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1.  提案の背景と目的

1.1  提案の背景

　近年サステイナブルな都市形態について盛んに

議論されているが、日本において最重要課題の一

つは深刻な少子高齢化への対応である。東京は地

方都市に比べれば影響を受けにくいと考えられる

が、日本全体が縮小するのに応じて東京もまた縮

小の時代へと向かっていく。

しかしながら、これまで東京になされてきた提

案をみると、「東京計画 1960」（丹下健三研究室

1960）( 図 1) に代表されるように都市が成長・発

展することが前提となっており、長期の人口減少

過程に入る東京に適応した提案はあまりなされて

いない。

また、東京は関東大震災で被害を受けて以来、今

日まで大規模な地震災害を経験していない。しか

し政治・経済・情報などが集積する大都市である

がゆえに阪神大震災のような直下型の地震が起き

た場合、市街地では甚大な人的・物的被害が予想

される。東京都では阪神大震災をふまえた上で「防

災都市づくり推進計画」（東京都 2004）を定める

など防災上様々な試みがなされてはいるが、整備

が遅れており多くの課題が指摘されている。

この縮小局面を否定的に捉えるのではなく、縮小

に適応しながらも環境面、防災面を改善する好機

とすることが必要である。

図 1　東京計画 1960( 丹下健三研究室 )



1.2  提案の目的

　本提案は縮小と防災を主要課題として線状緑地

を計画し、緑地のすぐそばに住むことができ、か

つ安全な東京の空間像・生活像を示すことを目的

とする。

まず、都市計画として縮小と防災に関して課題設

定を行い、緑地の計画方法について提案する。

そしてこの方法を東京の一部に適用し、線状緑地

全体のイメージを提示する。これにより方法の有

効性と線状緑地の周辺に与える影響を確認する。

つぎに、周辺環境要素として寺社、商店街などに

着目し具体的な緑地の使われ方を提案し、地域の

空間像を提示する。

つぎに、中野区本町をモデルケースとして線状緑

地を計画する時に建て替わる集合住宅と公共施設

について具体的に提案する。

また、縮小局面における理論として「ファイバー

シティにむけて」(大野研究室 2004) の中で「ファ

イバーシティ」の概念が提示されている。本提案

をこの概念に基づいて行い、ファイバーシティモ

デルの一つとなることを目的とする。



2.  提案の位置付けと課題設定

2.1  提案の位置付け

 ファイバーシティとはサステイナブルな都市の形

態を目指すにあたって 21 世紀の都市モデルとして

提示されている概念であり、以下のように定式化

されている。

「ファイバーシティ = 公共高速移動 + 交換性 + 線形

　　　　　　　　   性 + ハイ・リダンダンシー」

また、概念を用いて縮小する首都圏に対して郊外

の再編成の方法が提案されている。( 図 2) 具体的

には駅を増設することによって首都圏の各線の駅

間隔を 800m とし、各駅から半径 1km の駅勢圏の中

に居住地を配置している。増駅によって居住地は

線形に連結し、この範囲に住む人々は鉄道を介し

て高度な移動性を確保しながら緑地の近くに住む

ことができる。駅勢圏外についてはこの方法をふ

まえ、都心部を含んだ駅勢圏内の再編成が本提案

の位置付けとなる。

ファイバーシティの概念から本提案の前提を次の

ようにする。

①既存環境の編集

　地域の文化の維持や居住環境を考えるとスク　

ラップアンドビルドのようなゼロからの計画は負

担が大きく、縮小局面には向いていない。縮小に

対しては既存環境を尊重し最大限有効活用しなが

ら再編集を行う。

②線的介入

　これまでの土地区画整理を行う面的な開発に対

図 2　東京首都圏郊外の再編成



して、既存環境を尊重し境界における交換性を豊

富化するために線的に介入を行う。これにより土

地の買収による事業費の増加を抑え、①で述べた

既存環境の編集を行うためにも線による介入が有

効である。

③柔軟な計画

　高い選択性を得る為にはマスタープランを事前

に作成し、これに沿って進める計画ではなく、そ

の場の状況に応じて変化させることができる局地

的なルールによる柔軟な計画とする。



2.2  課題設定

2.2.1  縮小に対する課題設定

　東京都の予測によると東京は 2010 〜 2015 年に

人口のピークを迎え、その後東京は長期の人口減

少過程に入る。

また、2003 年の東京都による年齢 3 区分別人口予

測から少子高齢化をみると、65 歳以上の高齢者は

急激に増加し、2020 年には 300 万人、高齢化率は

24.0％と都民の約四分の一が高齢者となる。また、

2002 年の東京都社会福祉基礎調査によると高齢者

のみの世帯は 49.4％であり、高齢化にともなって

ますます高齢者のみの世帯が増えると考えられる。

少子化においては 14歳以下の人口が 2000 年の 142

万人から 2020 年には 136 万人と緩やかではあるが

減少していく。

この東京の縮小にともなって、居住環境の再編集

が必要となる。

東京の居住環境についてみると、戦後の復興期か

ら高度経済成長期にかけて経済発展を背景として

急激な人口増加が起こり大量の住宅需要が発生し

た。これにともなって市街地は拡大し、山手線外

周部を中心に多くの木賃アパート（民間木造賃貸

共同住宅）が建設された。現在、都心や副都心の

商業・業務地域を除いて木造住宅密集地域は広範

囲に存在している。( 図 3) これらの地域では無秩

序な都市化によって宅地の細分化、建物の高密化

が起こっており、居住環境が悪化している。

さらに縮小局面においては高齢者のみの世帯が増

え続け子世帯が相続しない場合、空き家、空き地

が発生する。これに対して何も対応をしなければ、

空き家・空き地は虫食い状に広がってしまうと考

図 3　木造密集地域



えられる。

また、少子化の影響から今ある小・中学校につい

ても現状の規模は必要なくなる。今後、小・中学

校統廃合が行われ、現状の校舎の再利用や跡地を

いかに利用するかが問題となってくる。

これらのことから縮小局面に対して以下のように

課題を設定する。

①年々宅地が細分化され環境が悪化している居

　住環境を改善すること

②縮小するにつれて出て来る虫食い状の空き地

　をコントロールすること

③小・中学校を少子化高齢化に応じた施設に　

　再編成すること

2.2.2   防災に対する課題設定

　東京都による「防災都市づくり推進計画」では

大きく分けて「避難場所の整備」・「延焼遮断帯の

整備」・「木造密集地域の整備」が計画されている。

・避難場所について

　広域避難場所（都の地域防災計画では避難場所）

は面積に応じて避難距離約 3km を目安にして避難

圏域が指定され、周辺の大規模な市街地火災によ

る輻射熱の影響を考慮した有効避難面積が避難計

画人口 1 人当たり 1 ㎡以上を確保することが原則

となっている。(図 4)

また、広域避難場所以外に各地域の小学校・中学校・

高校が指定されている一時避難場所・一次避難場

所があり、避難計画ではまず最寄りの一時避難場

広域避難場所
圏域

図 4　広域避難場所と圏域



不燃化率 =( 耐火建物の面積 +準耐火建物の建物面積×

0.8) ÷ ( 全建物の建築面積 ) × 100　　(％ )

所へと避難し、一時避難場所も延焼火災の危険が

ある場合広域避難場所へと避難することが想定さ

れている。

しかし、一人当たり 1 ㎡では十分な面積とは考え

られず、避難場所の面積は不足している。

また面積に応じた圏域の考え方では避難経路につ

いて考えられておらず、最も近い避難場所へと避

難することが想定されていないといった問題点が

ある。

・延焼遮断帯について

　延焼遮断帯とは市街地の延焼を遮断し、かつ、

避難路や救援活動空間となるもので、幹線道路を

中心として指定されている。この延焼遮断帯は地

域をブロックで区切り、隣接するブロックへの延

焼を防ぐ防災生活圏と一体で形成され、防災生活

圏の大きさがほぼ一定となるようにメッシュ状に

配置されている。(図 5)

また、延焼遮断帯は防災上の重要度から骨格防災

軸・主要延焼遮断帯・一般延焼遮断帯に区分され

ており、道路幅員と沿道建物の不燃化率から形成

される。(図 6)

延焼遮断帯は主として都市計画道路の整備と一体

となって考えられているが、都市計画道路の整備

が進まないことと、沿道の建築物の不燃化が不十

分なため延焼遮断機能が発揮しない問題が指摘さ

れている。

・木造密集地域について

　「あなたのまちの地域危険度」（東京都都市計画

局 2002）では「建物倒壊危険度」「火災危険度」「避

難危険度」から地域の総合危険度が示されている。

(図 7)

図をみると危険度の高い地域は木賃アパートの密

図 5 防災生活圏と延焼遮断帯のイメージ

骨格防災軸
主要延焼遮断帯
河川（骨格防災軸）

図 6 骨格防災軸と主要延焼遮断帯



集している地域と重なっていることが分かる。

これらの地域では建物が老朽化して更新時期を迎

えているが、居住者自身の高齢化や土地権利関係

の複雑さ、狭小敷地などの問題から建て替えが進

んでいない。

これらのことからから防災に関して以下のように

課題を設定する。

①絶対量が不足している避難場所の面積を増や

　すこと

②圏域で設定された避難場所をネットワーク　

　化すること

③整備の遅れている避難路の選択肢を増やす　

　こと

④木造住宅密集地域を中心として更新期を迎　

　えた建物の建て替えを促進すること　
　

図 7 総合危険度



3.  線状緑地の提案

3.1  計画方法

　前提条件と課題設定から都心部を含んだ駅勢圏

内を線状緑地によって再編成を行う。

3.1.1  緑地計画

　緑地の取り方に関しては以下のルールを提案す

る。

①宅地単位による緑地の形成

縮小するにつれて無秩序に空き地が出て来る地域

に対して、空き地を緑地とする。同時に道路に沿っ

て線状に連続するように、道路の片側あるいは両

側の宅地についても緑地へと再編する。(図 8)

最小単位を宅地にすることで、緑地は宅地のスケー

ルで凹凸を持つ。

②避難場所の連結

分散している広域避難場所・一時避難場所をつな

げるように線状緑地を形成していく。このとき最

短距離で直線的につなぐのではなく、ひだを持つ

ように迂回しながら線状緑地の経路を選択する。

(図 9)　

図 8 宅地単位での取り方　ダイアグラム

図 9 ひだを持つ線状緑地



また、一時避難場所同士は一本の線状緑地でつな

がるようにし、広域避難場所からは周囲の一時避

難場所へタコ足状に線状緑地が伸びるように経路

の選択を行う。

③小・中学校の解体と校庭の芝生化

一時避難場所に指定された小・中学校を取り壊し、

校庭を芝生にすることで線状緑地の一部にまと

まった緑地をとる。

④既存環境の活用

公園、駐車場、農地といった既存の空地が線状空

地の一部となるように経路の選択を行う。また、

寺社地・商店街・河川といった周囲の環境と関係

を持つように線状緑地を取る。それぞれの関係に

ついては下の図 12 で示す。

3.1.2  緑地に沿った建築の計画

　立ち退いた人の為に一時避難場所の周囲と緑地

沿いに耐火構造で集合住宅を計画し、解体した小・

中学校はデイケアサービスセンター等高齢者の為

の施設となることも考慮した上で緑地沿いに耐火

構造で計画する。また、計画によって新たに緑地

に面する木造住宅などは税制上の誘導策によって

耐火構造に建て替えを促進する。

3.1.3  計画主体

　計画は行政が行い、再編する宅地の容積率を買

寺社 商店街 河川

連続 連続囲い込み 平行 交差 平行

図 10 広域避難場所との関係ダイアグラム

図 12 周囲の環境との関係　ダイアグラム

図 11 一時避難場所の緑地化



い上げる。計画後の維持・管理は地権者が行う。

容積率移転が歴史的建造物以外にも適用できると

想定し、買い上げた容積率に関しては緑地沿いの

建築や幹線道路沿い、都心部の地域に移転する。

　

3.1.4　期待される効果

　次にこれらの方法に期待する効果について考察

する。

１）縮小に対して

線状に連続して緑地にすることで今まで分散し単

独では使い道のない空き地と今後縮小に伴ってば

らばらと出て来る空き地を有効に活用することが

でき、形態的に長く連続した緑地として新たな価

値が生まれることが考えられる。ミクロに見ると

線状緑地は宅地スケールの凹凸を持ち、宅地割り

がその大きさや形状によってそこに建つ建物をあ

る程度規定し地域の質を作る要因の一つとなって

いることを考えると、既存の道路には手を加えず

に宅地のスケールを持つ緑地を作り出すことで地

域の質を維持することができる。さらに地縁の深

い寺社地、商店街などとの関係から線状緑地をつ

くることで特徴的な地域の質を強化することがで

きる。

居住環境に関しては線状緑地がひだを持つことで、

周囲の居住地域と大きな接触面積を持ち、広範囲

の居住地域が緑地のすぐそばとなる。これによっ

て採光や通風が得られ良好な居住環境となり、ま

た緑地による地価の上昇が考えられる。

小・中学校の解体そして新たに計画する際に学校

に機能を限定した施設を作るのではなく高齢者の

ためのデイケアサービスセンターなどの施設にも

利用可能な計画とすることで少子高齢化に応じた



公共施設となる。

また計画の進行に関して、これまでの土地区画整

理を行うような面的な開発に比べて宅地単位での

介入によって立ち退く人の数が減少し、合意形成

にかかっていた時間の短縮や事業費の削減が期待

できる。

さらに、この方法は局所的であり、立ち退く際の

合意形成が困難な場合はその地域を避けて計画を

進めるなどその場の状況に応じて線状緑地の形態

を変化させることができ、柔軟に計画を進行する

ことができる。

2) 防災に対して

既存の道路を残して緑地にすることで道路幅員が

広がり延焼遮断するまでには至らないかもしれな

いが延焼を抑止する効果が期待される。この抑止

効果は緑道沿いに耐火構造による集合住宅の計画・

建て替えの促進によって強化される。

また、広域避難場所と一時避難場所がネットワー

ク状に連結されることで、これまで明確にされて

いなかった避難場所までの有効な避難路として機

能する他に、広域避難場所・一時避難場所におい

てより組織だった災害救援活動が行うことができ

る。

避難場所の面積に関しては、一時避難場所に指定

された小・中学校の解体により一時避難場所の面

積が増え、その周囲に耐火構造によって集合住宅

を計画することで周囲の市街地火災による輻射熱

の影響を抑えその有効面積を増やすことができる。



3.2 計画方法の適用

　この方法は局所的であり、事前にマスタープラ

ンとして線状緑地を定めておらず、全体のシステ

ムは維持したまま状況に応じて線状緑地の形態が

変化する。

ここでは、全体像の一例として適用結果を示す。

敷地の設定に関しては東京が同心円状の構造を

持っており、反復可能性を考えて青梅街道・甲州

街道を含む皇居から武蔵小金井まで南北 3km 東西

25km の範囲を敷地として設定した。

また、ベースとしてデジタルデータ「超 GIS 東京

日影図」において寺社地を確認するとともに、公園・

駐車場・農地のレイヤーににあるものを既存の空

地としプロットした。商店街に関してはゼンリン

住宅地図において商店街と明記されているものと

商店が線状に連続している場所を調べプロットし

た。





皇居から新宿を見る

中野区周辺



3.3 面的介入方法との比較

　この一例を用いて面的な介入方法との比較を行

う。ここでは大規模公園として井の頭恩賜公園を

選び、同面積の線状緑地と比較検討する。

結果、周長では 6.4 倍、250m 以内の面積では 3.2

倍となった。このことから線状緑地の方が面的な

大規模公園よりも周囲の居住地域と多く接するこ

とができ、また緑地との距離が近い居住地域も多

くなる。これによって線的な介入方法の方が面的

な介入方法よりもより広範囲に影響を持つことを

確認した。



408595㎡ 408867㎡面積

周長

250m以内の面積

53.2km 8.3km

6000000㎡ 1900000㎡

線状緑地 井の頭公園

scale= 1:20000



3.4  線状緑地の面積に関する検証

　線状緑地の一部を取り出し、線状緑地の形成に

関わる面積を算定する。

方法は CAD によるトレースから面積を算出し行う。

また、既存の緑地は 3.2 においてプロットした中

から公園のみを選び出した。

結果は右の表 1にまとめる。

これによってグロスで 1.5％あった緑地が 4.8％の

宅地を再編することで線状緑地が完成し、緑地面

積は全体の 9.7％となる。またネットでも 5.8％の

宅地を再編することで線状緑地を形成することが

できる。

また、既存空地のうち 33％の空地を線状緑地の一

部として利用し、これは線状空地全体の 10.7％と

なった。

1.敷地面積     
2.道路面積 
3.河川の面積    
4.既存空地（公園・駐車場） 
5.既存緑地（公園）                        
6.線状緑地                       
7.一時避難場所（小・中学校） 
8.線状緑地となった既存空地 
9.取り壊す宅地面積(6-7-8) 
10.計画後の緑地面積        
                                   (万㎡）

680
110

19
 10
59
20

6.3

32.7
66

グロス
 2.8
 1.5
 8.7
 2.9
 1.0
 4.8
 9.7

ネット
 3.3
 1.8
10.4
 3.5
 1.1
 5.8
11.6

(％)(％)

2.7

表 1 線状緑地に関わる面積



敷地面積 680,0000㎡
道路面積 110,0000㎡
河川の面積 2,7000㎡



敷地面積 680,0000㎡
道路面積 110,0000㎡
河川の面積 2,7000㎡

既存緑地(公園) 　　　　　10,2862㎡
駐車場 　　　　　8,4676㎡
既存空地 　　　　　18,7538㎡



敷地面積 680,0000㎡
道路面積 110,0000㎡
河川の面積 2,7000㎡

一時避難場所(小中学校) 20,3637㎡
線状緑地 　　　　　59,3163㎡



3.5  線状緑地の使われ方

3.5 周辺環境との関係

 線状緑地を既存の環境を活用するために寺社地や

商店街といくつか関係を持つように形成した。災

害時避難路として用いられる他に普段の使われ方

を周辺環境との関係から表 2のように提案する。

基本形式
並木、小さな森、庭などの緑地と市民菜園が混在しな
がら連続する。散歩道や通学路として用いる。
維持管理は地権者が行う。

小・中学校跡地付近
再配置された学校の前面は線状に連続した校庭として
用いる。野球など広さが必要な場合は元小学校のあった
場所を用いる。
維持管理は学校関係者が行う。

河川沿い
川から水を引き込み市民菜園とする他、親水性の高い
公園として用いる。
市民菜園の維持管理は地権者が、公園は行政が行う。

連続する場合
線状緑地の一部に寺社の庭園がしみ出し、寺社
地の一部として用いる。
維持管理は庭園に関して寺社の関係者が行う。

囲い込む場合
並木道とすることで寺社地の領域を強める。
普段は散歩道としてまた縁日には露店が
出る場所として用いる。
維持管理は地権者が行う。

連続する場合
商店街の一部として用い、商店街の集客力を高める。
維持管理は地権者と商店街が共同で行う。

裏道を通る場合
商店街と周辺環境との干渉帯となり、また裏道とつながる
道によって回遊できる商店街となる。
商店街や地域のイベントの際に用いる。
維持管理は地権者と商店街が共同で行う。

交差する場合
商店街が線状緑地のショートカットとして用いられる。
維持管理は地権者と商店街が共同で行う。

寺社地に対して

商店街に対して

表 2 線状緑地の使い方



3.5.2 地域イメージの提示

 この使われ方に沿って具体的に 7箇所を選び、線

状緑地沿いの地域イメージを提示する。

















戸建て住宅の建て替わりイメージ



4.  線状緑地沿いの建築モデル

　中野区本町周辺を敷地として、線状緑地沿いの

建築モデルを提案する。敷地は中央の桃園小学校

を中心に低層木造住宅地となっている。(図 13)

ここでは、全体計画に沿って一時避難場所に指定

されている桃園小学校を解体し、高齢者のための

施設となることを想定した上で線状緑地沿いに再

配置する。また、立ち退く人の為の集合住宅を桃

園小学校の周囲に計画する。

1) 地形と各建物の敷地の選定

　小学校を含め北側は平坦であるが、南側は高低

差が 4〜 5m ある。

線状緑地と同じように宅地割りを最小単位にそれ

ぞれの建物の敷地を決定する。集合住宅に関して

は小学校を取り囲む木造住宅の宅地を合わせて ,3

箇所敷地を選定する。(図 15)

集合住宅

公共施設

線状緑地

0 50 100m

図 13 中野区本町周辺航空写真

図 14 中野区に計画する線状緑地

図 15 宅地割りと敷地の選定



 また公共施設に関しては、袋小路になっている道

を通すように宅地単位で住宅を取り壊し、その空

地を取り囲むように公共施設の敷地を 3 箇所選定

する。

2) 配置計画

　集合住宅は小学校跡地側に寄せて配置する。公

共施設に関しては 1）で選定した敷地に対して宅

地の形が残るように赤い線を基準に帯状に配置す

る。(図 16)

3) 植栽について

　小学校跡地は既存の緑地を活かしながら、集合

住宅の前面を中心に木を配置する。

1) で袋小路を通すように取った空地は公共施設を

つなぎ、路地の延長となる緑地にする。木を宅地

割りの線に沿って植え、もとあった宅地割りの質

を強調する。また公共施設に沿った線状緑地は小

さな校庭として、または高齢者が軽く体を動かす

場所として平坦な場所をつくる。

30.5

0 50 100m
図 16 配置ダイアグラム



4) ヴォリュームについて

　敷地周辺には低層の住宅地が広がっていること

を考慮して、集合住宅は 3 層と 4 層の組み合わせ

にし、公共施設は 3層の建物が半地下に埋まるヴォ

リュームにする。

また、緑地沿いの建築モデルとして形態を統一す

る。集合住宅・公共施設ともに緑地側にひだを持

つヴォリュームとする。集合住宅はひだ状の帯を

張り付け、多様なファサードとする。また、帯の

下のヴォリュームを抜き、周囲の住宅と緑地を遮

断しないようにする。

公共施設はこの帯に沿ってヴォリュームを分節す

る。また、ひだを持つ側の高さを高くし、新たに取っ

た緑地側に向いたヴォリュームとする。(図 17)

断面で見ると , 集合住宅はスラブが突き出し緑地

に面した大きなテラスとして用いる。

公共施設は緑地と様々な高さ・距離の関係を持っ

た部屋 ( 教室や個別の目的に応じた部屋 ) として

用いる。緑地に対して反対側の屋根まで吹き抜け

た細長い空間は多目的に用いる。(図 18)

図 17 ヴォリューム　ダイアグラム

図 18 断面　ダイアグラム



5) 公共施設周辺の動線に関して

　公共施設の周囲は施設を使う人や周辺住民が多

様な経路の選択ができるように敷地の高低差を利

用しながら計画する。(図 19)

これらの操作によって小さなスケールの建物が密

集した雰囲気は維持しながらも緑地に接する建築

としてのモデルを提案する。

集合住宅に関しては、広い緑地に面しそれを活用

するような居住空間となることを意図した。

また、公共施設に関しては周辺住民がより接しや

すい建築としてランドスケープと建築が一体とな

ることを意図した。

図 19 動線ダイアグラム
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集合住宅　平面図 1:1000
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公共施設　立断面図　

集合住宅　立断面図　
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模型写真

集合住宅前面

線状緑地沿い



模型写真　全体像
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