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駅を中心としたコンパクトな地区形成と密度指標に関する研究

1.はじめに　

1-1 研究の背景

　近年、我が国の総人口は 2005 年をピークとして現

在まで減少の一途をたどりながら、高齢化がさらに進

行していくことが予測されている。近代化の過程で、

自動車交通に依存し拡大・拡散してきた市街地では、

交通弱者の利便性の低下等、様々な問題が生じると考

えられる。こうした社会背景から、全国各地でコンパ

クトシティに対する関心が高まってきているが、そも

そもコンパクトな市街地とはどのような市街地像で、

どのようにして誘導していくのかといった明確な方法

を模索している状況である。

 しかしながら、多様な要素が複雑に絡み合うことで

構成されている都市の実態や課題を把握することは困

難である。そのような複雑な要素を簡略化し、客観化

できる指標の一つとして密度があるが、その性質から

多岐に亘り展開されている。

1-2 研究の目的

　以上のような問題意識を基に、コンパクトな地区を

形成していく上で有効な密度指標を定義し、具体の都

市の密度を把握すると同時に、指標の特性を明らかに

することを本研究の目的とする。

2. 密度論

2-1 密度論の役割と時代背景

　我が国の近代都市計画における密度研究は高山英華

氏から始まったといえる。高山は「配置」「動き」と

並置して「密度」を都市計画上重要な概念として位置

づけた。その定義の中で、土地人口密度・建築人口密

度・建築密度が基本として考えられている。その背景

には、当時、人口の増加がそのまま都市の成長として

捉えられていたことがある。その後、高度経済成長期

に人口が急増したことに加え、東京への一極集中が進

むことで、悪質な居住環境が生み出されるとともに、

公害問題や環境破壊等が顕在化したため、密度に関す

る議論は加速していった。1980 年頃から、社会的要

求が量から質を求めるものへと変化していく中で、都

市の評価もまた、質的なものを踏まえる必要性が高ま

り、そのことが密度研究にも影響していく。1990 年
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頃からは混合度や天空遮蔽率といった新たな密度の研

究も進められてきた。さらに、近年ではサステナブル

ディベロップメントを背景として、エネルギーの消費

量や感染症と人口密度を関連させた研究も行われるよ

うになってきている。

2-2 既往の密度研究における密度指標

　日本都市計画学会の論文に関して「密度」で検索し

た結果、101 の文献を抽出した。入手出来なかった論

文 2 稿を除き、論じられている密度論と密度指標につ

いて整理した結果、論文の中で新たに密度指標を定義

しているものは 47 稿、既往の定義を用いて対象の分

析を行っているものは 43 稿であった。取り上げてい

る指標は、人口密度に関するものが 50 稿と最多であ

り、次いで建蔽率や容積率といった建築密度が 17 稿

であった。およそ、半数の研究が独自の密度論を展開

しており、多岐に亘って研究されてきたことが分かる。

そのような、密度研究の中で、時代を問わず用いられ

ている密度として人口密度と物的空間に関する密度が

ある一方で、社会背景に合わせて密度指標も変化して

いることが明らかとなった。

2-3 当研究における密度の定義

　都市を構成する基本的要素として、物理的な「空間」、

用途等の「機能」、そこで生活を営む「人」の三つが

あげられる。また、密度とは、「単位面積当たりの諸

元の量」をいい、二つの要素の関係を表すという特徴

に従って三つの基本的要素を密度指標とすると、純粋

な要素である空間 / 空間、人 / 人、機能 / 機能が考え

られ、さらに三つの要素の間にある人 / 空間、機能 / 人、

機能 / 空間が考えられる。

　そこで、本研究における密度指標を①空間密度、②

年齢構成の多様性、③用途の混合利用、④人口密度、

⑤生活利便性、⑥効率的な

土地利用と定義し表 1 の数

値を用いる。空間密度及び

人口密度は密度論において

不変的な指標である。また、

年齢構成の多様性、生活利

便性は質的な密度として、図 1　都市を構成する要素
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また、用途混合と効率的土地利用は持続可能な都市に

必要な要素であり、現代の社会背景を踏まえている。

3. 近代都市モデルの密度観

3-1 近代都市計画における都市モデルの密度

　近代都市計画が目標とする都市像や計画理念に影響

を与えてきた都市モデルの密度を明らかにし、目標と

なる密度について考察する。

(1) 田園都市（1898 年）

　都市と農村の結合、土地の公有、人口規模の制限、

開発利益の社会還元等を計画の原則として都市と田園、

両者の良さを兼ね備えた居住地を作り出そうとした構

想である。6,000 エーカーの土地の中央に位置する半

径約 1,240 ヤードの円形の市街地には 30,000 人が居

住し、残りの農地 5,000 エーカーに 2,000 人が居住す

る。市街地の人口密度は 75 人 /ha であり、生産人口

は 20,000 人を想定している。

(2)300 万人の現代都市（1922 年）

　人口として 300 万人を想定した壮大な摩天楼と豊か

なオープンスペースを持つ都市モデル。しかしながら、

建蔽率はわずか 5％にすぎず、都心では 3,000 人 /ha

の人口密度をもつ十字型の 60 階からなる建物がある。

その外周部分では 300 人 /ha の人口密度をもつ 8 階建

てのアパート地区があり、さらにその外周は低層住宅

地区を配置し、段階的な密度を計画している。

(3) 近隣住区論（1929 年）

　幹線道路を境界として、内部は自動車による交通事

故や分断の脅威から安全な日常生活の場として完結し

た市街地単位をコミュニティの場の単位として計画し

ている。規模は 1 小学校区程度の約 64ha であり、人

口 5,000 ～ 10,000 人が適当であるとされることから、

人口密度は 80 ～ 150 人 /ha 程度となる。

(4) ブロード・エーカーシティ（1932 年）

　1 家族当り最低 1 エーカー（約 4,000 ㎡）の宅地規

模を持つ住宅地が農地と接している都市モデル。密度

にすると 12 人 /ha 程度という超低密度な提案である。

(5) コンパクトシティ（1973 年）

　直径 5km の円形の土地に 200 万人を収容する超高

密の都市モデルである。人口密度は 1,019 人 /ha 程度

だが、コンパクトシティのレベル間が大きく離れてい

ることで人々が知覚する密度は、一つのレベル上での

密度であり、それは 55 人 /ha であると主張している。

(6) 公共交通指向型開発（1993 年 )

　公共交通指向型開発は過度の自動車依存社会がもた

らした、低密度でスプロールした住宅開発を背景とし

ており、鉄道、LRT、バスなどの公共交通の駅を中心に、

徒歩で移動を行える範囲に高密度の住宅地、公共施設、

業務施設、所業機能などを混在させ、コンパクトな市

街地を形成することを目指している。

3-2 都市モデルの密度観

　コルビュジェのモデルが技術優先主義によって、自

動車社会に対応した高層高密度な都市に生まれ変わら

せることを目指したのに対し、ライトのモデルは、交

通手段などの科学技術の進歩が、物的距離の差を縮め、

超低密度な居住を可能とし得ると述べており、同一の

社会的背景から提唱された対象的なモデルである。

4. 現代都市の密度観

4-1 対象とする規模

　ベースとする土地の規模により、密度指標が示す値

は違ってくる。そこで、都市規模から街区規模まで、

異なるスケールの密度を分析する。都市規模の密度は、

東京都と大阪府を除いた全国道府県に存在する県庁所

在地 45 都市、政令指定都市 13 都市の合わせて 49 都

市を対象として分析を行った。また、都市規模以外の

対象として、鉄道網が発達しており、明確な都市構造

を持つ福岡県福岡市を選定した。

4-2 規模別密度

(1) 都市規模

　混合度は日本都市年鑑の用途別着工建築物床面積を

代用して算出した。その結果、人口密度及び施設密度は、

首都圏、中京圏、近畿圏で高い数値を示している。従

属人口は札幌市、仙台市、及び福岡市で低くなってい

るが、これらは大学生等の労働力が豊富な都市である。

福岡市は、混合度、施設密度とも高いが、人口が多い

ため一人当りの施設数が低いという課題がある。

表 1　密度指標の定義注1)

表 2　高密都市の密度感

図 2　近代都市モデルの概念図

指標 数値 データ元
空間密度 容積率（セミグロス） 都市計画基礎調査
年齢構成の多様性 従属人口指数 平成 17 年国勢調査
用途の混合利用 土地利用混合度 都市計画基礎調査
人口密度 ヘクタール当りの居住人口 平成 17 年国勢調査、都市計画基礎調査
生活利便性 一人当りの生活利便施設数 国土交通省　公共施設ポイントデータ
効率的な土地利用 ヘクタール当りの生活利便施設数 国土交通省　公共施設ポイントデータ

都市モデル 時代 人口密度（人 /ha） 従属人口指数 混合度
田園都市 1898 75 60 ―

300 万人の現代都市 1922 300 - 3000 ― ―
近隣住区論 1929 80-150 ― 0.3565813 

ブロードエーカーシティ 1932 12 ― ―
コンパクトシティ 1973 55 200 0.5565295 

TOD
都市型

1993
115.3 63.132 0.5101010 

近隣型 65.5 - 157.2 63.132 0.6008929 
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(2) 路線

　鉄道駅から半径 800m の地区を路線で平均化し、比

較すると、敷設されている場所により違いが見られた。

基本的に都心部を走る地下鉄や都心と直結する天神大

牟田線は容積率や人口密度等が高いが、香椎線や筑肥

線、貝塚線では密度が低くなっている。

(3) 駅を中心とした地区

　駅を中心として800ｍの範囲を平均化し比較すると、

容積率のように路線の中心駅から離れるほど低くなっ

ているものや、逆に従属人口指数は中心駅から離れる

ほど高くなるように、距離に比例して変化している密

度があることが分かった。また、人口密度は路線の中

心駅から少し離れた駅が最大となり、その地区を境に

して距離に比例することが分かる。

(4) 町丁目

　西鉄福岡駅から 800m の範囲内に位置する町丁目を

対象として密度を算出した。容積率や施設密度が高く、

空間や機能が集積している町丁目では用途が混合され

ず、居住者が少ないため人口密度が極端に低い。逆に、

容積率や施設数は平均的な値をとるが、人口密度や混

合度が高い値を示す町丁目も存在する。

(5) 街区

　西鉄福岡駅から 800m の範囲内に位置する街区を対

象として密度を算出した。街区の人口データがないた

め、都市計画基礎調査の住宅面積を基に国勢調査の人

口を比例配分した。対象範囲が狭く、全ての指標で極

端な差が見られた。

4-3 異なるスケールの比較

　歩行可能距離に他の街区があり、一つの街区で密度

を満たす必要性がないため、密度の差が極端に出てく

る。町丁目は、対象範囲に極端に差がでること、街区

と同様に自己完結する必要性があるわけではない。駅

を中心とした地区の密度は路線の平均と差がない場合

が多く、また、距離といった他の要因と関係している

ことが明らかである。以上の理由から、駅を中心とし

た地区を密度指標の基本単位とし、密度を基に地区の

類型を行い、その特性を明らかにする。

5. 密度指標による地区の特徴把握

5-1 立地、規模、交通機関分担率による分類

　地区の立地、駅の規模、交通機関分担率を用いて地

区の類型を行う。立地は都心からの所要時間を 5 分毎

に 5 つに分類する。駅の規模は年間利用者数から 7 つ

図 3　都市の密度

図 4　鉄道路線別密度

図 5　駅勢圏別密度
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に分類する。交通機関分担率は、トリップにおける主

要な交通手段の違いによって 8 つに分類した。

　その結果、バスが主要な交通手段となっている地区

は都心から 15 分以内に集中しており、16 分を越える

立地条件では交通手段は自動車に代わっている。鉄道

が主要な地区も都心から 16 分を越える地区では自動

車と組み合わされていることから、公共交通を促進す

るための条件として都心から 15 分圏内が考えられる。

規模が大きくなるとバスと徒歩や鉄道を組み合わせた

交通手段が多くなっている。自動車が多くなってくる

のは利用者が 200 万人を下回ってからであり、規模が

大きい地区では抑制されている。鉄道の分担率を増加

させるためには、利用者を 100 万人以上とする必要が

ある。規模が 50 万人以下の地区は都心から 10 分圏内

には存在せず、15 分を越える場所に集中している。

5-2 密度指標によるクラスター分析

　地区の特性を明らかにするため、容積率、人口密度、

従属人口指数、一人当りの生活利便施設数、混合度の

5 つの指標を変数として、値の極端な九大学研都市と

海の中道を除く 65 地区の類型化を行った。類型化の

手法として、ward 法によるクラスター分析を用い、距

離には平方ユークリッド距離を採用した。その結果、5

つの類型を得た。特徴として、class ⅣとⅤは容積率や

混合度が高く、高密度の用途混合が進んでおり、どち

らも施設の集積は見られるが、人口密度が高くなると

一人当りの施設数は減るため、人口密度の高いⅤのほ

うがより施設数が少ないという結果になっている。

5-3 地区の特徴把握

　立地、規模、交通機関分担率による分類とクラスタ

分析によって得られた類型を総合的に見ていくと、次

のことが明らかとなった。都心から 5 分圏内に class

ⅣとⅤが集まっている。また、class Ⅰは 10 分圏には

なく、その間を clas Ⅲが占めている。また、主要交通

手段がバスの地区に class Ⅰはなく、class ⅣとⅤが大

半を占める。一方主要交通手段が自動車の地区は class

ⅠとⅡで構成されている。また、主要交通が鉄道の地

区には class Ⅲが多いことが分かる。

6. おわりに

　本研究では、地区の特性を明らかにする指標を密度

の観点から提案し、実際の都市を対象として分析を行っ

た結果、指標を用いる規模として地区スケールが望ま

しいこと、および密度と地区の諸条件との関係を明ら

かにすることができた。密度指標は他の多様な要素も

説明できる可能性を秘めており、その関係を明らかに

していくことは、密度指標を用いた計画をしていくた

めに重要である。

　密度を目的としてではなく地区の質を高めていく手

段と捉え、密度を計画することで持続可能な社会を実

現していくことができると考える。

図 6　地区の類型

注 1)  従属人口とは、生産年齢人口の扶養負担の程度を表し、値が高いほ
ど負担が増す。

　    土地利用混合度 (Sympson Index) とは、それぞれの生起確率が等しい      
時最大となる。

従属人口指数 ＝
従属人口（15 歳未満＋ 65 歳以上）

生産年齢人口（15 歳から 64 歳）
× 100

土地利用混合度 ＝ 1 - ∑
nj（nj - 1）

100（100 - 1）
nj：建物用途の百分率


