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SYNOPSIS
Recently, there have been many discussions about the scenic zones.
And it is focused on that the way to create recreation places, this thesis aims to clarify the relationship
between the intension and the method with comparing each other from the viewpoint of the history. The
purpose of this thesis is to grasp the relationship between the intention and the method, and compare
them from the viewpoint of the history.
As a result of study, followings are clarified
A) It was intended to set new facilities based on scenery for providing recreation
B) One of the cases, the facilities were set without intention based on scenery, and these facilities were
criticized. The other of the cases, the facilities that sustain the existent scenery and provide recreation
were set in the recreation places

第1章

序論

1-1 背景・目的
昨今都市の緑地保全が叫ばれているが、それを担う一例
として風致地区があげられる。現在の風致地区では、自然
環境の保存に主眼を置いているが、戦前のものは保存の概
念に併せて、行楽地や宅地として整備するという自然環境
の利用の概念も含んでいた。風致地区において市街化の進
展と行為の規制との間で様々な問題が生じている今、戦前
の風致地区における制度の理念や形成された空間を精査す
ることは、今後の風致地区内での利用手法を考える際に参
考になるのではないかと考える。
そこで本研究では、戦前の風致地区における、利用の一
つである行楽地形成に着目し、当時の風致地区制度の理念
を明らかにする共に、風致地区における行楽地としての空
間形成手法を把握する。そして手法と理念を比較すること
により理念と手法の関係性を明らかにする。
1-2 研究の位置付け
風致地区に関する研究で、戦前の風致地区を扱っている
ものは、以下のように分けることが出来る。
① 当時の言説や制度の内容などから風致地区の概念を
明らかにしたもの 1
② 風地区内で風致協会がどのような活動を行ったかを
明らかにしたもの 2
③ 風致地区制度の成果を土地利用状況の変遷を元に明
らかにしたもの 3
本研究は、制度の理念と形成された空間を比較するという
ことから、既往研究では見られない新しい立場をとるとい
える。風致地区内でどのような行楽地形成手法があったか
を把握するという点では②の研究と内容が重複する場合が
あるが本研究では写真や図版を元にその形成手法を空間的
な観点から把握し、制度の理念と比較するということから
②の研究とは異なる。
1-3 研究の構成
本研究は、まず序章に始まり、第 2 章で、1925-1933 頃

の社会背景と風致地区の概要について述べる。第 3 章で、
風致地区制度の理念は如何なるものだったのかを把握し、
第４章で実際に風致地区内でどのような行楽地が形成され
たのかを把握する。そして第 5 章で概念と形成された空間
との比較をし、風致地区の理念と行楽地形成手法の関係性
を論じる。
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1-4
研究の方法
本研究では、文献資料として「風致」、「都市公論」、「公
園緑地」
「庭園」などの諸雑誌を元に、風致地区制度の概念
を明らかにする。また、縮尺三千分の一の帝都地形図
（1922-47）、大日本陸地測量部作成東京一万分の一地形図
（1936 頃発行）、二万五千分の一地形図（1929 発行）など
の各種地形図や、前述した雑誌に掲載されている写真、風
致地区を紹介した冊子である「皇都勝景」（1942 発行）に
載せられた写真を元に、風致地区内での行楽地形成手法や、
それによってどのような空間が形成されたのかを明らかに
する

第2章

風致地区の概要

2-1 昭和初期の時代情勢と行楽地
戦前の東京の風致地区は大正末から昭和初期にかけて指
定される。この時期の社会情勢の特徴として、以下のもの
があげられる。

①都市、あるいは都市生活が不健康であるという考え方
の浸透
②人口の増加による都心部の環境悪化や鉄道の開通に
よる市街地の拡大
③近代化による労働時間の増加
この時代背景をもとに、自然を享受できる場、そして余
暇を過ごし慰安休養する場、健康増進のための場として、
行楽地は認識された。 4

第３章

風致地区の理念

風致地区計画策定に関わった都市計画東京地方委員会
の北村徳太郎と、地区指定後に風致地区内の整備に関わっ
た東京府の土木技師の水谷駿一という、風致地区に大きく
関与した 2 人の理念を明らかにすることで、風致地区の理
念の一端を明らかにする。
北村は計画策定者であるため、風致地区の目的に対して
の理念と、風致地区での空間形成に対する理念をもってい
た。風致地区の目的に対する理念を現しているものとして、
2-2 風致の定義
風致地区の指定標準 11 をあげることができる。風致地区の
風致地区制度の計画策定に関わった都市計画東京地方
指定標準は（１） 強度の建築利用化を期待せさる土地（２）
委員会の北村徳太郎は風致に対して「風致とは趣で、風致
地方古来よりの遊観勝区（３） 土地の利用化が風致より
あることは必ずしも山川草木の勝のみを唱ふるものではな
招来さるる場所（住宅、公園附近など）（４．）歴史的意義
い。
（中略）然し多く慣用として自然の山川草木を対象とし
ある土地とある。
て使用されている。風は多く自然を意味し、風の極致たる
（２）
（４）は風致地区が史蹟名勝天然紀念物法が発端と
解釈を多くす。今は先ず「山川草木の景に乃至其等が添景
なっているとに関連したものだと考える。それゆえ、ここ
を与える趣」と解釈しておく。」 5
から明らかになる北村徳太郎の理念（１）
（３）に関連する
と説明している。このことから風致とは自然の景やその趣
ものであり、ここから土地利用によって環境が悪化すると
であるといえる。本研究ではこのことをふまえて風致を便
宜的に自然風景を含む地区全体の雰囲気や趣を風致とよび、 予想される所を先に保存しておく、風致を利用していると
ころ（住宅、公園）は保存し、それによって土地の価値を
風致地区内の特定の景色,人が眺める対象となるものを風
高め、今後の利用に供する という理念を読み取ることが
景とよぶことにする。
できる。また、空間形成に対して
「風致を維持する消極的感念を根本方針とし、維持の目的
2-3 風致地区制度の内容
風致地区の内では、地形の変更や、建物の新築などの開
以上は法律の精神に反するもので美的要求をなすことはこ
発行為が規制されたが、知事の許可さえあれば、建物を建
の点よりも又主観的に陥り易き性質及び自然美への作為の
てることも、土地の形質を変形することもできた。6規制は
介入はわずかに利用目的を整備しうるに過ぎざる傾向を多
厳しくとも、絶対的に風致地区で開発行為を行うことがで
き点且又累加的制限を招来する恐れ多きの各点よりはなは
きないというわけではないといえる。
だ危険である。従って、専ら調和統一を期し、不美、誇張、
虚飾、異様不快感を強めて排斥することに主きを置く」12と
述べており、風致の維持に主眼をおき、自然への人の手の
2-4 風致地区の指定地区と指定理由
介入を最低限にするという理念をよみとることができる。
第二次指定は江戸川、洗足、石神井、善福寺で指定理由
水谷駿一は実際の空間形成に関わったため空間形成に対
は水辺と林相の風景の保存とこれを開発した行楽地形成で
する理念を持っていたといえる。水谷は、風致の利用開発
あった。第三次指定は、和田堀、大泉、野方、多摩川で、
方法として水泳場や競技場など慰安、休養体育を提供する
指定理由は武蔵野の風景の保存と理想的住宅地形成であっ
た。 7第三次指定のものは、行楽地形成を謳っていないが、 施設を設置することを説いた。ただしこの場合には「環境
の自然を基調として計画すること」と述べている。 13 また
後に発行された雑誌「風致」で「風致地区行楽案内」の対
象地となっており、行楽地として受け止められていたとい
「風致地区といっても消極的な何事もイケナイ保存主義で
える。
進んではどうかと思ふ。風致を維持するということは法の
眼目ではあるが、風致を新しく作興しても真の風致ならば
2-5 風致地区内で行われた事業に関して
法の精神には抵抗しないと思ふ。しかしこの作興の場合に
風致地区内で行われた事業の主体は民間会社や個人はも
はまづ土地政策観点から将来を十分に検討することはもち
ちろんであるが、東京府と、法人組織である風致協会も風
ろん、真の風致を理解してかからねばとんだことになる場
致地区内で空間形成の事業を行った。東京府の事業も、風
合がないではない」 14
致協会の事業も行楽地形成に主眼をおいたものだった。8そ
と述べ、土地の有効活用として新しい風致を創出するこ
とを説いている。ただし真の風致を理解して、とあり風致
れゆえ、東京府と風致協会が風致地区内で行った事業をみ
に対して配慮をすることが説かれた。以上のことをまとめ
て、なおかつ地区内で民間が行楽地を形成したものも加味
ると、北村徳太郎が既存の風致をなるべく維持するという
することで、風致地区の行楽地形成手法を把握できると考
理念を持ち、水谷は北村の理念を踏襲したうえで風致を新
える。
しく創出することや、風致地区の利用として施設を設置す
風致地区は民有地が大部分を占めるが、地区内には、国
るという、北村よりもさらに風致の利用という観点の強い
有地、官公有地もある。その上に東京府が無償借地してい
新しい理念を付け加えたと考えられる。
る土地もあった。9また、風致協会は地元の地主によって組
織されたものであるため、地区内の土地で事業を行うには
第４章 風致地区の行楽地形成手法
融通がきいた。風致協会が土地を提供した場合もあった。10
4-1 対象地
戦前期に指定された東京の風致地区 10 箇所（明治神宮、
これらのことから、民有地が多いといえども東京府や風致
多摩御稜、洗足、石神井、善福寺、江戸川、多摩川、和田
協会が風致地区内で事業を行うことはできたのである。
堀、野方、大泉）のうち、６箇所（洗足、石神井、善福寺、
江戸川、和田堀、大泉）を対象地とする。

4-2 各地区の行楽地形成手法
地区内で行われた事業内容、写真、地形図、言説をもと
に事業によってどのような空間ができたかを把握し、そこ
から地区での行楽地としてどのような空間形成手法が用い
られたのかを明らかにする。ただしここでいう事業とは地
区内に施された各空間形成のことである。
一事例として和田堀風致地区を説明する。
＜和田堀風致地区の空間形成手法＞
指定理由は、大宮八幡神社の境内林と高千穂商業学校の古
樹、日本済美学校の赤松の樹林地などの樹木に富んだ風致
の維持である。 15 そして指定当時の地区の特徴は大宮八幡
神社の境内、高千穂商業構内の樹林地、日本済美学校のあ
った済美山、そして耕地や民家など武蔵野の風景が残って
いることである。 16
○事業内容と風致地区指定によって形成された空間
主な事業が、どこでおこなわれたのか、風致地区事業を
行うにあたって地形を改変しているかどうか、施設の外観
的特徴はどのようなものだったのかという３つの観点を持
って各事業を見ていく。和田堀風致地区で行われた事業の
うち、ここでは３事業を紹介する
1929 年測量地形図

善福寺川

が分かる。また、低地と高台を結ぶように通されたり、樹
林地内だけでなく、善福寺川
沿いに通されたりと、様々な
通し方がなされている。写真１
は大宮八幡神社境内の樹林地
に通された逍遥道路であり、
柵などどの付加物はなく、ま
図４：写真１逍遥道路
た既存の樹木をのこしたまま道が
通されているのが分かる。
図２と図３を比較すると地形の改変はされていない。
①
大宮八幡園（池の造成、
島の造成、植栽、プー
ルなどの施設の設置）
大宮八幡園は和田堀風致協
会理事鑓田重氏を社長とす
る株式会社大宮八幡園の経
営による。
「 近代的な娯楽機
図５：写真２ 八幡池の施設
関を設備し、今日において
は市民の遊楽地として賑盛
を呈している。」17と説明さ
れている。善福寺川の流水
を利用した三千坪余りのボ
ート池、魚釣場、プールそ
の他各種運動器具が設置さ
れた。 18 これらの施設は図
図６：写真３ 八幡池俯瞰
３をみると池から少しはなれた低地に設置されていること
がわかる。池周りには桜の並木やツツジが植栽された。ま
た写真をみると池の水際線は護岸がほどこされていること
がわかる。周辺には、写真 のように池や大宮八幡神社の
社叢をながめことのできる施設や、娯楽施設が設置された。
以上のような分析を和田堀風致地区で行われた全事業に対
して行った結果が表１と表２である。
表１

善福寺川

大宮八幡神社周辺の空間形成手法
地形の改変濃霧
・地形の改変なく設置
された

外観的特徴
・柵などの付加物は設
置されていない

・地形の改変なく設置
された。

不明

設置場所
池から少し離れた低
地に設置された。

地形の改変濃霧
・地形の改変なく設置
された

池 の
造成

元々低地で水田だっ
たところ

島 の
築造

八幡池の中ほど

植栽

池乃沿岸

池を造成しているの
で、地形の改変があっ
たといえる
島の築造をしたので
地形の改変があった
といえる
なし

外観的特徴
・池周りを眺められる
しつらえ
自然に反した外観と
受け止められたもの
・池の周囲に護岸がほ
どこされた

逍遥道路

図２：1929 年測量地形図

1939 年測量地形図

路傍広場

善福寺川
表２

済美山
八幡池

八幡園

大
宮
八
幡
園

設置場所
・大宮八幡神社樹林
地、済美山へいたる善
福寺川沿いなど、に築
造された。
・樹林地を網目状に張
り巡らされたり、高台
と低地をつなぐよう
なルートになってい
たりと、バリエーショ
ンに富んで築造され
た。
・大宮八幡神社の樹林
地に、逍遥道路とセッ
トで設置された。高台
の際に設置された。

八幡池周辺の空間形成手法
施 設
の 設
置

逍遥道路
施設
樹林地

児 童 遊 戯
所

池乃東側の傾斜地。

緩い傾斜地を平地に
した

島の周囲に護岸がほ
どこされた
桜やツツジなどの地
区在来ではない植物
が用いられれた
滑り台が設置された
桜が植栽された
滑り台が設置された

図 3：1939 年測量地形図

①逍遥道路
図をみると、逍遥道路が樹林地に網目状に通されているの

以上と同じことを全ての対象地で行い、各地区ごとの空間
形成手法を明らかにした。

意見を述べているということは、大宮八幡園の施設は風致
地区の理念と一致していなかったと考えられる。大宮八幡
５−１風致地区で行われた空間形成の意味
園に設置されたボート場や運動施設などの施設は水谷の風
４章で明らかになった空間形成手法と、３章で明らかに
致地区を慰安休養体育の地とするために施設を設置すると
した風致地区の理念や社会背景などを比較しながら、風致
いう理念のもと、具体的に設置するべきと提示された施設
地区での空間形成手法はどのような理念と相通るのかを明
とは一致する。しかし、実際には風致地区の理念と一致し
らかにする。その上で空間形成の意味とは何であったのか
てないと認識されていたということは、
「 環境の自然を基調
を明らかにする。以上の手順をふまえて３つの空間形成の
として計画する」という部分が欠落してしまい、施設をつ
意味が抽出された
くるということだけが空間に
一つは、風致地区内の固有の風景を楽しむことを演出す
一方、大宮八幡園と同じく、慰安休養や健康増進を目的
ると意味である。具体的な空間形成手法としては逍遥道路
としていた施設に市民農園がある。この市民農園は大泉風
が樹林地に網目状に通されたり、露床が設置場所に高低差
致地区の特徴である農業というものを利用した、つまりは
をつけて設置されたことがあげられる。このことは北村が
風致を利用した施設であった。この市民農園は「昭和 9 年
風致地区内で「観賞眼逍遥」を想定していた 19 ことと合い
この事業を開始した当時 2250 名に過ぎなかった来遊者が
通ずるといえる。また、眺める風景に対しては石神井風致
昭和 10 年には 4010 名さらに昭和 11 年に至っては 8346
地区のあづまやのように人工物のしつらえを自然に模した
名の多きにおよび・・」 23 と多くの人を集客し、健康増強
ものにするなど現状をなるべく維持しようと配慮がなされ、 を提供した。市民農園は風致を配慮しつつ多くの人を集客
し、健康増進を提供しており、水谷の理念を反映していた
北村、水谷が共に持っていた既存の風致をなるべく維持す
といえる。風致の保存と利用の折り合いをうまくつけた施
るという理念に相通ずるものがあると考える。
設であったといえる。
二つ目は、土地の有効活用のための風致を新しく創出を
するという意味である。具体的な空間形成手法は和田堀風 第 6 章 結論
本研究で明らかにしたことは以下のことである。
致地区や石神井風致地区の低地に池を造成し、池の周辺に
計画策定にあたった北村は、既存の風致をなるべく維持
桜などで植栽を施したり、風致地区に在来しない新しい要
するという理念を持っており、北村の理念は風致地区内の
素を付け加えていくことである。この空間形成の意味には
固有の風景を楽しむことを演出するという空間形成意味に
水谷駿一の新しい風致を創出するという理念が相通ずると
相通ずるといえる。空間形成にあたった水谷は北村の風致
いえる。
なるべく維持するという理念を踏襲しつつ、風致を新しく
三つ目は、風致地区に新しい施設を導入し、その施設を
創出することや、風致地区を慰安休養、体育の地として利
用いて慰安休養、健康増進を提供するという意味である。
具体的な空間形成手法は江戸風致地区での競技場や水泳場、 用するために施設を設置するという、北村よりもさらに風
致の利用という観点の強い理念を持っていた。そして水谷
和田堀風致地区の大宮八幡園である。また、市民農園も健
の理念は土地の有効活用のために風致を新しく創出するこ
康増進を目的として設置されたが、市民農園は大泉風致地
と、風致地区内に新たに施設を導入してその施設で慰安休
区の特徴である農業を体験し、土や緑に触れることにより
養、健康増進を提供するという意味をもった空間形成手法
健康増進を提供しており、風致を楽しんだ上で施設自体を
に相通ずるといえる。風致地区を慰安休養、体育地とする
楽しむものであった。この空間形成の意味には水谷駿一が
ために施設を設置するという水谷の理念は、環境の自然を
風致の利用開発の方法として慰安休養上や娯楽上、体育上
基調とするという観点が欠落し、施設を設置するというこ
の施設（例えば水泳場やボート乗り場動物園など）を設置
とだけが空間に反映され、風致地区に反するものとして批
することを説いていることが相通ずるといえる。
判される場合があった。しかし一方で、市民農園は風致を
ただし、これらの施設を設置する際に水谷駿一は「いず
配慮しつつ多くの人を集客し、健康増進を提供しており、
れも環境の自然を基調として計画されねばならぬ」と述べ
水谷の理念を反映していたといえる。風致の保存と利用の
ている。しかしながら大宮八幡園の施設は「今日までの施
折り合いをうまくつけた施設であったといえる。
設があまりにも人為的施設を講ずるに腐心し、その結果自
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然と背反したいわば一種のひからびた雰囲気が感ぜられる
と」 20 表現されており、そのしつらえは水谷駿一の「環境
の自然を基調とした計画」という理念から乖離してしまっ
ているのではないかと考えられる。
５−２ 形成された空間に対する批評
５−１で健康増進や慰安休養を目的として設置された施
設の中で「市民の遊楽地として賑盛を呈している」と称さ
れていた大宮八幡園はそのしつらえかたが理念と乖離して
しまっていると考えられることを述べた。では大宮八幡園
に対して当時の風致地区に関わった人々、つまりは風致地
区の理念を把握していた人はどのように考えていたのだろ
うか。雑誌「風致」の編集者は大宮八幡園に対して「され
ばとて余りに積極的に単なる娯楽機関のみを施設すること
は如何なるものかと思う。」21結果自然と背反したいわば一
種のひからびた雰囲気が感じられることはあるいは筆者の
みの主観かもしれないが今後一考して欲しいと思う」 22 と
批判的な意見が述べられている。「風致」の編集者であり、
風致地区の理念を把握していたと考えられる者が批判的な
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図版出展
図２1929 年測量 10000 分の 1 地形図 上高井戸を拡大して 5000 分の 1 にした
図３1939 年測量 3000 分の 1 帝都地形図を縮小して 5000 分の 1 とした
図４1937 年 風致 1-2 東京府風致協会連合
図５1942 年 皇都勝景 東京府風致協会連合
図６1942 年 皇都勝景 東京府風致協会連合
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