
2019 年解体された 「機関工場」→

　　神奈川県横須賀市浦賀地区ー浦賀船渠
浦賀（うらが）は、 神奈川県横須賀市東部にある地域。三浦半島の東部に位置し、 東京湾の湾口部、 浦賀水道に

面する。 南南東から北北西へと深く海が切れ込み、 浦賀港として利用されている。 湾の入り口には住民の便のた

め市道の一部として東西を結ぶ 「浦賀の渡船」 が運行されている。旧浦賀町域については、 標高の高い山はない

ものの山がちな地形で、 海岸近くの平地に市街地が形成されている。 しかし近年は京浜地域のベッドタウンとして

発展し、 山の上に住宅団地が造られている。 また北方の丘陵地（小原台）には、 防衛大学校が置かれている。

N

浦賀ドック
（旧浦賀工場）

京急線
 浦賀駅

レンガドック

横浜市

東京都

　　  　            面積 　       人口　          人口密度

横須賀市　100.82㎢　　393,147人  　3,899人/㎢

   ∟ 浦賀      1.189㎢   　  5,856人  　  4,925人/㎢

敷地面積　約126,000㎡

敷地について

造船技術やペリー来航など歴史的に有名な浦賀という地域。ものづくりで発展してきたこの土地の

歴史を守り、新たなアートを生み出すランドマーク的アートシティの構築を目指す。浦賀ドックや

機関工場など歴史的価値の高い建築物を解体するのではなく、付加価値を加えて古いものから新た

な魅力を生み出していく。それと同時に周辺住民にとっての憩いの場となる場所をデザインする。

近代化産業遺産の再生
歴史を守り新たな価値を生み出すランドマーク的アートシティの構築t h e m e

URAGA art space
renovation plan of the Uraga Dok and shipbuilding company

●現在
◆浦賀船渠＝住友重機械工業株式会社旧浦賀工場跡地

浦賀船渠㈱は、 住友重機械工業と社名を変え、 通称、 浦賀ドックとして地元に根を下ろして事業を展開

してきたが、 平成 15年に工場は閉鎖。 数々の駆逐艦や帆船など 1000 隻以上の船舶を建造してきたこ

の造船所は日本の造船史に欠かすことができない輝かしい歴史を持っている。

◆世界に５基しかないレンガドック遺産

2003 年に稼働を停止した巨大なクレーンが残るレンガドックは、 いま再開発が進もうとしている。浦賀

には貴重なドックが２つ残されている。一つが対象敷地内にある浦賀駅前の住友重機械工業のドック、 も

う一つが浦賀湾口にある川間ドック。オランダ・アムステルダム郊外のデン・ヘルダーの２基、ロッテ

ルダムヘルフースルイス郊外の１基とともに、 浦賀ドックは世界に５つしか残されていないレンガ造りの

ドックの中の1つである。レンガドックは、 歴史のなかである時期しか作られなかった世界的にも貴重な

産業遺産で、 オランダの３基は再開発されて、 博物館として整理・保存・公開されているが、 浦賀の

２つは手つかずの状態。レンガ造りのドライドック（明治32(1899)年建造）を見られるのは国内で唯一こ

こだけ。【全長136メートル／幅17メートル／深さ9メートル】

■2007 年（平成 19年）11月 30日

浦賀船渠の第 1号ドック、ポンプ施設、ドックサイドクレーンが近代造船業成長の歩みを物語

る近代化産業遺産群の構成遺産のひとつに認定。

■解体が進む造船の象徴

2005年、 「浦賀ドック」 の建物群のうち、 16棟のうち半数の８棟が取り壊された。 閉鎖から 10年

以上経ち老朽化や安全面を考慮しての判断。歴史的価値の高いレンガ積みドライドックは対象に入ってい

ない。そして 2019 年、 「浦賀ドック」 で、 代表的な建物とされる 「機関工場」 が、 老朽化のため

解体される。すでに多くの建物が解体されており、 造船の街の象徴がまた一つ姿を消す。

浦賀ドックは一般公開されていないが、 周囲からドックの姿を見ることができる。 また、 地元のお祭り

などのイベントや子供たちの学習活動のために定期的に公開し利用されている。 地元の人にとっては憩い

の場ともされていた。2021年（令和3年）3月に住友機械工業から横須賀市に無償で寄付される予定。

レンタル型アーティスト居住区兼制作スペース
制作環境と居住環境を整えた
ものづくりのための宿泊型居住区

資材道具倉庫兼販売所
東京湾に面していて船での運搬も可能

制作物を販売するための商業エリア
集合型ポップアップストア形態で

流行の流れをつくる イベントスペースや公園
地元の催し物や花火大会などに

利用できるスペース居住者、周辺住民のための
必需品がそろう店舗

歴史資料館
浦賀地区やものづくりに関する資料

造船技術などを学べる
教育施設
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URAGA PORT

URAGA STATION

0　　　25　　  50　　　　　　100（ｍ）

SCALE BAR   1:2400

来客動線
周囲が 50ｍの山に囲まれた地形、
そして深く海が切り込んでいるた
め交通は浦賀駅からの出入りが中
心である。
そのため敷地を囲む大通りは交通
量が多い。入り口を複数に分散さ
せて、アクセスの不便を軽減させ
ている。

資材搬入・制作物搬出動線
資材の搬入搬出は浦賀港からの船
による運搬を中心として行う。
敷地内に車道を設けて運搬の不便
もなくす計画である。
ポップアップストア出展者のため
の搬入は大通りからも海からのア
クセスもしやすい立地を考えた。

URAGA STATION

URAGA PORT

アーティスト居住区

制作スペース

複合型商業施設

公園

イベントスペース 資材倉庫兼販売所

集合型ポップアップストア

ものづくり資料館

URAGA STATION

URAGA PORT

アーティスト居住区

制作スペース

複合型商業施設

公園

イベントスペース 資材倉庫兼販売所

集合型ポップアップストア

ものづくり資料館

配置計画
海に向かうラインを重視し、敷地の中心部に浦賀のランドマークとなる帆船を模した建築物を配置。浦賀船渠にもともとあった建物の構
造を生かして切妻のトラス屋根を多用たり、素材の使い方で全体的な統一感をだす。周囲に建物が密集した広い敷地なので、窮屈さを感
じさせないように建物同士の距離感を意識した。造船時代に実際に使われていた道路をこの計画にも落とし込み、ランドスケープの観点
から建物同士の繋がりをその道路が担っている。
敷地内の周囲に遊歩道や公園を配置したり、地元の催し物にも使用できるイベントスペースを設けることで周辺住民の利用を促し、憩い
の場としての意味合いも与える。毎年行われる地元の花火大会もここで行われ、中心部の円形の階段スラブに座って花火を楽しめる。
浦賀駅から向かって玄関口となるアーティスト居住区は圧迫感を感じさせないように高さや配置を考えた。平面図はいかだの様なデザイ
ンで海を彷彿とさせる遊び心も加えた。
海に向かって傾斜のある造船台の上にはシンプルさを意識した箱型建築を配置し、他の建物とのちぐはぐさをあえて強調させるようにし
て全体にアクセントを加えている。
複数の建物が連立した機関工場であった建物を抜けるとレンガドックとその中に帆船を模したオブジェの姿が見える。造船業が栄えてい
た時代の風景を現代にも残し、このURAGA art space に訪れた人たちがものづくりを通してこれらの歴史や技術を受け継いでいって欲
しい。
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居住区平面図
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▲ アーティスト居住区兼制作スペース
対象敷地であるこの浦賀船渠は山間に囲まれているのに加えて東京湾の入り組んだ土地であるため、都市部からのアクセスがしにくい。遠方
若者の姿が少なくなっていることも踏まえて、遠方の客を求めるではなく、この土地から自分たちがものづくりを発信させる場所をつくる。製作者がこの土地に住み、地元に根付きながら自分たちの制作に取り組みやすい環境の設計を目指す。
　設計について
レンタル型宿泊施設として利用することを目的とした居住区。短期・長期滞在が可能で、外部からのポップアップストア出展者のホテル利用も可能。40FTコンテナ内を居住空間としてコンテナハウスが並ぶ。83戸並び、おおよそ4区画に分かれる。
区画ごとにカフェスペース、制作スペース、共同生活スペース、展示スペースをおおまかに設けて生活しやすい環境をつくる。また区画ごとにスラブ高さを変えることで風の通りや視線の先に見える景色に変化を与える。加えて、通路を居住フロア
より400～500高くすることでパブリックとプライベートを分ける効果と床下空間への吹き抜けをつくる。床下空間は自由にカスタマイズできる仕様で、住む人たち自身がまちをつくりあげていく意味合いを与えていく。
また住民の駐車スペースとしても利用する。構造は鉄骨RC造でコンテナサイズの2438×12192グリッドを利用して柱を配置。

SCALEBAR 1:1200
0　　  12.5　　25　　　　   　50 (ｍ )

①

②

③
④

居住区域の玄関となる敷地最北端の場所からみた居住区パース。
もともとあった建物を移動さることで浦賀駅方向に対する圧迫感を解消

居住区内の通路を進むと各ブロックごとに共有スペースが現れる
ものづくりに携わるもの同士のコミュニケーションや情報交換の場
としての意味合いも強いので、たくさんのコネクションが望めるかも

制作スペースであるマジックミラー建築の中から居住区を眺めたパース
地上からの景色とは違ってコンテナハウスが建ち並ぶ様子はミニチュア
感が味わえて可愛い

上部パースと反対側商業エリアに臨んだ景色
船を模した特徴的な建築物が映えて目に楽しい
海に臨んでいるため視線が先に続いていくような錯覚を味わえる

①

②

③

④

からくる人の多くが敷地北部の浦賀駅を利用する。それによって周囲の大きな道路の交通量は比較的多い。

▲ 周囲の景色を取り込む造船台の上のマジックミラー建築
この浦賀船渠には造船時代に実際に使われていた前兆90ｍ越えの造船台が存在する。高さはGL+3500。その
上に階高2700の4階建て箱型建築が浮くように建つ。周囲を囲う居住区の最高高さが7000であるため、居住
区や周辺地域からのビューを意識して設計を行った。
マジックミラーは入射光の一部を反射させて一部を透過させる性質をもったミラーである。その仕組みにより
、明るい場所でマジックミラーを見ると、自分の姿やいる場所しか確認できない。明るい部屋だと鏡になり、
暗いと透けて見えることになる。ファサード素材にマジックミラーを使うことで、明るいときと暗いときの見
える変化を楽しむことができる。昼は周辺環境を、夜は内部の人たちの動きや光が内部から漏れだす表情をみ
ることができる。
また、各階のスラブを東京湾に向かって反対方向にズレを加えることで海への眺望と広々とした空間の実現を
目指した。マジックミラーのファサードで、構造は鉄骨造。居住区の端点から延長線上に配置するようにして
、居住区からのアクセスしやすさを考えている。この建物の用途は、制作スペースで、内部に固定壁を設けて
いないため、大きな機材を置いたり、展示会場として利用したりなど自由な使い方ができる。
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SCALEBAR 1:1200
0　　  12.5　　25　　　　   　50 (ｍ)

4 階平面図
東ー西 断面図

北ー南 断面図

▲現存倉庫を資材運搬の経由点に
もともと浦賀駅からの浦賀船渠玄関口にあったいまだ唯一現存している倉庫を構造をそのままに
浦賀湾湾口部に移動させ、構造補強を行った。用途はアーティストが使用する資材の搬入、運搬
、購入ができる資材倉庫兼販売所。浦賀湾に面しているので、海から船でのアクセスが可能。
倉庫内に車道を通しているため、雨天でも問題なく搬入、搬出ができる。

▲機関工場リノベーション
既存の構造に新しく構造を加えて補強兼新たな魅力を生み出す。既存の
鉄骨トラス構造にRC壁で躯体の強度を上げる。トラス構造の美しさを余
さず魅せるためコア部分以外は半屋外設計を考えた。
外から見た時のスラブと階段の関係性が特にこだわった点。スキップフ
ロア構造で動線に遊びを加えている。外壁は煉瓦が崩れたデザインにな
っていて、中の植栽が覗くようなイメージ。古きと新しき双方の魅力が
感じられる。
この場所は居住区の人たちが制作したものを集合型ポップアップストア
形式で売り出していくメインの場所。早いサイクルで販売物が入れ替わ
っていくので、内装デザインも変化していくのが楽しめる。
工場跡の隣の浦賀ドックには船を模したオブジェがあり、貴重なレンガ
ドックの中から船を見上げることができる。

あえてスラブを設けずトラスを魅せる
カーテンウォールで大きく開口をとって南からの光が工場内に降り注ぐ

⑤

浦賀ドックに船構造を模したオブジェがありレンガドック内を見学することができる
夜にはライトアップし、浮かび上がる船が幻想的

⑥

SCALEBAR 1:2400
0　　   25　　 50　　　　   　100 (ｍ)

1 階平面図

3 階平面図 屋根伏せ図

1 階平面図 2 階平面図

屋根伏せ図

⑤

⑥

3 階平面図

2 階平面図
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半地下 １階平面図 3階平面図 屋上平面図２階平面図

⑧

⑦

SCALEBAR 1:1200
0　　  12.5　　25　　　　   　50 (ｍ)

▲帆船の構造を模したランドマーク的商業施設
浦賀といえば造船。なかでも日本丸や咸臨丸といった帆船は浦賀では有名で代表的な船。咸臨丸とは幕府海軍が保有した軍艦で、木造バーク式３本マスト
を備えた蒸気軍艦である。また勝海舟が乗った船としても知られている。造船が盛んだったころの浦賀港には船がひしめきあっていたが、今は面影がなく
唯一残っているのは浦賀ドックと他ドックひとつ、造船台と数棟の建物だけ。この浦賀船渠の敷地中心部にあるドック内にランドマークとなる帆船を模し
た建物を設計した。水紋をイメージした円形スラブがこの建物と一体化していて、各階どこからでも出入りができる。この円形スラブの真ん中はイベント
スペースとして使用する。中心に向かって階段スラブがあり、そこに座ってイベントを楽しんだり休憩したりと憩いの場となる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設計について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浦賀に帆船が寄港する姿を現代でも見ることができるようデザインしたいという思い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で設計を行った。モデルにしたのは咸臨丸の船構造。(右図) 流線的な構造と３本マス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トの特徴を踏まえながら現代的な建築を目指す。コンクリート基礎で竜骨部分と土台
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を支え、梁と柱は鉄骨造、周囲の壁はガラス構造。半地下から3階建て、屋上空間が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ある。内部構造は船体の構造を模して、部屋であったり通り道であったりテラスであ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ったりと各階によって構造を変えている。屋上には膜構造でマストを模した屋根をか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けた。屋根の素材はCFRPを使用し、軽量化。

トラス構造の屋根が円形中心部から海に向かって架かっていて
その下にはカフェや休憩スペースとして利用できる空間になっている
入口の斜めファサードがこの建物のミソ

⑦

⑧

浦賀湾に臨む屋根下空間と船首デザイン
トラス屋根下の1階が屋内空間と半屋外空間
湾に少しはみ出した部分がテラス席となり海を一望できる
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