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In recent years, cruises have been a part of regional development, and over the years the demand for cruises has tended to rise rapidly. 

Although the cruise industry was severely damaged by the new coronavirus (COVID-19), the potential demand for cruise travel is 

large as inbound travel is expected to increase in the future. However, many ports and harbors are facing various problems, such as 

inadequate port facilities and lack of a system to accommodate them. Many port facilities are already being redeveloped and cruise 

ship terminals are being rebuilt, and their importance is increasing in terms of how they connect with the local community and how 

they are prepared for disasters.It can be said that cruise ship terminals of the future have the potential to become the nucleus of a city 

by diversifying the uses of local residents. 

 

１． はじめに 

近年,クルーズは地域振興の一環として,長い年月を

かけながらクルーズ需要は急上昇している傾向にある. 

［１］新型コロナウイルス(COVID-19)を契機にクルーズ

業界は大きな被害を受けたが,今後インバウンドが期

待される中で潜在的なクルーズ旅行の需要は大きいと

考えられる.しかし,港湾設備が不十分な為,受け入れる

体制が整っていないなど様々な課題を抱えている港湾

は少なくない.既に多くの港湾設備の再開発や客船タ

ーミナルの立て替えが進んでおり,地域との繋がり方

や災害時の対策などの観点で重要度が増している. ［2］

これからの客船ターミナルは地域住民の利用用途を多

様化していくことによって,街の核になりうるポテン

シャルを持っているといえる.一方,近年地球全体規模

で自然環境に対する意識が高まっている.建築物はそ

の環境に大きな影響を及ぼすものとして持続可能な社

会への適応が強く求められていることから,環境に配

慮した建築を作ることは非常に重要なことである.客

船ターミナルに人々を集客する機能と計画,付加価値

を与えた提案をすることで,自然環境を配慮しながら

も日本観光及びクルーズ市場の発展に寄与することが,

設計提案の目的である. 

 

２. 計画背景 

２. 1 日本のクルーズ業界の現状 

一度に多くの観光客が訪れるクルーズ船の寄港は,

寄港地に大きな効果をもたらしている.我が国におい

ても利用者数(図-1),寄港回数(図-2)ともに増加傾向に

ある.クルーズ船の寄港回数の増加は,交流人口の増加

を生み出し,地域を超えた人の繋がり,地域の中のつな

がりをより強固なものにしていく.そのため,クルーズ

船の寄港促進に向けた誘致活動や各地の港湾設備の整

備が重要である. ［3］ 

図 1クルーズを利用する日本人乗客数の推移[4] 

 

図２ 日本港湾へのクルーズ船の寄港回数[5] 

 

 

２. ２ 客船ターミナルの先進事例 

日本に存在する著名な客船ターミナルの先進事例を

みると CIQ施設,手荷物受取場所,レストラン,待合所,会

議室などの最低限の施設しか備わっていないことがわ
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かる(表２).現存する客船ターミナルの多くが船を送り

出す・迎える機能しか備わっておらず,観光振興・地域

振興の拠点としての役割やクルーズ客に対するサービ

スは不十分であると考える.今後も成長が予想される

クルーズ市場に対応するために,新たな客船ターミナ

ルの措置が急務である. 

表１ 著名な客船ターミナルの事例 

 

 

２. ３ 世界に誇る瀬戸内海 

近年,瀬戸内海の注目度は全世界を通じて高まって

いる。(図-3)その中でも香川県は,2017 年まで５年間に

渡り外国人延べ宿泊者数が全国一位の伸び率に増える

中で,アメリカのThe New York Timesやイギリスの有力

旅行雑誌で世界の観光地として日本で唯一瀬戸内海が

選ばれるなど海外の観光客からも注目を集めている。
［5］インバウンドが期待される中で、瀬戸内海、香川県

が持つ潜在能力はより

多くの観光客を迎える

に違いない。しかし,外

国人観光客が増加して

いる中で,外国船社が寄

港できる港湾は限られ

ている. 

図 3 瀬戸内海の寄港実

績[6] 

 

３. 計画方針 

３.  １ 敷地選定条件 

計画背景を踏まえ、敷地選定条件として以下の二つ

の条件を定めて選定する.(1)港湾施設として整備が不

十分である場所(2)インバウンド時により多くの訪日観

光客が訪れると期待される場所.以上のことから瀬戸

内海を対象とした高松港を選定敷地とする. 

 

３.  ２ 計画敷地 

四国側随一の都市型海洋レクリエーション拠点とし

て期待されている高松港。本州及び離島を含めた海上

交通の要衝として古くから地域の物流や人流の拠点,

地域開発の中核となる役割を担っていることから,四

国随一の親水性豊かなウォーターフロントの形成が目

指されている.こうした年的魅力を併せ持つ海洋レク

リエーション拠点の形成は,瀬戸内海沿岸では大阪,神

戸など関西の各港に次ぐもので,この地域における海

洋性レクリエーション及び海洋観光の新たな魅力創造

につながるものとして期待されている.   

図５ 香川県高松港 

 

 

４. 基本計画 

計画背景・計画方針を踏まえ,客船ターミナル建築と

しての機能に加え多様な利用用途を計画し,地域特性

を組み込んだ客船ターミナルの設計を行う.クルーズ

客へサービス向上を図るため,文化施設,宿泊施設,商業

施設,プレジャーボートなどのマリーナ施設を同時に

計画するものとする.観光客の満足度を高めることだ

けでなく,地域の人々にも満足度を高めてもらえる建

築になることを目指す.さらに,南海トラフ地震を想定

した自然災害の対策と自然エネルギーを活用した環境

配慮型建築を同時に計画していく.クルーズターミナ

ルを軸とした日本観光及びクルーズ市場の発展に寄与

すべく提案を行う. 
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