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東京西郊における計画的宅地開発の地価への影響分析 

An impacts analysis on land prices of planned residential area development in Tokyo western urban 
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Urban sprawl area with narrow roads distribute widely in Tokyo western urban where have risks such as fire progression 

or impossibility of emergency vehicle's passing each other at the time of disaster. In this study "Under 3m width road 

share" in units of 100m mesh was compared between the decades when these area were urbanized after Kanto 

earthquake disaster. It was revealed that under 3m width road share is highest where was urbanized in 1960's. It was 

also analyzed that under 3m width road share impacts on official land prices in category I exclusive low building 

residential zone. It was revealed that although they have no correlation, under 3m width road share can explain official 

land price with other explanatory variables.  
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1. はじめに 

東京西郊には狭隘道路が多いスプロール住宅地が広く分布し

ているが、これらの地域は災害時に延焼したり、緊急車両の行違

いができなかったりする危険を抱えている。 

これまでに、東京西郊 30km圏で道路幅員が 3m未満の道路の

割合を100mメッシュ単位で集計した「3m未満道路率」が公開さ

れ(1)、市街化時期別に見ると都市計画法制定直前の1960年代に市

街化した地域で高いことが明らかとなっている 1)。 

しかし、市街化時期に用いたDID（人口集中地区）範囲は1960

年から公表されたものであるため、それ以前の時期についてはす

べて「1960年以前」に含まれている。この期間には、関東大震災

後の郊外住宅地ブームの時期から終戦後の混乱期まで、さまざま

な時期が混在しているにもかかわらず、それぞれの時期の影響が

不明となっている。また、狭隘道路が多い地域が災害時に危険だ

ということが広く認識されているのか、つまり地価に反映されて

いるのか、という点も不明である。 

そこで、本研究では、まず1960年以前の市街化状況を把握し、

3m未満道路率を複数の時期別に集計した。さらに、3m未満道路

率が第一種低層住居専用地域の公示地価に及ぼす影響を見た。 

2. 分析方法 

2-1. 1960年以前の市街化時期別の3m未満道路率の集計 

DID 範囲の公表が始まった 1960 年以前の市街化状況を把握す

る方法はいくつか考えられる。 

もともと DID 設定以前は、「市及び区はまとめて市部として、

町及び村は郡部として、それぞれ都市的地域又は農漁村的地域を

表すものとして慣用されていた。」が、昭和の大合併で「市部の地

域内に、農漁村的性格の強い地域が広範囲に含まれるようにな」

り、「「都市的地域」としての特質を必ずしも明瞭に表さなくな」

ったため、DIDが設定された 2)。したがって、まず1960年以前は

市及び区を都市的地域とみなすことが考えられる。ところが、

1960年時点のDIDは、東京23区全域まで拡大していない。東京

23区の前身の東京35区が現在の範囲に拡大されたのは1936年だ

が、その当時も東京 35 区の全域まで都市的地域が拡大していな

かったと考えられる。 

つぎに、各時期の旧版地形図の建物密集地をGISソフトでデジ

タイズすることが考えられる。これは正確なデータを得られるが、

東京西郊 30km圏をカバーするには多数の地形図を処理する必要

があり、しかも旧版地形図は白黒刷りのため、建物密集地を機械

的に抽出することは難しい。 

そこで、本研究では 1914年と 1946年の土地利用図 3)をデジタ

イズすることとした。土地利用図であれば東京西郊 30km 圏が 1

枚に収まっており、カラー刷りで市街地は赤色で表示されている

ため、GIS ソフトのラスタ演算機能により、機械的に市街地を抽

出した。 

2-2. 3m 未満道路率が第一種低層住居専用地域の公示地価に及ぼ

す影響の分析 

公示地価は用途地域によって大きく異なるため、まず、3m未満

道路率を用途地域別に集計した。100m メッシュ単位で集計した

3m未満道路率と国土交通省「国土数値情報：用途地域データ」を

GISソフトで空間結合し、用途地域別に100mメッシュ単位の3m

未満道路率の平均を集計した。 

この結果、第一種低層住居専用地域のメッシュが約1/3を占め、

かつ 3m未満道路率が高かったため、本研究では第一種低層住居

専用地域に限定して 3m未満道路率と公示地価の相関関係を見た。

国土交通省「国土数値情報：地価公示データ」と 3m未満道路率

をGISソフトで空間結合し、地価公示地点の3m未満道路率を抽

出した。 

さらに、地価関数の一般的な説明変数に加えて 3m未満道路率

を説明変数に含めて地価関数を作成した。ヘドニック法による地

価関数は既に数多くの事例があるが、近年では、たとえば最寄り

の公園面積 4)や犯罪発生件数 5)、地震動増幅率 6)が地価に及ぼす影
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響が地価関数により分析されている。これらの地価関数では、地

価に及ぼす影響の分析対象である公園面積や犯罪発生件数、地震

動増幅率に加え、地積、容積率、奥行／間口の比率、前面道路幅

員、都市ガスの有無、用途地域、最寄り駅から距離、都心駅から

最寄り駅までの所要時間、鉄道沿線、人口密度などの説明変数が

用いられている。本研究でも、地価に及ぼす影響の分析対象であ

る3m未満道路率に加え、地積、容積率、前面道路幅員、最寄り

駅から距離、ターミナル駅から最寄り駅までの所要時間、鉄道沿

線を説明変数として用いた。対象とした地価公示地点は、京急本

線、JR東海道線、東急池上線、東急目黒線、東急大井町線、東急

東横線、東急田園都市線、小田急小田原線、京王線、京王井の頭

線、JR中央線、西武新宿線、西武池袋線、東武東上線の14路線

の駅を最寄り駅とする 664 地点とした。なお、ターミナル駅は、

各路線の都心側ターミナル駅とした。また、前面道路幅員と 3m

未満道路率は共に道路幅員に関係するが、前者は地価公示地点の

敷地自体の前面道路の幅員であるのに対して、後者はその敷地の

周辺の道路網の幅員を示すものであるため、両者に相関関係はな

い。たとえば、敷地自体が大通りに面していても、その側面や裏

手の道路の幅員が狭いような場合がある。 

3. 分析結果 

3-1. 1960年以前の市街化時期別の3m未満道路率の集計 

1960年以降は同心円状にDIDが拡大しているが、1914年時点

では、東京市内の外側に市街地が飛び地状に点在している（図-1）。 

これらは、甲州街道、青梅街道、川越街道等旧街道の宿場町起源

の市街地と考えられる。これらの飛び地は 1960 年には東京都心

から拡がるDIDに呑み込まれている（図-2）。 

東京西郊30km圏の分析対象地域（図-3）について、市街化時期

別の100mメッシュのシェアを見ると、1914年以前の市街地は6%、 

【図-3】分析対象地域の市街化時期 

【図-2】DIDの推移 

【図-1】1914年の市街地 

【図-4】市街化時期別シェア 

【図-5】市街化時期別の3m未満道路率の平均値 
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関東大震災後の郊外住宅地ブームを含む 1914～1946 年が 11%、

1947～1960年が 31%、1960年代が 26%を占めている。都市計画

法施行後の1970年代以降は25%に留まり、DID外も5%を占めて

いる（図-4）。 

市街化時期別の3m未満道路率の平均を見ると、1960年代に市

街化した地域で3m未満道路率が最も高くなっている（図-5）。こ

のことから、1960年代に入ってからスプロール市街化が悪化した

ものの、1968年の都市計画法施行により 1970年代以降は改善さ

れたものと考えられる。 

3-2. 3m 未満道路率が第一種低層住居専用地域の公示地価に及ぼ

す影響の分析 

分析対象地域（図-6）の3m未満道路率を用途地域別に集計した

結果、第一種低層住居専用地域のメッシュが34%を占め最大であ

った（図-7）。以下、第一種中高層住居専用地域が16%、第一種住

居地域が14%、準工業地域が7%、近隣商業地域が6%、商業地域

が5%などとなっている。市街化調整区域も6%を占めている。 

用途地域別に100mメッシュ単位の3m未満道路率の平均を見

ると、市街化調整区域、第一種低層住居専用地域、第一種住居地

域、準住居地域で高くなっている（図-8）。 

第一種低層住居専用地域に限定して3m未満道路率と公示地価

の相関関係を見ると、両者に相関関係はないが、「3m未満道路率 

が低いこと」は「公示地価が高いこと」の必要条件になっている

（図-9）。 

3m未満道路率を他の説明変数と組み合わせて公示地価を説明 

する地価関数（表-1）を構築した結果、重決定係数が0.815となっ

た。このことから、3m未満道路率は公示地価に影響していると考

えられる。 

【図-6】分析対象地域の用途地域 

【図-7】用途地域別のメッシュ数 

【図-8】用途地域別の3m未満道路率の平均値 

【図-9】3m未満道路率と公示地価の関係 

【表-1】地価関数のパラメータ
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4. まとめ 

本研究では、東京西郊 30km圏で道路幅員が 3m未満の道路の

割合を100mメッシュ単位で集計した「3m未満道路率」を、関東

大震災以降の市街化時期別に集計した。その結果、1960年代に市

街化した地域で 3m未満道路率が高いことが明らかとなった。さ

らに、3m 未満道路率が第一種低層住居専用地域の公示地価に及

ぼす影響を見た。その結果、両者に相関関係はないが、「3m未満

道路率が低いこと」は「公示地価が高いこと」の必要条件である

こと、3m 未満道路率を他の説明変数と組み合わせると公示地価

を説明できることが明らかとなった。 

一方、3m 未満道路率は第一種低層住居専用地域以外に市街化

調整区域や第一種住居地域でも高くなっているが、これら地域に

は地価公示地点数が少なかったため、今回は分析対象外とした。

また、今回は 3m未満道路率が地価に及ぼす影響を見たが、逆に

地形など 3m未満道路率に影響を与え得る要因を分析することも

考えられる。さらに、今回は東京圏郊外部を対象としたが、地方

都市などと比較することも考えられる。これらは今後の課題とし

たい。 

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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