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１．はじめに 

人口減少時代に突入し、都市規模は従来の拡大傾向から縮

小を余儀なくされ、新規開発から再開発、既存都市基盤の再

評価、再活用が重要な視点として、提示されている。区画整

理事業に関する既往研究を紐解くと、事業を如何に実施して

いくかという観点による研究が中心であり、造成されできあ

がった空間についてはあまり言及されてこなかった。そこで、

本研究は東京都戦災復興土地区画整理事業を事例として、最

も空間を規定する要因の一つである街区配列に着目して、そ

の設計方針と設計実態を明らかにすることを目的としている。 

２．東京都戦災復興土地区画整理事業の概要 

1945 年 3 月 9 日夜から 10 日にかけての東京大空襲を含む

約 90 回にも及ぶ大規模な空襲によって甚大な被害を受けた。

そのため、東京都では、復興の初動期に当る 1945・46 年に、

膨大な焼け跡清掃や瓦礫処理作業を要し、復興事業の立ち上

がりは遅れをとった。そして 1946 年 4 月 25 日に東京都は、

関東大震災後の震災復興区画整理地区を含む約 2 万 ha を区

画整理すべき区域として決定告示するも、1949 年 3 月 7 日に

は、いわゆるドッジラインによる経済安定政策で計画の再検

討が行われ、度重なる計画変更の末、事業面積は大幅に縮小

された。最終的に、1953 年 12 月 23 日に事業計画区域約 500
万坪を告示し、29 の都施行地区、7 の組合施行地区で実施に

至った1。そのため、広域に亘るまとまった形での成果はあが

らず、区画整理事業は分散的に実施され、将来の副都心とし

ての機能を目論まれていた山手線駅前を中心に事業地区が指

定され、駅前広場や駅周辺の街路整備を実現させた。 
３．戦災復興区画整理地区の設計方針 

３－１．全国戦災復興土地区画整理標準（1946 年） 

1946（昭和 21）年 7 月 4 日、戦災復興院次長から戦災復興

区画整理の「戦災復興土地区画整理設計標準」（以下、「全国

戦災標準」）が通牒された2。この中で、「これに示されていな

い細部の具体的計画を樹てることを本旨とする」「設計は特

に都市の地方的な特殊性を活かすと共に、各地区の土地利用

計画に応じて設計が画一的にならないように努める」と明記

され、「全国戦災標準」は、細部にわたる標準設定をせずに、

各地方、都市の特色を発揮させることを標榜していた。街区

の規模等の数値基準の指定の仕方においても、街区長辺が用

途別で決められているだけで簡略化されており、戦前の標準

にあった道路等級の指定による手続きを省略し、街区設計に

即、取り掛かれるような指定の仕方が採用された。 
３－２．南保賀『都市復興と區劃整理の構想』（1947 年） 

 東京都区画整理課の係長、課長を歴任し、戦災復興土地区

画整理事業の設計担当技師であった南保賀は、1947(昭和 22)
年 11 月に著書3において「首都復興計畫の構想」を論じ、「全

国戦災標準」に留まらない東京都独自の区画整理設計標準と

考えられる内容を打ち出した。 
具体的には、区画整理の「画一主義を打破」し、「宅地の

利用価を高めると同時に各箇所の地域的特性を十分に発揮す

るため」に、「今回の区画整理の結果が所謂碁盤目街路が縦

横に走る形式にならない」といった方針が述べられている。

さらには「全国戦災標準」には記述のない「美観」について

触れている。「区画割街路は単なる碁盤割でなく、全体的に

理念をもった組織ある系統立った組み方をし、市民生活の合

理化と都市の美観を保つ如く設計する」として、東京都では、

「全国戦災標準」の適用という域を越えて、具体の市街地像、

特に美観を意識した独自の設計がなされていたと考えられる。

戦災復興区画整理地区の空間特性は、こうした都市設計の実

践の結果としても検証されるべきであろう。 
４．街区配列の実態 
４－１．街区配列類型の整理 

街区配列は、戦災復興区画整理地区の「地」の部分を規定

する。東京都区部の戦災復興区画整理地区では、前章よりグ

リッド状の街区構成は積極的に採られなかったと考えられる

が、地区内の直交交差点の割合と矩形街区の割合を両軸に整

理し、街区配列の指向実態を把握した。図 1 を見ると、本字

業地区は非グリッド構成による地区が多く、これらは概ね 3
つのグループに分けて説明できる。両軸ともに値の大きいⅠ

グループはよりグリッド構成に近い地区で、Ⅱ、Ⅲグループ

はより非グリッド構成が強くなっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１：東京都戦災復興区画整理地区の街区配列の傾向4 
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４－２．旧来の格子状を継承した正グリッド (Ⅰグループ) 

 対象地区においても、数は少ないながらもグリッド状街区

構成による地区が存在する。第 6 地区大森駅付近(図 2)や第

15 地区亀戸駅南付近といった海や川辺にあたる平坦な低地で

は、幹線道路に囲まれた地区内道路が格子状に引かれており、

ある種の均質性を伴った典型的なグリッド状街区構成をして

いる。これらは地区を貫通する幹線街路に直交する補助幹線

道路(幅員 25m～30m)を設置し、これに直交する地区内道路を

通すことで、地区内のグリッド状街区構成を強めている。た

だし、これらは全く新規にグリッド状街区が引かれたのでは

なく、従前からのグリッド状街区構成を継承したものである。

第 6 地区では明治期に行われた耕地整理によるグリッドを継

承している。明治期より開けた工業地であった第 15 地区で

も従前から屈曲街路はほとんどなかった。つまり、こうした

グリッド状街区は、地区の歴史的特性としても評価できる。 

４－３．矩形街区のずらしによる非グリッド (Ⅱグループ) 

近似直線よりｙ軸の値の大きいⅡグループは、矩形街区割

合は高く、直交交差点割合が低い地区である。東京都区部の

事業地区の中には、地形的な制約がないにも関わらず，意図

的に矩形街区をグリッド状に配置していない地区が多い。 

例えば、繁華街である第 10 地区池袋地区や新宿歌舞伎町

（新宿組合）地区(図 3)は、従前の街路構成を踏襲せず、新

たに街路を引き直した。これらの地区は地形が平坦であり、

設計上の制約条件の少ない中での大胆な街区再編が行われた。

これらの地区の街路景観の特徴は、矩形街区をＴ字路を用い

て配置しているため、街路の見通しが遮断され、地区内にア

イストップが多数創出されており、左右、前方の三方に賑わ

いがある、閉鎖的な商業景観が特徴となっている。 
４－４．地形、旧道継承による非グリッド(Ⅲグループ) 

東京都区部の戦災復興区画整理地区の中で、Ⅱグループと

並んで多いのが、矩形街区割合が低く、直行交差点割合が高

いⅢグループである。これは高低差のある地形、旧道をその

まま街区設計に取り入れて設計された住宅地などが多く、新

井薬師付近地区、滝野川谷端地区等が該当し、事業前の市街

地形態（地形に応答して形成されてきていた街路網）を継承

して、非グリッド状街区構成となっている。 
例えば第 14 地区板橋駅付近地区(図 4)は、尾根道である旧

中山道とそこから南に下る斜面によって構成された地区であ

る。崖を迂回するような従前からの道路網を積極的に利用し

たため、街区は矩形街区の配列とはならず、地形に応答した

三角形街区が多く、街路の見通しはきかない。 
５．まとめ 

 既成市街地整備型である東京都戦災復興土地区画整理事業

では、地形などの従前の市街地状況が強い影響を持っている

ことが明らかになった。この時、合理的な街区配列形態であ

るグリッド状街区を積極的に指向しなかったことで、さらに

従前の市街地状況は本事例のように大きな特徴となって個別

の都市空間を形成することに寄与した。今後の研究課題とし

ては、全国の事例との比較の中で、東京の相対化を試みたい。 

図２：グリッド状街区の第 6地区大森駅東側附近地区 

図３：Ｔ字路で構成されている新宿歌舞伎町附近(新宿組合) 

図４：起伏に呼応した街区を持つ第 14 地区板橋駅付近地区 
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