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南満州鉄道株式会社の附属地経営における「市街計画」に関する研究

ー都市核の形成と駅前空間に着目してー

兼藤　聡也　

1. はじめに

1-1. 研究の背景 ・ 目的

明治初期の日本において府県庁所在都市では廃藩置

県等の改革により、府県庁舎等の官公庁施設が設置さ

れた。設置にあたり、官公庁施設が集積することで新

たな都市核を形成した都市が多く存在した。その後も

東京都に置ける官庁集中計画や新宿駅前や大阪駅前の

シビックセンター計画に見られる様に官公庁施設や民

間施設等を集積させることで地域の顔となる都市核を

形成することが明治期以降の日本の都市計画において

重要であったと考えられる。

一方、日本は明治後期から昭和初期にかけて日本の

みに留まることなく植民地においても都市計画を施

し、その中でも特に南満州鉄道株式会社（以下満鉄）

の経営した鉄道附属地における市街計画 1)は広大な荒

野に一から市街地を形成する他とは異なるものであっ

た。計画後には附属地の発展に寄与するように主要機

関が立地するようになった。主要機関の立地は附属地

の顔としての都市核の形成に影響を与え、都市核がど

のように形成されたのかを理解する事は附属地のみな

らず内地の都市核形成の変遷を解き明かす上で重要で

あると考えられる。よって、本研究では都市核の立地

特性とそれに導出される附属地内重要地区の空間特性

を明らかにすることを目的とする。

1-2. 既往研究

　地域の顔としての都市核に関する研究としては松

浦らの明治期以降の官庁街の形成に関する研究 (1)や、

吉田らの日本内地では地域の顔である駅前広場空間の

計画手法において交通と歩行者それぞれの観点でどの

ように変化してきたかを追った研究 (2)があるが、何

れも日本内地の都市を対象とするに留まっている。

　満鉄附属地の市街計画に関する研究としては日本の

植民地の都市計画を網羅的に記した五島の研究 (3)や

附属地の公園計画に焦点を当てた李の研究 (4)などが

ある。満鉄会社の市街計画を都市核の形成という観点

からアプローチした研究は見受けられなかった。

1-3. 研究の方法

　満鉄附属地において比較的規模が大きく、地方事務

所の立地する 14 附属地を対象とす

る（図 1）。まず 2 章では、附属地

経営において基本となる市街計画、

街路計画等の情報をまとめる。3

章では附属地経営において重要と

なる会社機関、官公機関情報を整

理し、その立地から各附属地の都

市核の特徴を把握する。また、施

設立地の変化によって都市核が移

ったと考えられる附属地においてはその変遷に関して

も考察を行う。4 章ではそれまでにまとめた情報から

駅前空間の重要性を理解した上で、駅前空間と市街地

の関係を写真や絵葉書をもとに分析する。

2. 附属地経営の概要

2-1. 市街計画と建築制限

　満鉄会社の設立は明治 40(1907) 年であるが、初期市

街計画の立案は基本設立後すぐに行われた（営口、安

東は会社設立以前に軍によって市街計画が行われた。）

会社設立直後の1907年には9つ（瓦房店・蓋平・熊岳城・

大石橋・海城・遼陽・奉天・鐵嶺）の附属地で立案された。

その後も 1909 年に四平街・范家屯、1910 年に本渓湖、

1918 年に鞍山と順次市街計画が立案された。

　また、市街計画では用途地区が設定された。地区の

概要は住宅地区・商業地区・工業地区・混合地区・糧

桟地区の 5 地区である。

　その他、建物に関連して明治 40 年 6 月「家屋建築

制限特例規程」を制定して、建築物の画一統合等の市

街美観を整えた。その後大正 8(1919) 年には急激な附

属地の発展状況に対応して市街の美観を保持し、更に

衛生、防火その他危険予防の見地から市街建築物の統

制を期するために「附属地建築規則」が実施された。

軒高、建坪、構造、設備等に一定の制限を附し、奉天

やその他主要附属地の軒高は特定のものとした（安東：

軒高二階以上、7.5 ｍ以上等）。　

2-2. 街路計画

　「街路の幅員は交通機関性質、交通頻繁の程度等に

より決定すべきものでその広狭の決定は都市生活とそ

の発展に重大な関係を有するものである。」(6) との記

図1　研究対象地 2)　
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述にも見られる様に街路幅員の決定は調査研究のもと

慎重に行われるべきである。当時土木課長であった

加藤與之吉は調査研究のもと、一等道路を 15 間（約

27m）と計画していた。しかし計画後総裁の後藤新平

により、ヨーロッパの街路網を例に幅員の再検討を命

じられた。結果、一等道路の幅員を 20 間 (36m) とし、

その下に六等の街路幅員を決定した。ただしこの幅員

は後に「満鉄街路標準」の制定にあたり以下の幅員に

改正された（一等 :36m、二等：27m、三等 :22m、四等

:18m、五等 :15m、六等 11m、七等 :7m、八等 :5m）。　

また、幅員の他に線路に平行して矩形の街路網を構成

すること、駅前から旧市街地への連絡の利便性を計る

ことを街路計画における重点事項としてあげている。

3. 附属地経営における施設とその立地

3-1. 施設の種類

　満鉄附属地が他の都市と異なる点として経営主体が

公共団体によるものではなく満鉄によるものであると

いう事である。そのため、県公署や市公署といった通

例的に一般行政を行う機関は附属地外に位置してい

る。本研究では都市核を形成する機関として会社機関

（地方事務所・社員倶楽部・消費組合・ホテル 3)）、官

公機関（警察署・郵便局・消防隊・電信電話局・日本

領事館・銀行）を考える。また、附属地内において一

般行政事務をになっていたのは地方事務所であり、そ

の設置年月および立地は以下の通り（表１）である。

3-2．施設集積による類型

　前記した施設を図にプロットし、主要施設が集積す

ることによる都市核の形成傾向を分類した。その結果、

駅前又は駅前公園、駅前通りの周辺に主要施設が立地

し、都市核を形成する「駅前連絡型」、都市核が旧市

街地との連絡街路に立地している「旧市街連絡型」、

その他施設が集積しておらず、附属地内において都市

核を形成していない「分散型」に分類された（表 2）。

次項において各類型の特徴、変遷を述べる。

3-3. 施設集積と街路構成

　前項に挙げた「駅前連絡型」においては公主嶺の様

に駅舎と平行して整備されている街路に施設が集積し

ているもの、大石橋や鞍山のように駅前に立地する公

園周辺に都市核を形成しているもの、四平街や撫順の

ように駅前通りに線的に施設が立地し、都市核を形成

しているものなどがみられ、それぞれ立地傾向は異な

るものの、駅前空間との親和性がある。

　一方、「旧市街連絡型」に分類されるのは営口、開

原、遼陽の 3 つの附属地である。いずれも「駅前連絡

型」と同じように施設立地は街路を軸とした線的なも

のであるが、都市核を形成している街路は直接駅前空

図2　街路幅員と街区構成
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表2　施設集積の類型一覧　
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4. 附属地における駅前空間

4-1. 駅前空間と街路構成の関係

　本項では駅前空間と街路の関係を接続性、市街全体

から見た構成の 2 点をもとに考察を行う。

　駅前広場と都市計画を結びづけた研究では主に駅舎

と駅前広場の関連性や駅前広場と都市の結びつきとい

った観点をもとにして行われている。その中で藤島茂

の研究 (9)においてヨーロッパの駅前広場と街路の接

続に関する研究がされている。その考えをもとに満鉄

附属地における駅前広場と街路の接続性を調査した

（図 4）。なお、本研究において「街路と街路の節点」

と「街路と駅前広場の節点」が重複する場合（以下タ

イプ A とする）と「街路と街路の節点」が駅前広場か

ら隔離されている場合（以下タイプ B とする）が考え

られており、タイプ A は交通混雑の起こる可能性が高

いと述べられている 5)。

　満鉄附属地においてはタイプ A の駅前広場と街路の

接続関係が多くみられる。タイプ B の形態が見られた

のはここで挙げている、鞍山、遼陽であった。なお、

安東、開原においては駅前広場の形態変化によって街

路と駅前広場の接続条件はタイプ B からタイプ A へと

変化したが、その他大きな変化はなかった。これは交

通処理が広幅員の街路によって事足りていたためであ

ると推測できる。

　続いて、新京、奉天に於て駅前広場を起点とした斜

街が設置されているが、1934 年に満洲を訪れた石川

間に接続していない。いずれも旧市街へと連絡してい

る街路であるが、どの街路も幅員の観点から見ると附

属地で一番広幅員のものではなく、駅前通りが最も広

幅員の街路となっており、その街路に接続する（表 3）。

　殆どの附属地において都市核の大きな変化が見受け

られないが、駅前から浪速通、浪速通広場にかけて都

市核を有している奉天では、附属地経営当初から浪速

通広場に施設が集積していた訳ではない。当初附属地

内の柳町が一大繁華を形成し、そこに警察署も立地し

ていた。また、大正初期には駅前に煉瓦造 3 階建の共

同事務所と貸事務所が竣工し、1910 年に竣工した同

様に煉瓦造の奉天駅と共に駅前の美観と市街の発展と

に寄与していた。奉天駅にはヤマトホテル、共同事務

所には地方事務所が入っていた。その後警察署（1929

年竣工）、奉天ヤマトホテル（1929 年竣工）、奉天地

方事務所（1936 ～ 1938 竣工）が移転したことにより、

浪速通広場に都市核が形成される事となった（図 3）。

　なお、長春においても同様の広場が駅前から延びる

斜街上に存在するがそこに都市核は形成されていな

い。市街計画当初から広場ではなく長春大街と祝町の

交差点にバロック折衷様式で統一された警察署（1908

年竣工）、郵便局（1907 年竣工）が立地しており、そ

こから移転することはなかった。また、駅周辺に位置

しているホテルや地方事務所の移転もなかった。

　以上のように都市核の形状は街路に線的に分布する

ものや公園周辺に形成されるものなど多様であるが、

駅前空間と都市核は密接に関係している。

図3　奉天附属地における施設集積の変化 4)　

表3　旧市街連絡型の施設立地と街路幅員　
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図4　駅前広場と街路の接続性　
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栄耀は奉天駅前を見て次のように述べている (10)。

「突調子もない放射線が此をハサミ四十五度（珍らし

き四十五度）驛前廣場に突きさゝつて居る。（以下略）」

　この記述からわかるように、石川栄耀は奉天におけ

る駅前空間と斜街に違和感を覚えている。その後石川

によって出版された著書 (11)によると都市美構の発生

は放射線であり、その最も典型的なものは凧型基構で

あり、街路長の比も表 4 のように定められていると述

べている。一般的な凧型基構と長短軸の比率を比較す

ると数値が大きく、駅から垂直に延びる街路と斜街の

作る角の開きが大きくなっている。

　なお、加藤與之吉の記述に「市街計畫は概ね方形式

を採用した。」(12)とあるように斜街に重点を置いた計

画は成されていない。

　以上から斜街を取り入れた附属地は欧米の街路形態

をモチーフとしながらも、矩形に斜街を構築する満鉄

特有の形態のため、街路構成を全体で見ると都市美構

を有する形態ではない。　

4-2. 駅前空間と市街地の関係

　本項では駅前空間と市街地の関係性を整理する。

　駅前通りの整備されている場合、両側の建築高さは

統一され、正面に駅舎が見える構成が多い（図 5）。

　この時期、駅前空間は広大な空地で交通処理を行う

に過ぎなかったが、簡略的な安全島（営口駅）、白線

による交通整理（撫順駅）、ロープや柱での簡略的な

ロータリー化（新京駅）などにより交通処理を行って

いた形跡を写真から読み取ることができる（図 6）。

　また、駅利用者の観点で見ると、日本内地において

鉄道導入初期において駅前空間は駅舎の前庭的役割を

果たしており、利用者の滞留空間が確保されていたが、

満鉄附属地においても同様の例が見られ、大石橋駅前

や安東駅前では遊歩地・公園が整備されており、市民

の休息地であった（図 7）。　

5. 結論

　本研究では満鉄附属地の市街構成を都市核に着目し

て分析し、さらに都市核との関連でもって重要と考え

られる駅前空間と市街地の関係性について論じた。

　初めに附属地の当初の市街計画において重要視され

たのは広幅員の街路と矩形街路で構成される市街地と

そして旧市街との連絡であった。これをもとにして市

街における主要施設の立地を見ると駅との連絡を重視

した都市核を形成する「駅前連絡型」と旧市街との連

絡を重視した都市核を形成する「旧市街連絡型」、都

市核を形成しない「分散型」に分類された。

　都市核の形成上、重要性が確認された駅前空間は市

街地との接続性において交通処理、都市美構の両面が

考慮されていない附属地が多い事が分かった。駅前空

間を詳細に見ると歩行者を重視した空間は整然と整備

されている一方で交通処理施設においては簡易的に設

置されているものがほとんどであった。　

註
1)「市街計画」とは附属地内における「都市計画」の事である。
2) 文献 (5) の図に一部加筆した。
3) 満鉄直営と満鉄が一部助成しているホテルにかぎる。
4) 図中の写真は文献 (6),(8) に掲載のものを利用。
5) 文献 (9) には「ヨーロッパでは当初タイプ A が計画されることが多か
　ったが交通混雑緩和のためタイプ B の計画へと移った。日本では戦後
　の駅前広場計画の結果タイプ A の交通混雑の起こる可能性が高い駅前
　広場が多く整備された」と記載がある。
6) 営口駅、新京駅は文献 (6)、撫順駅は文献 (13) に掲載の写真に加筆。
7) 文献 (8) に掲載の写真に加筆。
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図7　駅前公園の事例 

図6　駅前の簡易的交通処理 6)

図 5　駅前通りの景観形成（例：新京中央通）(8)

表4　凧型基構と斜街を有する附属地街路　
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