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SYNOPSIS 
The transferring development rights (TDR) is considered as an effective mean for the utilization of 
lands. This study first grasps the distribution of existing donor sites and receiver sites and the amount of 
transferable floor areas in central area of Tokyo under current regulation. Second, examines the possible 
transferring pattern by simulating the effects on infrastructures from transferring floor areas. Our 
simulation clarifies that there is possibility of serious effects on infrastructures as a result of large-scale 
TDR in particular land use pattern. In conclusion, there has to be some consideration of the system of 
both planning codes and building codes application process from a perspective of environmental effects 
on infrastructures by TDR.  

 
 
 
 
 
１.はじめに 
1-1.研究の背景と目的 
 近年、都市再生が国家的な課題として議論される中、民
間事業者や学者等から都市計画や建築面についての自由度
を上げるための規制緩和を求める声が上がっており、その
一つに既成市街地における土地の有効利用の為の容積移転
をめぐる議論がある。 
  容積移転については、これまでも隣接敷地間及び隣接街
区において可能であったが、2000 年の都市計画法及び建築
基準法の改正により「特例容積率適用区域制度（以下「特
例区域制度」と呼ぶ）」が創設され、商業地域内において一
定の条件を満たせば、離れた敷地間でも容積移転が可能に
なった。この制度により、より自由度を持った容積移転が
行われ、土地の高度利用が進むとの期待が持たれているが、
どのような容積の移転が起こるかは予測されていない。ま
た、起こりうる移転によって都市に悪影響を与えないよう
にする為の都市計画の役割も重要であるといえる。 
 容積移転に関する既存研究としては、制度の概略や事例
をまとめたもの 1)、定性的に利点や問題点を指摘したもの
2),3)、アメリカの開発権移転制度を応用して日本の伝建地区
への適用を検証したもの 4)、同じく京都の町家に適用して
ヘドニックアプローチで地価への効果を分析したもの 5)な
どがあるが、特例区域制度に関して、現状で移転候補地を
抽出し、容積移転の可能性について研究したものはない。 
 そこで本研究では、①特例区域制度を東京都中心部に適
用する際の移転候補地の抽出により量的な把握を行い、考
えられる容積移転のパターンを示すと共に、②移転に伴う
インフラ等への負荷を検証することにより区域設定及び望
ましい容積移転のあり方に関しても考察し、容積移転制度
の運用指針に一定の示唆を与えることを目的とする。 
 
1‐2．研究の構成 

研究の構成は以下の通りである。2 章では、容積移転を
めぐる制度と本研究が対象とする特例区域制度の概要及び
論点を述べる。3 章では、研究対象地域を定めた上で容積

の移転元候補地（以下「出し地」という）の抽出を、4 章
で、容積の移転先候補地（同「受け地」）の抽出を行って量
的な把握を行う。5 章で 3~4 章の結果の分析から、考え得
る容積の移転パターンを示した上で、その結果を踏まえ、6
章で実際に容積が移転した場合のインフラへの負荷等も加
味して望ましい容積移転について検証し、7 章で結論を得
る。 
 
2．容積移転をめぐる制度 
 ここでは、容積の移転を可能にする制度の概況と論点を
明らかにする。 
2‐1．容積率と容積移転の定義 

本研究では「容積移転」について、「指定容積率から現実
に使用済みの容積率を除いた、未利用となっている建築敷
地上空の容積率を他の敷地・街区に移転すること」と定義
する。 
2‐2．容積移転を可能にする制度 
2‐2‐1．容積移転に関する制度 

容積移転の概念は 1968 年にアメリカにおいてスタート
した Transferable Development Rights(以下 TDR：移転可能開
発権)制度が起こりとされている。この制度は、歴史的建造
物や街区の保存推進の為の容積移転制度としてはじまり、
その後農耕地や自然環境の保全、開発の抑制や誘導など幅
広い目的で用いられるようになった。 

次に、我が国における容積移転に関する制度に関して述
べる。これまでも隣接する複数の敷地を一敷地と見なした
場合や街区単位では容積移転は行われてきた。ただ、ゾー
ニングとして区域を指定し、一定の制約条件はありながら
も、隣接性、物理的な連続性のない離れた敷地間へ、しか
も所有者達の同意により自由に容積を移転することは今回
の特例区域制度によりはじめて可能になった。 
2‐2‐2．特例区域制度とその論点 
 特例区域制度は、商業地域内で基盤が整っている地域に
おいて、土地の高度利用を促進する為に、歴史的建造物や
文化的環境の維持に寄与する建物などを有する敷地の空中



にある未利用容積の移転を可能にする制度である。手続き
は図１に示す通りである。 

図 1 によれば、都市計画は区域設定に際してのみ関与し、
個別の容積移転には関わらないことになっている。 

「土地の高度利用促進」という制度の目的からは、活発
に容積の移転が行われるようにすべきであろう。しかしな
がら、容積移転が起こった結果として、その区域が劇的に
変化することのないように、容積率の設定根拠の一つでも
ある基盤面などにおける一体性を確認した上で、都市計画
が適切に区域を設定する必要がある。 

しかし、国の指針やそれに基づいて特定行政庁である都
が示した制度概要には、指定すべき区域、容積の出し地と
受け地の条件、移転可能な容積率の限度などは示されてい
るが、区域の設定に関する記述はなく、明文化が望まれる。 
 
3．容積の出し地候補地の抽出 
 ここでは、東京都中心部の４区を対象として、容積移転
が行われる際の出し地候補地の抽出と量的な把握を行う。 
3‐1．本研究の対象地域の概況 

本研究における対象地
域を、開発需要の高い東
京都心 3 区と、都心区以
外で商業地域の割合が高
く容積移転の検討される
可能性のある台東区に設
定する（表１）。 
3‐2．抽出基準 

 対象地域において、容積の出し地候補地を制度概要等を
基に次の基準で抽出する。尚、制度概要によれば、この制
度における出し地は、更新を行わずに他の敷地に未利用の
容積率を移転することが有効と考えられている建物を有す
る敷地である。 

2002 年現在、対象地域の商業地域内にあり、建築物を有
する敷地のうち、①、②それぞれの条件を満たす敷地をデ
ータベース化した。 
①歴史的建造物を有する敷地。具体的には、日本建築学会
の『新版 日本近代建築要覧』（1983）掲載の、明治以降戦
前までに造られた近代建築物の現存調査を複数の文献等か
ら収集し、不明なものは現地調査等での確認により抽出し
た。 
②歴史的・自然環境の維持等に寄与する建造物を有する敷
地として、寺社を有する敷地。具体的には各区の『みどり
の実態調査報告書』において一定規模（0.03ha）以上緑地
を持つ寺社を選び、『東京都宗教法人名簿』、現地調査等に
よる確認により抽出した。 

なお、本研究ではこれらの敷地のデータ及び土地利用現
況に関するデータとして、東京都市計画地図情報システム
(以下 GIS データ)を使用している。GIS データでは、ある
敷地とその隣接地が同じ用途の場合、それらを併せて１敷
地として認識するので、敷地確定の際には住宅地図を用い
て敷地の分割を行った。 

3‐3．抽出結果 
表２は、出し地の抽出結果を示したものである。この表

によれば、4 区合計で 181 箇所、約 151ha 分の未利用容 

 ＜表２ 出し地抽出結果(1)＞ 
積が存在していると算出された。総数に占める割合として
は近代建築が圧倒的に多いが、寺社の未利用容積が大きい
ため、候補地として寺社が多く抽出された台東区では未利
用容積が大きくなっている。 

 
4．容積の受け地候補地の抽出 

この章では、前章にて算出した未利用容積の受け地候補
地の抽出と量的な把握を行う。 
4‐1．抽出基準 

受け地候補地についても、出し地候補地と同様に制度概
要等に基づき、次の条件で抽出する。 

まず、2002 年現在商業地域内にあり、建築物を有する敷
地のうち、①～②の条件を全て満たす敷地を抽出した(2)。 
①敷地面積を 500 ㎡以上有する敷地（GIS データによる計
測により抽出）。 
②幅員 12m 以上の前面道路に敷地周長の 4 分の 1 以上が接
している敷地（住宅地図による計測により抽出）。 
さらに今後の制度の活用可能性を考慮し、次の条件③を加
える。 
③築後 30 年を経過(3)しており、現段階で建て替えの可能性
を有する敷地（1973,2002 年の住宅地図を用い、不明なも
のは現地調査等による確認を行い抽出） 
 以上①～③の条件を満たす敷地を抽出し、データベース
化した。 
4‐2．抽出結果 

表３は、容積の受け地の抽出結果を示したものである。
この表によれば、4 区合計で 264 箇所、約 224ha 分の容積
が受ける候補として抽出されたことがわかる。用途として
は圧倒的に事務所・商業施設・店舗が多いことが見てとれ
る。 
 ＜表３ 受け地抽出結果＞ 

 
5．容積移転パターンと移転の可能性の検討 

この章では、３章と４章で抽出した出し地と受け地のデ
ータから、考え得る受け地と出し地の組み合わせを検討す
る。 

まず、図２はこれまでに抽出された受け地と出し地を図
示したものである。 
5‐1．出し地と受け地の地理的傾向 
 各区の分布の地理的傾向は次の通りである。 
・千代田区 
 容積の出し地が神保町・駿河台地区に多く分布する一方
で、大規模な受け地が大手町や丸ノ内、神田錦町などに集
中している。 
・中央区 
 出し地、受け地共に西部と築地に集中している。銀座付
近では小規模な出し地が集中してみられる。受け地が 4 区

区 千代田区 中央区 港区 台東区 計
受け地数 82 115 49 18 264
事務所・商
業施設・店

65 108 47 8 228

その他 17 7 2 10 36
129.39 56.17 31.17 6.97 223.7

受け地

内訳

受け地容積(ha)

出し地 1.近代建築 2.寺社 計 例
千代田区 件数 42 0 42 東京駅

未利用容積(ha) 45.74 0.00 45.74 ニコライ堂
中央区 件数 44 5 49 和光

未利用容積(ha) 24.66 11.36 36.02 築地本願寺
港区 件数 9 10 19 堀ビル

未利用容積(ha) 4.77 6.01 10.78 芝大神宮
台東区 件数 45 26 71 上野駅

未利用容積(ha) 15.81 43.30 59.11 浅草寺

計 件数 140 41 181
未利用容積(ha) 90.98 60.67 151.65

 

利害関係者（所有権者、借地権者、抵当権

者等）の同意 

特例容積率の限度の指定 特定容積率の限度、特例敷地の位置等の公

告・縦覧 

土地所有者による特例容積率の限度の指定

商業地域における特定容積率適用区域の都市計画決定

建築確認 

制度の適用される区域の要件 
① 商業地域内であること。 
② 鉄道、道路、公園、下水道等の都市基盤施設が十分に整備された区域であること。

③ 区域全体として土地の高度利用を促すため、未利用容積率の活用を図る必要がある

こと。（例：区域内に社会的保存要請の強い歴史的建造物がある） 

<図 1 特例容積率適用区域制度の都市計画及び建築規制の流れ> 

区名 面積(ha)
商業地域
割合

千代田 1164.0 61.8%
中央 847.0 76.7%
港 1993.0 30.1%
台東 975.3 68.8%

<表１　対象区の概況>



中最も多いが、千代田区ほど規模の大きなものは少ない。 
       ＜図２ 受け地と出し地の分布図＞ 

・港区 
 芝大門付近に寺社の出し地が集中して見られる。受け地
は北部の新橋、虎ノ門地区に集中して分布している。 
・台東区 
 出し地は 4 割近くが寺社であり、未利用容積は 4 区中で
最も大きいが、指定容積率も 500～600%の地区がほとんど
であり、敷地規模がさほど大きくないため、受け地は、上
野駅周辺などに分布しているほかは多くない。 
5‐2．想定される出し地と受け地の組み合わせ 

次に容積移転で想定される出し地と受け地の組み合わせ
について、特例区域への指定が予想される単位を想定して
検証する。ここでは千代田区を例に検証する。 

 
千代田区の行政計画等で用いられる地域区分（全体で 15

地区）をベースとして、出し地と受け地に関して集計を行
ったものが、表４である。この表から、出せる容積と受け
られる容積の比較を行うことができる。例えば、駿河台西
(地区番号 8)、駿河台東(同 9)、秋葉原(同 10)の各地区では、
受け地は少なく、出し地の未利用容積が受け地が受けられ
る容積を上回っており、全ての候補地に容積が移転しても

移転可能な
容積は余る
ことになる。
このような
ケースでは、
受け地の条
件を緩和す
るか、特例
区域を広げ
ることによ
って容積移
転が行われ
る可能性が
上がる、と
いえるだろ
う。 

 
6. 容積移転による基盤への影響の予測 

この章では、今回想定されたような容積移転による基盤

への影響を予測した上で、容積移転制度のあり方に一定の
示唆を与えることとしたい。 
6-1. 検証の観点 
 ＜表５ 各区別交通手段分担率＞ 

 今回検証
を行うのは、
都市計画、
容積率規制
で制御すべ

き物的な側面である基盤面である。表５に、今回予測を行
う自動車と鉄道の４区における用途別分担率(4)を示す。こ
の４区に関しては、特に鉄道の分担率の高さが目立つ。 
 なお、予測は、自動車と鉄道に関しては大規模開発地区
交通環境研究会(1999)6)をベースにして行い、自動車に関し
ては交差点飽和度を、鉄道に関しては、ピーク時の乗降人
員の増加数を予測する(5)。また、災害時歩道容量に関して
は歩道面積との関連をあらわした簡便なモデルをもとに予
測する。 
6-2. 対象地区 

 ＜表６ 対象地区の概要＞ 
 今回は、出し地、受け地が量・規模共に比較的大きく、
容積移転の行われる可能性のある３地区を対象とする。以
下に３地区の所在と特徴、分析に関して記す。 
１）銀座地区（中央区） 
 出し地・受け地共に小規模なものが散在しているのが特
徴である。なお、区域の広さによる影響の差異を把握する
ため、銀座５～８丁目と銀座全域（１～８丁目）の２つの
ケースの区域を設定した。 
２）上野地区（台東区） 
 比較的大きな出し地があり、一方受け地の現状が商業用
途中心であることが特徴である。 
３）日本橋・八重洲・京橋地区（中央区） 
 比較的広いエリアに受け地が満遍なく集中しているのが
特徴である。地区内において異なる場所への移転による影
響の差異を把握する為に、容積の移転先に関して２つのケ
ースを設定した。 

表６に各地区の概況を示す。 
なお、今回の分析では、予想される最大の影響を予測す

るため、受け地への移転に関して、主要駅付近に受け地が
集中すると仮定する。また、受け地には特例容積率の上限
まで容積が増えると仮定する。 
各対象地区に関して、移転後の各受け地に建てられる建築
物用途について a)すべて業務床,b)現行と同じ用途,c)すべ
て商業施設の３パターンを想定した。 
 このうち、a)と c)については最大の影響を予測するため、
b)については現在に最も近いケースのまま推移していくこ
とを想定して設定した。 
6-3. 予測結果 

予測の結果を表７に、各地区の受け地に関して表８に示
す。 
①全体的な傾向 

これによると、商業地域に指定されており、指定容積率
も比較的高く基盤が整っていると一般にいわれる今回の対
象地域においても、容積移転により道路基盤、鉄道基盤双
方への影響が出る場合あることが判明した。特に、出し地
規模の大きく、街区の規模が大きい地区では、移転による
交通量増加が非常に大きくなると予測された。 

また、災害時の歩道容量への影響も予測したが、すべて
の地区において現況で既に災害時に耐えうる歩道容量に達
していないという結果となった。 
 

大
分
類

地区
番号

地区名
出し
地数

出し地
容積
(ha)

受け
地数

受け地
容積(ha)

単純
比較

1 皇居周辺 0 0.00 0 0.00 -
2 平河町・麹町 0 0.00 2 0.60 受
3 番町 0 0.00 0 0.00 -
4 富士見 0 0.00 0 0.00 -
5 飯田橋 2 5.17 3 5.87 受
6 神保町 14 3.35 5 3.98 受
7 内神田 7 2.27 10 6.03 受
8 駿河台西 5 1.80 2 1.30 出
9 駿河台東 2 2.45 0 0.00 出
10 秋葉原 1 3.77 10 3.33 出
11 神田 6 1.46 8 2.28 受
12 丸ノ内・大手町 3 25.37 20 65.13 受
13 皇居外苑 0 0.00 0 0.00 -
14 日比谷・有楽町 2 0.12 15 35.49 受
15 霞ヶ関・永田町 0 0.00 7 5.39 受

計 42 45.74 82 129.39
<表４　千代田区の地区別の出し地及び受け地集計>

A

B

C

D

指定容積
率

業務床
比率

商業床
比率

５～８丁目 46.52 700～800% 63.6% 13.0% 8 3.77 19 11.50
１～８丁目 87.77 700～800% 66.5% 14.1% 14 5.36 26 14.52

2 上野 １～７丁目 56.18 600～800% 45.3% 28.1% 6 5.30 4 3.25

3
日本橋・八
重洲・京橋

日本橋・東
京駅前地区

115.81 600～900% 84.5% 7.2% 11 10.25 53 28.62

番号地区名
区域の
規模
(ha)

基礎データ

銀座1

受け
地数

受け地
容積
(ha)

出し地
容積
(ha)

出し
地数

千代田区 中央区 港区 台東区
自動車 9.3% 10.7% 11.7% 19.3%
鉄道 80.3% 76.4% 76.4% 61.7%
自動車 9.4% 14.7% 14.0% 13.6%
鉄道 59.2% 51.7% 32.9% 34.1%

分担率(H10PT調査）

業務床

商業施設



②地区毎の特性と分析 
１-a.銀座 5~8 丁目地区 

銀座地区は移転想定容積の方が実際の増加床より大きく
なっている。これは、いわゆる「既存不適格」建築が非常
に多いためで、移転が全て床の増加に結びついていない結
果として、基盤への影響も軽微にとどまっているものと思
われる。また、比較的敷地規模の小さな受け地が多かった
ことも影響しているものと思われる。 
１-b.銀座１～８丁目地区 
 1-a.よりも移転容積は大きくなったが、出し地の容積も
大きくなく、しかも敷地規模の小さな受け地への移転だっ
たため、区域を広げたことによる影響はさほど見られなか
った。 
２.上野地区 
 受け地数は４カ所であったが、いずれも地区の中心にあ
り、しかも現用途が商業施設である敷地への移転であり、
よって床の純増と合わせて、移転後用途が業務床になった
場合の基盤への影響は大きくなったと考えられる。 
３-a.日本橋地区 
 集中を仮定した駅の周辺に敷地規模の大きな受け地が非
常に多く、その結果として、移転後用途が業務の場合は鉄
道基盤へ大きな負荷がかかり、すべて商業施設になった場
合にはトータルの交通量が急激に増えた。現行用途のまま
の場合の推移をみても移転により５ha もの床が増加した
結果として、鉄道基盤への影響が大きく出た。 
３-b.八重洲地区 
 日本橋に移転させる想定を八重洲に変更したところ、移
転した容積は若干少なくなっているが、基盤への影響は大
きく出た。土地利用の特性は日本橋とさほど変わらないた
め、両地区に大きな差は出なかったが、このケースでは出
し地が日本橋に集中しており、区域を広くとることにより
移転の可能性が上がっても、同時に基盤への影響が出る可
能性のある現状の制度の問題点が浮き彫りになった。 
6-4. 考察 

今回の分析を踏まえ、容積移転制度の可能性と問題点、
今後の方向性について考察を行う。 

指定容積率によって決定される床面積の総量を変えずに
高度利用を可能にする容積移転は、土地の有効活用に有益
な手段である。 

しかし、東京都中心部における現行の制度を前提とした
検証により、局地的に大きな容積の移転が起こった場合に
は、最悪の場合、道路、鉄道、歩道容量等の基盤面に大き
な影響が出る可能性が示された。 

 すなわち、
現行の制度の
枠組みの中で
都市計画が関
わる区域設定
のみで制御で
きない特性へ
の対処が求め
られている。 

よって、容
積移転の可能
性をあげてい
くために、制
度の趣旨上、
区域は広く設
定されること

が望まれるが、その上で基盤負荷とのバランスを考慮に入
れる為に現行の体系から一歩踏み込んで、例えば、床の集
中に伴う交通量増加を抑える為に容積移転を利用した建造
物に複合用途の義務づけを行ったり、災害時の歩道容量の
不足を考慮に入れて防災への配慮を促したりするなど、
個々の移転に関して基盤面を考慮に入れつつ建築規制の中
で対応していくことが望まれる。 
  
7. おわりに 
7-1. 結論 

本研究の結論は以下の通りである。 
① 本研究では、特例容積率適用区域制度を活用した容積
移転を想定して、容積の出し地と受け地の所在と量的把握
を行った。 
② ①で得たデータを踏まえ、実際に容積移転が起こった
場合の影響のうち、基盤面について、大規模開発による交
通面への影響を計測するモデルにより予測した。その結果、
出し地と受け地の組み合わせ、また区域の特性によっては
基盤面に大きな影響が出ることが予測された。 
③ ①、②の結果を踏まえ、今後の容積移転制度の方向性
を提案した。 
7-2. 今後の課題 
 今後の課題としては、インフラ負荷予測に関して、用途
だけでなく他の特性等も考慮して、現地調査や確率論的検
討等も行った上で、より精緻な原単位の適用の必要性があ
げられる。また、容積移転の評価に関して、今後は都市へ
の影響に加えて個々の事例も考慮に入れた上での、より現
実を反映する評価指標及び評価法の構築が必要だと考えら
れる。これらの課題については他日を期したい。 
【補注】 
(1) 寺社の中でも近代建築として抽出したものは「1.近代建築」の
項に含めた。 (2)条件を満たす敷地の中で、一団地の官公庁施設
となっている地区の敷地は制度の活用が困難であると考えられる
ので候補地から除外した。 (3)大蔵省令「減価償却資産の耐用年
数等に関する省令」で、金属造の事務所用建物の耐用年数が 30
年であることを考慮した。 (4)平成 11 年パーソントリップ(PT)
調査のデータより算出。 (5) 具体的には、PT 調査のゾーン別交
通機関別ピーク率の算出データ、住宅地図による受け地への近隣
駅からの距離の計測データを併用した。 
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業務
床

商業
施設

500̃
1000

1000̃
3000

3000̃
5000

1-a 銀座５～ 7 4 3 4 2 1
1-b 銀座１～ 10 6 4 5 4 1

上野 2-a 上野１～ 4 1 3 1 2 1
3-a 日本橋 18 16 2 6 12 0
3-b 八重洲 18 17 1 9 9 0

＜表８　各地区の受け地の現用途と敷地規模＞

敷地規模(㎡)
移転した
受け地計

日本橋・八
重洲・京橋

銀座

現用途
対象地区 番号 エリア

現状 将来 増減
a)業務 -4.1% 2,767 911 -5.2% 0.549 -0.030
b)現行用途 2.1% 1,601 844 1.8% 0.589 0.010
c)商業 7.0% 1,282 401 7.2% 0.620 0.041
a)業務 -3.7% 2,480 1,185 -4.5% 0.552 -0.027
b)現行用途 1.3% 2,041 627 1.1% 0.585 0.006
c)商業 5.2% 1,303 322 5.4% 0.610 0.031
a)業務 -2.3% 8,387 3,726 -2.1% 0.461 -0.010
b)現行用途 7.0% 859 375 4.7% 0.494 0.023
c)商業 8.2% -179 -70 5.7% 0.498 0.027
a)業務 -0.1% 14,804 5,581 -1.3% 0.501 -0.007
b)現行用途 1.9% 8,876 2,967 1.4% 0.514 0.006
c)商業 13.3% -25,372 -9,820 16.7% 0.592 0.084
a)業務 0.8% 10,244 2,817 0.1% 0.508 0.000
b)現行用途 1.6% 7,497 2,280 1.1% 0.513 0.005
c)商業 14.9% -24,792 -8,577 18.3% 0.600 0.092

＜表７　予測結果＞

上野駅付
近

日本橋駅
付近

東京駅付
近

受け地
増加床
(ha)

1.67

2.04

3.63

5.97

5.52

5.11

9.87

9.94

3.25

交差点飽和度

日本橋・
東京駅
前

日本橋・
八重洲・
京橋

上野

3-a

銀座

上野１～
７丁目

1-b

1-a
銀座５～
８丁目

基盤への影響

交差
点名

移転想
定容積
(ha)

3.40

周辺駅ピー
ク時乗降人
数増加数

集中仮定

銀座駅付
近

銀座１～
８丁目

地区名
発生集
中増減
率(%)

2-a

3-b

対象地
区

エリ
ア番
号

0.508

0.579

0.579

0.471

0.508

銀座
四丁
目
銀座
四丁
目

ケース
発生集
中増減
率(%)

駅名
ピーク時乗
降人員増加
数

上野
広小
路

日本
橋

日本
橋

1)鉄道基盤

銀座

銀座

上野広小路

日本橋（営
団）

東京（JR)

2)道路基盤


