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ABSTRACT 

Hideaki Ishikawa(1893-1955) is an urban designer in Japanese Modernization Period and one of the his 
significant achievements is realization of "Plaza" in referring to European it. In this process, he had to 
re-interpret the idea of "Plaza" in comparison with Japanese city plan, culture, character of human 
activities and so on. 

The purpose of this research is to clarify the activity of Hideaki Ishikawa over plaza. In Japanese city 
planning law, there are not clear definition and administration for "Plaza". In such situation, in "Plaza", a 
meaning was limited to "Plaza for traffic" virtually. However, Ishikawa was intended to make "Plaza in 
which people gathered and it exchanged courtesies" in the city in Japan. These activities were covered by 
brilliant achievements as a technical officer of Ishikawa, and it has not been paid its attention in studies 
of the past. In this research, statements and articles of Ishikawa more than 400 volumes and drawings 
related to practice were collected, and the activity was captured inclusively. In conclusion, following 2 
ideas is cleared. 

1) As for practice activities over Plaza of Ishikawa, only Kabukicho had been pointed out till now, but it 
became clear that there were concrete activities in Azabujuban and Nagoya Osu, and all these activities 
were performed by land readjustment project. 

2) Ishikawa’s activities over "Plaza" were ambitious activities including antithesis for legal city planning 
at that time. As a result, these were only a small number of practices, but it became clear that Ishikawa’s 
activities bring to light the problems involved in City planning of the present age. 

 
 

第１章 はじめに 

1-1.研究の背景 

本研究は都市広場をめぐる石川栄耀の活動に関する研究

である。ここでいう広場とは、人と人のつながりを重視し

た社会交歓のための広場であり、敢えて冒頭でいうならば、

それは我国の法定都市計画で明確に位置付けられてこなか

った空間である。一方、石川栄耀は、旧都市計画法の都市

計画技官として華々しい業績を残しながらも、常に技官と

しての仕事に疑問を抱き、我国の都市計画のあるべき姿を

追い求めた人物である。その石川が着目したものが「広場」

と「盛り場(商店街)」であり、都市計画上明確な位置付け

をもたない状況でありながらも、石川は社会交歓のための

「広場」を区画整理という手法を用いて創出したのである。 
 従来、こうした石川の活動は、新宿歌舞伎町の広場につ

いて触れられる程度であり、東京戦災復興計画の立案者で

あり実行者であった石川の業績の影に隠されてきたといっ

てよい。また、「広場」や「盛り場」という石川独自の活動

に着目したとしても、石川は「ロマンチストであった」「ユ

ニークな人だった」として、石川の個人的資質に帰するこ

とでその活動が理解されてきた。しかし、石川は技官とし

て業績を着実に重ねてきた一方で、「法定都市計画ではいい

都市はできない」として技官の本務を超えた活動を行って

きた。その活動の一部に「広場」の創出があり、これまで

の研究ではこうした視点がなかったために、歌舞伎町の広

場はロマンチストである石川のプランが実現したと、あく

まで石川の個人的な趣味程度の意味合いで捉えられてきた。

筆者は、石川が残した膨大な著作物を読み漁るうちに、石

川は「広場」の創出を我国都市計画の中心課題として主張

していたことを知り、歌舞伎町の広場は決して石川個人の

趣味ではなく、我国の都市計画に対するアンチテーゼを含

んだ野心的実践であることを掴んだ。しかも、石川の「広

場」を創出する実践活動は、歌舞伎町のみならず、麻布十

番や名古屋大須でも実践していたことが重ねてわかった。 
 本研究は、こうした視点にたって「都市広場をめぐる石

川栄耀の活動」を明らかにする研究である。それは、これ

までその全貌が明らかにされてこなかったから明らかにす

るという意味以上に、「都市広場をめぐる石川栄耀の活動」

を明らかにすることで、現在の都市計画および将来の都市

を考える上で潜在的に存在する概念やその価値を相対化し、

新たな視点を提供したいと筆者は考えている。1919 年に我

国の都市計画法は成立し、曲がりなりにも我国の都市を形

づくる職務が生まれ、その一期生となった石川栄耀はある

べき日本の都市計画の姿を考える宿命的立場にあったとい

える。その石川は、近代日本と欧米先進国、伝統と革新、

発展と熟成、職務と理念、様々な葛藤を経験した。その突

破口として石川が見出した「広場」と「盛り場(商店街)」
は一体どういうものだったのか、そしてそもそも何故石川

はそれらを見出したのか、これらを明らかにすることは、

石川栄耀を通じて我国の都市計画をいまいちど見直す作業

にほかならないと考えている。 



1-2.研究の目的 

研究の背景でも一部述べたが、本研究の目的は、都市広

場をめぐる石川栄耀の一連の活動を明らかにすることであ

る。これらの活動を本研究では「広場創出活動」と呼び、

以下統一して使用する。研究の目的を以下３つ示す。 
ⅰ)石川の広場創出活動の内容を明らかにする。 

ⅱ)石川の広場創出活動の技術的および歴史的位置付け

を明らかにする。 

ⅲ)石川の広場創出活動の原点や思想的背景を考察する。 

1-3.研究の方法と構成 

本研究の調査により３つの地区（歌舞伎町、麻布十番、

大須）に石川の関与した広場が把握できた。これらの事例

は、石川の広場創出活動を示す具体的実践事例であり、こ

れらの詳しい内容を明らかにすることが、研究の目的ⅰと

対応する。図-4 の構成概念図でいえば、3 章、4 章、5 章

にあたる。ちなみに、この章の順序は石川の関わり方の深

い順序とした。これらの事例が石川の都市計画活動のなか

でどこに位置しているのかを把握するために、石川の履歴

と活動をまとめ、これを 2 章とした。続いて、6 章では石

川の広場創出事例が計画上および事業上どのように位置付

けられるのかを把握し、これは研究の目的ⅱと対応する。

7 章では、なぜ石川は広場創出活動をするに至ったのか、

石川の原点や思想的背景、社会的背景との関連性から考察

する。これは研究の目的ⅲと対応する。このように、石川

の広場創出活動を中心に、同時代の計画や事業上の制約な 
ど様々なレイヤーを重ねる事で、石川の

活動を相対的に理解し、歴史的な位置付

けを行うのが本研究の内容である。 
研究の方法は、それぞれの章によって

明らかにする目的や扱う資料の内容、種

類が異なるため、統一した分析手法を提

示することはできない。しかし、現在残

されている文献史料や図面、写真を蒐集

し、それぞれの情報の質を精査しつつ相

互に関連付けることで、石川の一連の活

動を明らかにしていくという点は、本研

究に共通した方法といえよう。また、本

研究で基本的な資料となるものは、石川

の著書や雑誌等に寄稿した論考や論文、

および、実践事例の図面や写真である。

石川の著作は既にリスト化されているが、

本研究ではリストに掲載されているもの

以外にも数多くの論考をデータとして扱

った 。また、石川の言説だけでは事実を

明らかにするうえで偏りが生じるため、

別の立場の資料として区画整理事業誌や

新聞・雑誌等の記事を用いた。 
1-4.研究の位置付け 

都市計画家石川栄耀の功績は様々な方

面で認められ、後世の専門家によって多

くの研究蓄積がある。石川に関する研究

成果として、まず、都市計画学会で特集

された「石川栄耀生誕百年記念号」1が挙

げられる。また、都市計画通史の代表的

著作である「日本近代都市計画の百年」2

と「東京の都市計画」3では、東京戦災復

興計画の策定者であり責任者として石川

が紹介されている。石田と越沢の書き方 

はそれぞれ異なるが、両人ともに「理想的すぎた計画」と

して東京の戦災復興計画を評価し、同時に、その策定者で

あった石川は「ロマンティックな計画者」として位置付け

られた。しかし、近年、中島4、山田5、初田6により、現代

的課題にも通じる石川の研究や業績が見直され、石川の再

評価が進んでいる。しかし、いずれの研究も石川の実空間

に対する事績の分析が不足しており、特に盛り場のなかに

広場をつくるという極めてオリジナリティのある石川の事

績については、歌舞伎町に関する研究を除いてほぼ皆無で

あった。 
また、石川栄耀と歌舞伎町に関する研究は多く、橋爪7、

鈴木8、李ら9や昌子10の研究が挙げられる。これらの研究

によって、歌舞伎町計画の歴史的経緯や石川の関わりが明

らかとなり、石川が「広場のある理想的盛り場」として歌

舞伎町を計画したことは周知の事実となった。しかし、歌

舞伎町の広場に関しては、「視野の封鎖」や「端景の創出」

など石川自身が歌舞伎町を直接説明した文言で広場の存在

が説明されてきたため、なぜ石川が歌舞伎町に広場をつく

ったのか、その狙いや思想的背景への考察は不十分なまま

であった。 

本研究は、従来のこうした見方を再検討するためにも、

石川の広場に対する考えを体系的に整理し、石川が広場に

込めた意味を、彼自身の都市計画理念やその実践事例の相

互分析を通じて総体的に明らかにすることが、本研究のオ

リジナリティである。 
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石川栄耀の活動（1893-1952）  2 章 

 
 
 
 
 
 

広場創出事例 

名古屋大須     5 章 

新宿歌舞伎町       3 章 

麻布十番         4 章 

図-4 研究の構成概念図 

図-1 歌舞伎町広場(計画図) 図-2 麻布十番広場(実施図) 図-3 大須広場(計画図) 

写真-1 歌舞伎町広場(2006) 写真-2 麻布十番広場(2006)  写真-3 大須広場(2006) 



第２章 石川栄耀の都市計画活動と３つの広場創出事例 

まず、都市計画家としての石

川栄耀の活動を概観し、３つの

広場創出事例が石川の実践活動

のどのあたりに位置するのかを

把握する。そのうえで、広場創

出事例を分析する観点やそれぞ

れの事例分析で用いるデータの

内容と種類を整理する。 

2-1.石川栄耀(1893-1955)の活動 

 都市計画家としての石川は、

大きく４つのライフステージに

分けることができる。(表-1) 

2-2. 石川栄耀の実践と３つの

広場創出事例 

石川の都市空間に対する実践

をまとめれば、手法としてはほ

ぼ区画整理を用いていた。石川

の名古屋時代(1920-1933)は区

画整理発展期および隆盛期であ

った。20 年代前半は区画整理の

ノウハウが蓄積された時期であ

り、設計にはグリッドパターン

が多く用いられた。その後、20
年代後半には、小公園を中心と

した非グリッドパターンを用い

た設計を実践された。名古屋で

のこのような区画整理の試みが、

石川の都市計画の実践手法とし

て身についていった。これらの

経験をもとに、広場状の空地を

区画整理で創出する手法が実践

されるようになった。名古屋の

大須地区を初出として、東京の

戦災復興土地区画整理事業では

新宿歌舞伎町と麻布十番でその

手法が実践された。 
2-3.事例分析の方法 

事例分析では、広場に対する

考えやそれに類する計画論につ

いて述べている石川の代表的著

作を抽出し、それらと 3 つの広

場創出事例の関係を時系列で整

理したものを表-2 で示す。 
石川の盛り場や広場に関する

研究として、1944 年にまとめら

れた「皇国都市の建設」が一つ

の集大成であり、戦後に書かれ

た多くの論考はこの本の内容を

踏襲していた。そこで、戦後の

実践である歌舞伎町(3 章)と麻

布十番(4 章)では、実践後に発表

された論考であっても実践した

時期に考えていたものとして捉

えることとする。また、名古屋

大須(5 章)に関しては、言説デー

タの時期に注意しながら分析す

ることとする。 

 

 

 

 
（生い立ちから学生時代） 

1893 年 山形県尾花沢町に生まれる 

1918 年 東京帝大土木工学科卒                                 

（名古屋時代） 

1920 年 内務省都市計画技師,名古屋地方委員会赴任 

1923 年 1 年間の欧米視察旅行イギリス,アメリカ,フランス, 

ノルウェー,オーストリア、オランダを訪問 

1924 年 アムステルダム国際会議に出席 

（框木寛之、鈴木健三、石川栄耀の 3 名が出席）     
1925 年 上田市の都市計画を提案、既存商店街の扱いで失敗し、 

商店街の存在に関心を持つ 

1928 年 大名古屋土地博覧会を開催、この時期、名古屋郊外区画整理を担当 

（東京時代） 

1933 年 都市計画東京地方委員会赴任 

1940 年 大東京地区計画を発表 

1941 年 3 つの著作を刊行『防空日本の構成』『日本国土計画論』『都市計画及国土計画』   

1943 年 東京都計画局道路課長就任、6 号環状線等の実現をめざす 

1944 年 東京都計画局都市計画課長兼務、東京の復興計画の研究に着手、隣保地区計画を作成

1946 年 帝都復興計画概要案発表、区画整理区域等計画決定 

1948 年 東京都建設局長就任                                   

（早稲田大学教授時代） 

1951 年 日本都市計画学会設立、初代副会長に就任、早稲田大学理工学部教授に転任 

1955 年 永眠。62 歳。 

石川栄耀(1948 年,撮影：鈴木忠義)

表-1 石川栄耀の活動年表 

年月 著書、雑誌名 論題 石川の広場創出活動の時期 

1925－26 年 都市創作 1 巻 3,4 号 
2 巻 1 号 

郷土都市の話になる迄 
断章の 2 夜の都市計画  

1929 年 1 月 商店界 9 巻 1 号 夜の都市美 
漫歩街の研究  

1930 年 2,3 月 都市問題 11 巻 
2,3 号 夜の盛り場の種々層  

1932 年 8 月 都市公論 15 巻 
8 号 

「盛り場計画」のテキスト

－夜の都市計画－  

1935 年 3－5 月 エンジニア 14 巻 
3－5 号 盛り場の研究  

1935 年 8 月 小売業改善資料 7 号 「商店街盛場」の研究 
及其の指導要項  

1938 年 10 月 商業経営指導講座 
第 1 巻 商店街の構成  

1941 年 日本国土計画論 国土計画と商店街  

1942 年 国土計画 
生活圏の設計   

1943 年 都市の生態 盛り場風土記  

1944 年 皇国都市の建設 都市生活圏論考 
特に盛り場現象について 盛り場研究の集大成 

1946 年 新首都建設の構想 復興商店街読本  

1946 年 都市復興の原理と実際 帝都改造計画の構想  

1948 年 私達の都市計画の話 
（中学社会科副読本）

  

1951 年 都市美と広告 都市美的盛り場作法  

1953 年 都市 
（社会科全書）   

1953 年 6 月 商業診断 
参考シリーズⅠ 

都市計画的に見た 
商店街盛り場の計画と研究

 

1954 年 新訂 
都市計画と国土計画   

1956 年 首都物語   

1956 年 余談亭らくがき   

名古屋大須 

計画期 

新宿歌舞伎町 

麻布十番地区 

計画期 

東京時代 
 

盛り場や商店街に

関する研究に没頭

した時期 

 

日本全国の盛り場

を研究した 

戦災復興時代 

 
戦前の盛り場の研

究を実践した時期 

 

自身の研究を戦災

復興計画に反映さ

せた 

名古屋時代 
 

盛り場という存在

に着目した時期 

表-2 石川栄耀の言説分析で用いる著作と３つの広場創出事例 



第３章 新宿歌舞伎町の広場再考 

本章より具体的な事例分析に入る。まずはこれまで多く

の研究がなされてきた新宿歌舞伎町を取り上げる。既往研

究では、歌舞伎町の広場に関して「視野の封鎖」や「端景

の創出」など盛り場建設の手法として言及しているが、な

ぜ石川が歌舞伎町に広場を創出したのか、その理念や背景

への考察は十分とはいえなかった。本章の目的は、石川の

言説とコマ劇前広場およびその周辺空間との関連を精査す

ることによって、石川の広場設計思想および新宿コマ劇前

広場創出の背景を明らかにすることである。 
3-1. 石川栄耀の広場に関わる言説分析 

 表-2 で示した石川の著作から石川の広場に対する考え

（思想的背景）と広場の空間計画論（技術的観点）という

２つの視点で石川の考えを整理する。 

(1)広場に対する考え（思想的背景） 

・石川が重視していた広場は、駅前広場のような交通のた

めの広場ではなく、人と人のつながりを促すような社会交

歓のための広場である。 
・広場は文化の進んだ都市、市民生活が民主的に高揚され

た都市が持っており、石川はそれが日本にないことを嘆い

ていた。 
・日本の都市が歴史的に友愛の都市計画をしてこなかった

事を指摘し、今後の都市計画において第一の問題点として

認識していた。 
・一方で、西欧広場の重要な社会的機能である市民交歓は、

日本においては商店街がその機能を補完してきたという考

えを持っていた。 
(2)広場の空間計画論（技術的観点） 

・石川はイギリスの都市計画家アンウィンを都市計画の師

と仰ぎ、こと広場の設計論に関してはアンウィンのそれを

踏襲していた。なかでも、石川が重要だと指摘している原

則は Terminal vista 端景の構成である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

・石川は盛り場のなかに社会交歓のための広場を計画した。

盛り場のなかに広場をつくることそれ自体が、広場空間を

計画するうえで重要な手法として位置付けられていた。 
・盛り場は、街の形が「包まれた感じ」（街景封鎖）になる

ことが重要であるとし、T 字路『字路乃至曲線道路のある

ことを条件としていた。 
・盛り場は、街路の土地利用が機能分化されていること（広

場周囲は劇場や映画で構成）が重要であるとし、盛り場と

くに広場は車行の危険のないことを条件としていた。 
3-2.新宿歌舞伎町の広場概要 

(1)新宿歌舞伎町の広場誕生の背景と経緯 

新宿歌舞伎町の広場の誕生は、そのまま新宿歌舞伎町の

誕生を意味する。この街は、1945 年 4 月 13 日の東京大空

襲で一面焼け野原となり、この地区で町会長をしていた鈴

木喜兵衛が中心となって進めた自主的な復興事業によって

誕生する。当時、東京都の都市計画課長であった石川栄耀

は、鈴木喜兵衛からの相談に応じ、数ヶ月の時間を費やし

て復興計画を検討した。 
(2)区画整理前と後の比較 

歌舞伎町は従前の街路網や敷地形状をそれほど踏襲せず、

新しい構想をもとに街路が計画された。区画整理前は住宅

地にいくつかの商店が立ち並び、「貧乏人が肩を寄せ合って

生きている灰色に煤けた街だった」 という。 
(3)歌舞伎町の計画図と実施図 

当初の計画は復興協力会地割図であったが、設計変更に

より区画整理計画変更図が作られた。ここでは便宜的に復

興協力会地割図を計画図、区画整理計画変更図を実施図と

呼ぶ。計画図から実施図への変更は決して規模の大きな変

更ではなかったが、広場付近の変更は石川の広場設計にお

いて重要な変更点となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3-3.新宿歌舞伎町およびコマ劇前広場の計画内容 

・歌舞伎町に広場をつくったのは盛り場建設の手法であっ

た。すなわち、盛り場に広場を創ることで、人々が徘徊し、

人込みを楽しむような空間となることが意図されていた。 

・歌舞伎町およびコマ劇前広場は、街路計画（T 字路、曲

線路、広場）、土地利用（機能分化、店舗配列）など、石川

の盛り場研究の成果を反映した計画であった。すなわち、

歌舞伎町において広場部と街路部で土地利用を差異化し、

広幅員街路のネットワークをリニアにたどっていくことで

意味を持つ街区割りを計画した。 

・計画図のコマ劇間広場は、Terminal vista を形成させる、

象徴的な建築物を広場正面に向かせる、中心に噴水を設置

する等、西欧広場の空間構成上重要な要素が盛り込まれた

設計であったが、実施図への変更により、これらは全て実

現されなかった。また、実施図では結果的に車を受け入れ

る空間となり、車の交通は盛り場にとって悪である、とい

う石川の考えを裏切るものとなった。 

図-7 区画整理計画変更図（実施図）1947～48 年頃 
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図-6 復興協力会地割図（計画図）1946 年 5 月 25 日公表 
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図-5 Terminal vista 概念図 

Terminal vista を形成   Terminal vista 形成せず 



第４章 麻布十番商店街の広場状空地の出自と経緯 

東京でも江戸から続く盛り場として有名な麻布十番であ

るが、この地区に、法律上は「道路」であるが、周囲を建

物で囲まれ、中央に滞留スペースを持つ空間がある。ここ

は、一見、西欧広場にも似ており、日本の都市ではあまり

見られない空間である。ここは、麻布十番商店街組合管理

のもと、パティオ十番と呼ばれ、商店街の様々な催し物や

メディアの撮影などに利用されている。本論文では、ここ

を広場状空地と呼ぶ。この空間の出自は、東京都による戦

災復興区画整理事業に遡る。ここは、地元の人々に区画整

理の残余地と認識されているが、この空地の出自と経緯に

ついてこれまで学術的には明らかにされてこなかった。 
 筆者は、麻布十番の戦災復興計画と石川栄耀との関わり

の経緯を明らかにする資料を閲覧する機会を得た。前章で

示した通り、石川は東京戦災復興計画において、新宿歌舞

伎町に広場を創出した人物である。石川の考えと麻布十番

復興計画との関連性を精査することで、麻布十番の広場状

空地に込められた復興計画上の意味を浮き彫りにすること

が本章の目的である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以下、本章で明らかとなった知見を整理する。 
①麻布十番復興計画と石川栄耀の関わり 
・商店街の育成が日本都市計画の中心課題と認識していた

石川栄耀により、戦後の道路計画による麻布十番商店街の

消滅が回避された。また、麻布十番を東京都による復興区

画整理第一地区に指定し、盛り場としての復興を支援した。 
②麻布十番復興計画の内容と広場状空地の位置付け 
・麻布十番復興計画の内容は、既存商店街である十番通り

と雑色通りを軸として新たに広場を含む円弧状の街路（新

通り）を設計し、その沿道には映画館乃至百貨店が建つこ

とを構想した計画内容であった。 
・東京都の事業計画書のなかで、広場状空地は特筆されず、

その存在自体位置付けられることはなかった。また、石川

の言説においても、麻布十番の広場の存在を示す言説は見

つからなかった。 
・石川の計画論と麻布十番の復興計画を比較した結果、広

場の創出、街路の曲行、映画館の集積などの点で共通点が

見出された。すなわち、広場状空地は、既存商店街の近傍

で新たに店舗地区を形成する範囲内に配置され、区画整理

により新設された新通りは、道路線形を屈曲することで広

場状空地からの視野を封鎖している。 
・構想の段階では広場状空地有する街路沿いに映画館乃至

百貨店が計画されていたが、実際は個人商店が立ち並び、

石川が理想とした映画・劇場で囲まれた広場は実現されな

かった。これは、麻布十番は戦前から商店街であり、自由

な換地設計がほぼできなかったためと考えられる。 
・これまで地元の人々に単なる区画整理の残余地として認

識されてきた麻布十番の広場状空地は、市民交歓の場とし

ての盛り場形成のため、意図的に創出されたと考えられる。 
③麻布十番の広場状空地その後 
・復興後、当該地区の広場状空地は、周辺の道路よりも幅

員が広いだけの標準的な道路断面であった。しかし、80 年

代に麻布十番商店街は当該空地をコミュニケーションの場

として利用できるよう改修した。これは、戦災復興区画整

理によりできた広場状空地が、後世の人々により積極的に

活用され、結果として石川の思い描く広場と近い使われ方

になったといえる。 
 
第５章 名古屋大須の広場状空地の出自と経緯 

大須は栄、広小路と並び名古屋の代表的な盛り場である

が、その大須商店街の一角に広場状空地が見出せる。ここ

は現在「ふれあい広場」という名称で呼ばれ、中央部に液

晶ビジョンが組み込まれたモニュメントとその周囲にベン

チが整備されている。筆者による文献調査とフィールドワ

ークにより、この広場状空地の出自が石川の名古屋時代と

深い関わりを持つことがわかった。この地区は、主に 2 回

の大きな空間改変を受けている。一つは戦前の区画整理で

あり、もう一つは戦災復興の区画整理である。石川との関

わりについて、史料で確認できたのは戦前の区画整理であ

った。そのため、本章では戦前の区画整理を中心に、石川

の計画論との比較考察を行う。 
戦前大須の盛り場計画に着目した研究として山田の「名

古屋大須の盛り場構想の変遷」11 が挙げられる。山田は、

地元の地方新聞である『新愛知新聞』で行われた座談会を

中心として盛り場構想を明らかにしている。しかし、それ

らの構想が実空間にどのように結実したのか、また、区画

整理事業のなかで広場状空地がどのように創出されたのか、

そして石川がそこにどのように関わっていたのか、その詳

細についてはいまだ明らかにされていない。本研究では山

田の知見を参考に、大須地区の広場状空地の出自と経緯を

明らかにする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以下、本章で明らかとなった知見を整理する。 
①戦前大須盛り場計画と石川栄耀の関わり 
・1923 年の旭遊郭移転により大須商店街活性化の機運が高

まり、石川栄耀を中心とした名古屋都市美研究会の具体的

図-8 区画整理後の麻布十番地区(1952) 
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区画整理により新設された区画道路 
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図-9 大須仁王門通区画整理計画図(1940) 

新天地 

広場状空地 



な働きかけが始まった。1930 年代に入り、大須商店街の区

域を広げるため、３つの区画整理事業が行われた。これは、

名古屋の区画整理において既成市街地を対象とした異例の

試みであった。 
・３つの区画整理事業のうち、最後に実施された大須仁王

門通区画整理において広場状空地が創出された。この区画

整理は、東京都市計画地方委員会の金井静二によって計画

立案されたが、当時、東京に赴任していた石川栄耀が、部

下である金井を指導する形でこの計画に関わっていたこと

が明らかとなった。 
②広場状空地有する大須仁王門通区画整理の計画内容 
・大須商店街の区域を広げるため、大須仁王門通区画整理

により、従前は寺院の敷地であった土地に新たに街路が建

設された。この計画では、区画整理前から栄えていた映画

館が集積する新天地と大須観音を正面とする仁王門通との

つながりが重視された。 
・具体的には、新天地を有する既存街路をそのまま延長し、

区画整理によって新設される仁王門通りとの交点に中心広

場を設け、その中心部に広告塔を建設するという計画内容

であった。そこでは、周囲から人々を呼び込む事が設計上

重視されており、広告塔と商店街の建築で構成される街路

の見えを豊かにすることが構想されていた。 
③石川栄耀の計画論との比較 
・石川の計画論と大須仁王門通の計画を比較した結果、広

場の創出、T 字路の創出などの点で共通点が見出された。

しかし、広場の設計に際して、戦後、石川が重視した広場

設計手法である Terminal vista は用いられなかった。 
・石川は広場に映画館があることの重要性を戦前から認識

していたが、大須の計画では広場とは別の地区に映画館が

計画された。金井による計画案では特に中心広場周囲の土

地利用について言及されておらず、中心広場の計画上の位

置付けは極めてあいまいなものであった。 
・これらの理由を考察すれば、戦前大須の計画は区画整理

で盛り場をつくるという石川にとっても初めての試みであ

ったこと、また、石川にとっていまだ盛り場研究途上期で

あったことが考えられる。 
 
第６章 ３つの広場創出事例の比較とその位相 

本章では、3-5 章それぞれの事例を比較し、石川が試み

たことをまとめる。そして、これら石川による広場創出活

動は、当時の計画の中でどのように位置付けられるのか、

あるいは、区画整理事業という枠組みからはどのように理

解できるのか、本章においてその位置付けを探る。 
6-1.３つの広場創出事例の比較と整理 

石川は区画整理による減歩によって生じた公共用地の一

部を使って広場状空地を創出した。事業上の特徴を比較し、

以下の表にまとめた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３つの広場創出事例に共通している事は、既存市街地を

対象とした商業地計画であったという事である。すなわち、

区画整理による商業地計画においてのみ、石川は自身のい

う広場を創出したといえる。一方、３つの広場創出事例に

みられる事業上の差異は、事業実施時期および石川の関わ

り方、従前の土地利用にみられる。大須仁王門通は戦前の

事例で、かつ石川にとっても広場を創出した初の事例であ

った。石川の関わり方についても、戦後の事例に比べ弱か

ったといえる。また、従前の土地利用の違いは区画整理の

換地計画に影響したと考えられる。 
6-2．東京戦災復興計画における石川栄耀の広場創出活動の

位置付け 

 本節では、東京の戦災復興計画における石川の広場創出

活動の位置付けを検証する。東京戦災復興計画は当初の計

画のほとんどが削除されたため、その削除されたという事

実ばかりが注目されてきた。その結果、東京戦災復興計画、

すなわち石川の復興計画は広幅員街路を中心として水辺や

丘上の緑地に至るまで、そのほとんどが実現されなかった

と理解されている。しかし、それはマクロな視点で捉えた

事実であって、麻布十番の広場状空地のように、東京全体

の計画からみればミクロな部分において、石川の復興計画

は実践されていたのである。 
以下に、本節での知見をまとめる。 

・新宿歌舞伎町や麻布十番で創出されたような広場状空地

が、東京戦災復興土地区画整理事業のなかで、大森、錦糸

町、池袋、五反田の 4 地区において確認できた。しかし、

これらの地区と石川栄耀との関わりは確認できていない。 
・新宿歌舞伎町と麻布十番含め、東京戦災復興土地区画整

理事業で広場状空地創出事例が 6 地区確認できるが、組合

施行の歌舞伎町を除き、その他の地区は全て第 1 次施行区

域に選出された地区であった。 
・東京戦災復興区画整理事業のなかで扱われた「広場」は

駅前広場であった。 
・東京戦災復興計画において、商業地のなかに広場をつく

るという石川の試みは明確に位置付けられていないことが

明らかとなった。 
6-3．区画整理事業からみた石川栄耀の広場創出活動の位置

付け 

本節では、石川栄耀の広場創出活動を区画整理事業の側

面から位置付ける。事業的側面から石川の広場創出活動を

捉えれば、「区画整理事業の減歩で得た公共用地を広場用地

として確保し、それぞれの土地状況や換地計画を踏まえた

うえで、道路の一部を拡幅する形で商業地に石川のいう広

場を創出した」といえる。ここで注意すべき点は、石川が

構想した広場は、事業上、道路用地であったということで

ある。以下に、本節での知見をまとめる。 
①土地区画整理制度史の観点から 
・我国の土地区画整理は、手法として「郊外地開発型土地

区画整理」「公共施設整備型土地区画整理」「既成市街地整

備型土地区画整理」という３つの型が存在し、そのうち、

石川の広場創出活動は 1920 年代の大火跡地整理を起源と

する「既成市街地整備型土地区画整理」で実践された。 
・戦前名古屋の区画整理は「郊外地開発型土地区画整理」

であり、石川はその中心人物であった。名古屋の区画整理

は、事業費については組合員から徴収する一般的な方法を

採らずに、剰余地の処分の収入によっており、全国の区画

整理を技術・知識の点でリードしていた。このような石川

自身の区画整理に関する技術的蓄積が、「区画整理を用いて

商業地に広場をつくる」という発想に導いたといえる。 
・石川が実践した 1930 年代から戦災復興までの時期は、

事業地区 時期 事業手法 
石川の

関与 

従前の 

土地利用 
計画内容 

大須仁王

門通 

1939 

- 

1945 

組合施工 

区画整理 
指導 

寺院 

（既存市街地） 

大須の商業区

域を広げるた

めの計画 

新宿歌舞

伎町 

1946 

- 

1957 

組合施工 

区画整理 

設計 

指導 

学校、住宅 

（既存市街地） 

戦災による焼

跡を対象とし

た新たな商業

地計画 

麻布十番 

1946 

- 

1962 

都施工 

区画整理 

設計 

指導 

商店街 

（既存市街地） 

戦災をうけた

既存商店街の

復興計画 

表-3 ３つの広場創出事例の事業比較表 



土地区画整理において様々な試みが全国的に行われた時期

であった。しかし、戦後、1950 年に相続税法改正など土地

評価制度が整備され、1954 年には土地区画整理法制定およ

びそれに続く都市改造区画整理制度の創設、ガソリン税に

よる道路特別会計からの補助金導入などにより、以後、区

画整理は画一的な設計が多くなる。 
②土地区画整理事業のなかで扱われた「広場」 
・帝都復興計画（我国初の大規模な区画整理事業）で、事

業上「広場」は「街路の一部」および「小公園の一部」と

して位置付けられた。「街路の一部」とは、幹線街路の交わ

る広大な交差点および橋詰にある橋台用地を指し、いずれ

も「広場」をつくるために設けられた空間ではなく、街路

計画によって生じた余剰地もしくは橋梁の構造的要求から

生じた広い場所を「広場」と呼んだ。また、「小公園の一部」

とは、小公園内の広く平坦な土地を指しており、「自由広場」

という名称で呼ばれていた。 
・1933 年に示された内務省による土地区画整理設計標準の

なかで、「広場」という言葉は住居地域内のみで記述され、

ある事物を観賞するための「広場」および袋道終端部の「広

場」として扱われている。 
・戦災復興土地区画整理事業において、事業上「広場」は

駅前広場を指していた。 
・区画整理事業における「広場」は、住宅地内にある「広

場」と駅前や交差点など交通の要衝にある「広場」として

扱われてきた。石川が実践した「広場」は、商業地内でか

つ車の危険のないことを明言しているため、区画整理事業

では石川のいう「広場」は位置付けられてこなかった。 
 
第７章 石川栄耀の原点と思想的背景 

2-6 章において、都市計画家石川栄耀の活動と３つの広

場創出事例、およびこれら広場創出活動の技術的・歴史的

位置付けをみてきた。本章では、石川栄耀の広場創出活動

に対する考察を行う。 
7-1．雑誌『都市創作』にみる石川栄耀の都市計画家として

の原点 

本節では専門雑誌『都市創作』を通じて、石川の名古屋

時代の思想的経緯を整理した。以下に知見をまとめる。 

・1923 年の欧米視察でアンウィンと出会い、当時の名古屋

の土地利用計画が産業主体の計画であり人々の生活を主体

として計画すべきであると指摘され、以後、生産でなく生

活中心の都市計画を訴えていく原体験となった。 

・帰国後、生産活動を最優先する都市計画から脱却し、人々

が余暇を楽しめるような都市計画を行うべきだと主張し、

人々が生産活動から解放される「夜」に着目した「夜の都

市計画」を提案する。 

・石川は、大都市が「冷たく乾いた」人間関係で互いに親

しむ範囲を超えていることを指摘し、小都市こそ人と人の

親しみまつわる美しさがあるとした。 

・石川は「小都市主義」を標榜するが、都市計画技官とし

ての本務が大都市を大都市たらしめる仕事である事に、自

身の目指す都市とのギャップを感じ始めていた。 

・石川は「人なつかしさ」「話す人なしでは寂しくてたまら

ない」「相手ほしい心」が都市や農村が成立する根本的な衝

動とし、「人と人のつながり」に着目し、都市の価値は「賑

やかさ」であるとした。 

・石川の考える盛り場とは、単に商店が軒を連ねる空間で

はなく、「隣保」「親和」といった感情を醸成する場所であ

る。すなわち、そこに人々の購買意欲を刺激する空間演出

があり、人々がそれらに惹きつけられて集まることによっ

て集団的気分に酔うことができる場所としている。 

・人々が生を楽しみ、集団意識を有するためにも「広場乃

至広場の変形としての街路」という形態をとり、遊楽気分

を感じるために修飾されている必要があるとした。 

・このようなプロセスを経て、1930 年前後には「人と人の

つながり」を都市計画の中心テーマとすべきする石川の理

念が形成された。 

7-2．石川栄耀の広場設計その原点とオリジナリティ 

・石川が創出した広場と西欧広場のスケール比較（面積、

長辺短辺比率）を行ったところ、歌舞伎町と麻布十番の広

場のスケールはイタリア中世広場と同等のスケールである

ことがわかった。しかし、大須の広場はイタリアの著名な

広場にはない小さな面積であることがわかった。 

・ジッテは中世およびルネサンス期の広場に広場の中央を

自由にしておくとした共通した法則を示したが、歌舞伎町

と大須では中央に噴水並びに広告塔を設置しており、中央

にモニュメントを設置する手法はバロック以降の西欧広場

で多用された手法であることがわかった。 

・石川とアンウィンを比較すれば、アンウィンの設計手法

(中心性と閉じた感じ)のみならず、近代化によるコミュニ

ティ解体という共通した問題意識から、都市計画の狙い(社

会的小集団の形成)についても似たような狙いを持つこと

がわかった。しかし、アンウィンは郊外住宅地を対象に自

身の狙いを達成しようとしたのに対し、石川は盛り場に着

目し、盛り場の創設乃至育成を通じて自身の狙いを達成し

ようとした。ここに石川の独自性が見出せる。 

・石川がスケッチした我国の伝統的な盛り場の空間構成と

歌舞伎町、麻布十番、大須を比較したところ、寺社の境内

を中心とした盛り場や火除地等による広小路を中心とした

盛り場の空間構成と似ていることがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・石川は盛り場に広場を設計するにあたり、西欧広場で培

われてきた設計手法と我国の伝統的な盛り場に見出せる広

場的空間（境内や火除地）から得た設計手法という２つの

手法を用いて適宜設計したと考えられる。 

7-3．石川栄耀が目指した「人と人のつながり」とその背景 
・石川が「人と人のつながり」に着目した背景として、産

業革命による人口の都市集中に伴い、これまでの共同体意

識が薄れていった当時の社会的状況があったと考えられる。 
・アンウィンは階級混住や社会的小集団を共同体の要素と

して掲げ、「共同庭の管理を通じて様々な階級の人々が親密

な関係になる」としているが、一方、石川は「集団的気分

に酔う」「個人を滅却し全体的気分を醸成」といった言葉で

都市（共同体）を説明しており、アンウィンのように共同

庭を介した具体的な結びつきを想定したわけではなく、む

しろ、盛り場の猥雑とした賑やかさのなかに身をおくこと

で「人と人のつながり」ができることを想定していたと考

えられる。 

図-10 街路を拡幅した麻布十番の広場  図-11 宇都宮のバンバ 



表-4 石川栄耀およびアンウィンが目指した共同体比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・アンウィンの原点には、アングロ・サクソン社会に見ら

れた階級混住の共同生活があり、石川の原点には、我国の

伝統的な盛り場における「集団的気分に酔う」賑やかさが

あったと考えられる。 
・「人と人の心的関係」から都市や社会を捉える学術研究は、

19 世紀後半にドイツ人社会学者ジンメルによって示され、

ジンメル以後、パークを中心とするシカゴ学派に受け継が

れ、日本では奥井復太郎を中心とする都市社会学という研

究分野に受け継がれたと理解されており、同時代の知的水

脈のなかから石川は影響を受けていたと考えられる。 
・当時、石川の「盛り場」研究は概ね冷たい視線を受けて

おり、名古屋時代の後任者である中村技師から「都市計画

のなかで盛り場は二の次ではないか」という具体的な批判

が『都市公論』に投稿されるほどであった。 
・石川の「盛り場」研究は結局都市計画のスタンダードに

はなりえなかったが、同時代（1920 年前後）の日本社会で

は、権田保之助を中心とする民衆娯楽研究が台頭し、「盛り

場」の価値が声高く主張された時代でもあった。 
・権田が民衆娯楽研究を行った背景には、近代学校教育の

成立によって、これまで民衆の教育の場であった「盛り場」

が通俗的なものと見なされる社会的状況があった。石川と

権田が活動した時代は、おりからの大正デモクラシーの潮

流に乗って、大衆社会の到来による新たな社会の建設、旧

秩序からの解放が叫ばれた時代であった。 
 
第８章 まとめ 

冒頭で述べたように、我国の法定都市計画において、「広

場」の扱いは極めてあいまいな状態である。都市計画法で

「広場」は「道路」「公園」と同等に都市施設の一つとして

位置付けられながらも、明確な定義も無く、管理法も不在

のため、行政上は宙に浮いた状態が続いている。しかし、

このような状態でありながらも、「広場」という言葉は様々

な都市計画事業で見出せる。そこで用いられる「広場」は

そのほとんどが駅前広場に代表される「交通広場」の意味

合いで用いられており、本研究で着目した石川栄耀は、事

実上「広場」が「交通広場」へと意味が矮小されていく過

程のなかで、「人と人が集り交歓する広場」を日本の都市に

つくることを志向し、都市計画技官としての本務を超えた

活動を行った。細かい点は省き、ここでは石川の活動の大

筋を描くこととする。 
1919 年、日本で都市計画法が成立し、石川は内務省に採

用され、名古屋(1920-1933)と東京(1933-1951)を舞台に、

名古屋郊外の区画整理事業や東京の戦災復興計画など、都

市計画技師として多くの業績を残した。都市広場をめぐる

実践活動は、戦前名古屋の大須、東京戦災復興期の歌舞伎

町および麻布十番で試みられた。これらは全て区画整理事

業で実施され、減歩で得た公共用地を用いて石川のいう「広

場」が創出された。これらは、日本の区画整理事業のなか

でも他に類例を見ない独自性の高い活動であったが、東京

戦災復興計画のなかで同様の試みが他 4 事例見つかった。

しかし、同計画のなかで「広場」といえば「駅前広場」を

指し、石川が創出したような「商業地内」かつ「交通の要

衝にない」広場が明確に位置付けられることはなかった。 
 また、石川は「広場のない国は文化が遅れている」とし

て日本に西欧的な広場がないことを嘆くが、西欧広場が持

つ機能（社会交歓）は日本において盛り場乃至商店街が担

ってきたと指摘する。その上で、石川は商店街の育成に取

り組むが、近世の盛り場が境内や火除地など広い空地を核

として発展してきた歴史的経緯に着目し、新たな商業地計

画では広場を伴った計画を立案した。それらの計画が本研

究で対象とした 3 つの実践事例であり、それぞれの広場設

計は、アンウィンを中心とするヨーロッパの空間設計技法

が参照された。しかし、石川はそれらを単純に踏襲したわ

けではなく、広場周囲に映画や劇場を配置するなど独自の

手法を用いていた。そこでは、西欧広場でのアクティビテ

ィとは異なった様相を意図しており、「集団的気分に酔う」

など日本の盛り場に見られる人々の関係性が参照された。 
 石川が広場に着目した背景には、「人と人のつながり」を

都市計画の中心課題と捉えた石川の理念があった。当時の

都市計画は工場誘致や近代道路網整備など「生産」が第一

に優先されていたが、石川はそれを批判し、人々の「生活」

こそ優先されるべきと主張した。そのうえで、石川は「人

と人のつながり」に着目し、「広場」や「盛り場」の研究を

始める。その背景には、産業革命に伴う都市部への人口集

中により、既存の共同体意識が希薄化していく当時の社会

状況があった。しかし、当時、「盛り場」は社会的に通俗的

なものと見なされ、石川の「盛り場」研究は道楽研究とし

てその真意が理解されることはなかった。そのような状況

下においても、石川は「法定都市計画ではいい都市はでき

ない」として都市計画技師の職責を超えた活動を行い、そ

の一部が都市広場をめぐる石川の一連の活動であった。 
 以上、本研究では、法定都市計画の限界を指摘し、その

実践的克服を試みた石川栄耀の活動を明らかにした。それ

は結果的にわずかな実践となったが、葛藤し悩みながらも

実践したそのわずかな事績に込められた意味を、我々は今

一度見直さなければならない。 
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石川栄耀の「人と人のつながり」 アンウィンの理想とした共同体 
 

集団的気分に酔う事（賑やかさ） 

個人を滅却し全体的気分を醸成 

実用価値をはなれ、生を楽しむ気分 
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間接的コミュニケーション 

（原点は盛り場の賑やかさ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我国の伝統的な盛り場の賑やかさ 

 

 

階級混住 

共同庭を介した社会的小集団の形成 

Face to face の親密な関係 
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直接的コミュニケーション 

（原点は中世村落の共同生活） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アングロ・サクソン社会の共同生活 
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