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Tokyo once planed networked linear open spaces in their Post-War Reconstruction Plan after WW2. The purpose of 
this study was to clarify how much planner’s philosophy had been put in the open space plan and how well the plan 
had been realized. We focused on the concept of open space along rivers, cliff lines, and railways. We found that 
substantial amount of planned open space did not belong to any of open space types. We also found that several 
linear-shaped parks were made along railways and rivers in following development projects, which indicated the 
partial realization of planner’s philosophy. 
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1.	 はじめに 

1-1. 背景と目的 
東京戦災復興計画の緑地計画は、東京都計画局都市計画課の石

川栄耀らによって1946年に策定された。緑地は周辺部を走る環
状の緑地地域と、市街地を楔状に走る緑地帯によって構成された。

この計画のほとんどは土地確保の困難などにより実現しなかっ

たものの、当時の政府の戦災地復興基本方針を最も忠実かつ大胆

に採用したものとされている。 

 
【図1】	 戦災復興計画	 緑地及び公園計画図1)	

本研究ではこの緑地計画の復興都市計画緑地に焦点を当てて

考察を行う。復興都市計画緑地の特徴として、郊外に計画された

環状の緑地地域に対して、都心部の市街地内に楔状のオープンス

ペースを作ろうとしたという特徴がある。この復興都市計画緑地

の計画の理念から実現までの一部始終を包括的に把握する事は、

社会背景の違い等はあれども、面的にまとまった空地を作るのが

難しい現代の都市に公園緑地を新たに創成するにあたっての重

要な知見となり得る。よって本研究では、戦災復興計画の復興都

市計画緑地において、1)緑地帯に込められた意図が計画にどの程
度落とし込まれているか、2)実際に緑地帯として計画された地が

公園等として残されている空間はどこかの二段階に分けて、楔状

の復興都市計画緑地の計画全体を把握して考察することを目的

とした。 

 

1-2. 既往研究と本研究の位置付け 
	 日本の過去の緑地計画に関する研究として、環状緑地帯につい

て研究した真田(2003)3)や宮本(1995)4)、竹内・石川(2008)5)があ

る。真田(2003)では、環状緑地帯の計画意図と計画区域の特性に

ついて、宮本(1995)では、環状緑地帯構想を実現するための諸制

度の実効性について、竹内・石川(2008)では1950~1960年代のグ
リーンベルトに関する一連の施策での計画思想の変化、互いの相

関関係と影響、各制度の意義について考察している。また、戦災

復興計画の研究の代表的なものとして、越沢(1991)の『東京の都
市計画』6)では、戦災復興計画の思想(動機、課題、理念)と、実

際に着手された事業の姿をいくつかの地区で検証しており、『東

京都市計画物語』7)では、戦災復興計画によって行われた事業に

注目して、東京の歴史的形成過程を考察している。	

	 東京の復興都市計画緑地に特に関連したものとしては、旧軍用

地の位置づけを明らかにした今村(2012)8)がある。これは旧軍用

地が戦後の公園緑地計画に多く組み込まれたことを示すもので

ある。戦災復興計画によって緑地帯に組み込まれた軍用地を地図

資料によって示しているが、復興都市計画緑地全体を把握できる

ものではない。また、真田(2011)9)では太田謙吉の楔状の緑地に

対する考え方を示すにあたって東京緑地計画と戦災復興計画に

おける緑地の理念の整理が行われている。 
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	 これらに対し本研究では、戦災復興計画の復興都市計画緑地に

焦点を当てて、理念から計画、現在に残る痕跡を、計画地全体を

対象に網羅的に把握し考察しようとするものである。なお、同じ

楔状の緑地を持つ皇都都市計画(1943)が復興都市計画緑地に影

響を与えた可能性が指摘されている2)が、構想にとどまった点や、

関連資料に乏しいことから、本研究の分析対象には含めていない。	

 
2.	 東京戦災復興計画の復興都市計画緑地についての概略 
	 本題に入る前に、東京戦災復興計画の緑地計画の概要とその理

念について、計画に強く影響を与えた石川栄耀の観点を整理する。

復興都市計画緑地は、18 の大公園とそれらを繋ぐ緑地帯から構

成されている 10)。緑地帯は合計960万坪(約3200ha)の面積を持ち

34箇所、延長約150kmも規模で計画された。この緑地帯には都
市骨格的な意味と、公園的な意味があったとされている 9)。 

	 都市骨格的なに意味ついては、市街地を分割することで、石川

栄耀はこれを「隣保計画」と呼んだ（生活圏構想）。「隣保計画」

は、1～2km2の「単位隣保圏」（生活圏）を作りそれぞれの中心

に商店街のような消費環境の中心と公園のような慰楽の中心を

配置することで 9)、人々の生活をブロックの中に収め、また緑地

帯の中に高速交通網を入れ込むことで、ブロック内の移動を少な

くする「無交通都市」を作りだすことが出来るとしている 10)。 
	  公園的な意味については、戦災復興計画では緑地帯に、水辺

緑地帯、丘陵緑地帯、沿線緑地帯という性格付けがなされた。水

辺緑地帯は幅 50～100mで、隅田川沿岸部、外濠沿岸部のほか、
京橋川、日本橋川などの沿岸部に計画された。石川栄耀によって、

これは、日本において、個人の家によって塞がれてしまっている

水辺の風景を、民衆に開放する意義があると説明されている10)。

丘陵緑地帯は上野や飛鳥、麻布台、高輪台や小日向、目白などに

とられた。これも同様に、過去に大邸宅によって独占されていた

丘陵からの眺めを丘陵地からの眺望を民衆に開放することとさ

れた。石川栄耀は、この丘陵緑地帯について、視神経の保健とし

ても、浩然の気を養う意味でも、愛市の精神を涵養する意味でも

都市風景に奥行きを持たせる意味でも重要だとしている 10)。沿

線緑地帯は省線（現 JR線）および私鉄の沿線両側に25mずつ計
画され、車窓風景を整えるとともに、防火の役割があった 10)。

以下の分析では、こうした地物との関係が比較的明確な公園的観

点を中心に、復興都市計画緑地がいかに計画されていったのかを

検証した。 

 

3.	 方法 
	 研究目的として明らかにしたいことの「1」緑地帯に込められ

た意図が計画にどの程度落とし込まれているか」については、地

理情報システム(ESRI社 ArcGIS10.3)を用いた重ね合わせ解析に

より、緑地帯を水辺緑地帯、丘陵緑地帯、沿線緑地帯、どの性格

にも属さない地域に分類する作業を行った。投影座標系はWGS 
1984 Web Mercator Auxiliary Sphereを用いた。分類を行うにあた

って、以下の地図資料を重ね合わせた。 

①東京復興都市計画指定図(1947)11)
の東京緑地計画一覧図におけ

る復興都市計画緑地 

②東京復興都市計画公園緑地配置図 12)における大公園 

③国土地理院の地図基盤情報ダウンロードサービスにて入手し

た東京都のDEM5mメッシュデータ 

④ArcGIS の地理院地図対応ツールによる当時(1945～1950)の空

中写真と現在の簡易空中写真、現在の地理院地図 
⑤国土地理院の地図基盤情報ダウンロードサービスにて入手し

た「水域」データを、東京復興都市計画指定図(1947) 11)を参考

に1947年当時の姿に描画改変した河川図 
⑥国土地理院の地図基盤情報ダウンロードサービスにて入手し

た「軌道の中心線」のデータを、東京復興都市計画指定図

(1947) 11)を参考に1947年当時の姿に改変した図 

	 3種類の緑地帯は、復興都市計画緑地から大公園を除いたもの

から抽出した。なお、①と②を重ね合わせたところ、復興都市計

画緑地内の大公園は24か所存在し、石川栄耀による18つの大公

園という記述とは一致しなかったが、今回は東京復興都市計画公

園緑地配置図の24大公園を分析に用いた。水辺緑地帯は⑥から
周辺100mのポリゴンを作成し、ポリゴンが大公園を除いた緑地

帯と重なる部分とした。丘陵緑地帯は、範囲や標高に明瞭な根拠

が計画で示されていなかったため、③から計算された傾斜度が

10°以上である地域から周辺100mにポリゴンを形成し、その中

で標高 10m以上かつ緑地帯と重なる部分として、独自に傾斜地
の上端周辺を抽出した。標高 10mというのは、石川栄耀が丘陵

緑地帯としたと記している中でも一番標高の低い上野一帯が、基

準を満たすように設定した標高である。沿線緑地帯は、鉄道周辺

の 25mポリゴンと緑地帯の重なる部分とした。沿線緑地帯のみ

ポリゴン幅を 25mとしたのは、先の章で述べた石川栄耀の記述
による。最後に3種類の緑地帯、どの性格にも属さない地域それ

ぞれの面積を求めそれぞれの緑地帯の分布、特徴についても考察

した。 
次に、明らかにしたいことのうち「2」実際に緑地帯計画され

た地が公園等として残されている空間はどこか」	 について、戦

災復興期に作られた公園は、主に別の土地利用からの転用、土地

区画整理による造成が考えられる。旧軍用地からの転用は今村

(2012)8)で既に明らかになっていること、理念を反映させた土地

に緑地を作るには、土地区画整理による面的な整備が必要である

と考えられるため、本研究では、戦災復興土地区画整理事業によ

って作られ現存する公園に着目し、以下の資料から確認した。 
⑦戦災復興誌第十巻都市編(p70-77)13)の土地区画整理事業範囲 

⑧国土交通省の国土数値情報ダウンロードサービスから入手し

た都市公園ポイントデータ 
	 ①、⑦、⑧を重ね合わせることで、戦災復興土地区画整理事業

が行われた地区にあって、かつ緑地帯に含まれる公園を抽出した。

さらに戦災復興誌第十巻都市編(1961,p123-126)を参考にしつつ、

復興都市計画の影響が想定される竣工年が1948から1958年の間

の公園を特定した。これらの公園の合計面積を算出し、どの性格

の緑地帯に含まれるものが多いかについて考察した。なお、①、

②、⑦は地図資料の経年劣化等に伴う誤差に対応するため、④の

道路網を参考に公園緑地の位置を手書きで修正した。 
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4.	 結果・考察 
4-1.	 緑地帯に込められた意図が計画にどの程度落とし込まれて

いるか 
復興都市計画緑地全体の面積は 6306haであり、このうち大公

園に含まれる面積が1892ha、緑地帯が計4414haあった。緑地帯

のうち、水辺緑地帯に含まれる地域は1359haで31%、丘陵緑地
帯に含まれる地域は1567haで36%、沿線緑地帯に含まれる地域

は 862ha で 20%であった。水辺緑地帯、丘陵緑地帯、沿線緑地

帯のみの性格を持つ緑地帯はそれぞれ729ha、758ha、401haであ
った。二つ以上の性格を持つ地域も存在し、水辺緑地帯と丘陵緑

地帯、水辺緑地帯と沿線緑地帯、丘陵緑地帯と沿線緑地帯の二種

類の性格を持つ地域はそれぞれ452ha、104ha、283ha、三種類全

ての性格をもつ地域は 74haであった。どの性格も持たない地域

は1313haで緑地帯全体の内約30%だった(図2)。 
その他緑地帯が計画理念を落とし込みきれなかった地域とな

る。計画理念が落とし込みきれなかったその他緑地帯がどのよう

な地域であったかを検討した。台地側のその他緑地帯を見ると、

面的に広がる地域が多くみられた。これらの地域は、旧軍用地を

緑地として転用しようとしたと推測できる箇所、のほか、雑司が

谷霊園、東京拘置所などがあった。また西側の高円寺や豪徳寺付

近は、戦時中の防空空地の内環状緑地帯との類似から、戦前の計

画を引き継いだ地域だと推測された。このほかの丘陵側の緑地帯

は概ね性格づけが行われていたことが分かる。一方、低地には特

徴のない緑地帯が、南千住、浅草、尾久などに数か所指定されて

いた。これについては、石川(1946)109)の”此の他、此等の特異な
性格ある緑地帯を選び得なかった所は止むなく、低地等にして兎

角過密住居地になり易い部分を求め、大公園連絡の緑地帯とした。 

”という記述に該当する地域であると推測された(図3)。 
 

4-2.	 実際に緑地帯として計画された地が公園等として残されて

いる空間はどこか 
1948年から1958年の間で復興土地区画整理によって作られた

復興都市計画緑地内の公園は、池袋駅前公園(豊島区)、大塚窪町
公園(文京区)、大塚仲町公園(文京区)、神宮通公園(渋谷区)、宮下

公園(渋谷区)、恵比寿東公園(渋谷区)、五反田南公園(品川区)、大

井水神公園(品川区)、堅川第一公園(墨田区)、入新井西公園(大田
区)、一の橋公園(港区)の11公園あった(図4)。なお、西戸山公園

(新宿区)も対象に該当する可能性が確認されたが、戦災復興誌第

十巻の区画整理公園に含まれていなかったので以降の分析から

は除外した。11 公園の総面積は、復興区画整理事業完成当時は

計約12993坪(4.3ha)で、現在は計約5.2haであった。 
これらの公園は水辺緑地帯に6箇所、丘陵緑地帯に5箇所、沿

線緑地帯に4か所作られていた。これらの公園のうち、池袋駅前

公園、神宮通公園、宮下公園、恵比寿東公園、大井水神公園、堅

川第一公園、入新井西公園の8公園は、線状の形状をしており、

復興都市計画緑地の発想の影響が推測された。また、この8公園

は全て、水辺緑地帯か沿線緑地帯のいずれかに含まれていた。復

興都市計画緑地は後に廃止されているが、水辺や鉄道沿線にはそ

の理念が受け継がれて線状の公園が作られた可能性がうかがえ

た。これは、丘陵緑地帯に対して、線状という形状が明確な水辺・

沿線緑地帯の方が、当初の公園的な意味の計画意図に対する理解

が得られやすかったことも一因ではないかと考えられた。 
 

5	 まとめ	

	 本研究によって、復興都市計画緑地計画のうち、どの程度の地

域で水辺・丘陵・沿線緑地帯の理念が反映されていたか、また、

理念と異なる地域がどのような場所であったかを確認すること

ができた。また、復興都市計画緑地の影響を受けていると考えら

れる公園のうち旧軍用地の転用によるものは既往研究で明らか

であったが、復興土地区画整理事業によると推測されるものが確

【図2】各緑地帯の面積計算結果内訳	

【図3】	 復興都市計画緑地の中の丘陵緑地帯・水辺緑地帯・沿線緑地帯・その他の緑地帯の分布(1)	
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認できた。このうち、線状の公園が水辺緑地帯、沿線緑地帯に含

まれており、大規模の面的な緑地を作ることが難しい都市におい

て線的緑地を造成する際に、水辺、鉄道沿線などの線的な地形地

物に沿わせることがその実現性を高める可能性が示唆された。今

後の課題として、今回指摘できた線上の公園が作られる過程で、

復興都市計画緑地の趣旨がどの程度実際に考慮されたのか、さら

なる資料から確認する必要があることなどがあげられる。 
 

補注 

(1) 図 3と図 4において、丘陵緑地帯の図では国土地理院の基
盤地図情報数値標高モデル 5m メッシュのデータを加工し

たもの、水辺緑地帯の図では国土地理院の基盤地図情報の

水域データを加工しもの、沿線緑地帯の図では国土地理院

の基盤地図情報の軌道の中心線のデータを加工したものを

使用している。 
(2) 図 4の中央の公園配置位置を示した図では、公園の位置を

示すポイントに国土交通省の国土数値情報ダウンロードサ

ービスから入手した都市公園ポイントデータを加工したも

の、公園詳細図では、背景に国土地理院標準地図と電子国

土基本図(オルソ画像)を重ね合わせたものを使用している。 
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