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The concentration of people in the Tokyo metropolitan area is a major problem facing Japan. The majority of social activities, 

including politics, economics, and culture, are conducted in and around Tokyo, and there is a significant population inflow into the 

Tokyo metropolitan area. The current national system that relies on the Tokyo metropolitan area is an advantage for lubricating 

economic activities, but it is also a major factor that may cause the overthrow of the nation in the event of a metropolitan disaster. 

This paper discusses urban planning based on disaster countermeasures and economic growth measures to ensure that Japan will 

continue to operate safely and prosperously in the future. 

The decline in the fisheries capacity of Tokyo Bay due to water pollution is one of the major problems facing Japan. The 

reclamation of tidal flats and seaweed beds between 1960 and 1970 caused a significant decline in the catch of fish and shellfish in 

the Edo period, resulting in the loss of most of Tokyo Bay's rich fisheries capacity. It is necessary to consider urban design that 

follows Edo's characteristic recycled urban form, while taking advantage of the cultural appeal of the Edomae area, which has been 

nurtured together with the sea. As a solution to these two problems, I propose the "2050 Maritime City Plan," which involves the 

relocation of the capital city functions to the sea. 

 

１． はじめに 

首都圏一極集中は日本の抱える大きな問題である. 

政治・経済・文化をはじめとした社会活動の大部分が

東京近郊で行われており,首都圏への人口流入も顕著

である.首都圏に依存する現在の国家体制は潤滑な経

済活動を行う上で利点として働く反面,首都直下型災

害発生による国家転覆を引き起こす大きな要因にもな

り得る.これから先も日本が安全に,豊かに営みを続け

ていくための災害対策,経済成長策を基本とする都市

計画を考える. 

Figure1  Comparison of Population Concentration 

Ratio［１］ 

 

水質汚濁に伴う東京湾の水産能力の低下も日本の抱

える大きな問題の一つである.1960 年から 1970 年にか

けて行われた干潟・藻場の埋め立てを原因に江戸前魚

介類の漁獲量は大幅に減少し,東京湾の持つ豊かな水

産能力の大部分が失われてしまった.海と共に育まれ

てきた江戸前の持つ文化的魅力を活かしつつ,江戸の

特徴であるリサイクル都市形態を踏襲した都市デザイ

ンを考える必要があるのではないだろうか. 

 これら二つの問題を解決する未来の日本のあり方と

して私は海上への首都機能移転に伴う「2050 海上都市

計画」を提案する. 

 

Figure1  Trends in Fishery Catches in Tokyo Bay［２］ 

 

２ 計画背景 

２．１ 首都圏一極集中の抱えるリスク 

首都圏を震源とする首都直下型地震の発生確率に関

し、政府は「30 年以内に 70%の確率で起こる」と発表

した.また,それに伴う被害として全壊家屋:175000棟,建

物崩壊による死:11000人,揺れによる建物被害に伴うよ
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う救助者:72000人も同時に発表された. ［３］ 

２．２ 東京湾の水性環境悪化に伴う江戸前空間の喪失 

 1980年以降,干潟・藻場の重要性について度々議論さ

れてきたにも関わらず,今もなお東京湾の海辺はコン

クリート護岸で覆われ,水生環境もまだ十分に回復し

たと言えない状態である.東京湾の持つ豊かな水産能

力を放棄してしまった過去を受け止め,今とは違う豊

かな未来を創成する努力をすべきではないかと私は考

える. 

２． ３ 生き物の脅威となる貧酸素水塊 

 東京湾では毎年,夏場において底層に溶存酸素量の

低い貧酸素水塊が広範囲に渡って長期間形成される.

この水塊は水生生物の生育・生息を阻害する大きな原

因の一つとなっており,東京湾の水環境の大きな問題

となっている. 

 

Figure3  Marine Biological Survey Results［４］ 

 

３ 建築敷地 

東京湾内湾奥を敷地とする.浮体構造物であるため,計

画敷地は変動する. 

Tokyo Bay［5］ 

４．１ 建築手法 

 首都機能を浮体プラットフォームに移転することで

首都直下型地震によって引き起こされる災害損失を抑

え,東京近郊の都市環境も改善する.首都機能を移転し

た際に生まれる余剰敷地には自然公園や植物園といっ

た環境施設を挿入する.また,浮体プラットフォーム部

分に水質改善機能を付与することで東京湾の水産能力

を改善し,江戸前空間を再生する. 

４．２ 政治経済機能の移転 

官庁をはじめとする政治施設を海上に移転すること

で首都直下型地震や地球温暖化による海面上昇,大雨

洪水災害等に備える. 

４．３ 水質改善機能の付与 

 プラットフォーム部分に干潟・藻場を配置すること

に加え,貧酸素水塊改善を目的にした水質改善施設を

浮体プラットフォーム部分に挿入する.また,部材に石

灰岩を用いることでコンクリート護岸によって住処を

追われた魚類に新たな居住空間を提供する. 

４．４ リゾート機能 

 都市から近い海上であるという立地を生かし,リゾ

ート機能を挿入する.また宿泊施設も建設する. 

４．5 漁業拠点の構築 

 漁船等が立ち寄ることのできる漁業拠点を建設する

ことで,江戸前復興を推し進める. 

４．6 海上交通拠点の設置 

 水上バス,観光フェリーといった海上交通機関をプ

ラットフォーム部分に設置する. 

４．７ エネルギーの自活 

 施設内で消費されるエネルギーは太陽光をはじめと

するクリーンエネルギーで賄う. 

５ 参考文献 

[1] 大阪の未来構想 都市への人口集中と東京一極

集中は似て非なるもの  

https://osaka-to-the-world.com/?p=1877 ( 2022/9/20) 

[2] nippon.com アメリカ生まれの「江戸前」 

https://www.nippon.com/ja/japan-topics/g00683/ 

( 2022/9/20) 

[3] 内閣府 首都直下地震の被害想定と対策について 

https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h25/74/speci

al_01.html ( 2022/9/20) 

[4] 東京湾環境局 海域生物調査結果 

http://t.co/qAw1yaJyxG ( 2022/9/20) 

[5] グーグルアース 

https://www.google.co.jp/intl/ja/earth/ ( 2022/9/20) 

令和 4年度　日本大学理工学部　学術講演会予稿集

 522


