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地域間連携による環境・防災都市づくりに関する研究

A Study on the Environmentally Friendly and Disaster-Resilient City by TDR method

井坂 和広*・村木 美貴**
Isaka Kazuhiro*･Muraki Miki**
Environmentally Friendly and Disaster-Resilient City is required to be realized. To improve environment
and resiliency of the city, it is a key to cooperate with urban area and suburban area. On the other hand, the
population of this country is reducing, therefore, it is necessary to consider how to renew urban updates
linked with a compact city construction. However, there are no concrete method to realize them. In the U.S.,
some cities revitalized by TDR (transfer of development rights). TDR can renew in both urban and suburban
area by using private fund. The aims of this study is to clarify how to renew both urban and suburban area
to build eco and disaster resilient city. As a result, it is important to cooperate both areas under the TDR
method to improve environment and disaster resilient, and cost effectiveness became clear.
Keywords:
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環境・防災都市づくり、開発権移転制度、都市再生
の可能性について言及したものがある 10)。また、開発権移転に関
１.はじめに

する既往研究では、開発権移転に伴う自立分散型電源の導入が都

地球規模の気候変動や度重なる災害に対応するため、国は環境

市の低炭素化に与える影響を論じたもの 11)がある。しかし、開発

に配慮し、災害に強い都市づくりの必要性に直面している 1)。環

権移転に伴う都市部・郊外部の都市再生と連携した自立分散型電

境・防災都市づくりの実現に向けては、再生可能エネルギー等の

源の整備の効果及びその具体的な事業スキームまで言及したも

低炭素な自立分散型電源を市街地の整備・更新のタイミングと合

のは見られない。

わせて導入・拡大していく必要があり、都市再生と連携した取り

そこで本研究は、開発権移転制度を活用し、郊外部からの撤退・

組みが望まれている 2)。また、エネルギー需要量の多い都市部と

集約を契機とした都市部・郊外部の都市再生とそれに連携した自

エネルギー賦存量の多い郊外部等それぞれの地域特性に応じた

立分散型電源の整備を行う環境・防災都市実現のあり方を明らか

施策展開と、その地域間連携による都市全体での環境性・防災性

にすることを目的とする。

向上に向けた取り組みが求められている 3)。

なお、本研究の対象地は、全国でも先導的な環境・防災都市づ

一方、人口減少期を迎え限られた財源を効率的に投資していく

くりを進めてきた札幌市とする。

必要性が高まっている昨今、自治体は立地適正化計画を策定し、
市街地の拡大を抑制しつつ居住や都市機能を誘導する都市再生
を進める必要性に迫られている

２.環境・防災都市づくり実現に向けた方向性

4)。こうした都市域全体での都市

本章では、環境・防災都市づくり実現に向けた政策方針を明ら

再生を契機としたエネルギー利用の転換が望まれているものの、

かにするとともに、地域間が連携した取り組みである開発権移転

具体的なあり方は明らかとなっていない 5)。

制度について米国の事例から国内での導入に向けた課題を明ら

ところで、米国では都市の成長管理政策と都市再生における資
金調達手法として、開発権移転制度が広く用いられてきた 6)。開

かにする。
２－１．環境・防災都市実現に関する施策展開

発権移転は、郊外部等の市街地拡大を抑制し、環境保全するため

ここでは、環境・防災都市づくりの実現に向けた国の方針の調

その開発する権利を売却し、また開発需要の高い都市部ではその

査から今後の都市づくりの方向性を明らかにする。

開発権を譲受することで民間開発事業者のインセンティブを確

（１）環境・防災都市づくりに向けた方向性

保しつつ都市再生を実現する仕組みであり、都心部・郊外部の都

国は、地球温暖化及び災害に対応するため環境基本計画を策定

市再生を公的負担なく実現できる手法として期待されている 7)。

し、各地域がその特性に併せた社会の形成を目指す地域循環共生

そのため国は、都市部・郊外部双方の都市再生を円滑化する仕組

圏を掲げている。その中で、災害に強い都市づくりや再生可能エ

みとして開発権移転の導入を議論してきた経緯がある 8)。

ネルギー等を活用した自立分散型のエネルギー需給構造を構築

これまで、環境・防災都市づくりに関する既往研究では、業務

することが掲げられている。更に、都市部・郊外部間でのエネル

地区における自立分散型電源整備による効果や事業採算性を検

ギー融通や、都市部の調達資金を郊外再エネ事業へ投じるスキー

9)、立地適正化計画に伴う集約拠点のエネルギー事業

ム構築などハード・ソフト両面において地域間が連携した取り組

証したもの
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みを行うことを掲げている。よって今後の環境・防災都市づくり

とで土地利用転換を促すものである(図 1)。この仕組みにより、郊

に向けては各地域の特性に応じた地域間が連携した取り組みが

外住宅地跡地の活用や都市部での都市再生が期待でき、これらと

重要と言える。

連携した自立分散型電源の導入が可能となると想定される。

（２）都市再生に向けた札幌市の動向

（１）譲受地の選定

札幌市では、環境首都札幌を掲げ、エネルギーMP を策定し、

譲受地は、高い開発需要があり今後都市機能・居住を誘導して

建物更新等の都市再生プロジェクトに併せた大幅な CO₂排出量削

いく必要性の高い都心地区とする。

減と自立分散型電源の普及による環境・防災都市づくりを推進し

（２）譲渡地の選定

ている。また今後の人口減少に対応するため、立地適正化計画に

○社会維持費用の算出

基づき鉄道沿線へ居住・都市機能を誘導する全市域一体となった
都市再生への取り組みが必要とされている。

ここでは、札幌市における撤退必要性が高いと見込まれる地区
を検討する。具体的には、札幌市の立地適正化計画を参考に人口

以上(1)(2)より、今後の都市づくりにおいては都市部・郊外部各

動態、災害危険度及び行財政の効率的な運用の観点を考慮し、既

地域に応じた施策展開とその連携が重要であると言える。

往研究 12)による以下の式を用いて優先的に撤退が見込まれる地

２－２．開発権移転制度の実態と国内導入に向けた課題

区の選定を行う。

ここでは、地域間が連携した都市開発の制度として米国の開発
権移転制度について調査し、国内導入に向けた課題を整理する。
まず、開発権移転が導入された目的及び導入理由についてみてみ
ると(表 1)、郊外農地の保護・歴史的建造物保全等公共性の高い導
入目的が掲げられていることがわかる。また、開発権移転の仕組
みとして、譲渡地・譲受地を明確にし、TDR バンク等の仲介機関

算出の結果、札幌市の郊外部を中心とした外縁部において高い

を設けることで取引ルールの円滑化を図っている。さらに、制度

値となった(図 2)。これ

自体の有効性を担保するため他の容積率緩和措置に対する優位

は、人口減少が大きく一

性を確保する等、制度のインセンティブとしての機能を担保して

人あたりの社会維持費

いる。よって開発権移転制度は、民間資金を活用した都市再生の

用の増大が見込まれる

インセンティブとして実施され、その導入に向けては公共性の高

ためである。

い導入目的を設定し、取引ルールを明確化した制度設計をするこ

○開発権換算レート

とが重要と言える。

郊外部と都心部では、
土地の持つ経済的な価

表1 開発権移転の導入事例
都市

シアトル市

キング郡

ニューヨーク州

導入目的

低所得者住宅開発

農地等の郊外自然保護

歴史的建造物保全

譲受地・譲渡地の指定

●

●

●

遠距離TDR

×

●

×

経済的な価値の差の調整

×

●

×

値に大きな差が生じる。
そこで、容積移転に際
し、地価に応じた変換レ
ートを設ける。

TDRバンクの有無

●

●

●

価格決定方法

市場価格公表

市場価格公表

相対交渉

他の容積ボーナス

●

●

●

対抗策

一部に取得義務

コスト的メリット

一部に取得義務

○受け入れ上限の制約
譲受地での開発権購入が無制限に行われた場合インフラ負荷

出典)保利ら(2009)「容積移転と効果の発展に関する研究」より筆者作成

以上本章より、環境・防災都市づくりの実現に向けて、地域間
が連携した取り組みが必要であり、開発権移転の適用による施策
展開が期待できる。
ここでは、札幌市を対象に開発権移転による都市再生を検討す
る事業スキームを設定し、その実現可能性について議論する。
本研究では、前章の札幌市における都市づくりの施策方針を踏
まえ、郊外部の撤退と都市部の都市再生が連携する開発権移転を

〇譲渡地の選定
地におけるすべての容
積が売却された際に受
ようにする必要がある
ため、社会維持費用の大
きい地域からランキン
グ化し、換算レート及び

は、今後の人口動態

受け入れ上限の制約を

等から地域衰退が

考慮した結果、赤色の地

予想される郊外住
心部へ売却するこ

緩和制度を参考に指定容積率の 1.5 倍を受け入れ上限値とする。

け入れ上限を超えない

３—１.開発権移転の制度設計

宅地の開発権を都

の増大から市街地環境の悪化が懸念される。そこで、現状の容積

制度設計上、仮に譲渡

３.開発権移転に伴う都市再生の実態把握

想定する。具体的に

図2 社会投資効率の算出結果

域が譲渡地に選定され
図1 開発権移転の事業イメージ

図3 譲渡地の選定結果

た(図3)。
これらの地域は
札幌市の都心及び居住誘導区域の外側に位置することからも、都
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市機能・居住を都心部へと誘導していくべき地区だといえる。今

延床（灰色）が大き

後は上記の譲渡地・譲受地における開発権移転を検討する。

いことから、従来

３—２.開発権移転による都市再生の実態

制度と比較し経済

ここでは、前節の譲受地・譲渡地における開発権移転による容

的なインセンティ

積移転量と譲受地・譲渡地双方での市街地更新を推計する。

ブの大きい制度で

（１）都市再生モデル

あるとわかる。

まず、I.

〇TDR バンクによ

従来型、

る取引実態

図7 譲受地における適用制度別開発延床

II.開発権

実際の開発権移転取引では、個人間の需要・供給を結び付け

移転型の

ることが難しいため、
自治体が出資するTDR バンクを設立する。

２シナリ

具体的な取引手順としては、①TDR バンクが譲渡地における開発

オにおけ

権を購入し、土地所有者に補償金を支払う、②譲受地の開発事業

る各譲受

者が TDR バンクから容積を購入する、③TDR バンクは補償金を

地・譲渡

譲受地の購入費用から回収する流れである。この TDR バンクの

地の都市

仲介は、個人間での権利移動を伴わない、行政が取引実態を把握

再生モデ

できる、譲渡地・譲受地の都市再生のタイミングの差を調整が可

ルを設定
する（図

能といったメリットが存在する。
図4 都市再生モデルの概要

そこで、本検討

4）
。I.従来型では、都心部では総合設計制度等の現状の容積緩和制

においてもTDRバ

度による都市再生が図られ、郊外部では人口動態に合わせた建替

ンクによる容積取

え又は除却が行われる。II.開発権移転型では、都心部において従

引を想定しシミュ

来制度に加え、開発権購入による容積割増を認める。また郊外部

レーションした。

では、建替え又は、開発権を売却し、その補償金による除却・緑

その結果（図 8）
、

地整備を検討する。なお、各土地所有者は、各シナリオ下の選択

譲渡地からの開発

肢において最も収益の高い土地利用を選択するものとし、不動産

権売却量のほとん

鑑定手法である DCF 法を用いて、各土地の最有効利用を検討す

どが譲受地で購入

る(図 5)。

されることが分かった。よって、譲受地・譲渡地双方において、

（２）都市再生モデルのシミュレーション結果

安定的な開発権取引が可能であると言える。

〇譲渡地における市街地更新

図8 TDR バンクによる容積売買量の推移

以上本章より、開発権移転による都市再生は譲渡地の土地利用

図 6 に譲渡地

転換につながるとともに、民間事業者にとって経済的メリットを

におけるシナリ

担保しつつ、都市再生を進めるインセンティブと

オごとの建物延

して機能することが分かった。

床の推移と、
建物
が除却され空地

４.地域間が連携した環境・防災都市づくりの実現可能性

面積（シナリオ II

ここでは、開発権移転に伴い都市再生が図られる都心部及び郊

に当たっては開

外部跡地での自立分散型電源の整備と、PPS（新電力会社）設立に

発権が譲渡され
た面積）を示す。

よる事業スキームを検討し、環境性・防災性の向上効果と事業性
図6 譲渡地における市街地更新の推移

検証を行う。

全体傾向として、人口が大きく減少する 2030 年以降の建物延床

４—１.地域間連携によるエネルギー事業のスキーム

の減少及び空地面積の増加が大きいことがわかる。更に開発権移

まずエネルギー事業スキームについて検討する。具体的には

転型では従来型と比較し、延床面積の減少と譲渡面積の増加が早

（図 9）
、①都心部での省エネ化及びエネルギーネットワークの接

いペースで進行している。よって開発権移転制度導入が郊外部の

続を行う地域間連なしと、②都心部での省エネ化・エネルギーネ

土地利用転換及び集約型都市構造実現に寄与するインセンティ

ットワーク整備に加え、郊外部との連携による電力融通等を行う

ブとなっていることがわかる。

地域間連携型の２ケースを検討する。地域間連携型では郊外部か

〇譲受地における開発動向

らの太陽光発電を購入し都心部へ売電する PPS（新電力会社）に

次にシナリオごとの更新延床が指定容積内、従来都市開発諸制

よる低炭素化と、TDR バンク運用益による都心部でのエネルギー

度、開発権移転制度のいずれの制度を適用し建て替わるかを示し

インフラ整備を検討する(1)。

た（図 7）
。シナリオ II において、開発権移転制度を導入すること

４—２.エネルギー事業が都市に与える影響

で、従来制度による開発延床（オレンジ）より開発権移転による
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環境面・防災面

も 40%程度の削

の観点から評価

減率に留まる。

する。

一方、II 地域連

〇環境性

携型では分散型

まず、
CO₂排出

電源を増やし電

量の推移をみ

力自給率を高め

る。無対策時で

ることで、地域外

は建物更新時の

の低炭素電源の

延べ床面積の増

活用量が減り、削

大により CO₂排
出量は増加傾向

図12 CO₂排出量削減と電力自給率

減率の低下となる。高い CO₂排出量削減には地域間連携が必要で

図9 地域間連携による事業スキーム

はあるものの、系統電力への依存度が高いと、防災性に懸念が生

にある（灰色）
。

じる。そのため、地域外の低炭素電源のみに頼ることなく、地域

また地域間連携

内分散型電源を一定程度は保持することが重要であると言える。

のない場合、
建物

以上本章より、地域間が連携したエネルギー事業の展開により、

の更新が進むに

環境性や事業性向上が可能であること、防災性の観点から地域内

つれてビルの省

外の分散型電源をバランスよく運用するよう検討をする必要が

エネ化及びエネ

あることがわかった。

ルギーネットワ
ークへの接続延
床が増加するか

５.おわりに
図10 CO₂排出量削減の推移

本研究を通して以下の３点が明らかとなった。

ら排出量が減少していく結果となった。最後に、地域間連携型で

（１）都市全体での都市再生を進める都市開発制度の導入

は郊外部からの低炭素電源を受け入れることで、より多くの CO₂

開発権移転制度の適用により、郊外住宅地の土地利用転換を促

排出量削減が見込まれる結果となった。これらから地域内の省エ

すと共に、都市部の容積インセンティブとして機能することがわ

ネ・エネルギーネットワーク整備に加えて、地域外の低炭素電源

かった。このことから、今後の都市づくりにおいて地域内外が連

活用が大幅な CO₂排出量削減には重要であると言える。

携した都市再生のインセンティブ制度を導入し、民間資金を活用

〇事業性

した都市全体での都市再生や土地利用転換を進めていくことが

次に、事業

重要と言える。

性について省

（２）地域間連携によるエネルギー事業

エネルギーに

郊外部の低炭素電源を都市部で用いること、TDR バンクの運用

よるエネルギ

益によるインフラ整備を行うこと等地域間が連携して取り組み

ー削減便益を

を行うことで、更なる環境性・防災性向上に資することがわかっ

エネルギー設

た。そのため、今後の都市づくりにおいては、地域間での取り組

備投資費用で

みを含めた施策展開が重要と言える。

除した費用対

（３）自治体の積極的な施策展開

図11 費用対便益の推移

開発権移転において、TDR バンクや PPS の設立など公共によ

便益（B/C）に
より検証する（図 11）
。地域間連携型では、開発権移転時の TDR

る都市部・郊外部をつなぐ主体的な取り組みが地域間連携におい

バンク運用益を用いた譲受地でのインフラ整備が可能となり、熱

て重要な役割を果たしていることが分かった。そのため、今後の

導管等の公共による先行的な整備が可能となる。これにより、郊

都市再生及び環境・防災都市づくりの実現に向けて、各地域の状

外部での低炭素電源を整備する等の新たな支出増に対しても B/C

況を鑑み、自治体が積極的に政策展開を図っていくことが重要と

が 1.0 を上回り、事業性の確保が可能となっている。このことか

言える。

ら、開発権移転による都市部・郊外部が連携した都市再生は、そ

【補注】
（1）キング郡では容積増加による負荷を受ける譲受地において、市街地環境改
善のため、TDR バンク運用益の一部を拠出しインフラ整備費を捻出している。そこで、
本研究においても TDR バンクの売買価格の差から生まれる収益により地域環境改善に
資するインフラ整備として、地域熱導管への費用補助を検討した。
【参考文献】1)環境省(2016)「地球温暖化対策計画」2)国土交通省(2009)「市街地整備と
併せた低炭素まちづくり実現方策検討調査」3)環境省(2019)「地域循環共生圏」4)札幌市
(2017)「立地適正化計画」5)前掲書4) 6)環境省(2008)「地域経済循環の観点から都市構造
対策を円滑化する手法の検討」7) 前掲書6) 8)前掲書6) 9)船崎ら(2018)「環境性・防
災性を考慮した段階的なエネルギーネットワーク構築のあり方に関する研究」都市計画
学会論文集 53 巻 3 号 10)中村ら(2016)「地域交流拠点における面的エネルギー導入可
能性とそのあり方に関する研究」11) 武田ら(2009)「低炭素都市づくりに向けた市街化調
整区域の開発権移転に関する研究」12) 真田健助ら(2006)「都市空間コンパクト化のた
めの撤退・再結集地区特定に関する基礎的研究」第29 回土木計画学研究発表会

の運用益の活用により地域の環境・防災性向上にも寄与できると
分かる。
〇防災性
ここでは、電力消費量に対する地域内の発電量を電力自給率と
定義し、都心部の自立分散型電源の整備容量に応じた年間 CO₂排
出削減率と電力自給率の関係性に着目する（図 12）
。地域間連携
のない場合、分散型電源の容量増加により省エネ効果及び電力自
給率の向上の双方が実現されるものの、建物省エネ化と合わせて

- 372 -

