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Urbanized area has been expanding around Tokyo since Kanto earthquake disaster in 1923. Some of them are planned 

development, the others are urbanized on farm fields to become urban sprawl. Hundreds of planned developments have 

been listed without its geographical area. Generally these area have wider road than 4m regulated by the Building 

Standards Act, and it help us to distinguish planned urbanized area from urban sprawl area. In this study planned 

urbanized area and urban sprawl area around Tokyo are estimated with road width data of Digital map (National land 

basic information). Then the characteristic of their distribution are analyzed with the decade when these area were 

urbanized. 
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1.はじめに  

東京圏では、1923年の関東大震災以降、郊外の市街化が進行し

た。計画的に開発された住宅地やニュータウンがある一方で、農

地に住宅が立地して形成されたスプロール市街地もある。これま

でに、スプロール市街地のうち、終戦直後に建築された木造住宅

が集積し、火災等の危険が高い木造住宅密集市街地については、

その分布や形成要因についての研究 1)が行われ、東京都の木造住

宅密集地域整備事業などの政策も講じられてきた。 

一方、火災時の危険に晒されている木造住宅密集市街地ほどで

はないにしても、その他のスプロール市街地もさまざまな問題を

抱えている。木造住宅密集市街地と比べると住宅が新しいので延

焼の危険は少ないものの、幅員 4m未満の２項道路が残っている

ため、震災時に故障車両があると緊急車両が到達できない危険性

などがある。将来的には、住環境が劣るスプロール市街地では不

動産の買い手がつかなくなり、世代交代が進まずに、空き家だけ

が残る可能性もある。ところが、東京圏の計画的市街地およびス

プロール市街地の分布に関する研究は進んでいない。 

計画的開発の記録が整備されていれば、計画的開発市街地を特

定でき、残りの地域をスプロール市街地と推定することができる。

これまでに、1950年以降の 16ha以上のニュータウン開発・土地

区画整理事業等については、国土交通省がGISデータ「国土数値

情報：ニュータウン」を公開している。また、1945年以前の郊外

住宅地開発・耕地整理事業等のリスト 2)も発表されている。1945

年から 1950 年の間についても、鉄道会社の開発に限定したリス

ト 3)がある。しかし、これらのリストは、開発地名称、住所、開発

者、開発面積などが記載されているものの、開発区域が明示され

ていない。 

これらのリストに挙げられた開発市街地ひとつひとつの史料

にあたれば開発区域は確定できるが、特に古い時代の開発市街地

の史料収集は難しい。個々の開発市街地については、開発区域が

明らかにされている 4)5)ものの、網羅には程遠い。さらに、旧玉川

村（現・世田谷区南西部）の東急大井町線沿線では、村施行の耕

地整理事業で創出された区画を民間デベロッパーが複数一括購

入し、それを住宅地として個人に分譲するなど、同じ地域で宅地

開発が二重に行われている例 6)もある。 

そこで、本研究では、東京の西郊約 30km圏について、現在の

状態から過去の計画的市街地の区域を推計することを試みた。例

えて言うならば、商店等で仕入れと売上げの伝票を集計するのと

は別に、一定時点の在庫を調査する「棚卸し」が行われるが、本

研究は、過去に蓄積されてきた計画的開発市街地の棚卸しをしよ

うとするものである。 

 

2. 分析方法 

2-1. 道路幅員による計画的開発市街地の抽出 

関東大震災以前の東京郊外は、基本的に農村であったため、現

在に至るまでのいずれかの時点で、計画的宅地開発や土地区画整

理事業、耕地整理事業、市街地再開発事業などが行われていない

限り、農村時代のままの狭い道路に沿って、不整形の敷地上に住

宅が立地し、スプロール市街地を形成すると考えられる。つまり、

建築基準法第 43 条の接道義務に従い幅員 4m 以上の道路が整備

され、敷地が矩形などに整形されている区域は、過去に計画的開

発が行われたと考えられる。 

このうち、道路幅員についてはGISデータが利用できる。日本

デジタル道路地図協会の「デジタル道路地図データベース」、国土

地理院の「数値地図（国土基本情報）」などである。本研究では、

後者を用いた。ただし、同データは道路幅員が3m未満、3~5.5m、

などの区分で表示されているため、幅員 4m未満の道路を完全に

抽出することはできない。ここでは、幅員 3m未満の道路を抽出

した。 

2-2. 3m未満道路率の算出 

GIS ソフトにより、100m メッシュ単位で、全道路延長および

3m 未満道路延長を空間結合により集計し、全道路延長に対する
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幅員3m未満道路延長の割合（以下、3m未満道路率）を算出した。

なお、徒歩道・石段・庭園路等は除外し、通常部の道路のみを対

象とした。 

さらに、同じく 100m メッシュ単位の国土交通省「国土数値情

報：都市地域土地利用細分メッシュデータ 」を用い、土地利用

が高層建物および低層建物、低層建物（密集地）のメッシュのみ

抽出した（図-1）(1)。これらの建物には工場は含まれないので、住

宅地または商業地、倉庫等に該当する。 

2-3. ニュータウン・郊外住宅地データとの比較 

1.で挙げた 1950年以降の 16ha以上のニュータウン開発・土地

区画整理事業等の中心点データに、鉄道会社の開発リストのうち

1945年以前のサンプルを加えたデータ（以下、計画的開発市街地

中心点データ）を、3m未満道路率と重ね、計画的開発市街地中心

点の周辺に 3m未満道路率の低い区域が分布しているか確認した。 

2-4. 地域別集計 

100m メッシュ単位の 3m 未満道路率の地域別特性を見やすく

するため、鉄道駅1km圏の平均3m未満道路率を算出した。鉄道

駅は国土交通省「国土数値情報：鉄道データ」を用い、東京西郊

の各路線の各駅について、GIS ソフトにより鉄道駅の中心点から

1kmのバッファを生成し、空間結合により平均3m未満道路率を

算出した(1)。対象地域の鉄道駅は 726 駅である（複数鉄道会社路

線の乗換駅は別々に計上）。 

地域別の差異が起きる要因として、まず、同心円状に市街化が

進んだ結果、特定の時期に市街化された地域に共通した傾向が生

じていると考えられる。そこで、国土交通省「国土数値情報：人

口集中地区データ」の1960年以降10年毎の人口集中地区（DID）

の拡大区域ごとに、平均 3m未満道路率を算出した。ただし、国

立・小平学園など遠郊の開発市街地のように、1920年代に開発さ

れながら 1950 年代まで市街化が進行しなかったような例外があ

る。 

もうひとつの要因として、鉄道会社によって沿線開発への取り

組み方が異なることが考えられる。そこで、放射状路線別に、各

駅の平均3m未満道路率の沿線別平均を算出した。 

 

3. 分析結果 

3-1. 3m未満道路率の傾向 

対象地域のメッシュは計108,199メッシュで、3m未満道路率の

平均値は29.99%となった。全体の23%は3m未満道路率0%、56%

が平均値以下で、平均値以上は漸減傾向にあるが、全体の15%が

3m未満道路率60%以上である（図-2）。 

3-2. ニュータウン・郊外住宅地データとの比較 

代表的な計画的開発市街地のうち、田園調布・洗足・大岡山・

日吉など田園都市株式会社（現・東京急行電鉄）の開発市街地や

東急多摩田園都市、成城学園前などは、3m未満道路率が平均以下

となっている。 

これに対し、国立・小平学園・大泉学園など箱根土地（西武鉄

道グループの前身）の開発市街地は平均を超えているところもあ

る。これは、同社がもともと別荘地開発を中心とするデベロッパ

ーであり、道路で区画される街区の面積を広くとった結果、現在

までの間に相続等による敷地分割で旗竿地が多数形成され、その

通路的敷地部分が舗装されたものを国土地理院が幅員 3m未満の

道路と認識したことによると考えられる（図-3）。また、奥沢・九

品仏・等々力・上野毛など、旧玉川村が耕地整理を施行し、その

区画を目黒蒲田鉄道（現・東京急行電鉄）が複数一括購入して分

譲した開発市街地でも平均を超えている。建築基準法が制定され

た 1950 年以前は、市街地建築物法で規定された大都市以外では

接道義務はなかったため、東京市編入前の玉川村では、耕地整理

完了後も農業を続けようとする地主が減歩による道路拡幅に消

極的だった 6)ことが原因と考えられる。 

このような例外はあるものの、概ね計画的開発市街地の中心点

 

【図-1】道路別幅員および3m未満道路率（田園調布付近） 

 

【図-3】旗竿地が多数形成された街区（国立） 

 

【図-2】3m未満道路率の度数分布 
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の周辺では3m未満道路率が低くなっている（図-4）。 

一方、ニュータウン・郊外住宅地データに該当がなくても3m未

満道路率が低い区域もある。西馬込付近は農業目的の耕地整理が

行われた後に宅地化している。また淵野辺付近は、戦時中に軍事

施設や軍需工場用に土地区画整理が行われ、戦後宅地化している。 

3-3. 地域別の差異 

市街化が進みDIDに含まれた時期別に見ると、都市計画法が改

正された1968年を挟んで1960~1970年の間にDIDに含まれた地

域では、3m未満道路率が平均値を上回っている。また、2010年

時点で DID に含まれていない地域では 49%と平均値を大幅に上

回っている（図-5）。 

一方、対象地域の鉄道駅1km圏の平均3m未満道路率の平均値

は、26.13%となった。3m未満道路率が高い駅は、1970年以前に

DIDに含まれた地域に分布している。ただし、1960年までに市街

 
【図-4】東京西郊の3m未満道路率およびニュータウン・郊外住宅地の分布 
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化された地域の中には、青梅街道と所沢街道が分岐する宿場町で

あった田無や、甲州街道の宿場町であった調布・布田など、1914

年時点で飛び地状に市街化されていた地域 7)も含まれる。また、

1970年以前にDIDに含まれた地域であっても、3m未満道路率が

低い駅もある（図-6）。 

放射状路線別の平均を見ると、3m 未満道路率が最も低いのは

多摩田園都市を擁する東急田園都市線の19%である。一方、最も

高いのは甲州街道沿いの古くからの市街地を走る京王線の 35%

である（図-7）。 

 

4. まとめ 

本研究では、東京の西郊約 30km圏について、中心点のみで区

域が明示されていない過去の計画的開発市街地について、数値地

図（国土基本情報）の道路幅員データから 3m未満道路率を算出

し、3m未満道路率が低い区域を抽出することで、開発区域を推計

することを試みた。その結果、3m未満道路率の平均値は29.99%

で、概ね計画的開発市街地の中心点の周辺では、3m未満道路率が

低いことが確認された。また、鉄道会社による沿線開発が行われ

た路線では3m未満道路率が低く、1968年に都市計画法が改正さ

れる直前の時期に市街化された地域では 3m未満道路率が高いな

どの傾向が明らかとなった。 

今後の課題としては、1960年より前に市街化した地域について、

複数の期間に分割して 3m未満道路率の傾向を分析することが挙

げられる。また、地価はさまざまな地域環境要因で決定される 8) 

が、計画的開発市街地であることが地価に及ぼす影響についても

検討することが考えられる。 

 

補注 

(1) https://sites.google.com/site/tokyomondaigis/tokyoken#TOC--1 にて、

自由に拡大表示できるWeb GISを公開 
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【図-7】路線別の平均3m未満道路率 
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【図-6】駅1km圏の平均3m未満道路率および市街化時期 

 

【図-5】DIDに含まれた時期別の平均3m未満道路率 
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