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序章 研究背景・目的               

１背景 

建築家・丹下健三、及び同研究室による「東京計画 1960」では

人口 1000 万人を超える 1000 万都市の都市構造を人口、密度、モ

ビリティの観点から研究し都市構想をするに至った。その方法論

は、画期的であり現代研究の基礎を築くものであった。近年、金

融システムのグローバル化に端を発し、再都市化という転換期を

向かえ社会変動とともに都市が変容している。特に都市形態とし

て、経済上昇と比例して高層化が顕著である。東京に於いても、

超高層ビルは、80 年から 06 年の間で約 10 倍もの量が建設され、

いわゆる都心３区ＣＢＤの超高層オフィスビルだけでなくタワ

ーマンションなども普及し始め、職住空間にも変化を与えたと言

える。しかしながら一方で、東京あるいは東京大都市圏としての

明確なビジョンを持たないため、ディベロッパーを中心にそれぞ

れが開発し都市を機能させていると言っても過言ではないだろ

う。時代変化に合わせ都市のビジョンを再提示しそこから大枠を

作り出さなければならないのではないだろうか。 

２研究目的 

本研究は、戦後 1940-2000 年代の東京大都市圏における都市計

画や都市構想の中で、結果的に『職住分離』を招いた計画や制度

を明らかにした上で、現況の東京 23 区内部での事務所建築物と

住宅建築物及び人口データから職住空間の都市構造を集積と地

理的条件との関係性の観点から分析し地域特性を把握する。また、

それらの関係性の延長線上に、現代的な『職住近接』都市のフレ

ームモデルを作成し、その方法論を提示することを目的とする。 

 

第一章 都市計画・制度史の整理と研究のアプローチ          

東京に於いて、時代ごとに遂行された都市計画と整備された制

度を追い、現代的な意義と可能性から『職住近接』都市への定義

づけを行う。 

1 東京の骨格形成期（1940 年代－1970 年代） 

戦後、東京の都市計画は戦災復興都市計画（1953）から始まっ

た。この計画を受け宇都宮や水戸などに衛星都市が形成されるこ

ととなる。当時、第二次産業である工業を衛星都市産業の中核に

据え、工業団地やイギリス田園都市構想を模倣したニュータウン

などの分散論が主流であったが、丹下健三による東京計画 1960

は、衛星都市の第二次産業の衰退と、水平モビリティによる都市

スプロール現象について言及し、求心的な都心化と拡散的な郊外

化という都市構造上の問題から職住分離が起因する殺人的な通

勤混雑を避ける為に新しい土地を海上に求める新しいビジョン

を打ち出した。 

2 制度の確立と脱却的構想（1980 年代－2000 年代） 

高度経済成長を迎え、都市部への人口増加と市街地の高密度化

に伴い居住環境悪化が進み、都市計画と建築基準法の改正が急務

の課題となる。マスタープラン・ゾーニング制・地区計画などの

体系が確立、また、1971 年に総合設計制度が施行されるなど、大

都市圏の問題から東京内部の問題へと移行する。そうした社会背

景より 90 年代、超々高層建築研究会とハイパービルディング研

究会は、水平モビリティがもたらす都市スプロールの解決策とし

て縦型都市研究会を立ち上げ、幾つかの構想を発表した。 

3 現代的な先行研究 

建物の容積率で定義された都市密度による職住空間の地域別

土地利用転換パターンを研究したものとして田中耕市（2008）が

あるが、建物のみが対象であり、利用する人口が同時に抽出され

ていない。また、菊池・古川（2007）では職住空間の人口と容積

率の経年変化から人口予測に基づく必要床面積を算出しており

評価できるが、マクロなスケールでの集計と言える。 

4 研究の意義と定義づけ 

東京に集積する諸機能はより緊密な関係を求めて求心的に集

約化される。一方、労働者はモビリティの力によって安価な土地

を求めて郊外へ拡散していく。丹下健三はこれを放任された都市

発展の形態だと述べた。東京内部に於いて職住共に集中的に集積

させ、その求心的な動きと巨大イメージを持って都市スプロール

を制御できると仮定した場合、移動時間を短縮する為に両者を近

接させ、水平移動から垂直移動への転換と土地の高度利用化へイ

ンセンティブを働かせることが現代的な合理性の延長線上に考

えられる。以上の経緯より本論文は、分析対象を東京 23 区に設

定し 1）東京の現況職住空間の集積量と密度の把握 2）それらの

職住の集積が地理的条件とどのような関係性があるか。3）両者

が今以上に近接（移動時間を縮小）した場合の新しい都市の集積

とその形状を提示することを目的としたい。なお、本論文で扱う

用語の定義として「集積」とは、ある地点に於いてどのくらい人

口と建物があるかといったことを示すものとする。 

 

第二章 東京 23 区の職住の集積          

１東京 23 区の職住集積量 

 

 

東京の集積を量から把握すると、昼間人口の大部分が都心 3区

に集中している。また、3 区の事務所延床面積値も際立っている

一方、住宅延床面積は、練馬区、世田谷区、江戸川区などの地域

で高い値を示し、面積値で比較すると、都心 3区の事務所延床面

積値よりも多いことが分かる。 

2 東京の職住の密度分布 

量的な分析では、土地面積の大小による影響が大きい。そこで、

各町丁目ごとの土地面積値で、人口値や床面積値を除して密度を

算出し、分布図を作成した。 

 

 

図 1 事務所と住宅延床面積の比較 図 2 昼夜間人口の比較 

図 3 事務所密度(左)と昼間人口密度(右)の比較 

図 4 住宅密度(左)と夜間人口密度(右)の比較 



量的には、練馬区や世田谷区といった地域の住宅延床面積値が

都心 3区の事務所延床面積値を上回ったが、密度分布では、都心

3 区が極大値を示した。町丁項目ごとに分割しプロットした分布

図によれば、職の集積が山の手線沿線を中心に、住の集積はそこ

から拡散的に延びる鉄道沿線を軸に同程度の密集分布の塊が広

がる地域特性が存在することが分かった。 

 

第三章『集積度』とアクセシビリティの関係性          

本章では、二章の結果より、地理的な条件と集積の関係を分析

する。具体的には、東京駅や新宿駅など計７つの山の手線主要駅

から時間と距離のアクセシビリティを加味した区分を設定し、そ

れぞれの区分内で集積量を集計しなおす。また、人口と延床面積

の相関関係を検討、１人当たりの延床面積値を算出し、集積度に

変換することで、アクセシビリティとの関係を分析する。 

1 主要駅からのアクセシビリティによる区分の設定 

 

図 5 アクセシビリティごとの区分 

2 人口と延床面積の相関関係と使用環境の評価 

密度分布図では人口と延床面積それぞれについて作成したが、

「集積」の定義により両者を同等に評価したい。そこで、両者の

間には以下の関係式が成立する。 

 

なお、式の a はそれぞれの区分に於ける理論上の１人当たりの床

面積（㎡）を示す。 

 

図 6 アクセシビリティと 1人当たりの延床面積の関係 

図 6よりそれぞれの区分に於ける使用環境が把握できる。事務

所は、都心に近い程 a値は低く、就業環境は狭い。一方、住宅は

都心 3 区しかも山の手線内側の区分に於いて a 値が極大である。

傾向としては、23区の外側へ行くほど a値は減少していく。これ

より、都心居住は単身者用住宅が多く、郊外は家族用住宅が多い

ことが関係しているのではないかと考えられる。 

3 集積度ダイアグラム 

上記 a 値より以下の式により集積度を算出しダイアグムを使

って集積度と主要駅からのアクセシビリティとの関係性を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 はＯ方向に値が高ければ都心を示し、Ｒ方向に高ければ居住

を示し、主要駅からのアク

セシビリティとの関係性を

把握することが可能である。

特徴は、都心 3区の極大が

0-15 分圏にあり山の手線

内側へ行くほど居住地域を

示す。また、副都心 4区の

集積度は渋谷、豊島、品川

では、山の手線内側でＯ方

向が極大になり新宿は外側

0-15 分圏が極大である。どれも副都心の虫瞰的なイメージから抱

く集積具合ほどＯ方向への値は高くない。これにより、副都心が

複数の用途による集積で構成されていることが予測できる。また、

副都心４区のＲ方向を示す値は都心から時間的に離れるに従っ

てＯ・Ｒ値とも０を示す農村あるいは他用途の集積を示す左下へ

集中していく傾向があった。 

 

第四章 移動時間縮小都市モデルスタディー     

全夜間人口が都心へ向かうと仮定し、主要駅まで移動時間を短

縮することを目標に設定した時『職住近接』都市が可能である。

本章では、職住近接都市を作るために２通りのシミュレーション

を行う。１つ目は、それぞれの区分に於ける理論上の１人当たり

の延床面積値より床面積過多になっている分の事務所延床面積

を住宅にコンバージョンしようとするものである。２つ目は、集

積ダイアグラムにある新都市エリアへそれぞれの地域を近づけ

ようと考える時、単純に外側の昼夜間人口をより都心に近いエリ

アへ移動させるものである。以上２通りのシミュレーションによ

り、必要な床面積や許容人口を算出することで、都市形状を創造

してみる。なお、都市形状の高さは、集積度（グロス容積率）を

10000 倍した数値を用いている為、実際の高さとは異なっている。 

 

 
コンバージョンの場合、60 分以上圏＋60-31 分圏に居住する夜間

人口 1.8％(総 1,020,702 人)をそれより内側の圏域に移動させる

と事務所余剰面積を使い切る。つまり、都市形状は変化せずに移

動時間を短縮するように現況より中央に集中でき、それ以上の夜

間人口を中央に収容する場合、都市形状に変化をもたらす。また、

図 8～11 より単純に現況の上に昼夜間人口を加え、職住近接を図

る場合、都市は中央集中的に上へ膨張し、山の手線内側港区で最

大で集積度 584.34％（グロス容積率）の縦型巨大都市像が伺える。 

 

終章 結論                       

区ごとの集計によって東京を概観した先行研究が多々ある中

で、本研究では町丁目ごとに集計しアクセシビリティとの関係性

から独自に設定した区分を利用して職住空間の「集積度」の地域

特性を把握したことは、東京の地域特性に対して新たな視点を示

すことができたのではないかと考える。また、そのような現況集

積度が、今後「移動時間の短縮」という社会的な合理性のもとに

都市計画が変化する場合、４章のような都市形状がユートピアで

あれディストピアであれシミュレーションによって可能態を描

き、さらなる交通分析や環境分析を生むことが今後の都市計画の

ビジョンを誘発することになるのではないだろうか。 
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図 7 ＯＲダイアグラム 

図 8 現況集積図          図 9 60 分以内に収容 

図 10  15 分以内に収容       図 11 山手線内側に収容 


