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１．序章
1-1.背景と目的

旧荏原郡で「凹地•浅い谷」が比較的広範囲で存在している地
域として用賀地域•碑文谷地域が挙げられる。両地域はかつて耕

これまで水害常襲地である低地の宅地化は問題視されてきた。 地整理が行われた地域であり、本論文の目的にも適する。そこ
東京西南部を水源とする河川の最上流部では、微低地が形成
され、かつて水田として利用されていた。それらの細流•微低地
の多くは現在住宅地となっており、このような住宅地は、浸水
被害が想定されている場合が多い。

で、この２地域を研究の対象地に選定した。
1-3.研究の位置づけ
関連する既往知見として、以下の研究•著書がある。本研究は微
低地の宅地化が、住宅地に与えた影響を記述する点で他と異なる。
表 1:既往知見

大正末から昭和初期にかけての東京の宅地の西部拡大に、耕
地整理法が多く準用されたことを考えると、この微低地の宅地
化には、耕地整理が大きく影響していると言える。そこで、本
研究では微低地に造成された住宅地を対象に、以下の３点を明
らかにすることを目的とする。その上で微地形改変が、造成さ
れた住宅地に及ぼす影響を考察する。
①住宅地造成時の耕地整理事業ごとの微地形の扱い方の差異
②造成された住宅地における浸水被害の想定と実績
③造成された住宅地における戸建住宅の浸水対策
1-2.対象地の選定
本研究では、微低地として、国土交通省が行なった土地履歴
調査内の「凹地•浅い谷」(註 1)を参照する。大正末から昭和初期

耕地整理の
「事業性」について
耕地整理の
「空間特性」ついて
微地形の
「変化」について
微地形の
「在り方」について

1-4.用語の定義
本研究の用語の定義は以下である。
表 2:用語の定義

微地形
微低地

にかけての東京の宅地の西部拡大を対象とするため、耕地整理
事業組合が最も多かった旧荏原郡から対象地を選定する。

池端らや飯 田 の研究 (1) (2)。これらは耕地 整理事 業の
整合性や経緯についての記述にとどまる。
西村ら の研 究 (3)。耕地 整理と 微地 形と の関 係 に一 部
触れているが、道路パターンの１類型としての紹介に
とどまり、具体的な考察等は行なっていない。
松本らが行 なった一連 の研究•調 査 (4)。崖•階段•斜面
樹林 に対 象 を絞 り調 査し ている。耕 地 整理と 地 形 の
関係については記述していない。
著書『微 地 形学』 (5) 。環境•防 災•人 間と の関 係 など の
視点から多くの研究者が総説•論説を載せている。

1/50000〜1/25000 の地形図では表現されない、都市 づくりに際し
て人の手が加えられやすいスケールの地表面の微細な凹凸。
微地形のうち、凹んでいるものを「微低地」と呼ぶ。本研究では土地
履歴 調査「凹地•浅い谷」と同義 とする。用 賀地 域•碑文 谷 地域 には
幅 100〜250m ほど、深さ 2.5m ほどの微低地がある。

1-5.研究の構成
表 3:研究の構成

２章
３章
４章
５章
６章

東京西部の耕地整理事業の概観、対象地の耕地整理事業について
耕地整理事業ごとの微地形の扱い
住宅地における浸水被害の想定と実績
浸水対策の点からみた戸建住宅の建築形態
結論•考察

２．東京西部の耕地整理事業
2-1.東京西部の耕地整理事業の概観
渋沢栄一らによる田園都市株式会社の影響などにより、大正
末から昭和初期にかけて私鉄が相次いで開通した。それに伴う
図 1:土地履歴調査 「凹地•浅い谷」と対象地
出典：土地履歴調査「東京西南部(東京都部を抜粋)」(筆者加筆)

形で、東京西部では活発に基盤整備が進められた。東京市郊外

で耕地整理組合設立数が最も多いのは荏原郡である。昭和 7 年

西村らのいう「谷道」や「環尾

までに東京市郊外において設立された耕地整理組合の 160 組合

根道」など「地形順応」の道路

のうち 68 組合が荏原郡に集中している。

パターンを含む。用賀地域と比

2-2.用賀地域

べ等高線の変化は小さい。元々

用賀地域では谷沢川最上流部で「浅い谷」が形成され、水田
として土地利用されていた。その後、玉川全円耕地整理事業(昭
和 3 年〜昭和 29 年)が行われ、グリッド状の道路が整備された。
2-3.碑文谷地域

の微地形を生かした耕地整理が
行われたことが考えられる。
「地形順応」の道路パターン
であること、耕地整理前後で等

図 4:T15 年 2.5m 等高線,耕地整理事業範囲
出典：明治•大正•昭和東京 1 万分の 1 地形図集成(筆者加筆)

碑文谷地域では立会川最上流部で「浅い谷」が形成され、水

高線にあまり変化がないことか

田として土地利用されていた。その後、碑文谷耕地整理事業(昭

ら、碑文谷地域は「地形順応型」

和 12 年〜昭和 7 年)が行われ、道路が整備された。

と呼ぶこととする。

３．耕地整理事業ごとの微地形の扱い

3-4.小結

3-1.既往知見の整理

3 章では以下が明らかになった。
①用賀地域•碑文谷地域では、同
程度の微低地に対して新規道
図 5:H21 年 2.5m 等高線,耕地整理事業範囲
路の敷設の仕方に差がある。 出典：基盤地図情報を元に筆者作成
②用賀地域は、「地形無視」のパターンで道路が敷設された。
③用賀地域は、耕地整理時に道路に合わせて地形を平坦に改変
した可能性がある。
④碑文谷地域は、「地形順応」のパターンで道路が敷設された。
⑤碑文谷地域は、耕地整理前後で地形が変化していない。

(3)

西村ら は耕地整理事業による新規道路は、およそ一辺が 50
−100m のグリッドが原則であるとした上で、幾何学的道路パタ
ーンの中にも土地の起伏によく順応したものとして、①谷道、
②環尾根道 (「地形順応」) のパターンで道路が敷かれること
があることを報告している。一方で、地形とは関係のない③地
形無視(「地形無視」)のパターンもあることも指摘している。
3-2.用賀地域

4-1.用賀地域

耕地整理前の地形図(図 2) と現

4-1-1.洪水ハザードマップ(HM)

在の標高データ(図 3)をみる。用賀

HM の浸水想定範囲は土地履歴

地域では、新たに敷かれた道路

調査「凹地•浅い谷」と重なって

のグリッドの方向は一律であり、

いることがわかる(図 6)。耕地整理

地形の影響はほぼ受けていない
ことがわかる。西村らのいう「地
形無視」の道路パターンである。

前の微地形が、浸水想定範囲と
図 2:S4 年 2.5m 等高線,耕地整理事業範囲
出典：世田谷古地図昭和 4 年(筆者加筆)

して HM に現れ、現在の住宅地に
影響を及ぼしていると言える。

等高線を見比べると、道路のグ

図 6:HM,「凹地•浅い谷」,H21 等高線
出典：区発行 HM•土地履歴調査•基盤地図情報を元に筆者作成

一方、現在の標高データと見比べると、部分的には一致するも

リッドに沿って等高線が変化し

のの、浸水想定範囲と等高線形状が一致しない箇所が存在する。

ている箇所が存在する。耕地整

これは、現在の住宅地を見るだけでは、浸水想定範囲を判断す

理時に微地形も多少変化したこ

ることが困難な箇所があるということになる。

とが考えられる。

4-1-2.浸水実績図

「地形無視」の道路パターンで
あること、耕地整理前後で等高

４．住宅地における浸水被害の想定と実績

図 3:H21 年 2.5m 等高線,耕地整理事業範囲
出典：基盤地図情報を元に筆者作成

線に変化があることから、「地形改変型」と呼ぶこととする。
3-3.碑文谷地域
耕地整理前の地形図(図 4)と現在の標高データ(図 5)をみる。碑文
谷地域では、新たに敷かれた道路は基本的には東西、南北方向
のグリッド状である。一方、用賀地域とは異なり、所々でグリ
ッドが崩れている箇所が存在する。グリッドに沿わない道路は、

用賀地域では、平成 1 年〜29
年の期間、数カ所で浸水が起き
ている(図 7)。浸水実績箇所の多く
は土地履歴調査「凹地•浅い谷」
と大方合致し、耕地整理前の微
低地の範囲で浸水が起きること
が多いと言える。これは、耕地

図 7:浸水実績図,「凹地•浅い谷」,H21 等高線
出典：浸水実績図•土地履歴調査•基盤地図情報を元に筆者作成

整理前の微地形が現在の住宅地の暮らしを規定している可能性
を示唆している。一方、現在の標高データと見比べると、凹ん
でいる箇所で浸水が起きているわけでもないことがわかる。
4-2.碑文谷地域

調査範囲の選定条件
①500m 四方ほど、戸建住宅数 500 棟ほどであること。
②耕地整理事業範囲内であること。
③急な斜面を含まないこと。
④「浅い谷」「浸水想定範囲」「浸水実績箇所(註 2) 」を含むこと。
全建物数：823
全建物数：1063
用賀
碑文谷
戸建住宅数：636
戸建住宅数：686
地域
地域
調査可能住宅数：591
調査可能住宅数：632
(図 10)
(図 11)

4-2-1.洪水ハザードマップ(HM)
碑文谷地域は用賀地域よりも
浸水想定範囲が大きく、また想
定水深も大きい(図 8) 。浸水想定範
囲は、用賀地域と同様に土地履
歴調査「凹地•浅い谷」と重なっ
ており、耕地整理前の微地形が
現在の住宅地に影響を及ぼし

図 8:HM,「凹地•浅い谷」,H21 等高線

図 10:実地調査範囲,耕地整理範囲(用賀地域)

図 11:実地調査範囲,耕地整理範囲(碑文谷地域)

出典：区発行 HM•土地履歴調査•基盤地図情報を元に筆者作成

ていると言える。一方、現在の標高データと見比べると、用賀
地域よりも等高線形状と浸水想定範囲は合致する。現在の住宅
地を見るだけで、用賀地域よりも浸水想定範囲を判断しやすい
ということになる。

実地調査概要
調査対象：戸建住宅(１建物に 2 世帯までの家屋)
調査期間：2017 年 12 月 7 日〜16 日
調査項目：前面道路(家屋の入り口のある道路)から玄関までの立ち上がり(註 3)
調査方法：①簡易的な水準器等を用い、家屋の外観からわかる範囲で測定
②家屋の形態を類型化(調査結果の建物番号を色分け(図 12))
集計方法：精度が低い測定のため、20cm 単位で集計

4-2-2.浸水実績図
碑文谷地域では、平成 1 年〜
図 12:家屋形態類型

29 年の期間、耕地整理事業範囲

5-2.実地調査結果

内では 1 箇所で浸水が起きてい

5-2-1.用賀地域

る(図 9)。HM では用賀地域に比べ
浸水想定範囲が広く、また想定
水深が大きいにもかかわらず、
実際の浸水実績箇所は明らかに

図 9: 浸水実績図,「凹地•浅い谷」,H21 等高線
出典：浸水実績図•土地履歴調査•基盤地図情報を元に筆者作成

少ないことがわかる。また、浸水実績箇所は、土地履歴調査「凹
地•浅い谷」であり、現在の標高データにおいても凹んでいる箇
所であることがわかる。
4-3.小結
4 章では以下が明らかになった。
①用賀地域•碑文谷地域共に、浸水想定範囲を含む。
②用賀地域•碑文谷地域共に、浸水想定範囲は現在の標高よりも
「凹地•浅い谷」と重なる傾向にあると考えられる。
③用賀地域では、浸水実績箇所は HM や現在の標高データと完全
に合致するわけではない。
④用賀地域では、浸水想定範囲は狭いが、浸水実績箇所は広く
分布する。
⑤碑文谷地域では、浸水想定範囲は広いが、浸水実績箇所は局
所的である。

図 13:実地調査結果 地図プロット(用賀地域)
表 4:実地調査結果(用賀地域)

５．浸水対策の点から見た戸建住宅の建築形態
5-1.実地調査方法
浸水実績と標高データや HM が一致しない一因として、住民の
個別の浸水対策が示唆される。そこで、調査範囲を定め、以下
の実地調査を行う。
図 14:実地調査結果 円グラフ(用賀地域)

5-2-2.碑文谷地域

各地域内を見ると、用賀地域では浸水実績箇所の付近で、比
較的立ち上がりが大きく、地下に玄関がある住宅では水が流れ
込まないような工夫(図 12 中類型 3-2)が行われている。また、耕地整
理前後で標高が低くなった微地形改変箇所は、用賀地域•碑文谷
地域ともに、立ち上がりが大きいことがわかる(図 19,20)。
5-3.小結
5 章では以下が明らかになった。
①立ち上がりが 40cm 以上の住宅は用賀地域で 5 割程度、碑文谷
地域で 3 割程度である。
②用賀地域は、碑文谷地域に比べ、戸建住宅の立ち上がりの平
均値が 20cm ほど高く、この差は有意である。
③用賀地域は、浸水実績箇所の付近で立ち上がりが大きい。
④用賀地域•碑文谷地域は、耕地整理前後で標高が低くなった微
地形改変箇所で比較的立ち上がりが大きい。

6．まとめ

図 15:実地調査結果 地図プロット(碑文谷地域)
表 5:実地調査結果(碑文谷地域)

図 16:実地調査結果 円グラフ(碑文谷地域)

5-3.分析
用賀 地 域で は 玄関 ま で

6-1.結論
①用賀地域•碑文谷地域では、同程度の微低地に対し、それぞれ
「地形改変型」「地形順応型」で耕地整理が行われた。
②用賀地域では、浸水想定範囲は小さいが、浸水実績箇所は多
く、想定範囲でない箇所でも浸水が起きている。
③碑文谷地域では、浸水想定範囲は大きいが、浸水実績箇所は
少なく、想定範囲内の限られた箇所でのみ浸水が起きている。
④用賀地域は碑文谷地域に比べ、戸建住宅の立ち上がりの平均
値が 20cm ほど高く、この差は有意である。
⑤両地域内では、浸水実績箇所の付近、耕地整理前後で標高が
低くなった微地形改変箇所で、立ち上がりが比較的大きい。
⑥「地形改変型」の用賀地域では、浸水実績箇所が多く、それ
に伴い広範囲の住宅で浸水対策がされていると想像される。
6-2.考察

の立ち上がり(以後「立ち

「地形改変型」の住宅地では浸水想定範囲は狭いが、浸水実

上がり」)が 40cm を超える
住宅(註 4)が 5 割ほどに対し、

図 17:立ち上がりの大きさの分布(用賀地域)

碑文谷地域では 3 割ほどで

績箇所は広く分布し、
「地形順応型」の住宅地では、浸水想定範
囲は広いが、浸水実績箇所は局所的である。また、微地形改変
箇所、浸水実績箇所付近で住宅の立ち上がりは大きくなる。

ある(図 17,18)。また、立ち上

微地形を平坦にすることで表面水の流れる方向が複雑になり、

がりの平均値は、用賀地域

浸水想定が困難になると想像される。HM は「地盤の高さ」「河

•碑文谷地域でそれぞれ
図 18:立ち上がりの大きさの分布(碑文谷地域)

60cm•40cm ほどである(註 5)。f 検定を行うと両地域の分散に有意
水準 5%で有意差はなく、等分散を仮定した t 検定において両地
域の平均値に有意水準 5%で有意差があるという結果を得た。

川•下水道の処理能力」を元にしているが、このような地域では、
実際の水の流れを考慮した、より高度な計算が求められる。
一方、両地域において浸水実績を踏まえた建築形態が示唆さ
れた。地域における暮らし方の選択に浸水の記録•記憶の共有•
伝承が重要な役割を果たしていると考えられる。
【註】 (註 1) 定義は「細流や地下水の働きによって台地または扇状地等の表面に形成された
凹地や浅い谷」である.また、
「凹地・浅い谷」は自然地形であり、多くの場合、人口地形の「盛
り土地」と重なっている.これは、「凹地・浅い谷」が改変されたことを示しており、現在の盛
り土面が「凹地•浅い谷」となっているわけではない.(註 2)碑文谷地域の浸水実績箇所は、店
舗であり実地調査の対象からは外れる.(註 3)東京都下水道局では浸水対策として出入り口を道
路面より高くすることを推奨している.(註 4)日本住宅基礎鉄筋工業会では、布基礎•べた基礎
ともに基礎の立ち上がりは 400mm 以上を推奨している.(註 5)各区間の平均値が中央の値(「20
≦h<40」であれば 30cm)、「100≦h」「h<−100」の平均値をそれぞれ 110cm,-110cm とした場合.
【参考文献】(1) 池端裕之ら「東京市郊外における耕地整理法準用の宅地開発について」日本
建築学会計画系論文集,1999 年.(2) 飯田直彦「東京世田谷における耕地整理•区画整理の研究土地条件と宅地開発との関連について-」第 14 回日本都市計画学会学術研究発表会,昭和 54 年
度.(3) 西村浩ら「大正末•昭和初期の住宅地開発の設計思想に関する実証的研究」第 4 回日本
土木史研究発表会論文集,1984 年.(4)松本泰生「近現代の東京都心部における斜面地の変容に
関する研究」早稲田大学大学院理工学研究科,博士論文,2004 年.(5)藤本潔他編著『微地形学 人
と自然をつなぐ鍵』古今書院,2016 年.

