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How are building demolition sites controlled and influenced by local characteristics? This study investigates the 
relationship between building demolition sites and urban planning measure focusing on large housing estates in 
Marzahn-Hellersdorf, Berlin. Based on literature review, field survey, and a series of quantitative analyses, following 
results are shown. First, building demolition sites generate various types of both public and private reutilized spaces. 
Second, the sites planned to be demolished as early as 2002 are utilized actively. Third, the sites expected to activate 
as functional open spaces are well controlled as either green spaces or functional open spaces.  
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1. はじめに 

1990年の東西ドイツ統一以降、ドイツでは急激な人口変化によ

る都市構造の改変を余儀なくされた。旧東ドイツにかかる地域(以

下、旧東独地域)では、旧西ドイツ諸都市への人口流出が顕在化し、

住宅団地での空き家の増加が深刻な問題となった。1991 年以降、

約170万人が旧東独地域で人口減少し、2000年に発表された報告

書によれば100万戸以上の空き家が存在すると見積もられた 1)、2)。

この問題に対応するため、連邦政府は「東の都市改造」(Stadtumbau 

Ost)というプログラムを策定し、古くなった住宅の修繕及び建物

除却に当たった。 

東の都市改造にかかる建物除却プロセスについては研究が進

んでおり、清水・中山(2010)は旧東独地域の郊外型団地の再編につ

いて概観し、都市の適正規模化に対する示唆を与えた 3)。服部

(2015)は旧東独地域の建物除却プロセスを明らかにし 4)、服部

(2017)は除却計画と除却事業との整合性を分析し、住宅会社が必

ずしも除却計画に従った行動をとっているとは限らない実態を

明らかにした 5)。しかしながら、建物除却跡地がどのように将来

利用方針として定められており、それが有効に作用しているかは

明らかではない。例えばコットブス市おいて建物除却後の跡地利

用については明確に提示されておらず 4)、ホイヤスヴェルダ市は

建物除却について発生する空き地の影響、戸建て住宅もしくはミ

ックスド・ユース開発の可能性、低コストでの維持管理等を総合

的に勘定して決定しているが 6)、それが現況跡地利用にどのよう

に影響を与えているかは明らかにされていない。 

このような建物除却に関する施策は首都であるベルリン市で

も実施された。ベルリン市では、1990年の東西ドイツ統一まで東

部に旧東独地域が立地しており、1990年以降ベルリン市東部から

西部への人口移動が顕著に発生した。そのため、ベルリン市全体

では人口増加基調でありながら、市東部は都市縮小のための建物

除却や減築を余儀なくされた。ベルリン市東部が他の旧東独地域

と異なるのは、一旦過剰供給となった住宅を除却しながらも、近

年になり人口増加による住宅開発圧力が高まっている点である。

そのため、建物除却跡地は様々な利用がなされており(写真1)、そ

のような跡地利用に至った経緯を分析するのに適しているとい

える。 

本研究は、ドイツにおいて建物除却跡地利用が都市計画的にど

のように統制されているのかを明らかにすることを目的とする。

そのため、ベルリン市東部の住宅団地を例にとり、建物除却跡地

利用について現地調査を行い、現況跡地利用と都市計画的枠組み

との対応関係を明らかにする。さらに、土地所有者及び立地特性

を踏まえて建物除却跡地利用がどのように統制されているのか

を分析する。対象地はベルリン市北東郊外部に立地するマルツァ

ーン・ヘラーズドルフ(Marzahn-Hellersdorf)団地(以下、当該団地)を

取り上げる(図1)。当該団地はベルリン中央部まで鉄道20～30 分

圏の郊外部に立地し、旧東独地域最大規模の住宅団地である。こ

こでは住宅の過剰供給により空き家が増加し、住環境の質の低下

や住宅会社の減収に悩まされてきた。 

 

2. 対象地の概況と研究方法 

2-1. 対象地の概況 

当該団地は大きく二つの地区に分けられ、西部のマルツァーン

団地は1976年に事業着手し、約6万戸の住宅が建設された。隣接

するヘラーズドルフ団地と合わせると約 10 万戸、18 万人を有す

るドイツ最大規模の住宅団地である。建設にあたり安価なパネル

工法が用いられたが、住宅密度が高く専有面積の小さな都心住戸

と比較して、良好な住環境を得られる住宅団地として注目された。

しかしながら、東西ドイツ統一後の 1990 年代後半から旧東独地

域の人口減少が顕在化し、当時の住宅供給が過剰であることが明
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らかになってきた。マルツァーン地区では1995年から2005年の

間に人口が28%(約38,000人)減少し、少子高齢化による年齢構造

の変化も顕在化した。2001年時点で空き家率はマルツァーン地区

で11%(約6600戸)、隣接するヘラーズドルフ地区で12%(約5000

戸)であり、2010 年までに約 17,000 戸まで増加すると見積もられ

た 7)。全体としては深刻なほど高い空き家率ではないが、一部の

住宅では空き家率40%を超えるものも存在し、建物ごとのばらつ

きがある。 

ドイツでは建物除却を行う際に多額の税金が投入されてきた

経緯がある。前述した東の都市改造は建物改修、除却、公共施設

の保全等に対し補助金を投じており、当該団地における建物除却

の補助金元である。東の都市改造は行政機関が統合的都市発展基

本構想(以下、INSEK)(1)を策定し、住宅会社等の建物所有者が

INSEKに従って建物改修・除却を行うことで補助金が交付される。

2002 年から当該団地は東の都市改造による補助を経て大規模な

建物改修、除却及び古くなった公共施設の再整備を行った。結果、

当該団地では 2002 年から 2016 年の間に約 1 億 2900 万ユーロが

投資され(内、建物除却に1400万ユーロを投資)、4307戸の住戸(建

物除却17棟、減築2棟)と公共施設129棟が除却された(2)。 

 当該団地の土地利用計画(F-plan)(3)は一部の中心地を除き住居地

域指定(容積率150%)されており、ゆとりのある郊外住宅団地とな

っている。団地の周縁部は一部西側の工業地域を除き、緑地地域

として指定されており、良好に管理された緑地に囲まれている。

さらに、当該団地は全体でB-planに基づく法的拘束力のある規制

がかかっているが、その目的は商業店舗のコントロールのためで

あり、住宅の規模や配棟規則を定めている訳ではない。一部地区

でB-planが策定されているものの、住宅地区において策定されて

いるのはまれである。このように住宅団地全体を統制するような

法定計画が存在しないため、本研究で述べるような統合的な基本

構想の存在は団地全体の方向性を定め、積極的に土地利用を誘導

していく際に重要だと考えられる。 

当該団地の既存研究では、高見・原田(2009)が現地調査及びヒア

リング調査から東の都市改造の概況と減築政策について論じて

いる 8)。また、馬場(2018)は当該団地でのパートナーシップの関係

性を示しつつ、建物除却後の跡地活用事例について述べている 9)。

このように当該団地の紹介がなされているが、敷地レベルでの詳

細な分析はなされておらず、当該団地全体の建物除却地の空間的

性質を捉えられているとはいえない。さらに、縮小傾向の激しい

旧東独地域とは異なり、当該団地は 2009 年以降人口増加の傾向

にある。それに伴い住宅開発圧も高まっているため、今後生活利

便施設の配置や人口構成の変化による教育施設の再編等、将来土

地利用の統制が重要である。加えて、当該団地の INSEKでは街区

レベルでの土地利用方針が図面上で大まかに記されており、建物

除却跡地との対応を分析することに適している。 

2-2. 研究方法 

まず、建物除却後の跡地利用の現況を明らかにするため、現地

踏査を行った。建物除却の位置はマルツァーン・ヘラーズドルフ

区提供資料を元に、グーグルアースの 2000 年、2018 年空中写真

データを比較して正確な建物位置を捕捉した 10)。現地踏査は2018

年4月26日から5月11日にかけて行われ、その際に現況跡地利

 
【図-1】対象地の位置と概況 

   
【写真-1】対象地での建物除却跡地の現況 (左: 緑地、中: プレイグラウンド、右: 移民用賃貸住宅) 
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用、訪問者がアクセス可能かどうか、管理放棄の有無を調査した。

ここで、管理放棄は敷地周辺が柵で囲われ、管理されていない樹

木が密集しているような状態と定義した。次に、INSEKにおける

跡地利用の基準を文献調査に基づき明らかにし、現況跡地利用と

INSEKにおける計画図とを対照させ、都市計画との対応を分析し

た。さらに、2003年時点の土地所有者、周辺人口密度、周辺緑被

率、最寄りの公共交通機関までの道路距離、最寄りのスーパーマ

ーケットまでの道路距離を用い、都市計画的対応に加えて現況跡

地利用と立地特性との関係性を分析した。各指標の概要は表1に

まとめた。なお、地域コミュニティ組織、都市計画コンサルタン

ト、区役所へインタビューを行い、建物除却跡地の活用に関して

補足調査を行った(4)。 

 

3. 建物除却後の跡地利用、立地傾向と都市計画的対応 

3-1. 現況跡地利用の概要 

建物除却を経て、当該対象地でどのような跡地利用がなされて

いるのかを現地調査によって明らかにした。区提供資料を参考に

現地踏査を行い、164件の建物除却跡地を観測した(図2)。 

はじめに、プレイグラウンドや商業施設等、地域住民の生活利

便性を上げるような利用が多くなされていることがわかった(表

2)。全体のうち、公園14 件、プレイグラウンド14 件、市民農園

7 件、公共利用建物10 件、商業利用建物13 件は地域住民が利用

可能なかたちで整備されており 、建物除却跡地の一部は有効に

利用されていた。 

続いて、68件(41.5%)の跡地は緑地・開発留保地であり、そのう

ち、22件(32.4%)は管理放棄されていた。これは、土地所有者が将

来開発のために土地を留保するが、適切に管理されておらず、地

域住民が利用出来るように意図されていない敷地が一部存在す

ると考えられる。緑地・開発留保地のうち、敷地内に立ち入れな

いのは37件(54.4%)であった。管理放棄された22件の緑地・開発

留保地は敷地内に立ち入れないので、15件は管理されていても敷

地内に立ち入れない緑地・開発留保地が存在することがわかる。

さらに、建物開発に着目すると、公共利用建物10件、商業利用建

物13件、住宅15件と、全体の23.2%にあたる38件が建物開発さ

れていることがわかった。住宅に着目すると、15 件のうち 12 件

は戸建て住宅地開発であり、既存の集合住宅ではなくファミリー

層を対象とした住宅開発もなされていた。 

以上を踏まえると、建物除却跡地利用は幾つかのパターンに分

けることが出来る。すなわち、消極的利用である緑地・開発留保

地、公園・プレイグラウンド・市民農園等の機能性を有するオー

プンスペース、そして建物・ガレージ等の建蔽地である。以下、

上記の跡地利用区分を用いて都市計画との対応を分析し、立地特

【表-2】現況跡地利用の構成 

現況跡地利用名 観測数 構成比 

緑地・開発留保地 68 41.5% 

公園 14 8.5% 

プレイグラウンド 14 8.5% 

市民農園 7 4.3% 

駐車場・ガレージ 9 5.5% 

公共利用建物 10 6.1% 

商業利用建物 13 7.9% 

住宅 15 9.1% 

工事中 14 8.5% 

計 164 100% 

緑地内アクセス 観測数 構成比 

可能 31 45.6% 

不可 37 54.4% 

計 68 100% 

緑地内管理放棄 観測数 構成比 

されている 22 32.4% 

されていない 46 67.6% 

計 68 100% 

 

【表-1】各指標の概要 

指標名 定義 
作成

年次 
単位 出典 

土地所有者 

公有(ベルリン都市州)、住

宅会社(ベルリン市出資)、

私有、不明に分類 

2003 - 
マルツァーン・

ヘラーズドルフ

区 

周辺人口 

密度 

(所在街区50mバッファ―

内の人口)/(所在街区50m

バッファー面積) 

2017 
人
/ha 

ベルリン市 

(FIS Broker)11) 

周辺緑被率 

(所在街区50mバッファー

内の緑地面積)/(所在街区

50mバッファー面積) 

2016 % 
ベルリン市 

(FIS Broker) 

最寄りの公共交

通機関までの道

路距離 

最短のバス停、トラム駅又

は鉄道駅までの道路距離 
2016 m 

オープンストリ

ートマップ 12) 

最寄りのスーパ

ーマーケットまで

の道路距離 

最短のスーパーマーケッ

トまでの道路距離 
2016 m 

オープンストリ

ートマップ 

 
 

【図-2】対象地における除却建物の立地と跡地利用種別 
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性を踏まえて建物除却跡地がどのように利用される傾向にある

のかについて考察する。 

3-2. 建物除却跡地利用と都市計画との対応 

はじめに都市計画資料を用い、建物跡地利用の方針について文

献調査を行った。建物除却と建物除却跡地に関して、2002 年

INSEKでは下記の通り言及している 13)。建物除却について、立地

的に不利な住宅は改修を行うことで短期的には状況改善を行え

るが、これまでに改修した住戸でも市場滞留時間が長く、中期的

にみれば、そのような住宅は改修したとしても市場価値を持たな

いとされた。建物除却跡地について、当初、区は建物除却跡地に

ついて公的利用での需要は無く、一部の地区で民間のオフィス利

用や住民集会所等を想定していた。しかしながら、建物利用とし

ての需要は大きくないため、オープンスペースとして管理するこ

とも同時に検討された。住宅街区の内部に出来たオープンスペー

スは民間に賃貸して管理する場合や、管理者が選定出来た場合に

は管理緑地として跡地利用を行う場合も、住環境の質向上につな

がると考え跡地利用として許容された。さらに、一部の建物除却

跡地は森として自然に回帰させることも想定され、学校等の公共

施設に隣接している場合には、プレイグラウンド等として利用す

ることも検討されていた。オープンスペースとしての需要が無い

場合、暫定利用としての緑地が想定されていた。これは、管理放

棄による建物除却跡地の否定的な印象を避けるためであり、公的

に管理される。上記の方針に基づき、2002年 INSEKでは、252,800

㎡を公的利用に適したオープンスペース、148,045㎡を民間利用に

適したオープンスペース、217,845㎡を民間の建設に適した用地、

53,055㎡を地区内留保地としてまとめている。すなわち、再活用

する用地のうち、約54.5%が民間の利用に適した用地であるとし、

民間への用地活用を期待していたことが伺える。 

このように跡地利用の全体的な考え方については言及されてい

るものの、具体的にどのようなプロセスで利用方針を決定するの

かについては明示されていない。それでは、このような考えのも

と計画的に除却され、将来方針を定められた除却跡地は、計画的

に望ましい現況跡地利用がなされているのであろうか。まず、計

画的な建物除却が現況跡地利用とどのような関係があるのかを

調べるため、2002 年 INSEK において建物除却と明示されている

現況跡地利用について、明示されていないものと比較した。両者

の対応をみると、2002 年時点で除却予定であるものは 73 件、そ

うでないものは 91 件と当初計画していない建物除却の件数が 18

件多い(表3)。各除却跡地利用の構成比をみると、緑地が除却予定

とされた場合はそうでない場合より5.6%低く、一方で公共利用建

物、住宅が除却予定とされた場合にはそうでない場合よりそれぞ

れ3.8%、5.7%高い。大きなカテゴリーでみると、公園・プレイグ

ラウンド・市民農園の構成比は除却予定とそうでない場合、それ

ぞれ20.5%、22.0%と大きな差異はないが、建物・ガレージはそれ

ぞれ32.9%、25.3%と、7.6%もの差が生じた。これは早期に除却を

計画したため、公共主導での土地管理が可能であり、土地の有効

活用がなされていると考えられる。 

続いて、INSEKによって設定された将来土地利用図と現況跡地

利用とを比較し、INSEKがどの程度計画的整合性を保持している

のかを調べた。本分析で用いる将来計画図は 2007 年に策定され

たものである 14)。2007 年 INSEK では建物除却跡地の方針を直接

示してはいないものの、街区レベルでの今後の地区形成方針につ

いて計画図を作成している。ここでは将来方針を11種類に分け、

現況跡地利用が緑地・開発留保地、機能性を有するオープンスペ

ース、建物・ガレージ等の建蔽地の場合と対応付けた。この時、

建物・ガレージは用途により公的、民間開発の差異があるため、

公共施設、商業施設、住宅・ガレージの場合に分けて分析した。 

結果、現況跡地利用は概ね2007年 INSEKの将来方針に従う形

で行われていることがわかった(表4)。住宅方針の場合に緑地・開

発留保地が 31 件と多く存在するが、これは住宅需要の減少のた

めに開発を留保しているためであると考えられ、また公共施設方

針で機能性を有するオープンスペースが 15 件存在するが、公共

空地と考えれば将来方針に反するとはいえない。 

また、INSEKは法的拘束力が無いため、現況跡地利用と相反す

るような事例は存在するが、その件数は多くない。具体的には、

緑地・オープンスペース方針のうち3件は住宅・ガレージ利用さ

れていた。そのうち、1 件は既存の中層集合住宅(11 階建)の中庭

部分に建てられた集合住宅(5階建)、1件は3棟連棟の集合住宅(11

階建)の真ん中を残した住宅、残りの1件は戸建て住宅となってい

る。さらに、住宅方針のうち6件は機能性を有するオープンスペ

ースとして利用されており、本来の利用とは異なるが公益的な利

用がなされていた。そのうち1件は市民農園で、これは2009年か

らベルリン工科大学が主体となって市民参加型で設計・施工を行

った、都市農園のパイロットプロジェクトである。また、他の 2

件の公園利用は一つの州立公園となっており、1 件は住民参加型

プロジェクトで竣工した公園である。 

 このように現況跡地利用は概ねコントロールされているが、将

来方針が定まっていないような地区、例えば住宅地区や現状維持

地区等では完全に都市計画的統制が取られている訳ではない。し

かしながら、公園、商業利用等の用途の明確な将来方針では、現

況跡地利用も概ねそれに従うか、緑地のまま管理されている事例

が多かった。さらに、跡地利用の事例は公的なプロジェクトであ

【表-3】2002年時点除却予定建物と現況跡地利用 

区分 

2018 年 

現況跡地

利用名 

  
2002 年時点で 

除却予定 
  除却予定でない 

  観測数 構成比   観測数 構成比 

緑地・開発留保地   28 38.4%   40 44.0% 

機能性を

有する 

オープン

スペース 

公園   7 9.6%   7 7.7% 

プレイグラウンド 5 6.8%   9 9.9% 

市民農園   3 4.1%   4 4.4% 

建物・ガレ

ージ等の

建蔽地 

駐車場・ガレージ 5 6.8%   4 4.4% 

公共利用建物 6 8.2%   4 4.4% 

商業利用建物 4 5.5%   9 9.9% 

住宅   9 12.3%   6 6.6% 

工事中   6 8.2%   8 8.8% 

計   73 100%   91 100% 
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る場合も多く、当該計画が順調に進んでいることが伺える。 

3-3. 土地所有、立地特性を踏まえた建物除却跡地の利用傾向 

建物除却跡地は土地所有者、生活利便性、都市化等の要因によ

って、現状利用の傾向に差が出ると考えられる。そこで、都市計

画的な対応に加え、跡地利用の差異が土地所有や立地特性に依存

しているのかを把握するため、多項プロビット回帰モデルにより

建物除却跡地の活用傾向を分析した(5)。表 5 は除却跡地の緑地・

開発留保地を基準として他の跡地利用がどのような傾向の差を

持つかを示しており、積極的な跡地利用の都市計画的対応及び立

地特性の傾向を掴むことが出来る。なお、工事中14件は除外して

いるため、観測数は150で分析している。 

まず、現況で機能性を有するオープンスペースとして利用され

ている場合、周辺人口密度、周辺緑被率が有意に負の値をとって

いた。すなわち、周辺人口密度が低く、かつ周辺の緑量が少ない

ような住宅地で公園等の跡地利用がなされていると考えられる。

このことから、公園等の跡地利用はある程度計画的に配置してい

るようであるが、INSEKと関係する変数は有意ではなく、他の原

理で跡地利用が進んでいるようである。 

建物・ガレージ等の建蔽地として利用されている場合、2003年

時点で公有地であった場合に有意に負の値を示している。すなわ

ち、建物除却時に私有地や住宅会社が所有している場合の方が、

現在建物・ガレージとして利用されている傾向にあることがわか

る。さらに、最寄りスーパーまでの距離と周辺緑被率が有意に負

の値を取っており、生活利便性が高く、緑量が相対的に少ない都

市部で建物跡地が建物・ガレージとしての利用されていることが

わかった。ただし、最寄りスーパーまでの距離は10%有意であり、

その相関が強いとは断定できない。また、建物除却予定にされて

いた除却跡地は有意に正の値を取っており、前述したように計画

的な除却によって跡地が有効活用されていると考えられる。

INSEK で機能性を有するオープンスペースの利用方針であった

場合のダミー変数は有意に負の値を取っている。これは、将来方

針を定めることで、少なくとも機能性を有するオープンスペース

の方針である除却跡地において、建物が立地することはまれであ

【表-5】建物除却跡地利用と立地特性、都市計画的対応との関係 

説明変数 係数値 
標準

誤差 
z値 P > | z | 

跡地利用1：緑地・開発留保地 

ベース・アウトカム 

跡地利用2：機能性を有するオープンスペース 

(切片) 1.775 1.007 1.760 0.078 † 

公共交通距離 0.001 0.001 1.290 0.197   

スーパーマーケット距離 -0.001 0.001 -1.040 0.300   

2003年公有地ダミー -0.235 0.432 -0.540 0.587   

周辺人口密度 -0.007 0.003 -2.520 0.012 * 

周辺緑被率 -0.033 0.020 -1.660 0.098 †  

2002年時点除却予定 0.165 0.341 0.480 0.628  

2007年INSEK_機能性を有す

るオープンスペースの方針 
0.154 0.806 0.190 0.848  

2007年INSEK_建物・ガレー

ジ等の建蔽地の方針 
-0.169 0.366 -0.460 0.644  

跡地利用3：建物・ガレージ等の建蔽地 

(切片) 2.706 1.063 2.550 0.011 * 

公共交通距離 0.001 0.001 1.240 0.215   

スーパーマーケット距離 -0.001 0.001 -1.660 0.096 † 

2003年公有地ダミー -0.871 0.409 -2.130 0.033 * 

周辺人口密度 -0.004 0.003 -1.430 0.152   

周辺緑被率 -0.046 0.020 -2.330 0.020 * 

2002年時点除却予定 0.733 0.345 2.130 0.034 * 

2007年INSEK_機能性を有す

るオープンスペースの方針 
-11.138 0.569 -19.560 0.000 *** 

2007年INSEK_建物・ガレー

ジ等の建蔽地の方針 
-0.251 0.360 -0.700 0.485  

観測数 150  

Wald χ 2検定 (p値) 3629.15 (0.000)  

疑似対数尤度 -145.85  

統計的有意性 ***: 0.1%; *: 5%; †: 10%; 標準誤差はロバスト標準誤差 

【表-4】将来土地利用図と現況跡地利用との対応関係 

2007 年時点将来方針 2018 年現況跡地利用名 観測数 

緑地・オープンスペース 

緑地・開発留保地 21  

機能性を有するオープンスペース 7  

建物(住宅・ガレージ) 3  

公園 緑地・開発留保地 4  

市民農園 機能性を有するオープンスペース 3  

草地・森林 機能性を有するオープンスペース 2  

住宅 

緑地・開発留保地 31  

機能性を有するオープンスペース 6  

建物(公共) 5  

建物(商業) 2  

建物(住宅・ガレージ) 12  

住宅＋商業店舗 緑地・開発留保地 2  

商業施設 
機能性を有するオープンスペース 1  

建物(商業) 4  

公共施設 

緑地・開発留保地 7  

機能性を有するオープンスペース 15  

建物(公共) 3  

地区安定化 

(地区利便性向上) 

建物(公共) 1  

建物(商業) 4  

現状維持 

緑地・開発留保地 3  

機能性を有するオープンスペース 2  

建物(公共) 1  

建物(商業) 3  

建物(住宅・ガレージ) 4  

計画無し 建物(住宅・ガレージ) 4  

凡例   

 : 緑地・開発留保地  

 : 機能性を有するオープンスペース  

 : 建物・ガレージ等の建蔽地  

※現状利用が工事中のものは除く。 
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るということを示している。 

以上から、建物除却跡地は主に土地所有者と周辺環境との関係

により定まる傾向にあり、特に周辺の人口密度や緑被率と一定の

相関がみられた。ただし、公共交通や生活利便施設に近接してい

るからといって、必ずしも積極的な跡地利用がなされるとは限ら

ないことがわかった。特に建物・ガレージとして現況利用されて

いる跡地は、INSEKの策定当初から建物除却予定になっていた土

地である場合が多く、土地の有効活用が図られていると考えられ

る。 

 

4. まとめ 

本研究は建物除却先進地であるマルツァーン・ヘラーズドルフ

住宅団地において、現況跡地利用と INSEKとの対応をみたのち、

立地特性を踏まえた現況跡地の利用傾向を分析した。結果、建物

除却が早期に計画されている土地では建物・ガレージとしての積

極的利用が多くなされ、現況跡地利用と将来方針に大きな乖離が

ないことから、都市計画的な誘導が有効に行われていると考えら

れる。このように民間も含めた土地利用コントロールが上手く行

われているのは、公有地を払下げする際に適切な条件をつけてい

る可能性があり、今後更なる調査・分析が必要である。 

このように計画的な建物除却、跡地利用を遂行している当該団

地であるが、近年の人口増加基調にあり、上位自治体であるベル

リン都市州からの住宅開発圧力には逆らえないとのことである(6)。

従って、住宅需要の機運の高まりから建物除却、減築は2009年以

降行われなくなり、縮小都市に対する基本構想である INSEK は

2012 年以降から更新されていない。現在は公共施設基本構想 

(Soziales Infrastruktur-Konzept: SIKo)が公共施設配置を中心とした

統合的計画として参照されており、建物除却跡地の公共施設基本

構想における位置づけは、今後調査・分析を進める必要がある。 

本研究の対象地は他の旧東独地域と比較して空き家率が高く

なく、都心に近いために住宅開発圧力が高まっている場所である。

そのため、当該団地での建物除却はいわゆる予備的な住宅地構造

の改変ともいえ、将来的な地域住民の生活の質を維持するための

施策であるといえる。今後の課題としては、建物除却後の跡地利

用が周辺地域住民にどのような影響を及ぼしているかを把握す

ることである。 
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補注 

(1) マルツァーン・ヘラーズドルフ区の統合的都市発展基本構想

は 、 2002 年 策 定 時 に Integriertes Entwicklungs- und 

Handlungskonzept (IEHK)、2007年、2012年策定時に Integriertes 

Stadtentwicklungskonzept (INSEK)と名を変えているが、基本的

に両者は同内容のものであり、他都市において INSEKが一般

的であることから、INSEKと略称を統一している。 

(2) マルツァーン・ヘラーズドルフ区提供資料に基づく。 

(3) ドイツの自治体における、建築法典に基づく土地利用コント

ロールはF-planとB-planからなり、F-planは広域的な見地か

ら土地利用のあり方を示し、B-plan は特定地区の土地利用・

建築を具体的に規制・誘導するものである。詳しくは、瀬田

(2005)を参照されたい 15)。 

(4) インタビューは以下の方法・日時で行われた。 

Victoria Loprieno氏:事務所訪問・2018年4月20日 

Carolin Pätsch氏：メールインタビュー・2018年6月8日 

Sven Hanczuch氏：区役所訪問・2018年6月19日 

(5) 多項プロビットモデルは複数の選択肢について、選択傾向を

分析するために用いられる。このとき、選択確率が正規分布

に従うと仮定し、基準となる選択肢からの選択傾向の差を推

定することが可能である。 

(6) マルツァーン・ヘラーズドルフ区インタビュー結果に基づく。 
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