宅地開発の意図と経過
-関東大震災から戦前までの民間事業をたどる序章

宅地経年変化の分析結果
埼玉県さいたま市北区 盆栽町

研究の背景と目的

90年前に東京都心部は関東大震災によって壊滅的な被害を受け、
人々は郊外へ移り住んだ。当時開発された宅地は時を経た現在、
土地の細分化や建築物の老築化によって当時とは異なる環境を
生んでいる。一方で開発当時から続く良好な都市整備や住民協定
によって、現在でもその良好な住環境が残る宅地も存在する。
しかし、住環境の経過や区画の移り変わりなど、既往研究で明らか
にされている事実は少ない。作り替えが難しい都市について当時
から現在までの住環境の経過を明らかにすることで今後も活かせ
る知見があると考えたことが本研究の背景である。
住環境の良い事例同士の比較を通し相違点と共通点を挙げ、
それらの要素を抽出することを本研究の目的とする。

y09033 福島尚樹
主査 前田英寿
副査 桑田 仁

盆栽町の経年変化
個人

第一次経済成長期とされる1950年代初頭から盆栽町の内部、周
辺部共に宅地化が進んでいる。注目すべきは道路が数本増えたこ
とである。
これは計画当初の道路では土地利用に付随する交通需
要に間に合わず、追補的に都市整備が行われたことを示す。東武
野田線大宮公園駅が昭和4年に開設した影響も大きかった。
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研究の概念図
人類の進化の過程は明らかにされている。長い年月の中で環境に
適応し、サルから人間へとその姿を変化させてきた。その事実を
立証出来たのは化石などの分析によって絶えず過程を明らかに
してきたからに他ならない。本研究は宅地の進化の過程をたどる
ことで景観や住環境が変化した外的または内的な要因を明らか
にする。その分析によって今後も良好な住環境を維持していく
ための手がかりを探る。
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道路が敷かれた当初から寺町内部の変化はほとんどない。一方、
寺町周辺部の宅地化は著しい。京王線の開通後からスプロール
状に宅地が広がった。戦時中には工場が建設され、高度成長期の
学校や団地の建設によって宅地化は激しく進んだ。
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図-2 人類の進化過程
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大正12(1923)年9月1日午前11時58分、マグニチュード7.9とされ
る巨大地震が東京都、神奈川県の一帯の街を襲った。死者・行方
不明者は約10万５千人、その内東京市の死者・行方不明者は約
７万人、住宅被害棟数は約17万棟に及んだ。いずれの被害も地
震後に起きた火災が主な原因であった。地震の発生は昼間で多
くの家庭で火を使用していたこと、強風が吹いていたことなどの
複合的な要因が結果的に延焼を早めた。
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宅地内部住宅地
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関東大震災の概要
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分譲当初から計画的に道路が敷かれたためか、新設された道路
は少ない。地先道路と分散路を巧妙に配置している。分譲計画も
駅から遠い場所より順に4期に渡って、売り出された。巧みな土地
経営が可能だった背景には鉄道会社の協力があったと思われる。
図-1 アメリカの高級住宅地ビバリーヒルズ
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(1)オープンコミュニティーが存在する
3事例共に緑地景観や公園が閉鎖的に存在せず、常に当該住民
や周辺住民に開放されている。

既往研究の調査から関東大震災が影響した民間宅地開発の事
例を多数発見した。開発主体を4種類に分類し、16事例を研究対
象とした。開発主体は鉄道会社、信託会社、学校法人、個人組合
によるものが目立った。

(2)惹き付ける要素を持つ
盆栽、学園、寺院といった人が無意識に重んじている文化的な要
素を宅地に持つ。
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図-4 東京市における消失地域と16事例の分布図(GoogleMap、公益財団法人後藤
・安田記念東京都市研究所HPデジタルアーカイブスより)
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3事例の共通点

関東大震災-戦前期の宅地開発
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(2)惹き付ける要素

(3)風致地区、モデル地区の選定
自治体による風致地区の選定や、
自治会独自の憲章を敷き良好
な居住環境を築いている。

(4)自然景観の豊かさ
典型的な宅地に比べて、緑地の分布が多い。
鉄道会社
信託会社

盆栽町建築協定

(3)モデル地区等の選定

(5)当初住民の意識の高さ

個人

学校法人

烏山地区整備方針

学園町憲章

個人で街づくりを行う姿勢や、住民同士で協定を結ぶといった動
きから居住地への意識の高さが読み取れる。

住宅と深く関わりのある鉄道会社は鉄道を敷いた沿線に宅地を開発した。
定期券購入者による安定収入の確保に加え、大規模な土地を購入後、多く
は大学を誘致して宅地の価値を上昇させ、分譲収入を得ていた。通学圏に
鉄道会社

(6)土地の有効活用

捉われず、郊外への移転や設置が比較的容易だったため大学が多く誘致
された。

山林地や荒地を開墾して町が作られた。学校施設や寺院の移転
が土地の有効活用に繋がった。

資産の運用を助ける信託会社は、不動産の管理も代行した。当時は古くか
ら残る大名屋敷跡地が多数あり、処分に困っていた土地所有者の代理事務
信託会社

として信託会社は宅地を開発した。土地の整理を行い、分割譲渡すること

軸としてその周りに宅地を開発し、文教都市を作ろうと試みた。分譲収入で
得た資金は、教育施設を充実させるための資金として捻出した。鉄道会社
の斡旋により土地を無償で受け取り、学校施設の移転と学園都市の開発を
行った。鉄道会社は乗降客を確保し、学校法人は無償で郊外の土地を譲り
住宅難に陥った個人や移転を余儀なくされた寺院の住職や盆栽業者など
種の村落を自ら創り上げてきたことにある。それらの都市景観は現在でも
個人

表-1 16事例の開発主体による分類

重要な文化財として認められている。
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特徴的事例の詳細分析

盆栽町道路写真

学園町道路写真

寺町道路写真

(7)見通しの良さ

結語

図-5 盆栽町街路図
比較による相違点２ 「開発手法」
3章で取り上げた3事例は元来その土地に敷かれていた道路や鉄道沿いに宅地が開発され

東京都東久留米市・保谷市 学園町

た。それにより都市が経年変化するに連れて周辺都市部と均一に混ざり合った印象を受け

学校法人

東京都東久留米市と保谷市にまたがる学園町は大正14年に誕生
した郊外住宅地である。
自由学園の創設者によって分譲された。
元々は田無という地名で田んぼが無く農業が栄えなかった。
しかし木材輸送の目的で開通していた武蔵野鉄道の斡旋によって
この近辺およそ10万坪を手に入れた。その土地を整備して分譲し、
その利益を施設の建設資金に充てた。法的拘束力は無いが現在で
は自治会により学園町憲章が敷かれている。景観を保全していく
意思表示をするという点で有用化されている。

東京都世田谷区北烏山 寺町

いずれの事例も土地の履歴を重んじ、開発当時からある街路や
線路に沿って開発が行われた。故に徐々に都市化が進んだ際に
は上手く町に溶け込む。

前章で挙げた8要素の中で特に本研究でオリジナルに得られた
知見を立証し、結論とした。
「(8)都市に溶け込む、定着している」
ことが住環境を維持存続していくための最も重要な手がかりだ
と結論づけた。おおよそ感覚的な結論であったため、先に挙げた
宅地開発3事例と他事例との比較を通して立証した。
第2章で挙げた開発の中で第3章の3事例と開発規模がおおよそ
同等の板橋区常盤台住宅地を比較対象とした。3事例の典型例
として学園町を挙げ、以下に比較の結果を示す。
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大正14年に盆栽業者が集団移転して形成された町である。
盆栽に必要なより広い土地、盆栽の栽培に適した良い土壌、そして
新鮮な空気と水が得られる場所を求め、
この地が選ばれた。
地元の大地主と賃貸契約を結び1区画300〜1500坪の土地を借地
(年8円/反)することになった。震災の経験によって中心に幅10.8m
の道路を敷いた。2階建てを建てない、門戸を開放しておくなどの
独自の住民協定を設け、全国から盆栽業者を募った。現在では
国土交通省選定の「都市景観100選」にも選ばれている。

寺町緑地分布図

(4)自然景観の豊かさ

第4章

先に挙げた16事例の中で特に特徴的だと感じた事例を選定し、
住宅地図を用いて詳細に宅地の経緯をたどった。

埼玉県さいたま市北区 盆栽町

学園町緑地分布図

(8)都市に溶け込む、定着している

受けるといった互いに利益のある開発手法がとられた。
がこの分類に属する。共通点は全くの個人ではなく、同じ業種が集まって一
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それぞれの事例が建築協定を設けているため、3F建て以上の住
宅や建物は見受けられない。寺町は用途地域が第一種低層住居
専用地域となっているためにそれが顕著である。

民間学校法人の宅地開発は開発自体が主な目的ではなかった。学園を主

学校法人
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盆栽町緑地分布図

(7)見通しの良さ

で土地所有者の経済状況を良くし、住宅を求める人々に土地を提供した。

0

る。
しかし常盤台住宅地は元来ある道とは全く異なる方向、かたちに道路を敷いたため、い
つまでもそこに溶け込まず周辺との境界がより鮮明になりながら都市が変化していった。
学園町、常盤台街路の比較

図-6 学園町街路図
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関東大震災を契機に被災した寺院や震災復興計画によって移転
を余儀なくされた26もの寺院が集まり形成された景観である。
日本で最初に住民自らが自然環境を保全する事を宣言した環境
協定を制定した地域でもある。地下に水脈があり水田なども敷か
れていたため自然の多い環境に、寺町の閑静な雰囲気が相性良く
溶け込んでいる。
しかし現在は移転当時と異なり、寺町は周辺市街
地の宅地化の波に飲み込まれている。大正2年に京王線が開通して
から昭和10年までの交通機関の発展に伴い宅地化が進んだ。

比較による相違点1 「街路パターン
3事例は碁盤目状に道路を配している。見通しの良い道路を敷き、更には開発宅地内部と外
部との境界が曖昧である。境界を感じない道路構成は外部の都市との均衡を保ちながら存
在する。
しかし、常盤台の場合には3本の軸線となる道路に対して円周上に道路を配した。
そのため開発宅地周辺部と内部との境界が明確で、開発宅地内部が閉鎖的である。そのこ
とが町に溶け込んでいると知覚が出来ない一つ目の要因である。

比較による相違点3 「開発経緯」
3事例の多くの開発経緯は一括買収後の大規模開発ではなく、徐々に宅地化が進んだ。そ
の事実が都市において重要な過程である。そうして新しく作られた宅地や道路は、その土
地に馴染んでいく。一方東武鉄道による開発は板橋区の農地を丸ごと一括買収して整備し

図-7 寺町街路図

、分譲販売する手法が取られた。
この事実から見ると、土地に対して少々強引な印象である。
土地の履歴を考慮せず、都市を一新することから土地に馴染むのには時間を要する。

