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Abstract: The purpose of this study is to clarify the ideal ways for conversion of idle warehouses from view of warehouse 
form. As a result, it clarified below; (1) "high-rise type" and "low-rise type" of stand-alone warehouse type, (2) "tenant-attached 
type", "apartment-attached type" and "stand-alone housing attached type" of multifunctional warehouse type, and so on. 
 
１．研究目的；遊休倉庫を新たな用途で活用し，地域

に付加価値をもたらす「倉庫リノベーション」が注目

されており，本研究対象地である東東京エリアでもそ

の多くが観光スポットとして人気を博している．倉庫
（１）は大空間であるうえ，その形態も平屋のような低層

のものから積層したビル状のものまで多岐にわたるこ

とから，多用途に活用されている．しかし，こうした

倉庫形態は転用後の用途に影響を与えることが考えら

れ，その形態に適した活用が求められる． 
そこで本研究では，「倉庫リノベーション」が活発

な東東京エリア５地区（東神田・馬喰横山，蔵前，本

所，清澄白河，天王洲）（２）を対象に，倉庫形態と転用

後の用途に着目し，その関係から活用上の特徴を捉え

ることを目的とする． 
２．研究方法；以上より，表１に示す調査を行った． 
３．結果および考察；表１の調査結果を踏まえ，研究

対象５地区に立地する転用倉庫は全 91 件が抽出でき，

これらを倉庫形態ごとに，建物全体が倉庫機能のみで

構成された「単独タイプ」，倉庫に他機能が併設する「併

設タイプ」の２タイプに大別し，５つの型に細分類し

た．これら倉庫形態と用途との関係を整理したものが

図１である． 

（１）単独タイプ  

１）高層型；図１①（a），（b）より，倉庫機能で構成

された４階以上のビル型の「高層型」は全 91 件中９件

でみられ，用途ごとの割合をみると［展示施設］と［事

務所］が共に３割と相対的に高い．例えば，「❶たばこ

と塩の博物館」（展示施設）では，図１①（c）に示す通

り，ワークショップルームやギャラリー，特別展示室，

図書閲覧室，多目的室といった大き目の諸室がフロア

ごとにゾーニングされている５）．このように，「高層型」

では大空間を要する機能がフロアごとにゾーニングで

きるため，展示施設や事務所で多く活用されていると

考える． 

２）低層型；図１②（a），（b）より，倉庫機能で構成

された平屋から３階建ての「低層型」は全 91 件中 21
件でみられ，用途ごとの割合をみると［複合施設］が

５割と半数を占める．例えば，「❷TOKYOBIKE TOKYO」

（複合施設）では，図１②（c）に示す通り，改修時に

設けた１・２階をつなぐ階段が開放された大階段とな

り，天井高を活かし物販スペースだけでなくイベント

等の多用途に活用されている６）．このように，「低層型」

では上下階を吹き抜けや大階段でつなげることで一体

空間となり，機能間の相乗効果が期待できるため複合

施設で多く活用されていると考える．  

（２）併設タイプ  

１）テナント併設型；図１③（a），（b）より，下層に

倉庫機能をもち上層に他用途を併設する「テナント併

設型」は全 91 件中 27 件でみられ，用途ごとの割合を

みると［福祉施設］を除く全用途で活用されており，

汎用性の高い倉庫形態といえる．中でも，７割と高い

割合で活用されていたのが［宿泊施設］であり，その

一つの「❸Nui. HOSTEL & BAR LOUNGE」では，図１

③（c）に示す通り，１階倉庫の大きな開口部や床の高

低差を活かして，レセプションやラウンジ等に活用す

るとともに，上層階のテナント部分を客室として使用

し，建物一棟を宿泊施設として転用している７）．このよ

うに，「テナント併設型」では視認性が高く開放的な下

表１ 調査概要［筆者作成］ 
①転用倉庫の抽出 

調査対象 東東京エリア５地区（東神田・馬喰横山/蔵前/本所/清澄白河/天王洲） 
調査期間 2022（令和４）年７月 27 日（水）～８月 10 日（水） 

調査内容 
既住研究１）〜４）に加え，新たに Web サイトや文献に「リノベーション」
や「改修」等の記載があるものまたは，従前と異なる用途で活用されてい

る倉庫を「転用倉庫」として抽出した． 

②転用倉庫の内容把握 
調査対象 対象地区内のリノベ倉庫全 91 件 
調査期間 2022（令和４）年７月 27 日（水）～９月８日（木） 

調査内容 
転用倉庫の用途や建築面積等の情報を整理し，倉庫の建築形態や他用途と

の併設状況から図１に示す５つの倉庫形態に分類した． 
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層部分だけでなく，併設部分も合わせて転用すること

で，建物全体として活用が図れるため，宿泊施設で多

く活用されていると考える． 

２）集合住宅併設型；図④（a），（b）より，下層に倉

庫機能をもち上層に集合住宅を併設する「集合住宅併

設型」は全 91 件中５件でみられ，全倉庫形態の中で最

も少なく，用途ごとの割合をみても［飲食店］［販売

店］［福祉施設］のみであった．例えば［福祉施設］の

「❹レル community」では，図１④（c）に示す通り，

１階倉庫の大空間を活かして車椅子の開発と販売を行

う工房になっているほか，車椅子利用者を対象とした

コミュニティカフェも営み，利用者を限定することで

小規模に事業を行なっている８）．また，外観には木目

調のルーバーや植物を配し，周辺環境に溶け込む落ち

着いたデザインとなっている．このように，「集合住

宅併設型」では周辺環境への配慮や集合住宅への騒音

被害等の影響を防ぐため，利用者を限定した用途とし

ての活用に適していると考える． 

 ３）独立住宅併設型；図１③（a），（b）より，下層

に倉庫機能をもち上層に独立住宅を併設する「独立住

宅併設型」は全 91 件中 29 件でみられ，全倉庫形態の

中で最も多く，用途ごとの割合をみると［販売店］が

約８割と高い．例えば，「❺ Coci la elle」では，図１⑤

（c）に示す通り，１階と２階で出入口が分かれており，

１階の建物前面をショップ，奥をアトリエに転用し，

２階は所有者が居住している９）． このように，「独立住

宅併設型」では倉庫と住居への動線が分離している場

合が多いため，倉庫部分のみ間貸ししていると推察す

る．また，間口が狭く奥行きのある建物が多いことか

ら，建物の前後で機能を分割でき，特にアトリエ等の

作業場を要する販売店で多く活用されていると考える．  

４．まとめ；以上より，本研究では倉庫形態を５つに

分け，それぞれの転用倉庫の活用特性を明らかにした．  
補注；（１）本研究では，荷捌き・保有機能を有する倉庫，作業場，工場と判断した
建築物を総称して「倉庫」とする．/（２）研究対象５地区の範囲は既住研究の通り
とする． 
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a.倉庫形態 
 

[凡例] 

■：倉庫機能の該当箇所 

単独タイプ (N=30) 併設タイプ (N=61) 
①高層型 (N=9) ②低層型 (N=21) ③テナント併設型 (N=27) ④集合住宅併設型 (N=5) ⑤独立住宅併設型 (N=29) 

     

b.
用
途
ご
と
の
倉
庫 

形
態
別
割
合 

飲食店 (N=31) 3.2%(1 件) 29.0%(9 件) 32.3%(10 件) 6.5%(2 件) 29.0%(9 件) 
販売店 (N=20) 0.0%(0 件) 15.0%(3 件) 10.0%(2 件) 10.0%(2 件) 0%(13 件) 
スタジオ(N=12) 16.7%(2 件) 41.7%(5 件) 16.7%(2 件) 0.0%(0 件) 25.0%(3 件) 
展示施設(N=9) 33.3%(3 件) 0.0%(0 件) 44.4%(4 件) 0.0%(0 件) 22.2%(2 件) 
複合施設 (N=6) 16.7%(1 件) 50.0%(3 件) 33.3%(2 件) 0.0%(0 件) 0.0%(0 件) 
事務所 (N=6) 33.3%(2 件) 16.7%(1 件) 50.0%(3 件) 0.0%(0 件) 0.0%(0 件) 
宿泊施設 (N=4) 0.0%(0 件) 0.0%(0 件) 75.0%(3 件) 0.0%(0 件) 25.0%(1 件) 
その他サービス業 (N=2) 0.0%(0 件) 0.0%(0 件) 50.0%(1 件) 0.0%(0 件) 50.0%(1 件) 
福祉施設 (N=1) 0.0%(0 件) 0.0%(0 件) 0.0%(0 件) 100.0%(1 件) 0.0%(0 件) 

c. 
代 
表 
事 
例 

名称 ❶たばこと塩の博物館 ❷TOKYOBIKE TOKYO ❸Nui. HOSTEL&BAR LOUNGE ❹レル community ❺ Coci la elle 
所在地 東京都墨田区横川 1-16-3 東京都江東区三好 3-7-2 東京都台東区蔵前 2-14-13 東京都墨田区本所 4-27-3 東京都江東区三好 2-3-2 
用途 展示施設 複合施設 宿泊施設 福祉施設 販売店 

従前の用途 倉庫 倉庫 玩具倉庫 金型工場 印刷工場 
構造/階数 RC造 / 地上 5階 S造 / 地上 3階 RC造 / 地上 6階 S造 / 地上 4階 木造 / 地上 2階 
建築面積 3466.11㎡ 200.41㎡ 160.45㎡ 122.57㎡ 74.35㎡ 

空間構造図 
     

[凡例]ー：元倉庫機能の該当箇所，■：本文記載事項 

図１ 倉庫形態と用途の関係および代表事例［参考文献５）〜９）をもとに筆者作成］ 

建物外観 

開放的な大階段 

大きな開口部 

特別展示室５） 車椅子工房８） 

建物外観 

ラウンジ７） 

木目調のルーバー８） 建物外観９） 

ショップ兼アトリエ９） 

100.0%(1 件) 

75.0 
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