
  

 

3-(1)-3 芝浦水再生センターの上部利用及び再構築事例について 

 

建設部 土木設計課 田淵 真也 

 

1.はじめに 

 昭和 6 年に稼働した芝浦水再生センター（以下「センター」という。）は、老朽化に伴い大規模

な更新時期を迎えており、段階的な再構築事業を計画している。 

 一方で、都の「品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン」では、本センターが位置する港

区港南地域（以下「センター地区」という。）では、環境モデル都市形成の中核的な役割を担う拠

点として位置づけられ、環境に配慮した土地利用を図るとしている。 

 このため、東京都下水道局では、平成 19 年度から約 15 年間に渡る第一期再構築事業として、

雨天時貯留池を建設すると同時に、貯留池上部に業務商業ビルを合築することで上部空間を有効

利用し、当該地域周辺開発と整合を図る取組を実施している。さらに、既存の水処理施設上部を

地区計画上の公共空地として人工地盤を築造し、大規模緑化空間を創出する計画を予定している。 

 本センターで実施する上記の事例について以下に報告を行う。 

 

2. センターの再構築事業計画と位置づけ 

 芝浦水再生センターは、港区の全部、千代田区、中央区、新宿区、渋谷区の大部分、文京区、

豊島区、品川区、目黒区、世田谷区の一部から流集する汚水を処理し、東京湾に放流する施設で

あり、処理面積は、東京都区部の約 12％に相当する 64ｋ㎡にあたる。センターの処理区域内は、

官庁や民間企業の事務所が集中しているため、昼夜の人口の差が大きく、大きな繁華街を数多く

抱える典型的な都市型下水道施設であり、区部下水道の根幹となる施設である。さらに、センタ

ーは老朽化による施設の更新にあわせて、同時に雨天時放流水質の改善のため合流改善施設の整

備が求められている。 

 このような中で、限りのある敷地内で施設更新を段階的に進めていくため、第一期再構築事業

として、旧第二沈殿池を解体し雨天時調整池 76,000ｍ3 を整備し、その後、既存の雨天時汚水調

整池 45,000ｍ3 を解体し、曝気槽及び第二沈殿池を建設する計画である（図-1）。 

一方で、センターの位置する港区港南地区は、東海道新幹線の品川駅開業に続き、羽田空港の

国際化、リニア新幹線の発着駅構想等、重要な交通結節点としての役割が高まっており、今後も

相当規模の開発が見込まれている。 

都の「品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン」では、本センター地区は、環境モデル都

市形成の中核的な役割を担う拠点として位置づけられ、下水道施設の再構築にあわせた空間利用、

環境と景観の向上としての公園機能の拡充、東京湾から吹き込む風の通り道となる「風の道の確

保」、水と緑のネットワークの創出等が求められている（図-2）。 

センター地区は、都市計画法上の地区計画（土地利用計画）を指定しており、センター南側及

び北側を「業務商業機能エリア」、南側から中央にかけて「緑のエリア」として位置付けている。 

上記背景の中で、下水道事業としての再構築事業と周辺都市開発の整合を図るため、雨天時貯
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留池の整備にあわせて上部に合築で高さ 153ｍの業務商業ビルを築造する。さらに、既存の水処

理施設上部に地区計画上の公共空地として人工地盤を整備し、大規模緑化空間を創出する計画で

ある。 

 

 

 

  

図-1 第一期再構築事業計画 

図-2 地区計画（土地利用計画） 
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表-1 維持管理分担 

（○：東京都 △：上部利用事業者） 

3. 事業への取組 

(1) 上部ビル事業者との事業分担 

本事業は、雨天時貯留池及び合築ビルを設計、施工をする上部ビル事業者（グループ）を総合

評価一般競争入札により決定している（図-3）。 

ビル建設の条件として、東京都の環境確保条例に基づく建築物環境計画書の評価基準や再生水、

下水熱などの資源やエネルギーの利活用等最高クラスの環境への配慮を義務づけている。 

さらに、公共空地として一般開放する人工地盤については、風の道の確保や、地域や環境面に

貢献できる利用方法の提案を求めており、現在その整備方法等について検討を進めている。 

なお、東京都と事業者の管理区分は表-1 のとおりである。上部ビルの下部に建設する雨天時貯

留池については、事業者による設計・施工となるが、管理者となる東京都下水道局と下水道施設

としての機能性や維持管理等を満足する設計となるよう協議を行った。特に、高さ約 160ｍの高

層ビルの荷重を直接載荷させる貯留池の構造形式、上部が業務商業ビルになることから必要とな

る下水道施設特有の臭気対策、高層ビル建築に伴う都条例による環境アセスメントへの対応等に

ついて、上部ビル事業者と東京都が共同して検討を行った。 

なお、人工地盤の設計概要と工事スケジュールは、図-4、図-5 のとおりである。 

  

 設計 施工 維持管理（所有） 

上部ビル+ 

雨天時貯留池 

△ △ ビル：△ 

貯留池：○ 

新第二沈殿池 

人工地盤 

○ ○ 

 

人工地盤下部：○ 

上部利用：△ 

雨天時汚水調整池人

工地盤 

○ ○ 人工地盤下部：○ 

上部利用：○ 

図-3 事業スキーム 
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図-4 人工地盤の設計概要 

図-5 工事スケジュール 
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(2)法制度の活用 

本事業を実施するために、各種都市計画に係る法制度を活用している。 

合築ビル建設の条件を満たすために、都市施設である既存下水道施設上部に全国で初めて立

体都市計画制度を適用することで、人工地盤上を建築敷地とみなし、建築基準法との整合を図

っている（図-6）。 

また、センター地区のまちづくりを着実に推進するために地区計画を指定し、計画的に下水

道施設の再構築を実施していくために、上部利用事業を都市計画に位置付けている。 

 

 

 

4. 再構築に配慮した人工地盤の設計について 

(1) 新第二沈殿池人工地盤 

新第二沈殿池は、センター再構築計

画の中で約 30 年後に解体、築造をす

る計画となっている。このため、新第

二沈殿池に築造する人工地盤は、既存

躯体への影響を低減することが求め

られる。新第二沈殿池人工地盤につい

ては、様々な構造案について検討を行

ったが（図-7）、人工地盤の荷重を既

存躯体に直接載荷した場合には、新第

二沈殿池の耐力がもたず、全面的な補

強が必要になってくることから、大ス

パン鉄骨トラス構造を採用した。支点

となる箇所には部分的に補強杭、梁を

増設し、人工地盤築造時にセンターの

水処理機能の低下を可能な限り抑制

した構造としている。 

図-6 立体都市計画制度の適用 

 

図-7 新第二沈殿池人工地盤の構造形式の検討 
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(2) 雨天時汚水調整池人工地盤 

雨天時汚水調整池は、第一期再構築事業において、既存躯体を解体し、曝気槽及び第二沈殿

池を建設予定である。様々な構造案について検討を行った結果（表-2）、人工地盤の先行築造

を行い将来水処理施設に配慮すると同時に、可能な限り PCa 化を行い、省資源化することで、

工期短縮と経済性を追求する構造を予定している。 

第一段階として、将来の水処理施設の池割り、柱間隔、底版位置等の配置計画を検討し、人

工地盤を支持する杭の位置を決定している。なお、人工地盤を支持する杭は構真柱として築造

し、上部に PCa 柱、PCa 梁、PCa 床版を設置するなど、柱、梁、床を一体構造とし、上部に緑

化を配置後、人工地盤を共用開始する。その後、雨天時汚水調整池を解体し、順次再構築施設

を築造する。 

 

 

 

  

表-2 雨天時汚水調整池人工地盤の構造形式の検討 
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5. おわりに 

本事業は、芝浦水再生センターの数十年単位の再構築段階整備の一貫としての事業である。単

なる下水道施設の更新ではなく、ビル事業者と協同し、再生水、下水熱の利用と併せて、環境モ

デルビルを建設することや、人工地盤を整備して、大規模緑化空間を創出するなど、下水道事業

が環境に配慮した都市形成に寄与する大きな事業である。 

合築ビル事業者からは、センター地区のまちづくりについて、風の道の確保や水辺空間の配置

等、様々な提案がなされた。今回の事業は、都市部水再生センターにおける下水道の再構築事業

に合わせて、下水道事業と事業者とが一体となり、環境モデル都市形成の構築に向けた取組であ

る。(図-8) 

この取組は、今後、下水道事業の新たな取組として、他の下水道事業や自治体へ波及していく

と期待している。 

 

 

図-8 完成予想図 
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