
現在世界で進⾏中のウォーターフロント
開発の中でも、バランガルーほど注⽬を
集めている開発プロジェクトはありません。
シドニーは今、⼤きな節⽬を迎えていま
す。シドニーのウォータフロントは、活気に
満ちた世界レベルの魅⼒的な街へと変
容しています。
さびしかったコンテナターミナルが、サステナ
ビリティ、ワークライフの次のスタンダードと
なる街へと変わりつつあります。
そこに、レンドリース「ポディウム」の活躍が
ありました。

バランガルー
シドニー, オーストラリア

バランガルーサウスでは、プレイス・メイキング(*1)が進行中です。 バランガルーサウスエリ
アの半分以上は、賑やかな金融街を取り巻くオープンなパブリックスペースで、世界レベ
ルのオフィス、高級レジデンス、活気あるショッピング、ダイニング、エンターテイメントが楽し
める場所です。

ここでは、最終的に23,000人が働き、1,600人が住み、6つ星ホテルル、80を超える
カフェ、バー、レストラン、小売店が立ち並びます。
レンドリースが、このバランガルーを変容させてきた10年の間に、人々の生活、仕事、遊
び方も大きく変わりました。それは、次世代のコミュニティのニーズを満たさんとする挑戦の
連続でした。

新しい働き方、ウェルビーイング、持続可能性といった新しい価値のスタンダードとなる場
所、新しいテクノロジーと進化するコミュニティのニーズに応える場所、毎日何万人もの
人々がいつでもしたい事ができる場所、自律的な場所　－　レンドリースはそういった場
所を築きました。

ポディウム・システム・インテグレーション・サービス

• 施設に関する一連のデータを評価するだけではなく、どういったデータを取り込むか
計画し、そのデータをどう使うか、そして管理していくかを検証するサービスです。バ
ランガルーが、先進的な組織が集まり、次世代型の働き方をフルに活用できる場
所であるために、重要な役割を果たしています。

• 今日のデジタル化社会に不可欠な、信頼性のあるレジリエントなデジタルコネク
ティビティを提供します。バランガルーのテナント顧客は、世界最高のネットワーク・
インフラストラクチャ、電力レジリエンス、ワイヤレスへの接続性の良さと信頼性とい
う恩恵を享受しています。

(*1) あらゆる住環境において居⼼地の良い⼼的価値をつくり⽣活の質を⾼める場所づくりの概念



ポディウム・アセット・サービス

カーボンニュートラル(*2)、ウォーターポジティブ(*3)、ゼロウェイスト(*4)というバランガルーにおける
私たちの挑戦は、ポディウム・アセット・サービスによって実現します。ポディウムを通じて、インフラは設
計・整備され、運⽤されています。

• ⼤規模なユーティリティ・インフラストラクチャを⼀元化することにより、カーボンニュートラルで経
済的に持続可能なエリアを実現しました。

• 77,000平⽅メートルの地下室（その上にある42階建てのオフィスタワーの1棟とほぼ同じ
⼤きさ）に、 9つの建物へ電⼒や⽔を共有するプラントを設計しました。ここから、バランガ
ルーオフィス、レジデンス、店舗へ、電⼒、冷暖房、および⽔を供給しています。

• オリンピック競技⽤プール約40個分の⽔を毎年節⽔し、費⽤とエネルギー効率の⾼い地域
冷暖房施設を設置しました。

• 過去3年間に埋⽴地より出た5,400トン以上の廃棄物を処理した廃棄物処理施設を継続
して使⽤し、⽉50から60トンの⾷品廃棄物をこの施設で圧縮しています。この廃棄物は、バ
ランガルーの外に搬出され、グリーンエネルギーや肥料に変換されます。エリア全体でリサイクル
への取り組みを⼀元化することにより実現可能となりました。

• エリア内に再⽣⽔のリサイクル施設を設置。この施設が完成すると、エリア内で毎⽇使⽤され
る⽔よりも多くの⽔を作り出すことができます。エリア内で使⽤された⽔は、この施設で処理さ
れ、⾼品質の再⽣⽔となり、イレの⽔洗、清掃、スプリンクラー、植物への⽔やりに利⽤されま
す。このような取り組みにより、バランガルーはウォーターポジティブになります。

• 通常は建物の上にあるインフラストラクチャを地下に配置することで、バランガルーの建物の屋
上に6,000m2のソーラーパネルを設置し、グリーンエネルギーをエリア内に供給できるようにな
りました。

成功の秘訣
レンドリースCEO　スティーブ・マッキャンは、「バランガルーの成功の秘訣は

「秘密都市」である地下室を設けたことです。」と述べています。

コンパクトなインフラ

インフラ設備を収容する床⾯
積を最⼩限にし、より多くの公
共スペースを提供しています。

サステナビリティ

オーストラリア政府が定め
るCarbon Neutral Program
（街区）の認定を始めて受け
ました。（2019年12⽉）

費⽤効率

重複をなくし、効率を⾼め、
⼤幅にコストを削減できる経
済性を実現しました。

Wired プラチナ評価

レンドリースのバランガルーサウス
地区にある4つのビルは、Wired
プラチナ評価（最高レベル）を
獲得しています。

For more information go to confirm www.lendleasepodium.com

(*2) 地球上の炭素（カーボン）の総量に変動をきたさない、CO2の排出と吸収がプラスマイナスゼロになるようなエネルギー利⽤のあり⽅やシステムの社会実装を指す概念
(*3) 使⽤するより多くの⽔を供給すること
(*4) ごみをゼロにすることを⽬標に廃棄物を減らす取り組み



Barangaroo,  
Sydney, NSW, 
Australia 

Barangaroo is one of the most 
significant waterfront transformations 
currently underway anywhere in 
the world. It’s a once in a lifetime 
opportunity for the city of Sydney to 
create a vibrant, world class destination 
on Sydney Harbour. Podium by 
Lendlease helped transform a disused 
container terminal into a place that  
sets the standard for sustainability, 
ways of working and life for 
generations to come.

Barangaroo South is place-making in progress. Over half of the Barangaroo 
South area will be open public space which surrounds a bustling financial 
district, with world class office space, premium residential buildings and a lively 
shopping, dining and entertainment destination. 

Barangaroo South will eventually accommodate around 23,000 office workers, 
1,600 residents, an international six-star hotel and more than 80 cafes, bars, 
restaurants and retail outlets. 

How people live, work and play has changed significantly over the 10 years that 
Lendlease has been transforming Barangaroo. Our challenge has been to create 
a place that meets the needs of the Barangaroo community for generations to 
come. 

A place that sets the standard for new ways of working, for health and wellbeing 
and sustainability. A place that is connected, adaptable to new technologies 
and evolving needs of the Barangaroo community. A place that enables highly 
customisable experiences for the 10’s of thousands of people in the precinct 
every day. A place that’s autonomous. 

Podium System Integration Services
• A business that assesses, designs, deploys and manages data networks

and plays a major role in creating Barangaroo into a precinct where forward
thinking organisations can adapt to and capitalise on next generation
working practises.

• Design and deliver reliable and resilient digital connectivity essential in
today’s digitally enabled world. Tenants now benefit from the world’s best
network infrastructure, electrical resiliency, wireless capability and ease
and reliability of connectivity.



Podium Asset Services
The achievement of Barangaroo’s ambitions to be carbon neutral,
water positive and to create zero waste emissions is made possible
by Podium Asset Services, engaged to design, deliver and now manage
Barangaroo’s infrastructure.

• Enabled a carbon neutral, economically viable precinct by delivering a
large-scale centralised utility infrastructure

• Designed plant, services and systems to support nine buildings to be
housed in one 77,000 sqm basement (almost as large as one of the 42
office towers that sits above it. This delivers all Barangaroo Offices,
apartments and retailers with power, cooling, heating and water.

• Delivered a district cooling plant that saves about 40 Olympic-sized
swimming pools of water every year and provides cost effective and energy
efficient air conditioning.

• Designed a waste management system enabling the diversion of over 5,400
tonnes of waste from landfill in the past three years – the equivalent of 1,200
elephants.  50 to 60 tonnes of food waste is compacted every month,
before its taken off site and converted into green energy and fertiliser. This
is only possible because of the centralised approach to precinct recycling.

• Provided the precinct with recycled water recycled. When completed, the
precinct will be able to create more water than it uses each day.  Water
used in the precinct is treated and converted into high-quality recycled wa-
ter which is used for toilet flushing, cleaning, fire sprinklers and watering the
plants, enabling Barangaroo to be a water positive.

• Placing infrastructure, which is typically housed on top of a building,
into  the basement, made possible for the rooves of Barangaroo buildings
to be saturated with 6,000m2 of solar panels, that provide green energy
for the precinct.

Benefits Derived
Lendlease CEO, Steve McCann, said that ‘Fundamental to Barangaroo’s 

success was the creation of the basement, a “secret city”. 

Compact infrastructure
Reduced the amount  

of land and floor space 
needed to house the  

infrastructure, enabling the  
land to be released towards 

more public space.

Sustainability
Barangaroo South is the first  
urban precinct in Australia to  
be awarded carbon neutral  

status (December 2019)

Cost efficiencies
Removed duplication, 
enabled efficiencies  

and created economies  
of scale that dramatically 

lowered cost.

Wired Platinum rating
The four buildings at  

Lendlease’s Barangaroo South  
precinct all achieved a  

Wired Platinum rating, the  
highest rating  possible.  

For more information go to confirm www.lendleasepodium.com




