ションについてお話をしたいと思います。同

じレベルのサービスを、より短い移動距離

の中で享受していただくためにはどうしたら

よいのか。そして、交通費を節減してもらう

ためにはどのようなサービスを提供すれば

いいのかということを考えたいと思います。

PPT 4

孤立について考えてみたいと思います。

1つには、社会サービスへのアクセスの

悪さという課題があります。これは場合に

よりますが、困難を抱えた人たちでもオン

ラインでアクセスができる場合もあります。

若い人たちなどはそうです。あるいは、物

理的に簡単にアクセスできる場合がありま

す。あるいは、ホームサービスが必要な場

合があります。ここで難しいのは、それぞ

れの状況に応じて、最適な解決策を見出

すことです。いつ、どのタイミングで、さまざ

まなシステムを駆使して、誰にどのようなか

たちで最適にアプローチしていくのかとい

うのを見極めるのが難しいのです。また、

環境の面からも、システマティックに開発

要求に応えていかなくてはなりません。

モビリティを考える際、孤立ということも

考慮する必要があります。そして孤立しが

ちな人々に対して、一般の社会サービスを

どのように提供していくのかということを考

えなくてはなりません。これは、ある意味で

ソーシャルワーカーの課題として、仕事のし

かたをかえるということも必要になります。

オンラインのアクセスは、一般の市民だけで

はなくソーシャルワーカーにとっても役に立

つツールになりますので、いかに活用する

のかということを考えなくてはなりません。

when you have to reach people anyway. And 

in all these types of areas, you have a question, 

speaking of mobility: should we improve 

transport supply, or as a complement, or as a 

substitute, build service offerings that avoid 

inhabitants traveling long distances. What is 

the best strategy?

PPT 4

We work on the first possibility, but I will speak 

this afternoon mainly on that second option. 

And regarding the mobility challenge, the issue 

is as much to keep the same level of service with 

less travel, than to know how to help people 

who can be endangered by the increase in 

transportation costs. And for those issues, we are 

looking at what kind of service is at hand. 

So,  what  ab out  i sola t ed  a nd  remote 

populations? One of the fields we are working 

on is remote access to social services. Speaking 

about remote access, you have dif ferent 

possibilities, depending on the case. Even 

people, populations with strong difficulties, 

can use online access, provided they are young. 

Sometimes it is good. And some other cases, 

we are mainly working on easy physical access. 

Sometimes, we need home service, and the 

difficult point in all this is to find the good 

solution for each case, and how to make it 

sufficient for being able to reach all those remote 

populations with different systems. And in this 

area, you see, it’s a field where environmental and 

social dimensions of sustainable development 

meet. Because, you could, if you rationalize 

too much the mobility, you could increase the 

isolation of people, but by providing another 

way to think this way to reach social services 

or services in general, you can reduce some 

mobility, and can improve the access to social 

services. So, how to do that, concretely speaking? 

And for instance, among that question, there is a 

question for social workers, that must sometimes 

change their way of working, because online 

access is not only different for population, but 

also for social workers. So how can you deal 

with that question? That’s an example. 

PPT 5

必ずしもサービスを必要としない方々であ

っても、新しい商品の求め方、つまり出向か

なくても物やサービスにどうやったらアク

セスできるかということを考えなくてはなり

ません。1つは、物流です。フランスは、物

流について日本から学ぶことが非常に多

いと思います。都市部の物流に関しては、

日本はとても優れていると思います。

また、小規模な農業を行って小規模な

食品の調達、提供を行うことにより、食品

の提供方法を強化するということを考えて

います。これは食品の提供のしかたを根

底から考え直す機会にもなります。

戦略を比較することによって、新しい農

業の計画、買い物のしかた、新しいサービ

スについてもさまざまなアイディアが出てく

るはずです。

PPT 6

都市計画を行っている人は、ほとんどの場

合、人口密度のことを語ります。パリに比べ

て東京というのは非常に人口密度が高い

都市ですけれども、ほとんどの場合、都市

計画を行う人は人口密度が高いということ

をよいととらえます。その理由は、通勤に関

していえば、家に近いところに仕事を見つけ

ることができるからです。それがモビリティ

にもつながってきます。ただ、人口密度に頼

った交通の提供をしていると問題が生じま

す。仕事の地理と居住地の地理が大きく

離れている場合、人口密度だけでは判断で

きない要素があるのです。仕事と住居を近

くするためには密度を指標にするだけでは

足りません。そして、都市計画をするにあた

って、仕事を探している人たちにとってどの

ようなサービスが役に立つのかということ

を考えながら、住居と勤務地が近くなるよ

うにお手伝いする必要があります。

カーシェアリングを、いい解決策だとい

PPT 5

Something else, now for people not necessarily 

concerned by social services, but when you think 

on how to imagine new ways to buy products, 

with less mobility for people, what - if you think 

service, service supply, in what way are you 

supposed to transform urban logistics. In that 

field, I would say that France has much to learn 

from Japan: we are far from the level of services 

you have in Japan concerning urban logistics. 

If you want to think on short-scale agriculture, 

short-scale food providing, you must think of a 

new way to provide that food and probably not 

only small-scale, but an original way of thinking 

how to provide food. On all those levels, you 

imagine you have mobility consequences, 

but how can you work on those mobility 

consequences, thinking service, thinking 

logistics and so on. So, you understand that in 

all this, you can, you could, think of a new way 

of planning agriculture, a new way of planning 

shopping, shops and so on, but you can think as 

well a new way to imagine services. So you must 

compare those two strategies. 

PPT 6

Speaking on business travel, most of the 

time, planners think of dense cities. I mean, 

compared to the Paris area, Tokyo is a very, 

very dense city. But most of the time, planners 

think it’s good to imagine dense cities, and 

that would be good for business travel, because 

people should be able to f ind more easily 

jobs close to the house, which is important 

in mobility questions. But the fact is that if 

you only think this way, you will have strong 

problems with what is called spatial mismatch, 

which means that the geography of housing and 

the geography of work are very different from 

one another, so the real issue is not density 

but coherent city. How can you imagine a new 

way to make work and housing close from one 

another, and not only by densification but by 

putting the lodging where you need to put it, 

and thus another way to evaluate what is good 

in planning. Just think about people who are 

looking for work. What kind of service will you 

offer to them by proposing them a house that 

could be near to their work? That’s another way 

to think.

Something else, for instance, speaking of car 

sharing or car pooling. Anyone says it’s a good 

PPT 4 PPT 5

PPT 6
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う方がとても多いと思います。使い勝手

がいいし、クラブのような効果があります。

今、カーシェアリングのウェブサイトが増え

てきています。特にパリでは、パリ市内だ

けではなくて、少し離れたところのカーシェ

アリング情報なども豊富に出てきており、

こういったサービスの情報を入手しやすく

なってきました。とはいえ、サービスのイン

ターフェースを考えた場合に、使い勝手が

ちょっと複雑な部分があり、まだまだシー

ムレスではありません。新しいモビリティ

のソリューション、もっと使い勝手がよく、使

いたいときに使えるようにする方法が必要

ではないかと思います。そういったことに

関しても、いろいろと実験をしながら、新し

い方法を考えています。

PPT 7

都市部の人口過密という課題について、あ

るプログラムが、フランスにあります。私た

ちのプログラムではないのですが、全体の、

もっと包括したかたちのプログラムです。

BIMBYという名前のプログラムで『裏庭に

つくる』という意味の言葉の頭文字をとっ

たものです。これは何かというと、こういっ

た地域を、より密度を高くしていくというこ

とで、例えばあまり住居がなく過密でない

エリアに、少し家を建てたりすることによ

って、超過密になっているところからの分

散を図ろうというものです。実際、こういっ

たものに興味を示している人たちもいます

が、やはりまだ支援が必要です。そういっ

た地域にもサービスを提供していくという

ことが必要になってくると思います。

もう1つの課題は、ある1つの地区と都

市部との間のコミュニケーションをどうす

るかということです。例えば、都市部に確

立したサービスがあった場合に、少し都市

から離れた地域でも都市部と同様のサー

ビスが受けられるようにするということで

す。そうすることによって、中心地だけでは

solution, but it’s a good solution provided you 

make it easy to use, which depends on “club 

effects” (it’s more an more easy to use when a 

greater number of people use it)., Nw you have 

a number of offers for car sharing websites 

in Paris region, and especially in that eastern 

part of Paris.  But one of the problems is still 

service interfaces, which are far from consumer 

demands. It’s still quite complicated to use, so 

by thinking of new mobility solutions, the big 

issue is how to make them easy to use. And 

if it’s easy to use, you want to use them. And 

in all those subjects, we are trying to make 

experiments and find new ways of thinking.

PPT 7

So, about urban densification, I spoke about this 

question of coherent city. There is a program 

in France (it’s not especially our program), 

called the BIMBY program. It’s a kind of 

humor, BIMBY instead of NIMBY, just “build 

in my backyard”, in suburban areas. They try to 

densify those areas by offering the possibility 

to make a bigger house or a second house in 

those low-density areas. And the real point is 

to offer a council to individual inhabitants. 

And provided you offer this council, people are 

ready to do it, but you must help them, and it’s 

another way to think about service delivery. 

Speaking of ecodistricts, that’s another 

subject. The big question we are working on 

is how you can imagine interactions between 

that district and the rest of the city. For 

instance, ecodistricts are sometimes flagship 

operations. But the big issue is to make them 

urban operations, so that you can have good 

interaction. People living outside the ecodistrict 

can take profit from what is taking place in the 

eco district, and people in the ecodistrict could 

profit from the rest of the city.

Ok, so you see that in that question of 

urban densification, you can find now ways of 

thinking, provided you imagine you are living 

there, you are inhabitant. What you are going 

to do, what do you want to do, and in which 

way can you profit by this urban densification 

PPT 7 なく周辺地域もあわせて効率が図れるよ

うになります。

例えば、住人の視点に立ってサービスを

考え、住人が何を求めているかを考えると

いうことです。

PPT 8

そして、建物のエネルギーを活用するという

ことですが、今の段階では、まだ1つ目のポイ

ントに関しては、十分に時間を割いて話を

することができません。しかし、私は、私たち

自身がエネルギーの利用方法をかえるとい

うことからみていきたいと考えています。エ

ネルギー消費のおよそ10分の1は、みずから

使い勝手をかえることができます。ですが、

それ以外の部分は、例えば私が住んでいる

住宅自体、もしくはそこにとりつけられてい

る機械によって消費されます。

自分で行動がとれる部分が10分の1程

度では、あまり大きな影響を及ぼすことがで

きません。ですが例えば、どうすれば節約

につながるのかということを伝えていくこと

によって、全体的なエネルギー消費を下げ

ることができるのではないかと思います。特

に、どういうところでエネルギーを多く消費

しているのかということを理解するというこ

とです。そうすることによって行動のとり方

がかわってくると思うわけです。ただ罪の

意識を感じるというのではなくて、非常に効

率のいい方法で考えていくということです。

PPT 9

例えば、家庭のエネルギー使用に関して

は、どういったところが重要であるのかを

見極めた上で考える。もしくは金銭的にメ

リットがあるのか、ないのかということを考

えていくことだと思います。金銭的に節約

につながらないということであれば、家を丸

ごと改築してみるとか。もちろん、これはで

きる、できないというのはあります。またさ

らに、都市で導入されているさまざまなプロ

グラムがありますので、そういったプログラ

concretely?

PPT 8

So the third f ield is the use of energy in 

buildings. What is at hand, exactly? I’m not 

going to be long on the first point, which is 

quite technical, but some people just try to see 

how much my personal action in my lodging 

can change something in my use of energy in 

my building. In the end, it’s only one-tenth 

or less, of my energy consumption, on which 

I can act concretely and easily. Two-thirds 

depends on my lodging, my house. The rest is 

my income, the number of people living home, 

my age, and so on. One-tenth is not very much. 

Anyway, it could be more important if you 

really helped people to know what they can do, 

concretely. Because most of the time, we have 

very significant distortion in our perception of 

where we are really spending energy. So if you 

just were helping people by giving them the 

ways of acting, instead of just ways of feeling 

guilty about their energy consumption, that 

could be very much efficient on that one thing. 

PPT 9

And for the rest, for changing your housing 

caracteristics, for the time being, if you’re just 

investing normally, it’s not financially interesting 

for you to do that. What is financially interesting 

is maybe to make a complete renovation of your 

housing. Are you ready to do it? I don’t know. 

For social housing providers, yes, you can do 

it, because you have anyway urban renovation 

programs. So you can profit by those programs. 

For individual partners, it’s again the same thing. 

Some things could be done, but for the time 

being, there is a deficit of relevant counseling, 

and it’s the old question of how you can organize 

PPT 8

PPT 9
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ムをうまく活用することもできるわけです。

PPT 10

何かしらのアクションをとるということは、

できると思います。もちろん、そのためには

必要な相談ができるようにしていかなけれ

ばなりません。特に都市部では、そういっ

た相談窓口があるかどうかというのも重要

です。技術的な部分だけではなくても、テ

クニカルな部分を展開していくにあたって

の手法というのは、アドバイスとして欲しい

と考えるのではないかと思います。

都市に関しては3つの分野があり、そし

て毎回、だいたいこのようなアクションが

無視されがちでした。エコデザインという

のは、そこに住む住民たち自身の問題であ

るということ。そして、エネルギー消費量を

減らしていくということが、その地域にとっ

てのメリットになるということを理解しなけ

ればなりません。

私たちのプログラムで重要なことは、

人々が住民としてとるべき行動がきちんと

理にかなったものであり、慣習化するという

ことだと思います。またさらには公的であ

れ、民間であれ、プランニングなどを行える

ようなサービスを提供する企業をつくって

いくということも重要です。私たちはパート

ナーシップを組むことなどによって計画を

よりよくしていきたいと思っています。そう

することでが、エネルギーの消費量を下げ

ていく、特に既存のビルの中で消費量を減

らしていく上で必要だと考えています。

that relevant counseling, which is important. 

The problem is  not  a  lack  of  technica l 

knowledge, but a lack of a way to transfer this 

technical knowledge to people, concretely. 

PPT 10

So, just on all those points, on the three fields 

of possible action, on the existing urban areas, 

every time courses of action, often neglected, 

based on sort of co-design with inhabitants 

themselves, and offering them a service, put 

them in situation of actor, of their own election 

of energy consumption, is profitable. It’s a 

way. This is one of the major areas of work 

of our program. And we try for that to study 

practices, concrete practices of people, to grasp 

the logic of action of inhabitants. We try to 

explore with planners and (public or private) 

service companies, the practical arrangement 

for the implementation of such a program, 

given the situation. And in those three points, 

we are trying to develop a partnership with 

planning agencies, and we just want to see 

how practically we can go in that direction of 

improving services, because we are convinced 

that it’s a very efficient way to improve the 

decrease of energy consumption in existing 

built areas. 

PPT 10
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ずいぶん前になりますが、私は、日本で博

士課程を勉強しましたので、今日は日本語

でプレゼンテーションをします。

今日は、5つのことを話したいと思いま

す。中国における都市建設の概況や、中国

の建築再生がおかれる環境を説明し、深

センおよび南京で調査をした内容を話し

たいと思います。

PPT 1

中国の都市建設の概況をお話ししますと、

まず、1990年から2000年は、中国の市場

が全面開放された10年間でした。2000年

からの10年間は、全国的に建築が大発展

を遂げます。その中で住宅の建設が占め

る割合が大きいことが特徴です。中国の

学者の中には、この30年間の発展を5つ

の「度」で表現しているひともいます。まず

繁栄する国土の広さ（広度）、速度、建築物

の高さ（高度）、建物がもつスケール感や象

徴性（尺度）、そして人々や都市化への影響

（態度）という5つの「度」です。

PPT 2

1985年から2010年までの建設のスピード

をみると、2010年は1985年の16倍になり

ます。2005年と比べても2倍近くになって

おり、この5年間の建設のスピードがいか

に速いかがわかります。

PPT 3

広さに関しても、1980年からの深センで

は南の珠江三角州というところに特区が

Thank you, Yoshikawa-sensei, and thank you, 

everyone. I will give the speech using Japanese, 

because I studied my doctor course in Japan, 

many years ago. 

So, I would like to present on the trend of 

stock building and renovation in China. Thank 

you for waiting. My name is Fan Yue, from the 

Dalian University of Technology, China. 

PPT 1

So, first of all, there are five parts I would like 

to start with. First, in China, now the outline 

of construction of cities in China, and also, 

I would like to talk about stock building 

background and environment, and followed 

by I would like to share with you the research 

contents from Nanjing and Shenzhen cases. 

First of all, this is the outline of the city 

building, urban construction, in China. Since 

1990, for ten years, so the complete opening of 

architecture market took place, and from the 

year 2000, for the next ten years, there has been 

a great development of nationwide buildings. 

And then among these, the residential building 

accounted for a large port ion, and that’

s one of the characteristics. And among the 

Chinese academics, for the past 30 years, the 

development over 30 years expressed here as 

you see in the illustration now, the width, the 

area, that is covered, and also the speed which 

is the second door in Chinese character, and 

the height, and now we’re into the area of 

competing on heights. And the symbolic large 

scale buildings which present a large scale got 

very popular. So, basically, there are different 

degrees and different characteristics people 

would want for buildings. And so now, I believe 

that these blocks express the speed of the 

building. 

PPT 2

So basically, when you compare 1985 and 2010, 

it is 20-fold. And so, when you compare the 

2005 and 2010, there is so much difference. So, 

you can see the speed of development. 

PPT 3

In terms of the area as well, Shenzhen, was 

selected as a special district. And in the south, 

PPT 2

PPT 3

PPT 12
The trend of stock building 
renovation in China

Fan Yue, Professor,
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成立してこの部分がまず発展し、それから

1990年に建設が始まった上海の浦東地

区、江蘇州を含めて三角州の発展が始ま

ります。2000年から天津を中心にしたエリ

ア、それから西安などを含めて西のほう、が

発展をしました。

PPT 4

また、中国では、成長の速さを「都市化率」

によって表します。

2010年には都市化率が50％近くにな

るのではないかという統計データがありま

す。その建設ボリューム、面積の経年の合

計は、着工面積と竣工した面積を表現して

います。住宅分野においても、1978年から

急スピードで成長しています。それから、

スケール感についていうと、2008年の北京

オリンピックの年から、大きい建物、上海万

博の象徴的な建物、広州のアジア運動会。

深センにも世界大学生運動会を機会にス

ケール感のある建物がつくられました。ま

た、建物の高さについても、世界中で300メ

ートルを超える超高層が100棟あるうち、

33棟が中国にあります。

PPT 5

しかし、急速に大量の建物を造ったことに

より、課題も生まれました。1つは土地開発

をベースにした財務体制です。急速に多く

の建物を造ったことはGDPの成長を支え

ていますが、それによって自然破壊を起こ

し、自然災害に対する都市機能の脆弱さ

を露呈する結果となりました。また、開発

によって伝統や文化を破壊し、自動車によ

る深刻な交通問題やいろいろな事件が起

こっています。そして住宅の供給が過剰で

あるにもかかわらず、住宅入手が困難であ

るという問題も起こっています。持続的な

発展ができるかどうかは、中国の建設市場

there is the triangle area in the south of 

Shenzhen that made a great development. And 

also, that was followed by Shanghai, Pudong 

area, including the Guangzhou province. It 

started, now, the development. And since 2000, 

the attention area and also in the west, Xian 

areas, started developing.

PPT 4

A nd t hen,  so  t h i s  i s  t he  dat a  which i s 

often mentioned in China. So, this is the 

urbanization rate chart, and it shows the rate of 

growth between 1985 and 2010. And so in 2010, 

basically there is an assumption that 50% of 

the land would be urbanized, and construction 

volume and area are shown here over the 

years. And the area for starting of construction 

and it shows the area of actual completion of 

the construction. Now, when it comes to the 

housing construction, since 1978, there has 

been rapid growth. 

And as I mentioned earlier, the sense of scale 

is now considered very important, and in 2008, 

there was the Olympic game, and since the 

year of the Beijing Olympic, large buildings -- 

and also there was the Shanghai Expo. There 

were a lot of symbolic buildings. And also, in 

Guangzhou, the Asian Games took p, and also 

in Shenzhen, there was World college student 

athletic meet was held, and this building, with a 

great sense of scale, was designed and built. And 

also, the skyscrapers data, in the world, there 

are 100 buildings over 300 meters in height in 

the world. And China, out of which has 33. 

PPT 5

However, of these speedy and amount of 

buildings, has left some problems behind. One 

of the problems is the financial system. Based 

on the land development, which supports 

the GDP, and that led to the destruction of 

the national environment, and also it caused 

vulnerability of cities to natural disasters. And 

also the protection and preservation of tradition 

and culture have been threatened by the urban 

development. And also due to the society where 

there is a lot of mobility by car, presents a 

large number of traffic-related problems. And 

although there is an excess in housing supply, 

a lot of people face the difficulty in obtaining 

houses. And so there has been some questions 

pose to the housing policy by the government. 

Now, with all these in mind, is it possibly to 

にかかっています。

2012年の現在、建設速度が明らかに減

速しています。しかし、スピーディーに、大

量な建築をつくることによって成長を持続

させるという意識は、あまり変わってはいま

せん。

建築再生にかかわることを少しお話し

します。建築再生に関しては、建築再生の

研究、国家科学研究、あるいは開発の計

画の中に盛り込んでおり、国レベルで取り

組んでいます。2006年からの第11次5年

計画、あるいは2011年からの第12次5年

計画の中にも入っています。学術研究に

おいても、いろいろな大学に研究センター

や学部をつくっております。われわれ建築

学、建築設計の教育においても、その課題

に伝統の建物の再生、あるいは改築に関

する課題を出しています。

PPT 6

研究者の間でよく読まれている「建築学

報」という雑誌があります。そこに掲載さ

れていた統計データによると、2005年から

2011年にかけて、住宅再生や公共建築再

生、歴史建築遺産などに関する論文が明

らかに増えています。

PPT 7

その中でも、建築家、建築設計者の間で、

公共建築に対して既存のものを再生させ

る作品が増え、意欲的に取り組む人が出

ています。その象徴的なできごとは、2012

年、プリツカー賞をとった王澍さんの作品

で、伝統的な建築材料をリユースしたり、そ

の思想を使った設計をしています。これら

のことは、今の中国における、建築再生に

関する価値観が転換していることを意味

しています。しかしながら、まだまだ、GDP

成長を支える新築主義が根強く残ってい

ます。中国は、国土が広い国なので、都市

開発における建築再生、認識や操作、実際

のオペレーションには、地域差があります。

sustain the development of the market in China 

with all these -- I believe that these are quite 

significant problems. And currently, in 2012, 

the construction speed is obviously slowing 

down. However, in terms of the mindset, the 

speedy and also large volume construction 

is considered to drive development and to 

maintain development, and that mindset still 

remains. And also, when it comes to a stock 

building background, I would like to talk about 

the background of stock building. So, when it 

comes to renovation of existing buildings, in a 

national level, since 2006, in the 11th five-year 

plan and also in 2011, the 12th five-year plan, 

both incorporate the study on the renovation of 

existing problems or stock building, as part of 

the national size research, and also plan. Now, 

in the academic world, too, there are a number 

of centers in universities, and also there are 

some faculty created for this purpose. And our 

faculty of architecture and also construction, 

we have studied the cases of regeneration of 

traditional and old buildings. 

PPT 6

And among the academics, so there is a major 

magazine in China called Architecture Journal, 

and when we look at the statistics from this 

journal, since 2005 to 2011, there has been 

a residential house regeneration and also 

architectural heritage industry building. There 

have been more and more papers published on 

this subject.

PPT 7

And out of  a l l  that ,  within the var ious 

architects, there is some works and there is 

a huge enthusiasm towards renovating and 

regenerating the existing buildings. And one of 

the major ones, as a result from that effort, was 

the Mr. Won’s work, who received the Pulitzer 

Prize in 2012. What he did was that he had re-

used the traditional construction materials and 

also designed it based on the actual philosophy 

of what he had in mind. 

Therefore, as was represented, I would 

say that when it comes to the renovation or 

regeneration of the constructions in China, 

there are still although that has become one 

of the interests amongst people, but there are 

more of a new building construction going 

on in order to support GDP growth. And also 

there are some discrepancies with the urban 

PPT 7PPT 5

PPT 6PPT 4
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それから建築再生に大きな問題を抱え

ているのは、民間レベル、主に住宅分野で

す。というのも、データによると中国には

今、既存の建物が約360億m2ありますが、

住宅がその80％を占めています。内容を

見ると、1950年代から80年代までに建て

られた住宅は、その内容、質、設計の標準

も低く、ほとんどがこの10年間で、スクラッ

プ・アンド・ビルドの対象になっています。

つまり、都市化のイベントというかムーブメ

ントの中で、古い住宅が建てかえられてい

るのです。再生されていない住宅というの

は、やはり特殊な立地に建っているものだ

ったり、所有関係が複雑であったりするも

のです。これらの既存住宅は、これからの

再生対象になるのではないかと思います。

中国式の住宅再生というのは、伝統的

な住居あるいは街区の再生、それから中国

的によくいわれる総合的な改造です。ある

いは、今、話題性がある省エネや、断熱性能

を向上させる改造があると思います。

PPT 8, 9, 10, 11

無錫には、北方向の厨房やトイレなどの部

屋の断熱強化の工事を行った例がありま

す。また、上海などでよく見られる勾配の

ある屋根をつけた事例があります。住宅

に勾配のある屋根をつけると、かたちがよ

くなりますし、雨水がもれるのを防ぐことが

できます。杭州（ハンジョウ）や上海にもそ

ういう事例が出てきています。

外壁やバルコニーを再生させた事例も

あります。

PPT 12

少し南京、あるいは深センの調査について

話したいと思います。南京は伝統のある

場所で、住宅竣工数が2009年に伸びてい

ますが、2010年から現在（2012年）までは、

実は生産量か減っています。古い建物が

多い都市です。その内容も、いろいろな所

development versus the stock regeneration in 

terms of its understanding levels. 

And also, when it comes to the regeneration 

on the residential construction work, there 

are still some issues remaining to be solved. 

According to the data, there are 36 billion 

square meters of the newly built buildings 

annually, and out of that, 80% is those new 

buildings. And if we look at the content of this 

more closely, 1950s, 60s, all the way through to 

the 80s, the design standard is very different as 

well as its safety rules.

And so, especially in the last 10 years, those 

have become one of the major targets of scrap-

and-build, meaning that the old buildings are 

now renewed, by having the various events or 

the moments amongst the people. So, when 

it comes to the houses that are not renovated, 

that are normally located in a unique place or 

complicated stakeholders are involved; therefore, 

those currently remain to be dormant. I’m sure 

it is going to become very much important from 

this point onwards. If there is a typical building, 

in some cases, the exterior wall is reviewed. But 

we often times talk about the comprehensive 

ways, regeneration, which I would like to touch 

upon now. So, the greenery, as well as the heat 

installations, I think that there will still be room 

left for that. 

PPT 8, 9, 10, 11

This photo was taken from Wuxi. This is a 

northern side, and also, it takes the photo of 

some toilets as well. And this actually indicates 

the exterior wall construction work, per request. 

And another important factor, for example 

in Shanghai, is to apply the inclined angled 

rooftops, because it looks better by putting such 

roofs, and also this would become especially 

helpful on rainy days, because the rainwater 

would trickle down this angled roof. So, even 

in Shanghai, these kinds of examples are 

increasing. This is the Hebei district. The idea 

was to regenerate the balconies of the buildings.

PPT 12

So, then, from this point on, let me share with 

you on the survey that we have conducted in 

Shenzhen and Nanjing. In Nanjing, I think 

you may know that this is one of the cities 

with tradition. And as you can see, green is 

the completion of construction work. Until 

the year 2009, these numbers were growing. 

有関係、建物の構造、形式、建物の質があ

り、それによって政府が再生するというか、

再生策を出しています。その資金のリソー

スに関しても、主に政府から資金が出され

ますが、7割を市が、3割を区が出したりして

いる場合もあります。そういった中で、個人

レベルではほとんど再生に関する費用を

出さないという現状です。

実際に南京で行われた改修や再生の内

容を見ると、ファサード、屋根、建物の外の

環境、あるいは公共の施設などが含まれて

います。こういった再生が毎年少しずつ増

えています。外部環境の部分も毎年幾つ

かの団地、あるいはエリアで行われます。

PPT 13

深センは30年前から発展し始めました。

今は大きな都市になっていますが、もとも

とは小さな村だったそうです。30年の間

に猛スピードで住宅づくりが進み、その中

で個人による、今から見ると違法な住宅が

たくさんつくられました。

And in 2010, all the way through to date, the 

actual production volume here is decreasing. 

And this is a listing of the cities that have old 

buildings. And especially looking at it from the 

original year that it was built, you would notice 

that there are several landowner situations as 

well as the quality of the land has been varied. 

And depending on that, especially when it 

comes to the regeneration of these housing, 

the government is also providing with the 

regenerating plans. And this is the resources. 

In case of this, the government subsidy is very 

important. In this case, this was shared with 

the city government, and then as you see on 

the far right, if there is a building that is owned 

by a certain group of people or person from 

that group of people, usually, the property unit 

would become less by 30%. And I think you may 

have noticed that there would be no answer, 

especially specifically held by the individuals. 

In Nanjing, the renovation and regeneration 

project took off. And by looking at that content, 

the first area that was worked on was facade, the 

rooftop, and also exterior environments, as well 

as the necessary public facilities. As you can see 

from this photo, this is the photo of the facade, 

and the photo is before and after photo shot; the 

same thing can be said here.

So, what kind of renovation or regeneration 

technology is employed, because this varies year-

to-year. And when it comes to the contents of 

old housing renovation in Nanjing, there are 

always various or several ways to handle.

This is the road, as well as its greenery 

alongside of the world. 

Now I would like to talk about Shenzhen. 

From 1973 or so it started to flourish, although 

originally it was a tiny little town or village, but 

now the investment is actively done. And when 

it comes to the residential, as you can see, there 

is a change in tendency as well. 

PPT 13

In the case of  Shenzhen, in terms of  the 

residential area development, through the 30-year 

loan of such development, the speed was way too 

fast. Therefore, if the individuals look at what 

they are doing, there are a lot of illegal means 

that they have employed in making the housing 

necessary. That’s because the pressure comes to 

the government, and comes to these people. So, 

regeneration through that regeneration process, 

this list would become very important.

PPT 9

PPT 10

PPT 11

PPT 12

PPT 13PPT 8
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PPT 14, 15, 16

こういう場合、全部壊して新しいものをつく

るというのが中国的なやり方です。また、

中国でよくいわれる言い方で「新しい服を

着る（あるいは新しい帽子を被る）」という

ような手法を用います。あちこち成熟した

手法でつくっています。写真は深センの運

動会のための都市景観です。メーンストリ

ートの両側の建物を新しく再生しました。

壊さずに増築するのです。計画局からは

屋根のかたちなどを審査されるし、その色

あるいはディテールを審査されます。壁に

ヨーロッパ式の枠をつけなければいけな

いのですが、これは、いわゆる中国的な再

生として主流になっていると思います。

資金や組織的なシステムによって、今の

大部分の都市住宅再生が実現されていま

す。これからいろいろな民間レベルの住宅

再生を研究、あるいは実践を新たに考え

なければならないと思いますし、日本を初

め諸外国の経験を生かしながら効果のあ

るシステムを構築しなければいけないと思

っています。

PPT 14, 15, 16

This is more like a village within the city. So, in 

this proportion of size, half or so is the housing 

that is made by individuals. So, like this is quite 

dense in the way the buildings are built next 

to each other. And one way to improve this is 

to demolish all the buildings to build brand-

new buildings. And this is more like a Chinese 

way of rebuilding the city. And also, it is often 

said, this is a Chinese expression -- wearing 

new clothes or a new hat, -- so that’s a Chinese 

proverb basically to renew the landscape, and 

the building. And this was the city planning 

for the university, the sport event. So this is the 

main street design, and they demolished the 

buildings along the road, and then the built 

new buildings. And also, the planning bureau 

requested about the shape of -- or they evaluated 

the shape and the color and the details of 

the rooftop. And also these details were also 

evaluated by the planning bureau, and on the 

wall, so this is a European-style window frame, 

and that was mandatory. 

And this is the mainstream in China. It 

is the funding and also the reorganization 

system. And the majority of the city planning 

goes through this process. And from now on, 

there would be private-sector level housing 

renovation will be studied and also will be put 

to place, and need to be done by the private 

sector. And Japan and other experience of other 

countries should be utilized to serve as a base 

for establishing an effective system. 

PPT 14

PPT 15

PPT 16
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皆様、本日はこの場に立たせていただくこ

とをまことにうれしく思います。はじめに、

首都大学東京副学長上野淳先生および

吉川徹先生、そして首都大学東京のスタッ

フの皆様に対し、同大学リーディングプロジ

ェクトのシンポジウムを開催していただい

たことと、シンポジウムへご招待いただい

たことに深くお礼を申し上げたいと思います。

6年前の2006年、私ははじめて多摩を訪

れました。そして建築ストック賦活に関す

るCOEプログラムに伴って開かれたワー

クショップに参加させていただきました。

そしてフランスのニュータウンの活性化問

題を紹介し、エヴリーという新しい町の再

生の戦略や計画をワークショップに集まっ

た各国の方 と々共有するようにと深尾精

一先生からお話をいただきました。

今日は視点を広げ、日仏のニュータウン

間で対話を行うことで、複雑な巨大都市シ

ステムあるいはメガロポリスにおける省エ

ネや二酸化炭素排出に関する現代の都市

研究がどのように進むかを、パリ近郊のニ

ュータウンであるマルヌ＝ラ＝ヴァレを例

に見ていくことにします。

PPT 1

フランスのニュータウン計画は、1960年代

後半に立てられました。9つの計画がスタ

ートし、そのうちの5つはエヴリー、セルジ

ー＝ポントワーズ、サン＝カンタン＝アン＝

イブリーヌ、ムラン＝セナール、マルヌ＝ラ＝

ヴァレで、いずれもパリ地域における計画

でした。多くの場合、第二次世界大戦後の

国の再建と経済の再生の産物として大量

かつ単調に開発された社会住宅に対し、

政治的、専門職業的、社会的反動としてニ

ュータウン計画が生まれました。

1990年代末および2000年代初頭に実

施されたニュータウン全国評価によると、

ニュータウンは都市実験と都市革新を行

う場としての役割を果たしてきたことがわ

Ladies and gentlemen, dear friends, I am very 

pleased to share the floor with you today. First 

of all, allow me to address my deepest thanks 

to Professor Jun Ueno, Vice-President of Tokyo 

Metropolitan University, to Professor Tohru 

Yoshikawa, as well as to Tokyo Metropolitan 

University staff for perfectly hosting this 

symposium about the Lead Project of Tokyo 

Metropolitan University and inviting me to 

take part.

6 years ago in 2006, I visited Tama for the 

first time and had the honor of attending a 

workshop of the Center of Excellence Program 

(COE) on activation of building stock strategies. 

S.Fukao kindly invited me to showcase French 

new town activation issues and to share with 

the international audience gathered at the 

workshop the renovation strategy and projects 

achieved in the new town of Evry.

Today, based upon the case of the new town 

of Marne la Vallée, also located in the Paris 

Region, we shall envision a broader perspective 

and find out how a dialogue between French 

and Japanese new towns could nur ture 

contemporary urban research on energy saving 

and CO2 emissions reduction in large and 

complex metropolitan systems or megalopolis.

PPT 1

The French new towns program was issued 

in the second half of the 1960’s. 9 projects 

were launched, 5 of them located in the Paris 

region: Evry, Cergy-Pontoise, Saint-Quentin en 

Yvelines, Melun-Sénart and Marne la Vallée. 

To a large extent, the new towns program was 

a political, professional, and social reaction to 

the monotonous and massive social housing 

dwellings developed after World War II as a 

product of the country reconstruction and 

economic recovery. 

The new towns national evaluation program 

which has been conducted in the late 1990’s 

and early 2000’s has shown they have played the 

role of a hotbed for urban experimentation and 

innovation, especially regarding the integration 

of social and urban issues and the rejuvenation 

of architecture. Yet, despite the quantity 

and the quality of the research that has been 

PPT 1

Promising lessons from a 
comparison between French 
and Japanese new towns

Nicolas Buchoud, Founding Principal, 

Renaissance Urbaine, 
the urban R&D company

日仏のニュータウンを
比較して学べること
Nicolas Buchoud
都市復興コンサルタンツ  
主宰

3L e c t u r e
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かりました。とくに、社会問題と都市問題

の一体化や建築の再生といった問題に対

する実験の場となってきたのです。しかし

実施された研究の量と質にもかかわらず、

1965年の地域基本計画以降のニュータウ

ン開発と地域計画問題の進化とのつなが

りは過小評価されてきました。

ニュータウン計画の評価責任者だった

専門家たちが、2007年と2008年に開催さ

れたパリ地域（グランパリ）国際協議を引

き受けたのも当然でしょう。より持続可能

でより回復力のある都市システムの一部と

して、ニュータウンのポテンシャルは、まだ

十分に引き出されていないと彼らは感じて

いたはずです。

PPT 2

1965年のパリ地域基本計画では、ニュー

タウンシステムの開発は、パリの歴史的中

心部の大がかりな再開発を含む全体計画

の一部でした。マルヌ＝ラ＝ヴァレのよう

なニュータウンは、急速な経済成長の時代

に開発が始まり、社会と都市の両方の近代

化を追求してきました。そのような都市で

は、新たな地域輸送網（RER）の構築とと

もに自動車が大きな役割を果たしていま

す。パリ地域の未来像を、一体化した未来

都市として考える流れは、1960年代末と

1973年の石油危機の前に広まりました。

その未来像は、20万人から30万人の人口

を抱えるニュータウンと、住宅とオフィスの

ための高層ビルが立ち並ぶエリアとによっ

て、パリと建物密集地の近代化を図るとい

うものでした。

PPT 3

しばらくしてニュータウンの推進者と支援

者は、この歴史的機会を、新しいライフスタ

イルと都市の新たな住み心地を作り出す

ためのものとして見るようになりました。標

準化された集合体や個々の郊外の住宅文

化といったものから切り離して考えようと

conducted, the link between the development 

of new towns and the evolution of regional 

planning issues since the 1965 regional master 

plan has been underestimated. 

It is no wonder if some key experts once 

responsible for the evaluation of the new towns 

programme then took over the Greater Paris 

international consultation process in 2007 and 

2008. They must have felt the full potential 

of new towns had not yet been explored, as 

components of more sustainable and resilient 

metropolitan systems.

PPT 2

In the 1965 master plan of the Paris Region, 

the development of the new towns system was 

part of an overall vision uncompromising an 

ambitious redevelopment of the historical core 

of Paris. New towns, such as Marne la Vallée, 

have been launched in an era of rapid economic 

growth and quest for modernization of both 

the society and cities, where the automobile 

would play a major role, along with the creation 

of a new regional t ransit t ransportat ion 

network (RER). Developing visions of the 

future of Paris region as an integrated and 

futuristic metropolis was popular in the late 

1960’s and before the 1973 oil crisis. Along 

with new towns, each of them designed to 

host 200.000 to 300.000 inhabitants, high rise 

buildings areas for living and business were 

meant to modernize Paris as well as the center 

of the agglomeration.

PPT 3

Mea nwhi le ,  new tow ns  promoter s  a nd 

supporters viewed an historic opportunity 

to develop new lifestyles and a new sense of 

urban livability, far away from the standardized 

“grands ensembles” or individual housing 

suburban culture. As numerous exhibitions 

and debates have shown in the 1960’s and 

したのです。1960年代から1970年代初頭

にかけて多くの見本市や議論が行われ、

再生された都市環境における生活の質や

社会生活の豊かさなどの点が、ニュータウ

ンに特有の特徴となりました。エヴリーな

どのニュータウンの建設段階や開発当初

の様子を写した歴史的な写真からは、ニュ

ータウンにはオープンエアのリアルサイズ

の都市経験をもたらす役割がある、言うな

れば「生活実験室」としての役割がある、と

いう雰囲気が伝わってきます。マルヌ＝ラ

＝ヴァレは1970年代から今に至るまでつ

ねに開発が進められてきました。建築や

都市計画は、一体化した新しい都市の中

心地（Noisy le Grand）から新たな都市様

式（Val d’Europe）へと、時代と共に変化

してきました。その間、非常に活気にあふ

れ、刺激的な論争が巻き起こりました。

PPT 4

市民や政治リーダーとニュータウンとの関

係性からは、ニュータウンの伝統や遺産に

関して、様々な意見が見て取れます。一方、

国の評価プロジェクトは、ニュータウンが

建築家、都市計画専門家、技術者のような

非常に活発で影響力のある新しい世代の

都市のリーダーによって影響を受け、また

これらの人々をニュータウンが育ててきた

という事実を歴史家に再発見させること

にもなりました。 一方で2000年以降のエ

ヴリーなどの都市の首長らは、州がニュー

タウンを運営・管理し、トップダウンで開発

を進めてきたため、現代の都市ガバナンス

のニーズにマッチしていないと主張してき

ました。

ニュータウンが始まっておよそ40年が経

過しますが、パリ地域（グランパリ）の開発

プロセスは、都市計画、輸送、エコロジーを

混ぜ合わせながら、これら情熱的な数十

年間の一体化した都市開発とガバナンス

を反映してきました。しかし現在までのと

early 1970’s, the issue of the quality of living 

and the richness of social life in renewed 

urban environments was a distinctive feature 

of new towns. Historic pictures showing the 

construction stage and first years of new towns, 

such as Evry, display a feeling of their role as 

open air, real size urban experiences, or “living 

labs” as we would now call them. Marne la 

Vallée has been developed relentlessly from the 

1970’s up until now. Architecture and urban 

planning have changed through time, moving 

from integrated new urban cores (Noisy le 

Grand) to New Urbanism (Val d’Europe), 

stirring up very vivid and often stimulating 

controversies.

PPT 4

The relationship between people and political 

leaders and their new towns show mixed 

opinions about new towns heritage or legacy. 

On the one hand, the national evaluation 

program has allowed historians to rediscover 

that new towns have been influenced by and 

have nurtured a new generation of urban 

leaders, be they architect s ,  urbanist s or 

engineers, most of them being still very active 

and influential. On the other hand, city mayors 

elected after 2000 such as in Evry, have claimed 

new towns were state-run, state-operated, top-

down, no longer matching contemporary urban 

governance needs.

About 40 years after the new towns were 

launched, the Greater Par is process has 

echoed these passionate decades of integrated 

urban development and governance, mixing 

planning, transportation and ecology. Yet up 

to now, only a modest amount of work has 

been conducted regarding the potential of 

new towns facing contemporary metropolitan 

cha l lenge s .  Such  a  p otent ia l  c ou ld  b e 

highlighted by an international dialogue 

between French and Japanese new towns in 

the Tokyo and Paris agglomerations, creating 

the conditions for new research on energy 

PPT 3

PPT 4PPT 2
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ころ、現代の都市問題に直面するニュータ

ウンがもつポテンシャルについては、あまり

多くの研究が行われていません。そのよう

なポテンシャルは、東京とフランスの都会

にあるニュータウン間で国際的な対話を

行うことで、より明確に浮かび上がらせるこ

とができるはずで、それにより複雑な都市

環境のエネルギー効率や持続可能性に

関する新しい研究の条件を整えることもで

きるでしょう。

PPT 5, 6, 7

1960年代に開発されたフランスと日本の

ニュータウンは、その開発が学際的なチー

ムすなわち技術者、設計家、プランナー、建

築家などの混合チームによって行われたと

いう点において類似している、という興味

深い事実があります。

1970年代以降、ニュータウンは、とりわ

けフランスにおいて開発の主な特徴が忘

れ去られているとひどく批判されてきまし

た。都市の代謝作用と既存の景観や環

境に対する巨大建築物の開発に関する極

端な見方は、ニュータウンの支援者の考え

方に間違いなく活力をもたらしてきました。

これらの見方が1980年代と1990年代の

新たな世界的トレンドによって捨て去られ

たことで、ニュータウンも空想上のこととな

りました。しかし多摩は新宿と競っている

のでしょうか。マルヌ＝ラ＝ヴァレは、パリ

やパリの都市再開発地区ラ＝ディファスと

競合関係にあるでしょうか。

PPT 8, 9, 10

つい最近になって、パリ地域（グランパリ）

協議や東京2050コンペティション（あるい

はグランモスクワコンペティション）などの

そうしたプロセスの成功例が示すように、

都市環境を系統的に理解しようという動

きが再び起こってきました。都市環境を大

きなエコシステムとして解析し、物理的な

計画を通じてではなく一連のライフサイク

ef f iciency and sustainabilit y of complex 

metropolitan environments.

PPT 5, 6, 7

The generation of new towns developed in 

France and Japan in the 1960’s, offer intriguing 

similarities in the way they have been developed 

by interdisciplinary teams, mixing engineering, 

design, planning, architecture, etc... 

Since the 1970’s, new towns have been 

so heavily criticized, particularly in France, 

that this key feature of their development 

went forgotten. The extreme visions of urban 

metabolism and the corresponding invention of 

mega-structures imposed on existing landscapes 

and environments have undoubtedly fueled the 

imagination of new town supporters. As these 

visions were discarded in the 1980’s and 1990’

s under new global trends, so were the new 

towns imaginary. Could Tama compete with 

Shinjuku? Could Marne la Vallée compete with 

Paris or even Paris la Défense?...

PPT 8, 9, 10

Only recently, as shown by the successful 

outputs of such processes as the Greater Paris 

consultation or Tokyo 2050 competition (or the 

Greater Moscow competition, etc…), is systemic 

understanding of urban environments being 

promoted again. Metropolitan environments 

are analyzed as large ecosystems, which must be 

developed and managed not through physical 

planning but as a series of lifecycles. 

Carefully planned and designed with 

ルとして開発、管理する必要があります。 

一体化したインフラとサービスに基づい

て社会的意味合いを念頭に注意深く計

画・設計された多摩ニュータウンとマルヌ

＝ラ＝ヴァレは、研究と都市開発プロジェ

クトの両面から環境とエネルギー効率の

実験場として解析することができます。こ

のような巨大スケールでの都市問題への

挑戦は、それをパリや東京の密集地で行う

ことにより、ニュータウンおよびそのエリア

にとってユニークな再生の機会となります。

マルヌ＝ラ＝ヴァレと多摩は、それぞれパ

リ地域と東京に戦略的に位置しています。

両者の開発はほとんどが鉄道網の開発に

依存してきました。多摩とマルヌ＝ラ＝ヴァ

レでは、水や樹木を含めて環境インフラが

全体的な開発過程の一部として開発され

ています。密集度はコントロールされてお

り、将来の開発の余地も残されています。

現代の都市がもつ傾向に関して、多摩と

マルヌ＝ラ＝ヴァレは非常に競争力のある

資産を持っています。 マルヌ＝ラ＝ヴァレ

はパリの都市ハブ（空港）と高速鉄道でつ

ながっており、全国あるいはヨーロッパレベ

ルで広範囲につながりを持っています。こ

れに対し多摩は、将来リニアモーターカー

の駅に非常に近くなるかもしれません。ま

た、多摩は東京の中心とすでに接続されて

おり、しかも低料金で行き来することがで

きます。一方マルヌ＝ラ＝ヴァレは、新しい

グランパリ地下鉄などによりパリ地域（グラ

ンパリ）とつながる予定です。最後に付け

加えますが、多摩における首都大学東京や

マルヌ＝ラ＝ヴァレにおける大学研究コン

ソーシアム・パリ東大学など、先進的な学

問研究センターも、ニュータウンに作られ

発展してきました。

PPT 11, 12

多摩やマルヌ＝ラ＝ヴァレなどのニュータ

ウンは、都市の知識経済においても重要

social meaningfulness, based upon integrated 

inf rast ructures and ser v ices,  Tama New 

Town and Marne la Vallée could be analysed 

a s environmenta l and energ y ef f ic iency 

hotbeds both in terms of research and urban 

development projects: large scale metropolitan 

challenges are a unique revival opportunity for 

new towns and new towns areas, be it in Paris 

or in Tokyo agglomeration. 

Marne la Vallée and Tama are strategically 

located in the Greater Par i s  and Tok yo 

ag g lomerat ion.  Thei r  development  ha s 

depended to a large extent on the development 

of rail transportation networks. In Tama as 

well as in Marne la Vallée, environmental 

infrastructures have been developed as part 

of the overall development process, including 

sophisticated hydrographic or greenery systems. 

Density levels have been controlled and there is 

room for future developments. 

Tama as well as Marne la Vallée have very 

competitive assets regarding contemporary 

metropolitan t rends. Marne la Vallée is 

connected with high speed train to major Paris 

metropolitan hubs (airports) and offers an 

expanding range of connections at national and 

European level. Tomorrow, Tama may be very 

close to a future Maglev train station. While 

Tama is already extremely well connected 

with Tokyo agglomeration core and at low 

prices, Marne la Vallée will be connected with 

the Greater Paris through the new Grand 

Paris metro system. Etc… Last but not least, 

advanced research and academic centers have 

been implemented and promoted, such as 

TMU in Tama and the research and university 

consortium PRES Paris Est in Marne la Vallée.

PPT 11, 12

New towns such a s Tama and Marne la 

Vallée could also play a significant role in the 

PPT 6
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な役割を果たすことができます。学識経

験者たちがそれぞれの知識資産を組み合

わせれば、その役割はさらに大きなものに

なるでしょう。

マルヌ＝ラ＝ヴァレが持続可能な都市

開発に関するフランスの国家的拠点とな

っている一方で、首都大学東京は、2002～

2007年のCOEプログラム「建築ストックの

賦活」から2010～2013年のリーディングプ

ロジェクト「環境負荷低減に資する都市建

築ストック活用型社会の構築技術」に至る

まで、先進的な学際研究プロジェクトを行

ってきたという世界レベルの実績ある経験

をお持ちです。私は、現代のニュータウン研

究の力と、ニュータウン構造の一貫性を形

成する潜在的なネットワークとの間にはつ

ながりがあると考えています。ニュータウン

は、都市の急速な成長と拡大という時代に

おいて、学者、専門家、市民によって支えられ

ながら強い公的意図および私的意図の両

方に基づいて開発されてきました。これは

私たちの都市の未来への貴重な遺産です。

ニュータウン推進者によって発展した

かつての学際的な力は、その後の数十年

は忘れられていましたが、2000年代初頭

から首都大学東京で再発見され、都市ス

ケールでの建築ストックの賦活やエネル

ギー負荷の削減に関する見事な研究プロ

ジェクトに姿を変えていきました。一方パ

リでは、そのような学際的な構想はつい最

近始まったばかりです。それでもマルヌ＝

ラ＝ヴァレのアカデミックコンソーシアムは

国のイノベーション戦略の一部であり、持

続可能な都市開発に関するフランスの国

家的拠点の開発に貢献することが期待さ

れています。首都大学東京が持続可能な

建築と省エネの分野で学際的なプロジェ

クトを行って蓄積した研究結果と経験は、

マルヌ＝ラ＝ヴァレに多くの有益な発見を

もたらしてくれることでしょう。

metropolitan knowledge economy, all the more 

if their academic leaders combine their assets. 

While Marne la Vallée hosts the French 

na t iona l  c lu s t e r  on  su s t a inable  u rba n 

development, TMU has a world-class and 

proven experience in managing advanced 

interdisciplinary research programs, from COE 

“Activation of building stock” between 2002 

and 2007 to the Lead Project “Construction 

technologies accelerating the environmental 

load reduction for the society that utilized 

metropolitan building stock” 2010-2013. 

I  believe there is a connect ion bet ween 

contemporary research capacities and the 

underlying networks forming the coherence 

of the new town structures. New towns have 

been developed with a very strong will, both 

from public and private sides, supported by 

academics and professionals and citizens… in 

times of rapid growth and urban expansion. 

This is a precious legacy for our urban future.

Though the original interdisciplinary ability 

developed by new towns promoters has been 

forgotten in the following decades, it was 

rediscovered at TMU since the early 2000’

s and transformed into remarkable research 

programs on activation of building stock and 

energy load reduction at metropolitan scale. 

Meanwhile in Paris, such interdisciplinary 

initiatives have started much more recently. 

Yet, Marne la Vallée academic consortium 

is part of the national innovation strategy 

and therefore meant to contribute to the 

development of the French national cluster on 

sustainable urban development. TMU research 

and the experience gathered in managing 

interdisciplinary programs in the f ield of 

sustainable construction and energy efficiency 

could bring most valuable findings to Marne la 

Vallée.

PPT 13

私たちは、ニュータウン開発の既存のポテ

ンシャルと、グローバル化した都市コンテク

ストの背景にある構造を理解し始めたば

かりです。2011年にマルヌ＝ラ＝ヴァレの

大学研究コンソーシアムを率いるベルナ

ール＝サン＝ジロンに対し、首都大学東京

とパリ東大学との間で議論を開始するこ

とを提言しました。彼はすぐに興味を示

し、その考えを強く支援してくれました。 

上野先生のおかげで、首都大学とくに

都市建築コースが前向きかつ正確に動い

てくださったことをうれしく思います。これ

により首都大学東京が東京都と現在行っ

ている研究をより理解し、2012年11月のこ

のシンポジウムに参加する機会が得られ

ました。2013年10月にパリにおいて首都

大学東京との議論を続けられること、そし

てニュータウンのエコシステムや、省エネや

二酸化炭素排出削減の戦略で都市が抱

える課題に対し首都大学東京が与える影

響について、具体的な研究を開始できるこ

とを楽しみにしております。

最後にひとこと述べさせてもらうなら

ば、多摩丘陵のインターナショナル大学セ

ミナーハウスの周囲の環境に私が強く印

象づけられた点を強調しておきたいと思い

ます。そこにある建物群は、1950年代初

頭にこの力強い自然環境の中に足を踏み

入れた建築家、芸術家、プランナー、技術

者からなるすばらしいコミュニティーの作

品です。多摩ニュータウンの建築家や都

市計画専門家は、その土地の気風や向上

心の役割を思い出すことで導かれてきまし

た。それはグローバル化した都市環境に

おいてじつに貴重な贈り物であり教訓と

なっています。そしてさらに前進するため

の招待状にもなっているのです。

PPT 13

We are only starting to understand the existing 

potential of new towns achievements and 

underlying structure in a globalized urban 

context. As I suggested in 2011 to the President 

of Marne la Vallée University and research 

consortium Bernard Saint-Girons he should 

start discussions between TMU and PRES Paris 

East, he showed immediate enthusiasm and 

strongly supported the idea. 

I am therefore very pleased that thanks 

to Prof. Ueno, TMU and in particular the 

Department of Architecture and Building 

Engineering, has responded positively and with 

rigorous precision. This has offered to us the 

opportunity to understand more about TSU 

current research with the Tokyo Metropolitan 

Government and to take part to this symposium 

of November 2012. I am now looking forward 

to continuing the discussion with TMU in 

Paris in October 2013 and launching concrete 

research on new towns research eco-systems 

and their ability to inf luence metropolitan 

agendas on energy efficiency and CO2 emissions 

reduction strategies.

If I might speak one last word of conclusion, 

I would like to share with you the strong 

impression made on me by the surroundings 

of the inter-university seminar house in Tama 

hills. The collection of buildings there is the a 

result of the work of an inspired community of 

architects, artists, planners, engineers who set 

foot in this powerful natural environment the 

early 1950’s. It is a reminder of the role of the 

genius loci and of the spirit of endeavor that has 

led Tama new town architects and urbanists. 

It is indeed a precious gift and lesson in our 

globalized metropolitan environment and an 

invitation to move forward.

PPT 13
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