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Abstract: Urban Planning Basic Survey is established to be done almost every five years in Japan. But circumstances 
depend on municipalities. Duration between surveys should be changed in proportion to the amount of changes in 
urban areas. This paper proposes a practical method to evaluate changes in urban area to decide if Urban Planning 
Basic Survey will be done. The method must be easy and low-cost because it will be applied before the survey. 
Accordingly, the method make the most of existing data, that is, tax property data and Statistics on Building
Construction Starts. A case study is done for Tokyo Metropolitan Government.
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１　はじめに
地方分権への流れの中，それぞれの市街地の状況に即
した都市計画・まちづくりが求められている．きめの細か
い対応を行う上でも現況を効果的に把握することはきわ
めて重要であり，いわゆる都市計画基礎調査が実施されて
いる．これは都市計画法（以下「都計法」と呼ぶ）第六条
に都市計画に関する基礎調査として定められており，六条
調査とも呼ばれている（以下「基礎調査」と呼ぶ）．都市
計画区域については都道府県がおおむね五年ごと人口規
模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利
用、交通量その他に関する現況及び将来の見通しについ
て，準都市計画区域については市町村が必要に応じて土地
利用その他に関する現況及び将来の見通しについて調査
を行う．また都計法第二十一条（都市計画の変更）におい
て，基礎調査により都市計画を変更する必要が明らかとな
つたとき，遅滞なく、当該都市計画を変更しなければなら
ない旨，定められている．都市計画において基礎調査の果
たすべき役割は大きい．
基礎調査の実施に際しては建設省（当時）が昭和 62 年
に作成した実施要領がある．地方公共団体はこの要領を参
考に自らのおかれた状況に応じて実施要領を定め，詳細な
現況調査を実施している．
しかし，都計法第六条に定められた「おおむね５年」
という調査の間隔は，わが国を通して一律に定められてい
る．個別の状況に応じて対応する余地がほとんど残されて
いない．人口の流動性に富み，建築活動が活発で市街地の
変化が激しい都市と成熟して動きの緩やかな都市が同じ
間隔で詳細な調査を実施すべきであるか，検討の余地が残
されている．
近年の厳しい経済情勢の下，まとまった予算が必要と
なる基礎調査の実施には，その必要性をわかりやすい形で
明らかにすることが求められる．これは行政がその説明責

任を果たす，いわゆるアカウンタビリティの観点からも重
要である．これを仮に「予備調査」と呼ぶことにしよう．
予備調査は詳細な基礎調査の前にあらかじめ実施する
調査である．できる限り簡便に，かつ，安価に結果が得ら
れることが必要である．また，そのための予算を確保する
ことは事実上不可能であり，地方公共団体の担当者が他の
業務の合間を縫って，自らの手で作業しなければならない．
したがって，既に公表され無償で利用できる資料を活用し，
新たな調査活動なしに簡便な作業で成果を得ることが望
ましい．他の要件として例えば以下のようなものがある．
・指標として，定性的なものより定量的なものの方が説
得力がある．

・定期的に入手可能な資料により，時間的な変化を追い
かけられることが望ましい．
また都計法第六条から特に土地利用の変化を捉えるこ
とが重要である．ただし，予備調査によって十分な成果が
得られる場合には，基礎調査により市街地の詳細な情報を
得ることができる．予備調査の段階では変化を見出すだけ
でよく，変化の内容やそれに対する評価などの詳細を得る
必要はない．
本稿では，できる限り簡便に，かつ，安価に市街地の
変化を定量的に把握するための手法について検討する．ま
ず次章で既存の関連研究について概観する．次いで３章で，
市街地における変化を捉えるため，本稿で取り扱うべき指
標について検討する．４章ではその指標の必要となるデー
タについて検討し，その有効性と限界について明らかに
する．５章では実際に東京都のデータを用いたケーススタ
ディを行い，６章で残された課題などについて整理する．

２　既存の関連研究
本稿で検討する予備調査は市街地の変化をできる限り
簡便に，かつ，安価に定量的な把握を行うものである．基
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礎調査を実施するべきかどうかを判断するのであるから，
地区毎に個々の建物が判別できるほど詳細な情報は必要
ない．むしろ個々の地方公共団体が所管する地域全体を一
つの単位として集計した指標の変化を検討する程度で十
分である．
このようにマクロな市街地の変化の把握に関する近年
の主な研究として以下のような種類がある．
a) ポイントサンプリングデータを用いた土地利用の変
化の分析，特に用途地域制などが土地利用に与える
影響に関するもの１）

b) 土地利用の変化を遷移行列として表し，線形代数を
用いた数学的なアプローチを試みるもの２）

c) 土地利用変化を説明する新たなモデルを構築しよう
とするもの３）

吉川らなどが指摘するように土地利用に関するデータ
の整備が始まったのは1970年代後半以降である．そして
土地利用の変化を評価するために必要な複数時点のデー
タが利用できるようになったのは1980年代後半からであ
る．そのため，関連研究は，著者らが自ら作成したデー
タなどに対して比較的単純な検討を行う a) から数学的な
オーソドックスなアプローチを中心とする b) を経て，他
の分野の手法を利用した独自な切り口からの分析である
ことを強調する c) へと推移しつつある．
いずれの場合においても，既存の関連研究の主眼は土
地利用の変化をいかに精緻に捉えるかにある．必然的に
データは質・量ともに高度な取り扱いを要するものとなっ
ている．本稿の目的である，簡便に，かつ，安価に定量的
な把握を行うものとなっていない．

３　市街地の変化を把握するための指標
わが国の都市計画において土地利用のコントロールは
主要な要素の一つである．そして土地利用は，建築基準法
および都計法に基づき，主として地域地区制などによる建
物に対する規制・誘導を通じてコントロールされている．
関連研究の a) の大部分が用途地域制の土地利用への影響
を評価することを目的としていることからも，土地利用に
おける建物のコントロールの重要性が裏付けられている．
本稿では建物に注目して市街地の変化を捉えることと
する．
建物が土地利用に対して影響を与える場合は以下のよ
うに大別できる．
（ア）新築またはスプロール
それまで都市的土地利用がなされていなかった場所に
新築する場合．既成市街地の中の空閑地への新築，既
成市街地の縁辺部から外側に向かってのスプロール，
あるいは，既成市街地からは孤立した低・未利用地で
の新規開発などがある．

（イ）建替・更新
既存の建物を取り壊し，別の建物を建築する場合．必
ずしも取り壊しの後すぐに新築されるとは限らない．

次の除却と区別することは難しい．
（ウ）除却
既存の建物を取り壊すだけの場合．

（エ）増・改築
既存の建物を元に，部分的に建物を変更する場合．

（オ）用途変更
既存の建物を変更することなく，別の用途に用いる場合．
住居系用途から商業・業務系用途への転用などが代表的
である．
このうち（エ），（オ）は捕捉が比較的困難であり，個別
の建物への詳細な調査が必要となる．（ア）～（ウ）は新
築と除却に関する集計データが定期的に公表されており，
極めて小さいコストで把握することができる．
これらの集計データには棟数，床面積および費用が含ま
れている．都市計画による建物のコントロールは最小で１
棟を単位としていること，および，床面積は土地利用強度
を評価する上で重要な指標であることから．新築と除却の
棟数および床面積をそれぞれ合計し，市街地変化の指標と
する．
この場合（イ）が除却および新築のタイミングで複数回
捕捉され，結果として建物の変化を過大に評価するおそれ
がある．しかし補正は行わず，そのまま合計値を市街地変
化の指標とする．それは以下の理由による．
・除却された棟数および床面積と同規模の建物が建築さ
れるわけではない．

・単なる滅失または新築に比べ，明らかに建築の活動量
が大きく，（ア）や（ウ）と同じウエイトで評価すべ
きではない．

・大規模な再開発，区画整理など，既存の建物の除却か
ら建築までの期間が長くなり，一連の市街地変化とし
て捉えるのが困難な場合がある．

・集計値から（ア）～（ウ）の各々に相当する数を割り
戻すことが難しい．

・（エ）および（オ）による市街地の変化を捉えられな
いことによる過小評価がある．

・「できるだけ簡単に，かつ，安価に」という本稿の目
的が優先する．

４　建物に関するデータ
前章に基づき，ここでは建物による土地利用の変化をマ
クロに捉えるために有効なデータについて検討を行う．
前章の（ア）～（ウ）を実数として捕捉するだけでなく，
全域の建物に対する割合として捉える必要がある．そのた
め以下のデータが必要となる．
・全域の建物を同定し，棟数および床面積の総和を捕捉
するデータ

・新築及び除却を捕捉するデータ
建物を同定するためのデータとして，たとえば以下のよ
うなものがある4）．
・住居表示
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・地番
・家屋番号
・建築確認申請に基づく建物情報の管理
・地理情報システムなどにより管理された建物の位置及
び形状に関するデータ
また新築や除却を捉えるためのデータとしては以下の
ようなものがある．
・建築確認等の申請
・建築着工統計
・建築物除却届および建築物災害報告
各々について本稿の目的に即して検討を行う．
４．１　建物のストックを把握するためのデータ
上にあげたデータのうち，定期的に集計値が公表され，
追加的なコスト無しに入手できるものとして，家屋番号に
基づき固定資産課税台帳に登録されている家屋の棟数及
び床面積がある．本稿ではこのデータを用いることとする．
固定資産課税台帳から得られる建物の集計データに基
づいた研究としては，信頼性理論の手法を用いた建物の寿
命推計が中心である．小松・野城らによる網羅的な一連の
研究５），大佛らによる三鷹市を対象とした一連の研究（た
だし固定資産課税台帳上の除却事例とその要因について
個別に分析したものであり，非集計モデルによるアプロー
チと言える）６），及川らによる東京23区を対象とした研
究７）などがある．
本稿と似た問題意識による関連研究は見当たらない．し
かし固定資産課税台帳の集計データを取り扱う上で留意
すべき点に対し，野城８）および及川ら７）による言及がある．
４．２　建物のフローを把握するためのデータ
定期的に集計値が公表され，追加的なコスト無しに入
手できる情報として，
・建築確認等の申請に関する統計
・着工建築物に関する統計
・滅失建築物に関する統計
がある．以下，順にみていこう．
・建築確認等の申請
建築統計年報などにより得られる建築確認等の申請に
関する集計データは，届け出の件数を特定行政庁および
指定確認検査機関別に集計したものである．この中に
は確認申請，計画通知，許可申請が含まれている．し
かし複数の建築物が一連の土地に建設される場合にも1
件の届け出となる場合がある．したがって建築確認等
の申請件数の集計値と実際の建物棟数は一致しないた
め，本稿では使用しない．

・着工建築物に関する統計
建築動態調査の1項目である．これは昭和25年12月
22日建設省令第44号による建築動態統計調査規則に
したがって実施される．建築基準法第15条第1項によ
り建築物を建築する際に建築主から都道府県知事に出
される届を集計したものであり，建築物着工統計と呼
ばれている．床面積の合計が 10m2 を越えるもののみが

届け出の対象となるため，それより小さい規模の建物は
捕捉できない．

・滅失建築物に関する統計
これも建築動態調査の1項目である．建築基準法第15
条第1項により建築物を除却する際に工事施工者から都
道府県知事に出される届を集計した建築物除却統計，お
よび，同条第2項により災害により建築物が滅失した
場合の市区町村長から都道府県知事への報告を集計した
建築物災害統計からなる．やはり床面積の合計が 10m2 
を越えるもののみが対象となるため，それより小さい規
模の建物は捕捉できない．
以上の検討より，建築物のフローに関するデータとして
・建築物着工統計
・建築物除却統計
・建築物災害統計
を用いることとする．いずれのデータも，わが国一律にど
の都道府県でも統一された基準・調査方法によるデータを
得ることができる．特に建築物着工統計は，統計法に基づ
き指定統計第32号（昭和25年3月2日統計委員会告示
第8号）を受け，経済学を始めとするさまざまな分野から
高い信頼性を持つデータとして活用されている．

５　東京都におけるケーススタディ
ここでは，東京都を対象にケーススタディを行った結果
について報告する．
５．１　利用したデータ
建物のストックを把握するためのデータとして，1984
～2001年の東京都統計年鑑の「地域，種類，構造別家屋
の棟数及び面積」の表を用いて特別区および市部の建物の
総棟数および総床面積を計算した（１）（２）．なお，
(総棟数) =(木造家屋総数の棟数)
  +(非木造家屋総数の棟数)  (1)
(総床面積) =(木造家屋総数の床面積)
  + (非木造家屋総数の床面積) (2)
である．
建物のフローに関するデータとして，1984～2001年
の東京都による建築統計年報から建築動態統計の
・構造別・地域別着工建築物
・地域別滅失（除却・災害）建築物
の表を用いて特別区および市部の建物の総変化棟数および
総変化床面積を計算した．それぞれ，
　(総変化棟数) =(着工建築物総数の棟数)
  + (滅失建築物総数の棟数)  (3)
　(総変化床面積) =(着工建築物総数の床面積)
  + (滅失建築物総数の床面積) (4)
である．
５．２　市街地の変化の指標
ここでは予備調査によって得られる市街地の変化率につ
いて検討を行う．
既に述べたように基礎調査はおおむね５年に一度実施さ
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れるよう定められている．したがって本稿で提案する指標
により市街地の変化がどのように評価されたかについて
みてみよう．
なお，５年間の市街地の変化を捉える指標として以下
の指標を用いた．
(棟数５年変化率) =(５年総変化棟数)
   ÷ (総棟数 )  （5）
(床面積５年変化率) =(５年総変化床面積)
   ÷ (総床面積)  （6）
ただし，５年総変化棟数および５年総変化床面積は，それ
ぞれ，当該年度を含めた過去５年度分の指標の合計である．
市区別に各々の指標を 1985 ～ 2001 年度の期間につい
て計算して相乗平均をとり散布図を作成した（図３）．
棟数５年変化率が15%となる線がほぼ境界線となり，
市部はそれ以上の値を，23区はそれ以下の値をとってい
る．床面積５年変化率においても市部の値は全般的に高く
なっている．これらの傾向は図中に示したそれぞれの平均
値に表れている（3）．
棟数においても床面積においても５年間の変化率の平
均は個々の基礎自治体によって大きく異なっており，都道
府県を単位とした集計値だけでは捉えることができない．
わが国全土を通じて一律「おおむね５年に一度」と定める
のではなく，市街地の変化を捕捉する指標を用いた基準を
検討するべきである．

６　おわりに
本稿では市街地の変化をできる限り簡便に，かつ，安
価に定量的に捕捉する手法について検討した．利用する
データについても併せて検討を行い，おおむね整合してい
ることが示された．本稿で提案する予備調査の有効性を表
しているものと考える．
本稿と同様の検討は，他の道府県においても比較的容

易に実施できる．地域的な特性を反映させた基礎調査の実

施間隔についての検討を行う際の基礎資料として重要であ
ろう．
また本稿の検討の範囲から外れるが，人口や世帯も広義
の意味において市街地の変化に関する重要な要素である．
これら指標についても，できる限り簡便かつ安価に定量的
に人口・世帯変化を評価する手法の検討が必要である．
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【注】
（１）第53回東京都統計年鑑による2002年1月1日現在の固定資産

課税台帳の町田市および小金井市の種類別非木造家屋の総数の床
面積は項目別の床面積の合計と大きく異なる．誤りと考えられる
ので本稿のケーススタディの対象としない．

（２）市制の施行および合併により，本稿の検討の対象となる期間に
無くなった，あるいは，誕生した自治体は分析の対象としない．
具体的には

 　羽村町　→　羽村市（1991年）
 　秋川市+五日市町　→　あきる野市（1995年）
 　田無市＋保谷市　→　西東京市（2001年）
 である．
（３）本稿によって提案された手法による変化率の値は，市街地の建

築物が変化した割合を直接示すものではない．基礎自治体間の変
化率の比較や平均値との比較などに留めるべきであり，値そのも
のを用いて「市街地の x % が変化した」などの分析は誤りをまね
くおそれがある．
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図3　棟数・床面積の5年変化率
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