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This paper aimed to examine planning policies of urban regeneration in East London before Olympic project was 
conceived, and to compare these planning policies and the legacy planning in London's Candidate Files.  In the 
1990s, UK Government continued urban regeneration projects in East London subsequent to Docklands' 
redevelopment.  But these projects had proceeded in a piecemeal way and at a slower pace.  The Mayor of London 
elected in 2000 insisted on bringing the Olympic Park to Stratford in East London.  Moreover, London has already 
acquired land and granted planning consent for the Olympic Park prior to submitting Candidate Files.  London had 
embed Olympic Legacy planning into the regeneration process and could effectively use Olympics as the major 
catalyst for regeneration. 
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1．はじめに 

1-1．研究課題と研究目的 

オリンピックのような大規模イベントの会場を建設する場所

は，大きく都心，都心を除く荒廃した既成市街地，市街地縁辺部

に3分でき，さらに，会場を1地区に集中して立地させるか，分

散立地させるか，ということが課題となる 1)．ロンドンは，荒廃

した既成市街地に，コンパクトで持続可能なオリンピックパーク

を建設したと評価された．オリンピック会場は都市にとって貴重

なレガシーであり，それを有効活用するために，その建設場所は

都市計画で慎重に検討される必要がある．  

オリンピックレガシーを有効に活用した好例は，1992 年のバ

ルセロナオリンピックといわれ，バルセロナオリンピック以降，

オリンピック開催都市は，オリンピックレガシーを活用する都市

再生計画を強調するようになった 2)．さらに，2002年のオリンピ

ック憲章でレガシーが明記されてから，オリンピックに立候補す

る都市は，オリンピックレガシーと，当該都市の長期的計画との

整合性を示すことが要求された 3)．オリンピックレガシーが選考

対象となった最初の選考会は，2012 年のオリンピック大会の開

催都市を決定するための2005年国際オリンピック委員会総会で

あった．その選考会でオリンピック大会の開催に選ばれたのが，

ロンドンであった． 

2005 年のオリンピック委員会総会では，ロンドンを含む 5 都

市（パリ，ニューヨーク，マドリード，モスクワ）がオリンピッ

ク開催の候補都市となった．それら 5 都市の立候補ファイル

(Candidate Files)を比較した荒牧は，ロンドンが勝利した理由の一

つとして，レガシー計画における都市開発計画，スポーツの発展

の可能性，環境改善の計画の3点のバランスがよかったことをあ

げた 4)．ロンドンオリンピックのレガシー計画は，その後のオリ

ンピック開催都市にとって手本となったとの指摘がある 5)． 

オリンピックレガシー計画において都市再生が強調された前

述のバルセロナでは，オリンピックを，オリンピックとは無関係

に進行していた都市再生計画を推進するために利用した，計画が

オリンピックに先行したのである 6)．2012年ロンドンオリンピッ

クも，オリンピック開催決定前から都市再生がなされていた事例

である．オリンピックパークが建設されたイーストロンドンでは，

1981 年に設立されたロンドンドックランズ都市開発公社の開発

エリアのような，特定のエリアに焦点を絞って再開発を行う，エ

リア基盤イニシアティブ(Area-based Initiatives)の歴史があった 7)． 

ドックランズの再開発は，イーストロンドンの再開発エリア

で従来の基幹産業である製造業を金融・サービス産業に再編し，

インナーエリアにおける失業と貧困問題を解決するだけではな

く，ロンドン全体の利益となるものであった．しかし，カナリー

ワーフのような特定のエリアの物理的・経済的再生は成功したが，

周辺コミュニティは衰退したままであった 8)． 

中央政府とロンドンは，ドックランズだけではなく，イース

トロンドン一帯の衰退エリアの再生をめざした．しかし，1980

年代末の不動産市場の崩壊により，ドックランズの再開発は停滞

した 9)．イーストロンドンに対して，新たな都市再生の可能性が

模索された 10)．それが，オリンピックの開催であった． 

ロンドンオリンピックレガシー計画と都市計画との関係に関

しては，日本で多くの研究がある 11)．しかし，オリンピックと

は無関係に策定された従来の都市再生計画と，オリンピックレガ

シー計画との関係は注目されなかった（1）．石神は，オリンピッ

クをロンドンの都心再生の一環としているが，従来の都市計画を

詳細に検討していない 12)．ロンドンオリンピックのレガシー計

画は，以前から進行していたイーストロンドンの都市再生の一環

として位置づける必要がある 13)．本研究では，オリンピックパ

ークが建設されたイーストロンドンの都市再生と，ロンドンオリ

ンピックのレガシー計画との関係を検討する． 

 

1-2．研究資料 

 後述するように，ロンドンが2012年オリンピック大会に立候

補することを決めたのは，2003 年であった．オリンピック開催

がまだ決定していない2004年に刊行された，ロンドン大都市圏
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全域の都市計画の指針であるロンドンプランは，2012 年オリン

ピック大会がイーストロンドンの再生の触媒としての役割を果

たすことを期待しており 14)，同年に発行されたロンドンの立候

補ファイルとの整合性がとれている．本研究では，ドックランズ

の再開発が一段落して，ロンドンがオリンピックを前提とする都

市計画を立案する前，すなわち，1990年代から2003年のオリン

ピック立候補決定の前までに示されたイーストロンドンに関す

る都市計画の指針を分析の対象とする． 

 イギリスの都市計画は開発を個別に審査する許可制度であり，

開発許可の判断基準として法的拘束力を持つものが，地方自治体

が策定する開発計画（development plan）である 15)．1990年代に

地方自治体が作成した開発計画は，より広域レベルの都市計画で

ある広域計画指針(Regional Planning Guidances, RPGs)に整合する

必要があった（2）．  

 ロンドン大都市圏に関する広域計画指針は，ロンドン大都市圏

全域を含むサウスイースト広域エリアのために作成された広域

計画指針9(RPG9)と，ロンドン大都市圏を対象とする広域計画指

針3(RPG3)であった．RPG9は1989年に発行され，1994年と2001

年に改定された．RPG3は1989年にRPG9に整合して作成され，

1996年に改定された．また，1995年にはサウスイースト広域エ

リアのテムズゲートウェイ関するRPG9aが刊行された．さらに，

1997 年にはテムズ川沿いに関する RPG3b/9B が刊行されたが，

それはオリンピックパークの建設場所が含まれないので分析か

ら除外する． 

  本研究では，1994年と2001年RPG9（3），1996年RPG3（4），1995

年のRPG3a（5）を分析の対象とする．なお，ロンドン大都市圏全

域を統治する地方自治体は1986年に保守党政権により廃止され

たが，2000 年に労働党政権によりロンドン大都市圏庁(Greater 

London Authority)として復活し，新たなロンドン大都市圏のため

の開発計画であるロンドンプランが2004年に作成されて，それ

が1996年RPG3に置き換わった．  

  基礎自治体であるロンドン大都市圏特別区の中で，オリンピッ

クパークの面積の 60％が含まれるロンドン大都市圏のニューア

ム特別区の開発計画が 2001 年に発行された(6)．さらに，オリン

ピックパークを含むエリアの具体的な開発の計画枠組が2002年

に刊行された(7)．2002年の計画枠組は開発計画ではなく，開発計

画を補助する補完的計画指針で，個々の開発許可を与える際の基

準となる．この計画指針は，後のオリンピックパークを含む一帯

の都市再生ビジョンを示しており，ロンドンがオリンピック開催

候補都市となることを決定する前の時点における，ニューアム特

別区の都市計画を知るための貴重な資料である． 

 本研究では，上記の資料を用いて，オリンピックに立候補する

前のロンドン大都市圏と，その時点で最新のニューアム特別区の

開発計画と後のオリンピックパークを含むエリアの計画枠組を

対象として，次の2段階の目的を設定する．第1に，イギリスが

オリンピック開催候補都市として立候補する前の段階で，後のオ

リンピックパークとなる一帯をいかに再生しようとしていたの

かを明らかにする．さらに，その内容を2004年にロンドンが国

際オリンピック委員会に提出した立候補ファイルのレガシー計

画と比較して，計画の連続性と不連続性とを明らかにする． 

 

2. オリンピック大会立候補までのイーストロンドンの都市再生

計画 

2-1．保守党政権（～1997年）の広域計画指針(RPG9，RPG9a) 

 後にオリンピックパークの主要駅となるイーストロンドンの

ストラトフォード駅は，ドックランズの再開発が進行中の1980

年代末に，すでに多くの鉄道路線が交差するターミナルであった

（図ｰ 3 参照）．ストラトフォード駅には，シティのバンク駅を

経てロンドン大都市圏を東西に縦断する地下鉄のセントラル線

がとおり，地上ではロンドン大都市圏全域に路線網を持つロンド

ンオーバーグラウンドのノースロンドン線と，イングランド中部

のリゾードとシティオブロンドンのリバプールストリートとを

結ぶグレートイースタン本線の駅があった．1987年に，ストラ

トフォードからドックランズのカナリーワーフまでドックラン

ズ・ライト・レイルウェイ(DLR)が開通した16)  

 1994年のRPG9は，イーストロンドンからサウスエセックス，

ノースケントまでのイースト・テムズ・コリダーの開発のための

指針を示した（図ｰ1）．RPG9は，1991～2011年までを計画期

間として，緑地と歴史的景観を守るために開発をイースト・テム

ズ・コリダーに集中することを示した．そこは，ロンドンのドッ

クランズからテムズ川の両岸沿いに広がり，4,000haの土地が開

発に利用できる可能性を持ち，そのほとんどがかつて工業地域と

して栄えたが，現在は空き地もしくは工場などが閉鎖された跡地

のブラウンフィールドであった．イースト・テムズ・コリダーで

は，1991～2006 年までに 57,000 戸の住宅建設（他の土地利用

からの転換も含む）が示された． 

 ストラトフォードの公共交通に関しては，以前から計画されて

いたものも含むが，次の計画が示された．カナリーワーフを経て

ロンドン中心部をとおりロンドン北西部とを結ぶ地下鉄ジュビ

リー線の終着駅となる．また，ロンドンを東西に縦断し，ヒース

ロー空港，ストラトフォードを経由するクロスレールの計画も示

された．さらに，イーストロンドンを経由して大陸ヨーロッパと

ロンドン中心部とを結ぶ英仏海峡トンネル連絡鉄道(Channel 

Tunnel Rail Link, CTRL)の建設が決定した17)．英仏海峡トンネ

ル連絡鉄道が完成すると，イーストロンドンは，大陸ヨーロッパ

からロンドンに至る玄関口となる． 1994年に中央政府は，英仏

海峡トンネル連絡鉄道のストラトフォード国際駅建設のための

【図-1】テムズゲートウェイ（イースト・テムズ・コリダー）

（補注(3)，(4)，(5)により作成）
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資金を出すことに同意した18)． 

 さらに，中央政府は，RPG9 を補完するための計画枠組とし

て1995 年にRPG9a を発行した．RPG9a の計画期間は特に定

めらず，RPG9の計画期間が終了する2011年以降も継続する長

期的指針であり，持続可能な開発パターンが義務とされた．

RPG9aはイースト・テムズ・コリダーをテムズゲートウェイと

改称し，その開発枠組を示した．テムズゲートウェイの中で，特

に以下の 2 地区を戦略的な開発の中心とした．第 1 に，イース

トロンドンのストラトフォードとロイヤルドックスであり，第2

に，ケントのテムズ川沿いで，デトフォードとA2の北部のグレ

ーブセントである． 

 ストラトフォードとテムズ川沿いにあるロイヤルドックスは，

ともにニューアム特別区にあり，それらはテムズゲートウェイの

西の核として位置づけられた．ロイヤルドックスはドックランズ

都市開発エリア内，ストラトフォードはニューアム特別区の北西

端のリバーリー沿いにある． 

 ストラトフォードでは，ストラトフォード・シティチャレンジ

の資金により(8)，既存のタウンセンターと駅前のバスステーショ

ンを再開発し，アートセンターを建設する計画が示された 19)．

また，ストラトフォードとロイヤルドックスに挟まれたロワーリ

ーバレーは，工業地域として維持されるべきであるが，既存工業

の近代化・規模拡大が必要である．さらに，リバーリー沿いでは

多くの緑地と水辺空間，船が航行できる水路があり，レジャーと

リクリエーション機会となる．廃業した工業施設を整理して，良

好な水辺空間の建設が必要である． 

 

3-2．保守党政権のロンドン大都市圏広域計画指針（RPG3） 

 1996 年のRPG3 は，2006 年までを計画期間とした．RPG3

は，イーストロンドンのテムズゲートウェイを，ロンドン大都市

圏最大の開発場所と位置づけた（図ｰ2）．また，ロンドン大都市

圏では，重要な開発ができる場所として，25 地区の「大規模再

生機会」が設定されたが，テムズゲートウェイには，ストラトフ

ォードとロイヤルドックスなど10地区の大規模再生機会が設定

され，テムズゲートウェイの東に接してカナリーワーフ大規模再

生機会が設定された．ストラトフォードは，イーストロンドンの

中枢的地位を持つものとされた．RPG9aと同様に，ロワーリー

バレーは工業地域として維持する必要があるが，近代化する必要

があることが指摘された．なお，RPG3 は，イーストエンドの

タワーハムレッツ・ハックネー・ニューアム特別区一帯を，重大

な再生エリアとしてEast London and the Lee Valley ERDF 

Objective 2 Areaに指定した．ストラトフォードとリーバレーの

大規模再生機会は，East London and the Lee Valley ERDF 

Objective 2 Areaとテムズゲートの双方のエリアに含まれる． 

 ストラトフォードをとおる公共交通の改良計画も提案された

（図-3）．DRLとジュビリー線のさらなる拡張と，英仏海峡トン

ネル連絡鉄道の開業によるストラトフォード国際駅の開業，さら

に，ロンドンを東西に横断し，ヒースロー空港とストラトフォー

ドとを結ぶクロスレールが示された． 

 また，ストラトフォード付近からリー川に沿って北上するリー

バレー広域公園(Lee Valley Regional Park)(9)は，緑地を整備する

だけでなく，「レジャー，リクリエーション，スポーツ，ゲーム，

アミューズメント，同様の活動の場所，自然保存の場所，エンタ

ーテインメントを楽しむ場所として開発し，改良し，保全し，管

理する」ことが示された． 

 

3-2．労働党政権（1997年～）のRPG3 

 1997 年に政権についた労働党により，RPG9 は2001 年に改

訂され，テムズゲートウェイの再生エリアはテムズ川の左岸まで

拡大されたが（図ｰ 1 参照），テムズゲートウェイの開発枠組で

あるRPG9aは改定されなかった． 

 2001年RPG9では，テムズゲートウェイにおける再生と再開

発の進捗状況は期待したより遅く，RPG9aで示された戦略は実

現されておらず，インナーロンドンは UK でもっとも貧困のま

【図-2】テムズゲートウェイと再生エリア 

（補注(4)により作成）

 
【図-3】ストラトフォードの公共交通改良計画 

（補注(4)により作成）
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まであることが指摘された．特に荒廃したエリアとして，経済再

生優先エリア(Priority Areas for Ecnomic Regeneration, 

PAERs)が示され，イーストロンドンとロワーリーバレーは，

London-Stansted-Cambridge の一部の経済再生優先エリアに

指定された（図-1参照）．イーストロンドンとロワーリーバレー

の経済再生優先エリアは，英仏海峡トンネル連絡鉄道のストラト

フォード国際駅の開業などの公共交通の改善によりいっそう近

接性を増し，北方に続くリーバレー広域公園の良好なレジャー環

境と，南方のカナリーワーフの商業センターと結びつくことによ

り，重大な開発機会となる．また，河川沿いの住宅地は河川の眺

望とアクセスを重視して，オープンスペースを建設する． 

 さらに，2003年に発行したアクションプランでも，労働党政

府はテムズゲートウェイ内における開発が進展していないこと

を批判し 20)，さらに，大規模開発を実現するために，都市開発

公社の復活と(10)，都市再生会社(11)の設立を公約した． 

 

3-4 ニューアム特別区の指針 

 中央政府によるテムズゲートウェイ開発の指針と並行して，テ

ムズゲートウェイの地方自治体も都市再生の政策指針を立案し

た21)．ニューアム特別区は，2001年に特別区のための開発の指

針を示す開発計画を公表した22)．さらに，2002年に，ニューア

ム特別区は，ストラトフォードからテムズ川に至るリー川の左岸

で，いくつかの主要開発機会地帯(Major Opportunity Zones, 

MOZ's)を含む 491ha のエリア，「機会のアーク(Arc of 

Opportunity)」を設定し，そのエリアの再生ための計画枠組を

公表した（図ｰ4）23)（12）．ニューアム特別区の開発計画と計画枠

組は，2006 年までを計画期間とした．「機会のアーク」には，

RPG3 で大規模再生機会として指定されたストラトフォード，

リーバレー，ロイヤルドックスの3地区が含まれた．  

 この指針では，公共交通の要地であるストラトフォード，West 

Ham，Canning Townの3地点を，開発を集中させる開発結節

点と呼称し，ストラトフォードに関しては，下記の開発を行うこ

【図-4】ニューアム特別区の機会のアーク 

（補注(7)により作成）

 
【図-5】2004年立候補ファイルにおけるオリンピックパークの計画図（左） 

               と2002年ロワーリーバレー計画枠組における都市計画図（右） 

（London 2012 (2004), "Theme 8: Sport and venues. Candidate File, Volume 2".と補注(7)により作成）
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とが示された（図ｰ5右）． 

 英仏海峡トンネル連絡鉄道の完成は2007年とされ，ストラト

フォード国際駅の設置により，この一帯は大陸ヨーロッパからロ

ンドンに至る玄関口となる．それにより，ストラトフォードの鉄

道敷地にはストラトフォード国際駅だけではなく，ショッピング

センター，オフィス，レジャー施設，住宅の混合利用開発が適切

であると示された．新たなショッピングセンターと，既存のスト

ラトフォード・タウンセンターとが統合されることにより，より

上位階層のタウンセンターとすることが提案された(13)． 

 また，上記の鉄道敷地の西側（2017年現在，オリンピックス

タジアムとアクアティックスセンターが建設されている，オリン

ピックパークの中心部（図-6））には，オフィス，一般工業，住

宅の混合利用の開発が提案され，東部と南部は主として住宅地を

主体とする混合利用開発が提案された．混合開発は，職住近接に

より持続可能な開発の原理に合致するものであった．住宅地の建

設の際には，アフォーダブル住宅の供給を必要とした．一方，鉄

道敷地の北部はリーバレー広域公園に続くオープンスペースと

緑地と湖を建設する．河川沿いの開発は，河川の眺望を配慮して

オープンスペースを建設する必要があり，また，緑地や河川への

歩道と自転車道の建設が示された． 

ニューアム特別区の「機会のアーク」では，上記の計画を実現

するために中央政府に対して，予算規模の拡大と戦略的アプロー

チを要求したが，それは実現しなかった24)． 

 

3. ロンドン大都市圏庁のオリンピック招致活動 

ロンドンは，2012年の前に，1908年と1948年に近代オリンピ

ック大会を開催しており，過去2度のオリンピック大会は，ロン

ドン大都市圏西部で開催された．それに対し，2012 年のオリン

ピックは，それまで経済的・社会的に無視されてきたといわれる

イーストロンドン開催された，初めてのオリンピックであった． 

衰退が著しいイーストロンドンの再生にオリンピックを利用

するアイディアは，1988 年オリンピックの選抜が検討された

1970 年代後半にさかのぼる 25)．しかし，その案は経済的な問題

から，当時の労働党政府により却下された 26)． 

1986 年にバーミンガムは，1992 年オリンピック大会開催都市

に立候補したが落選し，1990年にマンチェスターが1996年大会

に立候補したが落選した 27)．1991 年に英国オリンピック委員会

は，ロンドンのドックランズを中心とするイーストロンドンでオ

リンピックを開催する案を示したが，1993年に2000年大会に候

補とされたのはマンチェスターで，その案は失敗した 28)． 

1995 年に英国オリンピック委員会は，ロンドンをオリンピッ

ク開催候補とすることを提案したが，2004年はアテネ，2008年

には北京が推薦されることは確実とみなされ，1997 年に，イギ

リスはロンドンで 2012 年大会を開催することを目標とした 29)．

しかし，前述のように，1990 年代には，オリンピック招致を先

導するべき，ロンドン大都市圏全域を統治する地方自治体は存在

せず，32 地区のロンドン特別区が個別に都市計画を行い，お互

いに協働することを避ける状態であった 30)． 

しかし，2000 年にロンドン大都市圏全体を統治するロンドン

大都市圏庁とロンドン市長が誕生し，続いて，ロンドン大都市圏

で，開発に責任を持つ組織としてロンドン開発局(London 

Development Agency, LDA)が設立された(14)．すなわち，オリンピ

ックのような大規模イベントの開催に責任を持ち，それを先導す

る組織ができたのであった． 

2001 年に英国オリンピック委員会はロンドン大都市圏庁全体

でオリンピックを開催する分散型のプランを示したが，ロンドン

市長は，イーストロンドンのストラトフォードを含むロワーリー

バレーにおける都市再生のために，オリンピックを利用すること

を主張した 31)．そのアイディアは，イーストロンドンの特別区

から支持された 32)． 

2002 年にロンドンはオリンピックを実施する場合と実施しな

い場合の双方の計画を発表した 33)．ロンドン開発局は，都市再

生戦略の一部としてオリンピック施設の配置を示すためのマス

タープラン作成を依頼され，2002 年にオリンピックパーク建設

のために，パーク予定地で廃業していたハックネー・スタジアム

を買収した 34)． 

2003年5月に，イギリス政府はロンドンが2012年オリンピッ

ク大会の開催に立候補することを支持することを表明し，英国オ

リンピック委員会が国際オリンピック委員会に通知した 35)．さ

らに，2005 年に開催される選考会のための準備をする組織，ロ

ンドン2012が設立された(15)．こうして，ロンドンはロンドン市

長のリーダーシップのもとで，イーストロンドンの再開発を推進

するために2012年オリンピックを活用することを決定し，2004

年に申請書類を提出した．ロンドンの他に申請書類を出した都市

は，パリ，ライプツィヒ，ニューヨーク，イスタンブール，ハバ

ナ，モスクワ，マドリード，リオデジャネイロであった 36)．そ

【図-6】2015年におけるオリンピックパークの土地利用 

（参考文献13)）
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の中から，国際オリンピック委員会は，2012 年オリンピック大

会開催候補として，パリ，ニューヨーク，モスクワ，ロンドン，

マドリードの5都市を選定した．候補都市のなかでランキングは

されなかったが，パリが最高の評価を得たとみなされた 37)．し

かし，2005 年 7 月 6 日にシンガポールで開催された総会で，ロ

ンドンの2012年オリンピック開催が決定した． 

 

4. ロンドンオリンピック立候補ファイルにおけるレガシー計画 

 2004 年にロンドンが提出したロンドンの立候補ファイルは，

200ha のコンパクトなオリンピックパークをイーストロンドン

の都市再生の核として，オリンピックレガシーによりコミュニテ

ィを再生することが示された（図ｰ 5参照）(16)．イーストロンド

ンではすでに都市再生プログラムが進行中であるが，その場所で

2012 年オリンピック大会を開催することにより，いっそう総合

的に，スポーツ・文化・経済・社会・環境の目標を達成でき，将

来に価値のあるレガシーを残すことができることが強調された． 

  立候補ファイルでは，オリンピックの招致活動と並行して，オ

リンピック会場予定地の開発のための簡易申請(outline planning 

application)(17)に記録的な早さで開発許可を与えて，ロンドン開発

局は，オリンピックパークの開発のために，開発予定地の買収も

進めていることが示された．それらにより，ロンドンは，オリン

ピックを開催できなくてもオリンピックパークの開発を進めて

いることと，オリンピック開催が決定した場合に会場がスムーズ

に建設できることをアピールした．たとえば，アクアティクスセ

ンターは，すでに建設される予定であった 38)．2005 年末までに

は，ロンドン開発局はオリンピックパークの土地の 80％を確保

し，2007年の夏には工事が始めることができた 39)． 

 また，オリンピックパークに隣接するオリンピック選手村は，

オリンピック大会終了後，3,600戸のアパートとして利用される．

選手村から転用される住宅は，ロンドンプランのアフォーダブル

住宅の必要条件に従って，新規住宅の 50％をアフォーダブル住

宅とすることがアピールされた．これは2004年のロンドンプラ

ンに示された，ロンドンの住宅不足を解消するとの政策に整合す

る．また，住宅建設にともない，日常生活のために必要なインフ

ラストラクチャである，病院，教育施設，日常的な買い物施設も

整備される． 

 経済的レガシーとして，立候補ファイルでは，選手村とストラ

トフォード駅の間に，60 億ポンドを投入してストラトフォード

シティ（センター外広域ショッピングセンターとビジネスコンプ

レックス）を建設することが示された．ストラトフォードシティ

には百貨店と専門店，ホテル，映画館，オフィス，住宅が建設さ

れる．さらに，オリンピック会場は大会後にロンドンオリンピッ

ク研究所(London Olympic Institute)の一部として，エリートだけで

はなく，一般の人々と学校の生徒をスポーツに参加させるプログ

ラムを開発するスポーツ・文化施設となる．次に，環境的レガシ

ーとして，オリンピックパークは，ブラウンフィールドを緑地に

変え，このことも，ロンドンプランに整合することが主張された．

イーストロンドンは都市公園が少なく，新たに建設されるオリン

ピックパークは重要な都市公園となり，それはリーバレー広域公

園の南端となる． 

 サスティナブリティに関しては，開閉会式を行ったオリンピッ

クスタジアムなどが立地するオリンピックパークに新規に会場

を建設するが，その際に，レガシーとしての必要性が確認できる

場合だけ新規に恒久的会場を建設し，他には仮設施設と，オリン

ピックパークの外の既存施設が利用されることが示された． 

 オリンピック開催の際の交通システムに関して，オリンピック

パークの主要駅となるストラトフォードはすでに公共交通が充

実しており，交通インフラストラクチャの整備の準備も整ってい

ることが示された．さらに，英仏海峡トンネル連絡鉄道はオリン

ピック大会開催期間中に高速運転を行い，終着駅であるロンドン

のセントパンクラス駅とストラトフォードの間を7分で結ぶ． 

 

5.おわりに 

  イーストロンドンは20世紀後半にドックランズと製造業の衰

退により荒廃し，インナーシティ問題が顕在化した．都市開発公

社のようなエリア基盤イニシアティブによるドックランズの再

開発は成功したが，その周辺には広大な衰退エリアが残された．

イーストロンドンでは，さらなる都市再生が必要であった．しか

し，ロンドン大都市圏全域を統治する地方自治体は1980年代に

廃止され，イーストロンドン全体の都市再生を先導する主体はな

かった．1990年代にイーストロンドンを含む広範囲を再生する

テムズゲートウェイの計画が中央政府により策定されたが，その

事業は遅々として進まなかった． 

 一方，イギリスでは1980年代後半以降，バーミンガムとマン

チェスターがオリンピック大会の開催に立候補したが，いずれも

落選した．イギリスは，ロンドンを候補地とすることを1990年

代後半以降から模索した．さらに，労働党政権により2000年に

ロンドン大都市圏庁が設立され，オリンピック大会の招致準備と

大会準備・実行を先導し，責任を持つ組織が設立された． 

 オリンピックパーク建設の際に，イギリスの都市計画は持続可

能な開発の原理に基づくので，市街地の外の緑地を開発する選択

肢はなかった．当初，オリンピックの競技会場は過去 2 回のオ

リンピック競技会場を含む，ロンドン全域に分散する既存の競技

会場を利用することが提案されたが，ロンドン市長は，エリア基

盤の開発の歴史があるイーストロンドンの都市再生にオリンピ

ックを活用することを主張した．オリンピックパークの建設とレ

ガシー計画の作成において，ロンドン市長のリーダーシップは強

い影響を持ったといえる． 

 オリンピックパーク建設予定地とされたストラトフォードは，

ロンドン中心部に近接し，オリンピックに立候補することを決定

する前から，公共交通の改良計画が策定されており，持続可能な

開発を実現するために，職住が近接する混合利用開発が計画され

た．また，ストラトフォードの北にある広域公園と結ぶ，市民の

ための緑地・リクリエーション空間の建設も計画されていた．し

かし，それらの開発は進展せず，ストラトフォード駅の周辺には

広大なブラウンフィールドが残されていた． 

 1990 年代から 2000 年代初期の広域計画指針とニューアム特

別区の開発計画では，インナーシティ問題に悩むイーストロンド
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ンに，雇用と住宅を供給する計画が示された．広大なブラウンフ

ィールドを有するストラトフォードは，ショッピングセンターと，

オフィス・一般工業施設の開発適地とみなされたが，競技施設の

ような巨大な施設を建設できる可能性を持っていた． 

 ロンドン立候補ファイルで示されたレガシー計画は，すでに上

記で示された開発方針に基づくものであった．ロンドンはオリン

ピック開催が決定する前に，オリンピックパークの建設のための

土地取得と開発の許可を与えた．オリンピック立候補ファイルの

オリンピックレガシー計画は，その作成と同時期に作成されたロ

ンドンプランの政策と整合した．立候補ファイルにおけるロンド

ンオリンピックのレガシー計画が，コンパクトで持続可能な形態

であり，既存の都市計画との整合性が高いことが評価された背景

には，ロンドンがそれらをドックランズの再開発以降に策定され

たロンドンの都市再生計画に効果的に組み込んだことがあろう．

オリンピックのような大規模なレガシー計画を作成する際に，ロ

ンドンの経験は参考になる．実は，1964年の東京オリンピック

のレガシー計画は，バルセロナの先例となる，都市再生を焦点に

置いたものであったと評価されている42)． 

 しかし，既存のテムズゲートウェイの開発計画と，オリンピッ

ク立候補ファイルで示されたレガシー計画との相違点もある．交

通計画に関しては，2017年時点で，ストラトフォード国際駅は

ユーロスターの停車駅ではなく，ロンドンを東西に結ぶクロスレ

ールも完成していない．また，ストラトフォードでは住宅を主体

とする混合利用開発が予定されていたが，そこは現在，競技会場

と一体化した公園となった（図-6参照）． 

 また，テムズゲートウェイの再生計画は広大なエリアを対象と

するエリア基盤イニシアティブであり，ストラトフォードは重要

な拠点ではあるが，その一部にすぎなかった．2000年代初頭に

ニューアム特別区が示した開発枠組「機会のアーク」でも，スト

ラトフォードは開発を集中させる開発結節点の一つであったが，

エリア全体の発展が意図された．しかし，オリンピックパークの

建設により，ストラトフォードに開発が集中し，それ以外のエリ

アの開発は遅れている．ドックランズの再開発の際に，カナリー

ワーフの経済効果が周辺エリアに波及しなかった教訓を踏まえ

ると，オリンピックパークの経済効果を周辺エリアに波及させる

工夫が必要である．イギリスは，そのための計画を策定している

が，それらの分析は今後の課題としたい． 

 

補注 

(1小澤・野田(2016)は，立候補ファイルとイーストロンドンの開発の経緯

を検討したが，従来の都市計画との関係を分析していない（小澤考人・

野田惠子(2016)：「「観光のための五輪」とクリエイティブシティの誕生

―ロンドンオリンピックのレガシー戦略と東京オリンピックへの視点

―」．国際観光情報，2016(3)，6-18．）． 
(2)広域計画指針は，保守党政権時代の1980年代末からロンドン大都市圏

と8区分された広域エリア(Region)ごとに作成され，その当時は法的拘

束力を持たなかったが，労働党政権下でRegional Spatial Strategies(RSSs）
に改称され，広域的な開発計画として法的拘束力を持った．しかし，

連立政権下で廃止された． 
(3)Department of the Environment (1994), "Regional planning guidance for the 

South East, RPG9", HMSO.；Department of the Environment, Transport and 
the Regions (2001), "Regional planning guidance for the South East (RPG9)", 

The Stationery Office. 
(4)Government Office for London (1996), "Strategic guidance for London planning 

authorities, Regional Planning Guidance RPG3". Government Office for 
London. 

(5)Department of the Environment (1995), "The Thames Gateway planning 
framework, RPG9a", HMSO. 

(6)London Borough of Newham (2001), "Unitary development plan. London 
Borough of Newham", London Borough of Newham. 

(7)London Borough of Newham (2002), "Newham's Arc of opportunity, 
LowerLea Valley, Stratford to Thameside", London Borough of Newham. 

(8)1991 年に政府が公表したシティチャレンジは，都市開発公社とは異な

り地方自治体がリーダーシップを持つエリア基盤イニシアティブであ

った(Cullingworth, B., Nadin, V., Hart, T., Davoudi, S., Pendlebury, J., Vigar, G., 
Webb, D. and Townshend, T. (2015), "Town and country planning in the UK 
fifteenth edition", Routledge.）．ストラトフォードは，1991年のシティチ

ャレンジ第1ラウンドの募集には落選したが，2003年の第2ラウンド

で採用された(Fearnley, R. (2000), Regenerating the Inner City: Lessons from 
the UK’s City Challenge Experience, Social Policy and Administration, 34, 
567-583.)． 

(9)ケンブリッジからリーバレー沿いに南北に延びる全長 42km，4,000ha
の公園は，当初各地方自治体が別々に管理していたが，1966年のthe Lee 
Valley Regional Park Act に基づいて国立公園自治体である Lee Valley 
Regional Park Authorityが創設され(前掲(4))，公園全体を一貫した都市計

画で制御できるようになった． 
(10)労働党政府が復活した都市開発公社は，地方自治体から開発制御機能

をすべて奪うのではなく，地方自治体などのローカルなパートナーと

の共同運営ができる新たな形態であった．ロンドンテムズゲートウェ

イ開発公社は2004年に設立され，ロワーリーバレーエリアとロンドン

リバーサイドの2地区に分割された開発エリアを持ったが，2010年に

成立した連立政権により 2013 年に廃止され，ロンドン市が設立した

London Legacy Development Corporation (LLDC)が引き継いだ（前掲(8)）． 
(11)2009 年に設立された都市再生会社，Olympic Park Legacy Company 

(OPLC)は，ロンドン市と中央政府により，オリンピック後のオリンピ

ックパークのレガシーを実現するために設立されたが，2012 年に

London Legacy Development Corporation (LLDC)がオリンピックレガシ

ーの計画を引き継ぎ，OPLCは解散した． 
(12)ニューアム特別区が設定した「機会のアーク」は，テムズゲートウェ

イ都市開発公社の開発エリアと，2007年にロンドン大都市圏が設定し

たロワーリーバレーエリア（ストラトフォードを含む）（Mayor of 
London (2007), "Lower Lea Valley opportunity area planning framework",   
www.london.gov.uk/file/8202/download?token=n4ezfLUz （最終閲覧日：

2017年5月5日．）のニューアム特別区内の範囲と少し異なる．なお，

「機会のアーク」は，2012年に採用されたニューアム特別区の新しい

開発計画でも設定された（London Borough of Newham(2012), "Newham 
2027: Newham's local plan - the core strategy",  http://www.newham.gov.uk/ 

  Pages/Services/Local-plan.aspx （最終閲覧日:2015年6月14日)．）． 
(13)1996年のRPG3では，ロンドン大都市圏のタウンセンターを，国際的

センター，大都市圏センター，広域ショッピングセンター，メジャー

センター，ディストリクトセンター，近隣・ローカルセンターに 6 区

分した．国際的センターは，ロンドンを代表する買い物街であるWest 
End と Knightsbridge だけである．大都市圏センターは数地区の特別区

にまたがる商圏を有するセンター，広域ショッピングセンターは計画

的ショッピングセンターであるBrent Crossだけであり，メジャーセン

ターはインナーロンドンの買い物核である．RPG3は，ストラトフォー

ド・タウンセンターをメジャーセンターと定義したが，ニューアム特

別区は，この計画枠組で，既存のタウンセンターと新規ショッピング

センターとを統合して，大都市圏センターとすることを提案した． 
(14)ロンドン開発局(LDA)は，オリンピックパークの土地買収と整備を行

った．しかし，オリンピック開催決定後，オリンピックパークの開発

は，ロンドン全体を対象とするロンドン開発局からオリンピックパー

クの建設と整備のために 2006 年に設立されたオリンピック開発庁

(Olympic Development Authority, ODA)が行った（参考文献5)．なお，ロ

ンドン開発局(LDA)は，連立政権により 2012 年に廃止された

(http://www.nationalarchives.gov.uk/webarchive/regional-development-agencie
s.htm（最終閲覧日：2017年5月4日）)． 
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(15) London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006: Explanatory notes.  
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20081007160501/opsi.gov.uk/acts/acts
2006/en/ukpgaen_20060012_en.pdf （最終閲覧日：2016年8月8日） 

(16)London 2012. (2004), "Theme 1: Olympic Games Concept and Legacy. 
Candidate File, Volume 1",  http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/200703 

   05103412/http:/www.london2012.com/news/publications/candidate-file.php
（最終閲覧日：2015年6月13日）) 

(17)London 2012. (2004), "Theme 14: Transport. Candidate File, Volume 3",  
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20070305103412/http:/www.london2
012.com/news/publications/candidate-file.php（最終閲覧日：2015年6月13
日） 

(18)イギリスでは開発許可を求める際に，新規開発の許可を与えるべきか

どうかの原理を審査する簡易申請と，簡易申請が許可された後で具体

的な開発の詳細を示す詳細申請の2回の申請を行う必要がある（Curran, 
S. & McDonald, D. (2001), "Land use and planning and your business", The 
Stationary Office．）． 
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注） 

本研究は，平成 29～33 年度科学研究費補助金・基盤研究(B)

「地域活性化におけるエスニック資源の活用に関する応用地理

学的研究」（代表者：山下清海），平成23～26年度科学研究費補

助金・基盤研究(A)「日本社会の多民族化に向けたエスニック・

コンフリクトに関する応用地理学的研究」（代表者：山下清海），

平成22～24年度科学研究費補助金・基盤研究(C)「地方都市の生

活基盤施設の立地とその立地政策の国際比較」（代表者:根田克

彦）を利用した． 
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