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豊洲より築地がいい
これだけの理由
「豊洲移転は不可能」で
もう世論はまとまり始めた。
キーマンが誰よりも早く
具体案を提言する。

世界でも稀な︑
生きた
﹁魚河岸文化﹂
中沢 これまでマスコミでは
タブー視されている感があっ
たのですが︑そろそろ﹁築地
市場の改修﹂について︑具体
的に議論すべき時が来ている
と思います︒東京都や市場関
係者の間での議論をふまえて
も︑﹁豊洲移転﹂は難しい情勢
になっている︒
そこで今日は︑
﹁築地改修﹂
を以前から主張さ
れている森山さんに︑改修の
可能性について詳しくおうか
がいしたいと考えています︒
改修案を出そうというから
に は ま ず︑
﹁なぜ築地でなけ
ればいけないか﹂という問い
に答えねばなりません︒築地
市場の価値は︑経済的な観点
からばかりではなく︑文化と
伝統︑観光資源やブランドと
しての価値の視点からも︑評
価される必要があります︒と
ころがこれまでの議論では︑
このことが無視されてきた︒
森山 単なるお金の計算では
分からない︑目に見えない遺
産が築地にはありますよね︒
世界中の観光客が築地に来

るのは︑物珍しさだけではな
く︑築地市場がグローバル経
済の象徴でもあるからだと思
うんです︒日本中︑世界中か
ら集まった品物が選別され︑
切り分けられ︑たくさんの魚
屋さんや料理屋さんに渡って
いく︒金融やＩＴは目に見え
ませんが︑築地の場合︑魚介
類という具体的なモノがあり︑
それを人が扱っている姿を目
の当たりにできますから︒

経済効率だけ
考えればいいのか
中沢 日本人は昔から魚介類
と格別な関係を作ってきまし
た︒それは文化の本質につな
がっています︒
同じ市場でも︑
野菜や肉を扱うのとは︑日本
文化にとっての意味が違う︒
築地市場は︑海と直に触れ
ている市場として発達してき
ました︒その前身は︑江戸初
期に作られた日本橋魚河岸で
すが︑
江戸時代の魚河岸でも︑
海から直接河岸に接続し︑板
舟という棚に新鮮な魚を並べ
て売る方式をとっていた︒﹁自
然との接触を保つ﹂という日
本文化の本質が︑築地市場で

場内の仲卸売場には800以上の業者が軒を連ね、早朝から動き出している

はとりわけ重要な価値として
育てあげられてきたのです︒
魚介類のことなら︑築地の仲
卸さんに聞けば分からないこ
とはないというほど︑この市
場には魚介類にかんする膨大
な知識が蓄積されてきた︒
築地市場の建物は老朽化し
ていて汚い︑と言う人がいま
す︒確かにその通りかもしれ
ません︒しかしその築地に︑
３００年以上にわたって育ま
れて来た貴重な
﹁魚河岸文化﹂
が蓄積されているのです︒
こういう価値の蓄積はお金
には換算できません︒目にも
見えにくい︒
現代人の力では︑
似たものを再現することさえ
難しい︒かけがえのない価値
の蓄積を無視して︑流通の効
率化だけを最優先して作られ
た豊洲市場へ移転すれば︑日
本文化はあっという間に︑莫
大な富を失ってしまいます︒
森山 分野は違いますが︑東
京のもう一つの市場に
﹁木場﹂
があります︒しかし︑ 年代
に新木場に移転してからあま
りうまくいっていません︒
中沢 それは残念な話ですね︒
森山 木材は魚とは逆に︑﹁お

そこに魚河岸が開設された︒
ついで今の築地にあたる﹁鉄
砲洲﹂にまで造成が拡大する
のが︑明暦の大火︵１６５７
年︶の直後︒このとき︑築地
の埋め立てを担ったのが︑魚
河岸を開き築地本願寺を作っ
た佃島の漁民たちでした︒佃
島じたい︑彼らが埋め立てて
作った人工島です︒その土木
技術力は確かなものなんです︒
埋め立てに使われた土砂の大
半は︑神田山をはじめ江戸各
地の台地を削って運んできた

爺さんが採って孫が売る﹂よ
うな︑商品になるのは何十年
後という世界なんです︒しか
し今︑昔採った貴重な銘木が
やっと市場に並んでも︑使う
人がいないんですよ︒
それは需要が減っただけで
なく︑
木の種類を見分けたり︑
﹁ここにはこの木を使おう﹂
といった知識が業者から失わ
れたことも大きい︒単に外国
から安い木材が入ってきたせ
いではないと思うんです︒
魚市場が豊洲へ無造作に移
転した場合︑おそらく同じこ
とが起きるでしょう︒業者が
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が︑地面に浸みているかもし
れない点だけ︒土壌調査が必
要ですが︑広範囲に浸透して
いるわけではないでしょう︒
また︑築地の土地は５ｍ も掘
ればかなり固い地盤に当たり
ます︒築地はもともと遠浅の
海の一部で︑地盤がしっかり
しています︒物理的な特性を
考えれば︑豊洲と築地を同列
に語ることはできません︒
中沢 築地の造成は江戸時代
のごく初期におこなわれてい
ます︒
まず日本橋界隈ができ︑

ものなので︑汚染の可能性は
きわめて低いと思われます︒
それに加えて︑地盤的にも築
地のほうが安全なわけですね︒
森山 豊洲の場合は周辺の水
深が ｍ くらいですから︑そ
れくらい掘らないと堅い地盤
がない︒地下水や液状化の懸
念があるのはそのためです︒
中沢さんが﹃アースダイバ
ー﹄で書かれているように︑
土地にも歴史ありで︑ひとつ
ひとつ成り立ちも特性も違う︒

築地市場の水産物
取扱量は１日あた
り約1600ｔ、取引
価格は約16億円。
もちろん世界一だ

もりやま・たかし／'65
年生まれ。
一級建築士、
建築エコノミスト。新
国立競技場計画の見直
しに関して、代替案を
提示し注目される。昨
年９月、小池百合子東
京都知事が新設した
「市場問題プロジェク
トチーム」委員に就任
なかざわ・しんいち／
'50年生まれ。明治大学
野生の科学研究所所長。
新国立競技場に関して
'14年に建築家の伊東豊
雄氏と計画見直しを提
言。
本誌連載
『アースダ
イバーActive 築地市場
編』では築地の歴史的
重要性について執筆中
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魚の選び方や食べ方を分から
なくなっていく︒

安全性も地盤も
はるかに築地が上
中沢 日本の食文化を世界中
に売り出そうとしている矢先
に︑自殺行為に等しい愚かな
ことをしでかそうとしている
としか思えません︒
豊洲市場の建つ土地に関し
ては︑すでに多くの問題点が
指摘されていますが︑一方で︑
築地市場にも懸念すべき問題
があるという人たちもいます︒
中でもよく聞くのが﹁豊洲が
汚染されているなら築地だっ
て汚染されている﹂という主
張です︒実際にはどうなのか
と思い︑江戸時代からの湾岸
埋め立ての歴史を調べてみま
したが︑両者を同列に論じる
ことはできませんね︒
森山 築地市場の土地には︑
豊洲と違い︑大規模な土壌汚
染対策が必要になるような前
歴はありません︒かつて築地
には海軍の学校が建っていま
したが︑考え得るリスクは︑
戦後の米軍が一時期接収した
折のクリーニング場の洗浄液

豊洲には豊洲のいい面もある
と思います︒だから︑豊洲が
ダメなら築地もダメだ︑と言
い始めると︑東京はみんなダ
メという話になってしまう︒
中沢 もうひとつ︑築地が汚
染されているという主張の根
拠としてよく出されるのが
﹁被曝マグロが築地市場に埋
められている﹂
という話です︒
１９５４年のビキニ環礁水爆
実験で被曝した約２ｔ のマグ
ロとサメを守衛室近くの地面
に埋めたというのですが︑大
江戸線築地市場駅ができる時
に掘ってみたけど︑何も出て
こなかった︒放射線測定器に
も反応はなかったようですね︒
森山 仮に埋まっているとし
ても︑そのマグロが被曝した
プランクトンを食べた状態だ
ったのか︑外側から放射性物
質を浴びただけの状態だった
のかによって汚染度も変わり
ます︒なにより︑ほんとに埋
めたかどうかも確認できない
わけですから︒
中沢 地歴的に見ても︑文化
的観光的な価値からも︑築地
市場の改修・存続には︑多く
のメリットがあると思います︒
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いるかというと︑ 年にいっ
たん改修が決まったことがあ
って︑工事の準備を始めてし
まったんです︒荷物を棚から
出して︑床に段ボールを並べ
た状態で
﹁引っ越し中止﹂とな
ったようなもので︑
そのせいで
通り道がなくなっている︒
混雑を和らげつつ︑いかに
今あるメインの建物を残して
いくか︒近年の建築界では古
い建物を再生する潮流があ
り︑技術も発達しています︒
詳しくは上の図でご説明した
いと思います︒
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中沢 青果部の建物にはアス
ベスト︵石綿︶があると心配
する声もありますが︒
森山 市場内のアスベスト
は︑すでにほとんどが除去・
交換︑あるいは固着処理がな
されています︒アスベスト除
去の専門業者もいますし︑築
地以外の古い公共施設でも当
然やっていることですからね︒
中沢 最終的には費用の問題
が大きな論点になるでしょ
う︒改修の全費用は︑ずばり

豊洲に行くより
安上がり

現在の築地市場。手前で弧を描くのが心臓部の水産仲卸売場

どれくらいになると見積もっ
ていますか︒
森山 以前の建て替えプラン
では︑全面再開発で２０００
億円以上︑市場内の改修だけ
でも１０００億円以上とされ
ていましたが︑当時に比べて
工事を大幅にコンパクト化す
る前提ですから︑６割くらい
の金額で可能だと思います︒
しかも新築ではなく︑建物
の構造体再生が主体ですか
ら︑新築に比べて６〜７割の
費用で抑えられます︒１００
０億円強の７掛けの７掛けと
考えて︑５００億〜６００億
円が基本予算になるでしょう︒
中沢 豊洲市場を別の用途に
使用する案もいくつか浮上し
てきています︒コスト計算に
その売却益も入れることがで
きるのでは？
森山 豊洲市場は土地の値段
が３０００億円弱︑建物の費
用が二千数百億円で︑しめて

荷受けした魚はまず競りにかけられる
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市場の構造全体を壊して再開
発する計画でしたね︒
森山 現在の視点から考える
と︑
大規模再開発ではなく︑
築
地の機能と特性を維持してリ
ニューアルすべき︒昔より流
通量も業者さんの数も減って
いますから︑改修範囲ははる
かにコンパクト化できます︒
なぜ現在の築地が混雑して

築地川本川

青果部
築地市場の心臓部・仲卸業者売場
は営業しながら工事するローリン
グ工事を行う。現在ある建物を活
かし、耐震補強などを中心に施
工。外側の荷受け場から内側の買
受茶屋へ商品の流れを整理する




現在、 茶屋の北側にあ
る商店・飲食店街は、場
外市場の近くへ移設。
業
者と観光客が交錯しな
くなり、 利便性も向上

築地市場は本来、円
形の建物の外周に鉄
道が入り、そこから
中心へ商品を運べる
よう作られていた。
現在はトラック輸送
が主流になり、場内
が混雑しているため、
市場の外周に道路を
通して搬入後のトラ
ックが通り抜けられ
るようにする。
工事手順は、①まず
場内の飲食店や商店
を外周部の建物へ移
設。②駐車場や加工
棟も新設の建物に収
容し、③市場中心部
を占める買い物客の
プラットフォーム
「茶屋」は一時避難
かコンパクト化して
工事スペースを確保
する。④仲卸売場の
業者は、工事中は区
画を分けて順繰りに
仮設建物に避難して
もらう。青果部門も
同様に進める。左図
の濃い色が新設建物
買い付けに来た小売業
者の荷捌き場である茶
屋は、 工事中は一時的
に場所をずらすが最終
的には元の位置へ戻す

水産増築部

5
築地市場最大の問題が、
外周部に乱立する建物。
整理してトラックの通
り道を作る。 荷下ろし
後は勝どき門から出る

市場橋門
新 大 橋 通り

ターレが行き交い、動線が複雑になりすぎている

築地の遺産を
守り︑
受け継ぐ

青果門

     

駐車場
加工棟
管理棟
駐車場
事務所棟

正門

中沢 問題は︑築地を市場と
して機能させながら改修を進
められるかどうかですが︒
森山 可能です︒
かつて 年︑
年に出された築地改修案
は︑
いかにも大がかりでした︒
当時は日本経済も好調だった
し︑築地が取り扱う物流量も
非常に多かったからです︒
中沢 当時の改修案は︑築地
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約６０００ 億円かかってい
る︒新古物件で半額になった
として︑
建物が１０００億円︒
土壌汚染対策費用を買い主が
かけるとすると︑土地の金額
は２０００億円ほどに下がり
ます︒目安は３０００億円前
後ではないでしょうか︒
中沢 生鮮食品を扱うという
高いハードルがなくなれば︑
豊洲には別の可能性が開け
る︒発想を柔軟に転換させる
ことが必要ですね︒
森山 このまま豊洲市場を使
うとしても︑追加費用が１０
００億円近くかかる︒それな
らその費用を築地改修に使い
豊洲を売れば︑そこそこで損
切りできるということです︒
中沢 この問題についての議
論も︑
つぎのステップに進める
べき時が来たようです︒東京
都だけでなく日本の未来を左
右 す る 大 問 題 で す か ら︑我 々
国民も心してかからないと︒
森山 そうですね︒次の世代
に︑築地市場という稀有な遺
産をぜひ受け継いでもらいた
い︒私たちが今ここで潰して
しまったら︑すべてがおしま
いですから︒

