
　

　

　

　大阪は、住
すみのえのつ

吉津や難
な に わ づ

波津など、上

代に開かれた港湾を中心に発展した

都市である。遣隋使や遣唐使を送り

出した両港は、大陸からさまざまな

文化を取り入れる窓口としても機能

し、7世紀には現在の大阪市中央区

に難波宮が置かれるなど重要な位置

にあった。都はその後、京都や奈良

などへ移されたが、大阪は長い時代

を通じて常に発展を続けてきた。

　1615年、豊臣氏が滅んだ「大坂夏

の陣」で町が一時荒廃するも、江戸

幕府は物流の拠点として河川や運河

を整備。これが米取引をはじめとす

る商業の発達を促し、やがて「天下

の台所」と呼ばれるようになった。

　市制が敷かれたのは1889年で、

第２次世界大戦時には空襲で甚大な

被害を受ける。だが、市民の努力に

よる迅速な復興で再び活気を取り戻

していった。

　1970年にはアジア初の万国博覧

会が開かれた。それから55年後と

なる2025年の万博開催地として大

阪は再び立候補している。

　これが実現すれば、2020年の東京

オリンピック・パラリンピックに続

く日本を活気づける大きなイベント

となるだろう。

　そのような大阪の中心地の一つ

が、JR 大阪駅周辺に広がる梅田エリ

アだ。1874年の鉄道開通による梅田

停車場 （JR 大阪駅の前身） の設置と

ともに発展し、1906年に阪神電気鉄

道、1910年に阪急電鉄の梅田駅が置

かれてからは、鉄道網が集中する一

大ターミナルとなった。

　かつての梅田は、「JR 大阪駅周辺

エリア」、阪神梅田駅南側の「JR 大

阪駅南エリア（ダイヤモンド地区）」、

阪急梅田駅周辺の「阪急梅田駅・茶

屋町エリア」がにぎわいの中心であ

った。近年では「うめきたエリア」

や「西梅田エリア」の開発が進み、

新たな活気を生み出している。

鉄道網が集中する

ターミナルエリアとして発展

大規模開発で大きな変貌を遂げつつある梅田エリア

住む人や訪れる人に快適な都市環境の提供を目指す

 進化を続ける
 「大阪・梅田」

JRや私鉄、地下鉄路線が集中し、1日に約250万人
もの乗降客数を誇る梅田エリア。近年では、ビルの
建て替えや、貨物ヤード跡地における大規模開発が
進んでいる。大阪の中心部として機能する梅田が、こ
れからどのように変貌しようとしているのかを探る。
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梅田の新たなランドマーク

大阪梅田ツインタワーズ

　既存のエリアでも多くの再開発事

業が進められており、とりわけ大き

な注目が集まるのが、梅田の中心部

に建設中の大阪梅田ツインタワーズ

だ。これは阪神百貨店の阪神梅田本

店が入る大阪神ビルディングと、オ

フィスビルの新阪急ビルの一体的な

建て替えによって誕生する高層ビル

で、2018年4月にⅠ期工事が竣工。

ビル名称を大阪梅田ツインタワー

ズ・サウスとし、6月に阪神百貨店が

部分開業した。全体の竣工予定を迎

える2022年春には、阪急百貨店が

入居する梅田阪急ビルを大阪梅田ツ

インタワーズ・ノースと改称する。

　「前身の両ビルは、長年にわたっ

て多くの人に親しまれてきました。

建て替え後も、梅田のランドマーク

となることを願っています」と話す

のは、大阪梅田ツインタワーズの開

発業務を担当する、阪急阪神不動産

の森永純取締役。部分開業した阪神

百貨店は盛況で、若い世代のお客様

を取り込むことにも成功している。

　大阪梅田ツインタワーズ・サウス

は新阪急ビルが担っていたオフィス

機能も受け継ぎ、地上11階から38

階が西日本最大規模の貸室面積を誇

るオフィスフロアとなる。共用部に

はパーソナルワークスペースやラウ

ンジ、フィットネスジムなどを備

え、快適に働きながら生産性も高め

られる次世代のオフィス環境を実現

する計画だ。

　「もともと大阪駅の南側は、“玄

関口”として機能してきました。

近年の『うめきた』地区の開発によ

って北側が活況を呈していますが、

阪神梅田駅、大阪駅に隣接する好立

地を生かし、大阪梅田ツインタワー

ズを、改めて多くの人が訪れる梅田

の中心軸にしたいですね」

　そう語る森永取締役は、梅田のさ

らなる成長には各エリアが互いに刺

激し合うことが不可欠だという。ま

た、エリアの建物を再整備するだけ

ではなく、歩行環境の向上や、難波

などに比べて少ない外国人観光客の

呼び込みを図ることなどで、梅田全

体がさらに活気にあふれるはずだと

指摘する。

うめきた地区の大規模開発	

先駆けとなった新梅田シティ

　現在、大阪駅の北側には広大な貨

物ヤード跡地があり、その北西側に

隣接して、梅田スカイビルとウェス

ティンホテル大阪を中心に構成され

る新梅田シティがある。

　｢ この計画地の一部を当社が取得

したのは1981年ですが、その時は

明確な開発方針はなかったと思われ

ます ｣ と語るのは、新梅田シティ

の開発を手掛けた積水ハウス開発事

業部の那
な が せ

俄性一志部長。

　「大阪の新名所になるように、周

辺地域へのインパクトになる開発を

行い、大阪駅の北側に多くの人を呼

び込みたい」との思いを託し、積水

ハウスを含む4社の共同事業で1993

年に竣工させたのが、新梅田シティ

である。

　その中心である梅田スカイビル

は地下2階、地上40階建て、高さ
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大阪梅田ツインタワーズ・サウス（完成予想図） 最上部に空中庭園展望台が設置された梅田スカイビル。 フジテック製の展望用エレベータが稼働している

大阪梅田ツインタワーズ・サウスに入るフジテック製のエスカレータ

173m を誇る。また、東棟と西棟の

最上部が連結した円形の空中庭園展

望台を設置し、大阪の中心街を一望

できるつくりとなっている。海外か

らの観光客も多く、入場者は年間約

150万人（2017年度）。今や大阪を代

表する観光スポットの一つだ。

　この新梅田シティの開発事業が貨

物ヤード跡地を有効活用する「うめ

きた」開発計画を後押しし、2013年

にはその一期区域として、複合商業

施設や高層マンションなどからなる

森永 純様

阪急阪神不動産株式会社
取締役 開発事業本部 副本部長
開発推進部長

那俄性 一志様

積水ハウス株式会社
開発事業部 設計担当
部長

梅田エリアマップ
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グランフロント大阪がオープンし

た。現在は「うめきた二期区域」の

開発が進められようとしており、グ

ランフロント大阪の開発事業者の一

社でもある積水ハウスと先の阪急阪

神不動産は、二期においても参画が

決まっている。

　「二期区域が開発されると、うめ

きた地区全体が一体化し、駅からの

連続性が生まれることになります」

（那俄性部長）

　新梅田シティの計画段階から開発

に参画し、大阪駅北側の景観が大き

く変化する様子を数十年にわたって

見守ってきた那俄性部長には、二期

区域の開発に対して特別な思いがあ

る。2024年には、約16ha の二期区

域がまち開きする予定。新梅田シテ

ィがうめきた地区発展の礎となった

ように、二期区域の開発が周辺地域

のさらなる活性化に寄与することを

切に願っているという。

回遊性の確保や緑化で	

都市の価値を高める

　このような梅田の再開発に、行政

はどんな期待を寄せているのだろう

か。大阪市都市計画局企画振興部

うめきた企画担当の荒木敏課長は、

「梅田のまちづくりは歴史的に各鉄

道事業者が個別に進めてきたため、

一体感に欠ける側面がありました。

そこで10年ほど前から民間事業者

や有識者が“広域梅田”という観

点からグランドデザインを検討し、

関係者が協力して都市の価値向上を

考えてきました」と話す。

　大阪市も議論に参加し、歩行環境

の改善で梅田全体の回遊性を高める

方針を決定した。それに基づき、大

阪梅田ツインタワーズ・サウスⅠ期

工事の竣工と同時に、大阪駅とビル

を結ぶデッキが開通。

　「業務・商業施設が集中する大阪

駅の南側に、大阪梅田ツインタワー

ズが加わることで、駅南側にさらな

るにぎわいが生まれることに期待し

ています」（荒木課長）

　一方、駅北側のうめきた二期区域

については、15社のコンソーシアム

による具体的な開発プランがまとま

ったところだ。北街区と南街区にオ

フィス、ホテル、商業施設、MICE

施設※、イノベーション施設、分譲

住宅などの建設が計画され、これま

でにないまったく新しい都市が出現

することになる。

　「約4.5ha もの面積の公園が設け

られるのも、二期区域開発の特徴で

す。巨大ターミナルのすぐ近くにこ

れだけ大規模な公園が設置されるの

は、国内で例を見ないのではないで

しょうか」と話すのは、大阪市都市

計画局企画振興部うめきた整備担当

の臼田利之係長。

　大阪駅前という一等地の収益性を

犠牲にしてでも都市公園にすること

を決めたのは、“人が憩える豊かな

緑があってこそ都市の価値が高ま

る”との考えによるものだ。新梅

田シティの敷地内には、森や里山を

再現した豊かな緑地が設けられてい

るが、この市営公園によって“緑

のネットワーク”が生まれ、梅田

エリアに潤いがもたらされることに

なる。

西梅田地区の再編や新駅

開設で利便性がさらに向上

　近年、オフィスビルや商業施設、

ホテルなどが建ち並ぶようになった

西梅田地区には、大阪中央郵便局や

周辺のビルを一体的に建て替える計

画があり、さらなる発展が見込まれ

ている。また、うめきた二期区域の

地下には、JR 北梅田駅（仮称）も建

設中だ（2023年開業予定）。この新

駅が誕生すれば関西国際空港にアク

セスする JR の特急列車を利用でき

るようになり、現在難波などに集中

している外国人観光客を梅田に誘致

する効果も生まれそうだ。

　エコノミスト誌発表の「世界で最

も住みやすい都市ランキング2018」

で、大阪はウィーン、メルボルンに

次ぐ世界3位にランクインした。公

共交通機関の利便性などが評価され

た結果だが、その中心部である梅田

が、住む人にとっても訪れる人にと

ってもますます快適性を増すことは、

大阪という都市全体の魅力を高める

ことに大きく貢献することになる。

－営業推進部の主な役割を教えて

ください。

平岡 : 大型案件を含めた新規開発物

件に対し、事業主様や設計事務所

様などにアプローチし、昇降機に対

するご要望を当社の開発・設計部門

にスピーディーに伝えることです。ま

た増加傾向にある、昇降機リニュー

アル事業においても、事業主様の営

業のサポートを行っています。

―フジテックの強みはどんな点にあ

ると考えますか。

山田 : 開発・設計・販売・製造・据

付・メンテナンス・リニューアルと、一

貫体制で行い、お客様のニーズに迅

速に対応できる点です。営業部門と

技術部門のコミュニケーションが密なの

も当社の強みだと思います。

平岡 : 営業部門と技術部門で連携し

た例が「大阪梅田ツインタワーズ・

サウス」様のⅠ期工事に納入した、7

台のエスカレータです。多くの人がご

利用になる公共性の高い昇降機なの

で、不測の事態に備え、手すり下の

ガラスパネルを短時間で交換できる

新製品を開発しました。そうした開発

力もお客様から高くご評価いただいて

います。現在はⅡ期工事へ向けた社

内でのプロジェクトも進行中です。

―今後の梅田あるいは大阪の発展

にどのように貢献していきたいですか。

平岡 : オフィスや商業施設に加え、近

年はホテルも急増しています。“安全・

安心” な昇降機の納入と、高品質な

メンテナンスを提供することで、快適

な都市づくりに貢献したいですね。

山田 : 都市再編に伴い、梅田地区に

も高層マンションを含めた多くの建築

物件が企画されております。そうした

案件にも、全社が一丸となって取り組

み、フジテックの評価を高める一翼を

担いたいと思っています。

多様な昇降機へのニーズに応えながら
梅田の再開発に貢献します

JR 大阪駅に隣接する広大な貨物ヤード跡地（写真中央）に新たな都市が出現しようとしている

フジテック株式会社
近畿統括本部
営業推進部 課長代理

平岡 裕美子
（写真左）

フジテック株式会社
近畿統括本部
営業推進部 係長

山田 瑠美
（写真右）

フジテック・インタビュー

荒木 敏様

大阪市都市計画局
企画振興部 
うめきた企画担当課長
（兼）経済戦略局
企画総務部
調整担当課長

臼田 利之様

大阪市都市計画局
企画振興部
うめきた整備担当 
大阪府 住宅まちづくり部
空間創造室（併任）
担当係長

※会議、研修旅行、国際会議、展示会の総称
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