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1 序 三ム
百冊

日本が明治時代後半以降「富国強兵」政策によってヨーロッバの列強諸国に比肩するため

に，軍事侵略政策によって支配した海外植民地では，さまざまな都市開発事業が植民地経営の

一環として実施されていた。とうした植民地の都市計画は，植民地統治という強権を背景ic,

新しい都市政策の実験の場として，日本国内の都市計画政策よりも進んだ面を有していたと言

われ，都市計画史の観点からいくつかの研究が行なわれている。

日清戦争l乙勝利をおさめた日本が1895（明治28）年の日中下関条約によって清国から割譲し，

最初の植民地とした台湾においても，政治，経済，文化などが展開される場となる都市の基盤

整備や施設建設のための都市政策が強力に推進されていた。割譲当時，既に樟脳，砂糖，米，

* 1991年4月28受理， 1992年 1月28日（改稿）受理，植民地，台北，都市構造，都市図復原

料 名古屋工業大学社会開発工学科

＊＊＊ 岐阜工業高等専門学校建築学科

材料 名古屋工業大学社会開発工学科
材料＊ 名古屋工業大学社会開発工学科

(1）満列、ほおける都市計画については，石田頼房『近代都市計画の百年』，自治体研究所， 1987年；同『日

本近代都市計画史研究』， 柏書房， 1987年；越沢明『中国東北都市計画史』， 大佳出版社， 1986年；悶

『満州国の首都計画』，日本経済評論社， 1988年 ，同，『恰爾浜の都市計画， 1898-1945』，総和社， 1989

年：川上秀光 ・高山英華 ・日笠端 “満州の都市計画”， 日本建築学会編『近代日本建築学発達史』， 丸

善， 1972年，1073～1080頁，などが，また朝鮮における都市計画については，越沢明 “朝鮮半島におけ

る土地区画整理の成立起源”， 『日本都市計画学会学術研究論文集』，1986年， 115～120頁 ；鳥居捨蔵

“朝鮮の都市計画”，日本建築学会編「近代日本建築学発達史』，丸善， 1972年， 1066～1073頁，などが

主要な研究に挙げられる。
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甘藷，茶，石炭，硫黄などの資源、に恵まれ，また南洋諸島lζ近く交通の要として南方政策上重

要な地理的位置にあった台湾を， 「農業台湾 ・工業日本」という発展政策の枠組みの中で，典

型的な植民地経済システムに組み入れ，日本lζ農産物や農産加工品を供給し，逆lζ 日本の工業

製品を消費する経済的役割を演じさせるととを基本とする植民地経営政策が台湾総督府によっ

て行なわれた。すなわち，人口調査，理蕃政策，土地調査と所有権の確定，砂糖をはじめとす

る農業生産振興，阿片 ・樟脳などの専売ととれによる財政基盤の確立，幣制改革と度量衡の統

一，交通運輸施設の整備，教育制度の確立，などの植民地経営政策が総督府によって実施され

たのであり，都市開発政策もその重要な一翼を担っていた。

とうした台湾の植民地時代都市計画の変遷と内容については，当時の統治者の立場から論じ

た論述のほかに，近年では中村網，黄秋月，黄世孟による研究が行なわれている。特K，清朝

末以降台湾全島の政治，経済，文化の中心となってきた台北については，清朝期の都市発展の

様相について先住民と移入拓墾漢民族の集落分布の観点から考究 した筆者らの報告のほか，清

朝末期の台湾巡撫，劉銘停による都市近代化政策を論じた朱昌品），植民地時代Kついて公共事

業を中心とした都市建設の経緯を整理した朱寓皇都市形態の変容過程を考察した陳朝五計

画法制史の観点から越沢明，歴史的な都市発展を概観した郭中端や都市政策を通史的に要約 し

た台北市誌還など、の論述 ・研究があ2。乙れらは主に都市発展や都市計画の内容，特徴を論考

(2）今村義夫「台湾の都市と農村問題』，自家本， 1925年 ；早川透“台湾K於ける都市計画の過去及将来’：
『区画整理』，第3巻4号， 1937年， 27～48頁；小川長吉 “台湾都市計画令の特色”， 『区画整理J，第3

巻4号， 1937年， 69～75頁 ；中村網 “台湾都市の特殊性と都市計画”，『台湾経済援書』，1940年，239～
275頁。

(3）中村網 “台湾の都市計画ぺ 日本建築学会編 『近代日本建築学発達史』，丸善，1972年， 1063～1066頁
；黄秋月 “台湾における都市整備と建設事業の近代化ぺ 村松伸 ・西津泰彦編著 『東アジアの近代建
築J，村松貞次郎先生退官記念会， 1985年，21～46頁；黄世孟 “自主義時期台湾都市計画政経脈絡及歴程
分期之探討”， 『規制堅報』，第14期， 1987年， l～15頁；同 “A STUDY ON CHARACTERISTICS 

OF CITY PLANNING IN TAIWAN DURING THE JAPANESE COLONIAL ERA (1895 

1945）＂，『The3rd Inter且atio且alPlanning History Conference』， 1988年 ；問『台湾都市計画史年表

(A. D. 1895-1945）』，台湾大学土木工程研究所都市計画研究室， 1988年。
(4）黄武遥 ・小川英明 ・山根正彦 ・内藤昌 “清朝以前台北市域の集落分布と 市街形成”， 『日本都市計画
学会学術研究論文集J.1990年， 481～486頁。

(5）朱昌l峻“劉銘侍与台湾近代化”， 『台北文献』，第6期， 1963年，725～740頁。
(6）朱寓里『台北市都市建設史稿』，台北市工務局， 1954年。
(7）陳朝興『西元1945年以前台北市城市形式縛化研究j，国立台湾大学土木工程翠研究所碩士論文， 1984年。
(8）越沢明 “台北の都市計画， 1895～1945年一日本統治期台湾の都市計画ぺ 『第7回日本土木史研究発
表会論文集』， 1987年， 121～132頁。

(9）郭中端 “淡水i河が生み育てた港町一一台北 ・淡水”，加藤祐三編『アジアの都市と建築J，鹿島出版

会， 1986年‘143～165頁。
側台北市役所『台北市十年誌J，台北市役所， 1930年；田中一二 『台北市史』，台湾通信社，1931年，山
村光尊『台北市政二十年史』，台北市役所， 1940年 ；黄得時他『台北市誌稿』，台北市文献会，1961年 ；
王閤藩他『台北市志』，台北市文献会，1966年，などがある。

ω そのほかの台湾主要都市における都市計画のうち，台南については泡勝雄 “台南市都市計画志”，『台
湾文献J,1979年；堀込憲二 “台湾都市発展の縮図一一台南 ・台中”， 加藤祐三編『アジアの都市と建
築』，鹿島出版会， 1986年，131～142頁，高雄Kついては，桑名次郎“高雄市都市計画概観ぺ 『区画整
理』，第3巻4号， 1937年， 57～63頁 ，黄世孟 “近代都市規制理論的実験場 ・高雄’L 『建築飾雑誌J,

1987年12月， 53～57頁，が主な論考である。
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。2
したもので，植民地時代の台北が， 1900年， 1905年， 1932年の三つの「市区計画」によって形

um 
成され，乙の都市計画の系譜が1936年の「台湾都市計画令」に結実した乙とを報告している。

しかし，上記の先行研究は，台北が実際にどのような発展過程を辿ったかを実証的に検討す

るまでKは至っておらず，それ故，実際の都市が内包する都市問題の解決や植民地経営の推進

のための課題がいかに都市計画に取り込まれたか，またその都市計画が実際の都市構造をいか

に改変していったかを論じてはいない。本研究は，ζ うした先行研究や市誌類が明らかにして

いる植民地時代台湾の都市計画の変遷と都市構造の具体的発展との相互関係を考究するため

に，総督府が置かれた台北市を取り上げ，当該時期の地図や史料から台北都市図を復原し，そ

の都市構造の変容過程を土地利用と道路網の観点から定量的に分析しようとするものである。

2 都市図復原方法と都市構造の分析指標

台北の都市構造の変化を，土地利用と道路網の構造変化として，すなわち，二次元的空間の

広がりをもって展開される都市の発展を，種々の都市活動が行なわれる地域的領域とそれらを

結ぶ交通勤線である道路という側面から分析 ・考察するために，台北市の都市発達の様相を表

わす都市図を種々の史料を用いて復原する方法およびとれを定量的に分析するいくつかの指標

を示す。

2- 1 都市図復原の方法

(1) 都市図復原史料

上記問題意識より ，日本および台湾の関係全機関の調査を通じて，1945年の日本統治終了以

前までの台北に関する都市図 142本を収集 した。 ζれらの地図は，その図法（略図，実測図，鳥

！敵図など），表現 （墨書，有彩色），種類（海図，軍用地形図，市街図，都市計画図，工場・墓地分布図な

り によって， それぞれが異なった精度で集落の位置，市街地の大略，主要施設の分布，主要

道路を示しており，詳細な土地利用区分の表現がなく，都市図復原には不十分なものである。

そ乙で，乙うした地図を補足し，各種施設の種別，位置，建設年代，敷地などを地図上で確

定するための史料として，台北lと関する著書 101冊，統計書37種，論文65編の文書史料を収集

した。乙のう ち統計史料は都市図復原に最も有用な史料として，台北市全域にわたる人口， 産

業，貿易，労働，交通，土地，自然などの統計データのほかに，個別事業所や官公施設の名

自由 1900 （明治33）年8月23日，台北豚告示第64号， 1905（明治38）年10月7日，台北庁告示第200号，
1932 （昭和7）年3月7日，台北州告示第54号で，それぞれの市区計画が公布されている。なお，台湾
における最初の市区計聞は台中で1900年1月6日iζ公示されており，台北はとれに次いで市区計画を公
布した二番目の都市である。

同 1936 （昭和11）年8月27日，律令第2号。なお「台湾都市計図令施行規則」は同年11月20日，府令第
109号で公布され，翌年4月1日より施行されている (1937年2月25日，府令第37号）。 ζの内容につい

ては，越沢明，前掲論文（注 8 ） ；小川断吉，前掲論文（注 2 ） ；小川 Jli~吉編『台湾都市計画講習録』， 台
湾総督府， 1937年， IC言平しい。
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表－ 1 復原地図史料（その 1) 

記号 資料名 年代 縮 尺 型 式 1去 亙日 所 ｝設 資料1原・作者備考

②ー1 台北 1895 1/20. 000 版本・墨書 422× 316 国会図書館 陸地調lj量音II・臨時測図音｜；

実jElj図

①② 台北及大稲t~ ・ 1895 1/4,00D l坂本・墨書 805× 560 林寓｛専 台湾総督府製図音｜；

艦仰略図 実関lj図

②－2 台北大稲埋・伝 1897 1/8, 000 版本・墨書 227 x 318 台北市文献会 台北市志・沿革志

市甲平面図 (l/14. 560) 実現lj図 王園E番

②－3 台北大稲堤市街 1897 l/5.00D 版本・彩色 484× 344 林宗敏 I台北市都市建設史稿 ・朱

図 (l/8. 525) 実問ljj2g 高里

2原図に「五千分之ー」と記

載あ り 実物は縮小した

もの

②－4 台北大稲m孟仰 1897 1/5,000 版本 ・彩色 422× 598 台湾国立中央図 三間七兵衛印刷

平面図 実視lj図 台湾分館 （巻子本）

②－5 清代台北図 1897 (l/23守000) 版本・彩色 169× 113 台湾省文献会 中国歴史地理（下冊） (1984) 

略図 ・中国文化大学

③一1 台湾壁図原図 1904 l/20, 000 版本・墨書 1490×1030 台湾省建設庁 l台湾総督府臨時土地調査

（台北地区） 実現I）図 局

2台北24、25号？宜蘭21号合

｛井図．図内一部手絵彩色

③－2 台北 1905 (l/22.600) ）坂本・墨書 230X 130 国会図告白富 I「訂正再刻・台湾詳密地

実祖I）図 図」 （740×515）内部分図

－後藤常太郎

2原図 scale未表示

①－3 台北 1908 1/50, 000 版本 ・彩色 (87 X65) 史料編纂所 1「最新台湾北部」 （330x 

実測図 470）内部分図，雄文館 ・

安藤力之助

2「台北」部分図法量は写真

scaleに基いて推算， 1047

. 02-23 

③ 台北三市街全図 1908 1/12. 000 l坂本 ・彩色 342X 236 内閣文庫 台北庁志便覧 ・台北庁，台

実i則図 湾日日新報社出版， 35213 

③－4 飛行機スケァチ 1911 (1/3, 800) 版本 ・墨書 542× 787 内閣文庫 1厳橋章山 ・台湾日日新報

最新台北市街，鳥 実測図 社出版

回全図 2部分図あり，原図 scale

未表示。 ］ヨ292-134

④ 台北市地図 1920 (l/10.000) 版本 ・墨書 488× 356 台北市文献会 1.台北市十年誌台北市役

（大正 9年市市Jj 実ifllj図 所

施行当時） 2.台北市志・政帝I）志・王閣議

④－1 台北市新地図 1922 (l/20.000) 版本 ・彩色 250× 755 台湾国立中央図 1新高堂編輯部出版（巻子

実視lj図 台湾分館 本） ' 0746 39 

2.N-SとW Eのscale不一

王土、 W-Sf！ヲ1/25,000

④－2 台北市街平面図 1924 1/6守口00 版本 ・墨書 1770×1470 台湾省建設庁 表紙図名「台北市公共工場

実探lj図 建築一覧図」，図内局部手

絵彩色（折本）
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④ 3 台北市街図 1924 1/10,000 版本 ・複写 475× 342 名古屋中央図 台湾鉄道旅行案内 ・台湾総

実iP.!J図 督府鉄道部

③－4 台北東部 1925 1/25,000 版本 ・墨蛮 389× 526 台湾省建設庁 大日本帝国陸地測量部

（仮製版） 実iRll図

④ー5 台北西部 1925 1/25 ,000 版本・墨書 389× 526 台湾省建設庁 大日本帝国陸地測量部

（仮製版） 実ifllj図

④－6 台北東部 1926 1/25 ,000 版本 ・墨書 520× 390 国会図書館 大日本帝国陵地測量部

実現lj図

④一7 （現在）台北市地 1926 1/10,000 版本・彩色 730×480 林高｛専 台湾日日新報社 ・石原幸作

図 頃 実測図

③ 8 台北市街図 1927 1/13,000 版本・墨＼＇！，；＇ 683× 486 国会図書館 新高堂書店・新高堂編輯昔日

実測図

④ 9 台北市地図 1927 1/10,000 版本 ・彩色 720X 485 台湾省建設庁 台北市役所

実i川区l

④ 台北市基地配置 1928 1/10,000 l坂本・墨書 960× 960 台湾省建設庁 台湾総督府内務局

10 図 笑測図

④ 台北市地図 1929 1/10,008 版本・墨書 740× 500 台湾国立中央図 台北市案内 ・台北市役所

ー11 実測図 台湾分館

⑤ーl 台北市地図 1930 1/10,000 版本・墨詣 740× 500 台湾国立中央図 台北市案内・台北市役所

実ifllj図 台湾分館

⑤－2 台北市図 1932 1/25, 000 版本・墨書 358×470 国会図書館 台北市役所・台北州告示54

実7日l図 号

③－3 台北市区計画街 1932 1/25, 000 l坂本・墨書 182X 252 台湾省建設庁

路及公園図 実測図

⑤－4 台北市街図 1932 1/13,000 版本・彩色 690×485 台湾国立中央図 新高堂編輯部（巻子本）

実1即l図 台湾分館 0746 53 

⑤－5 台北市区計画街 1932 1/10,000 版本・彩色 1040×1040 台北市文献会 台湾案内社 ・中島新一郎

路並公園図 実測図

⑤ 6 台北市街図 1933 1/10, 000 版本・墨書 805× 610 台湾省建設庁 図内の「凡例」は「昭和 8年

以後 実iRIJ図 1月告示計画街路」がある

⑤ 大台北鳥服図 1935 （無） 版本・彩色 445× 752 台北市文献会 大久保四郎

絵図

⑤ 7 台北市区計画街 1936 1/10,000 l坂本 ・彩色 1040× 745 台湾国立中央図 台湾日日新報社支配人・長

路及公園図改正 実iRIJ図 台湾分館 谷理教（巻子本）, 0746-110 

台北市全図

⑤－8 最新調査・台北 1937 1/14, 500 版本・彩色 725× 51 台北市文献会 杉田英

市街図 実iRIJ図

⑤－9 台北市街図 1939 1/15 ,000 版本 ・彩色 632× 745 台北市文献会 栗田商行

実ifllj図

⑤ 台北市都市計画 1939 1/10,000 版本 ・墨書 1050×1290 台湾省建設庁 昭和16年11月 5日総内2341

10 変更図 実関lj図 号決定図

⑤ 台北市都市計画 1939 1/6,000 版本 ・彩色 1730×2050 台湾省建設庁 （総督府）内務局土木課

ーl1 図 実ifllj図

⑤ 台北飛行場位置 1940 1/25,000 版本・複写 271×418 台湾国立中央図 青；焼図， 0746131 

-12 平面図 実視I）図 台湾分館
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表－ 2 土地利用用途区分

用途区域 土 地 利 用

官公施設 総督官邸、行政機関、社会教育機関、公立病院、公会堂、学校、博物館 ・美術館、台

湾銀行、監獄、煙草 ・酒専売局、警察 ・消防 ・警察訓練学校、電報 ・電話 ・郵便局、

瓦斯 ・電力会社、廃棄物処理場、水道水源地 ・下水処理場、官舎招待所

公園 ・運動施設 公園 ・緑地、植物園 ・動物園、広場、ゴルフ ・テニス ・競罵場、 運動場 ・競技場 ・体

育館 ・武道場、海水浴場施設、プール

軍 事 施 設 兵営 ・練兵場 ・射撃場 ・砲台、軍空港、軍事学校 ・軍医院

公務 員 宿 舎 公務員宿舎、国営事業職員宿舎

箪 人 宿 舎 軍司令官邸、軍将校官舎

一 般住宅 一般住宅、 一般住宅庭園

商 業 商店、市場、事務所、民営銀行、劇場、酒屋 ・食堂、ホテル、新聞社、デパート

工 業 工場、屠殺場

交 通 施設 鉄道駅 ・事務所 ・倉庫、インタ ー、港、空港、パス車庫、全台鉄路商務総局

宗 教 施 設 神社 ・仏閣、教会、家腐 ・桐堂、墓地

ニプz巳－ 地 空地、農地、農業試験場 ・苗圏、河川 ・沼沢地、塩田、養魚、池

称， 種別，位置，規模，建設年代などの記載があり， ζれらを地区別， 年代別に区別 ・整理

し，当時の地名と対照させるととによ って土地利用が判定できる内容を具備していると考えら

れる。

(2) 復原年代

台北都市復原の年代は以下の 5期とした。

第 I期 1877 （明治10）年＝清朝統治末期

清朝によって台北府が設置 (1874年） された時期であり ， 商業活動の中心が艦脚（Moungar,

現寓筆） から大稲埋 （Tataochen，現大同区）へ移り，市街化も乙の地区で活発化している。台北

城の建設や劉銘停による都市近代化政策に先行する清朝の伝統的な都市構造を有する。

第E期： 1895 （明治28）年＝植民統治直前期

台湾を統治した総督府が都市事業を実施する直前の時期として，後の市区計画が改造の手を

加えていく基礎となる。

第E期： 1907 （明治40）年＝植民統治前期

1900年および 1905年の市区計画の公布によって，脆柳，大稲士呈，域内（Chengnei）の旧三市

街に本格的な都市計画事業が実施され始めた時期である。

第IV期 1921 （大正10）年＝植民統治中期
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1905年の市区計画から16年を経て，皿期よりも一層の都市計画事業の進捗が予想される時期

である。

第V期 1935 （昭和10）年＝植民統治後期

1932年の市区計画は，都市発展の余地を未開拓の東部地区IC求めたものであったが，都市計

画域の一挙の拡大のための都市整備事業が実施され始めた時期である。

以上のように，復原年代は，1900年，1905年， 1932年の三つの市区計画の公布からある時間

を経て，計画事業の実施によって具体的な都市変化が認められるとと，各復原年代聞の 長さ

がほぼ均等になるとと，を考慮して選定している。なお， V期以降の植民地末期は日華事変

(1937）や太平洋戦争（1941）により都市建設がほとんど停滞したため，復原の対象としていな

し） 0

(3）復元基準図 ・参考図

都市図復原にあたっては， 収集地図から復原年代の「基準図」および「参考図」を選定し

た。と ζ 』ζ基準図は当該年代の復原図の元図とする地図，参考図は基準図の記載を補充，補正

する地図であり，地図制作年が復原年代lζ近いもの，比例尺の大きいもの，地図内容が詳細で

精度の高いと判断されるものを選出した。各復原年代の基準図，参考図を表一 1Iζ示した。な

お，I期の復原基準図は，当該年代の実測図が存在しないため， E期基準図を用い，後述の関

係史料との照合によって復原を行なう。

(4) 土地利用用途区分

土地利用の用途区分を表一 2のように分類し，乙れに従って各地域の用途を判定する。しか

し，官公庁や軍事施設，交通施設のように比較的面積の大きな用途は地図にも記載があるが，

商業，住宅，手工業などについては地図IC記載が無いうえに，用途併用施設や異種用途の混在

などが当時の都市様態の特徴でもあり，その判定は容易ではない。 ζ うした状況を考慮し，本

論では次のような判定方法と表－ 31ζ示す判定依拠主要文献によって用途区域を判定した。

①官公施設，公園 ・運動施設，軍事施設，交通施設，宗教施設などは，地図に記載された位

置，大きさを当該区域と定めた。また公務員宿舎および軍人宿舎は文献の記録と地図との対比

によって判定した。

②商住工の個別建築，個別敷地毎の用途判定は一部の例外を除き極めて困難であるため，あ

る程度の大きさの街区についてその主たる用途を，商工業の名称，住所，設立年月日などを明

記した表－ 3の史料から復原年代毎K整理 ・集計して用途区域を判定した。なお，台湾の伝統

的な商住工の用途併用施設は商業として分類した。

③地図の年代と復原年代で時間的ずれのあるものは， 文献の記載および復原前後の地図を参

考lとして判断した。

(5）道路

道路についても， 主要幹線道路は地図K示されているが，地図によって道路の記載程度が異
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表－ 3 復原文書史 料

年 書 名 編 著 者 記 載 内 何全‘ヨ？「

1 1907 台湾総督府事務成績提要 台湾総督府 公共建築物の建設年月、所在地、および工費

1935 (17, 18, 78号）

2 1922 台北市町名改正案内 橋本白水 戸別訪問による台北市内各町の丁目別商店、官庁、

学校、宿舎、官舎、軍施設、一般住宅などの名称、

3 1923 台北州要覧（ー） 台北州、｜役所 学校、病院などの公共施設および主な商工業施設

の設立年月、所在地、資本額等

4 1926 台北市案内（一）（二） 台北市役所 総督府、神社、博物館、図書館、聾唖学校、郵便

1928 局、小売市場、卸売市場、家畜市場、台湾軍司令

部、公園、台北橋、瓦斯会社、などの建設年月と

その所在地

5 1928 台北市六十余町案内 荒川久 各町毎の実地調査（1928年11月まで）を町別、業種

別に整理し、商店、官庁、学校、宿舎、 官舎、軍

施設などを記録

6 1928 台湾 浜回横之助 学校施設の設立年月を記す

7 1929 台湾工場通覧 台湾総督府殖 台湾全鳥の州庁別工場記録。工場名、所在地、主

産局工商謀 要事業、所有者、事業開始年月、職工数、原動機

種類 ・馬力数を記載

8 1930 台北市十年誌 台北市役所 学校、社会救済施設などの公共施設物の設立年月

と所在地を記録

9 1930 島都評判記（ー）（二）（三） 荒川 久 各種商工業の最も詳細な登記関係資料

10 1931 台北市史 台湾通信社 学校施設、官庁施設の設立年月、所在地、沿革概

要を記す。他に住宅状況、商業施設（商店、会社、

組合）分布、工場分布、産業概況、都市計画につ

いても記す

11 1935 台湾年鑑（＃23,24) 台湾通信社 資本金50万円以上の会社一覧とその設立年月 、代

表者、所在地、種別を記す。 また神社、寺院、↑専

物館、鉄橋などの建設記録をも示す

12 1935 台湾事情（39号） 台湾総督府 台北刑務所、他物園の建設年月およびその沿革。

市区改正の概要を併記

13 1936 台北市に於ける中間層俸 台北市社会談 月収50円以上250円未満の俸給生活者の住宅現況

給生活者住宅調査 －台北市社会 調査報告書で、住宅の分布、構造、様式、庭園の

事業助成会 記録を示す

14 1936 工場名簿 台湾総督府殖 台湾全鳥のナト｜別工場記録。工場名、所在地、工場

産局 主氏名、主要生産品、職工数、事業開始年月を記載

15 1936 台北市商工人名録 台北市役所 納税額10円以上の物品販売業、特殊商工業などの

厳密な調査記録を示す

16 1939 台北市土木要覧 台北市役所 道路建設の年度、工事名、延長、幅員、面積、 工

1942 事費の記録の他に、建築敷地造成事業、橋梁、下

水道、土地区画整理事業、公園 ・緑地、街路樹、

苗園、擁壁・堤防などの都市公共施設の建設記録

の一覧表
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17 1939 台北市概況（ー）（二） 台北市役所 産業統計、 土木事業記録、建築工事記録、市財政

1942 記録などを記す

18 1940 台北市政二十年史 山村光尊 市区改正 ・都市計画、都市計画事業に関する詳細

な記録、各種公共建築物についての私有財産明細

蓄を付す

19 1942 台北市統計書 台北市役所 台北市主管業務、官営・民営会社、諸団体 ・組合、

各種市場の設立年月、所在地、資本額等を明記

20 1953 B孟仰沿革宏、 ！琴 I英臣

「台北文物」 2巻 1期

21 1953 大稲tfil発展史 黄 得H寺

「台北文物」 2巻 l期

22 1953 大龍自同之沿革 黄 得H寺

「台北文物」 2巻 2期
各地区毎の市街発展の沿革を記す

23 1953 城内的沿革和台北城 黄 得H寺

「台北文物」 2巻4期

24 1953 日据時期城内市街建設 蘇 省 行

「台北文物」 2巻4期

25 1954 松山地区的沿革 黄 得H寺

「台北文物」 3巻 l期

26 1953 組曲甲者老座談会 台北市文献会

「台北文物」 2巻 l期

27 1953 大龍自問者宿座談会 台北市文献会

「台北文物」 2巻 2期

28 1953 大稲士望者宿座談会 台北市文献会 各地区の清朝生まれの老齢者による旧来市街化状

「台北文物」 2巻 3期 況に関する座談会記録

29 1953 城内及附郊者宿座談会 台北市文献会

「台北文物」2巻4期

30 1954 錫白書寄宿座談会 台北市文献会

「台北文物」 3巻 l期

31 1954 台北市都市建設史稿 朱万里 清朝から1935年までの公共施設建設に関する記録

32 1966 台北市志 王国瑠等 恒例1、大稲士室等の市街地形成概要、清朝 ・植民地

時代の公共施設および宗教施設の建設記録

33 1985 台北市街史 賞叔i青 街路のj青草月期の名称、と植民地時代の道路の建設記

~fl< 
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なっている。そのため，復原図の道路は，原則的lζ基準図lζ記載されている道路とし，乙れ以

外の道路が参考図lζ認められる場合には，ζれらも復原道路の一部とした。

(6) 都市域

都市的土地利用の変容過程によって都市構造を分析する目的から，都市域を行政区域ではな

く，連続した市街地によって形成される空間領域とし，散在する農村集落は都市域外とした。

しかし，実際の市街地は必ずしも連続，一体的K発展していないため，主要道路を包絡線とす

る範囲を都市域とした。従って，乙の内部に存在する空き地や農地は都市域lζ合まれる。なお

V期については， 1932年の市区計画が明確に打ち出した市域拡大によって台北市の都市発展が

東部地区へ誘導されていった ζ とから，都市域を計画区域と等しく定めた。

(7) 復原図の作成

以上のような復原方法に従い，台北市の都市図を各復原期毎lζ縮尺1/10,000で作成する。な

お，基準図，参考図は当時の最高精度の測量技術をも って描かれたものであるが，道路の位置

関係が明らかに合致しないなど，地図聞に若干の不整合さが認められるため，現在最も精度の
ω 

高い地図と思われる1987年の航空測量図によって位置補正を行なった。

2-2 都市構造の分析指標

本研究では以下のような指標を用いて台北市の都市構造を分析した。

(1) 土地利用構造指標

面積各用途区域毎の面積（km2）。その総和を都市面積とする。

面積率。都市面積に対する各用途区域面積の比率 （必j。

利用重心．同ーの用途区域がさまざまな形状の区域として都市内に散在している場合，それぞ

れの区域についての利用面積が幾何学的重心IC:集中しているとみな し，それらの総重心を計

算して，乙れを当該用途区域の利用重心とした。同様に，都市全域についても利用重心を計

測する。

(2) 道路網構造指標

道路長 ・各用途区域内における道路長さの総計（km）。異なる用途区域の境界上にある道路に

ついては，両用途区域の道路長にそれぞれ加算した。従って，実際の道路総延長と本指標に

よる総道路長とは一致しない。

道路密度 。各用途区域毎の単位面積当りの道路長 （km/km2）。

道路方向 ：それぞれの道路の方向を16方位に分類してその道路長を方位毎に合計し，最大道路

長方向の道路長を 1とした場合の各方位道路長の割合を「道路ベクトル比」と定義し，道路

ベクトル図に表わす。乙の道路指標は用途区域毎には算出せず，都市全体についてのみ求め

(14) 台湾省林務局 ・農林航空測量所による1987年航空測量図（縮尺1/5,000）。
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た。また道路が各方向へ均等に広がった状態の道路ベクトル図面積K対する実際の道路ベク

トル図面積の百分比を「道路ベクト ル率」 として定義する。

差路数道路が交差する差路の数 （偲）。差路はO差路， 1差路， 2差路， 3差路，4差路， 5

差路の6種に分類した。乙乙 iζO差路は袋小路と行き止まり道路， 1差路は都市域境界線と

道路の交点， 2差路は道路の屈曲点， 3差路はT字形交差点， 4差路は十字交差点， 5差路

は大字形差路である。なお，道路の場合と同様に， 差路が複数の用途区域の境界上に存在す
11回

る場合は当該差路がそれぞれの用途区域に供するものと考え， 各々の区域に重複計数した。

差路密度 ．各用途区域毎の単位面積当りの差路数（個／km2)0

以上の指標による復原図分析には， バーソナルコン ピュ ータおよびデジタ イザーを用いたオ
日明

リジナル分析プログラ ムを使用した。デジタイザーのポイント読み取り誤差は 士1.0mmであ

るが， 復原図の縮尺が1/10,000である ζ とから，測定誤差を考慮した分析数値の有効桁数を面

積で、小数点第 3桁，長さで小数点第 2桁までとした。

3 都市構造の分析結果

上述の復原方法lζ従って作成した台北都市復原図について，市街化の進展状況を示す都市全

体図を図－ lK，土地利用区分を表わす部分図（西門町付近）を図ー 2R：示す。全体図からは続

脚，大稲垣にのみ認められた初期の市街地が，時代を経る に従って；域内地区，城東，城南地区

へ進展してい く趨勢が明かであるが，土地利用部分図か らは自然発生的な道路網が次第に格子

状道路網へ整備されていくとともに，土地利用用途の発生，拡大，転用が相当の速度と規模で

進行していたζ とが認められる。乙うした都市の大局的変化と局所的変化を同時に把握し，都

市構造の変容過程を分析するために，先の分析指標を適用した結果を示し，考察を加える。

3 1 土地利用構造の分析結果

土地利用用途区域，復原期毎の面積，面積率を表－ 4および図－ 3'c示す。各期とも空地地

(15) 以下の式により定義される。

L; {sin（π／8) X Rn X Rn+l÷2 

道路ベクトノレ率＝竺士
!¥.MAX λ ＞Ill ¥I' I口j一白人 iu

但し R,,R2, . , Rnは16方位毎の道路総延長，RMAXはそのうちの最大値で，R10+1=Rlある。 定
義より明らかなように， 直交格子型道路網の場合はζの道路ベクトノレ率は低くなり，逆IC::道路方向が多
様な迷路的構造を有する場合には高い値となる。

(16) 同様の差路構造を分析した研究としてー大野耕嗣 “武家地における道路計画について’＼『日本建築学
会大会学術講演梗概集』，1970年， 783～784頁 ；篠原一男他 “城下町の形態研究(I）”， 『日本建築学会
大会学術講演梗概集.I. 1973年， 1573～1574頁 ；同「城下町の形態研究（Il）」， 『日本建築学会大会学術
講演梗概集』， 1975年，1457～1460頁 ；湯浅耕三 “正保城絵図による城下町の道路の交差形態と交差点
密度に関する考察’＼『都市計画』， 1991年，89～99頁， がある。本論で用いている差路指標は湯浅（1991)

IC::準じている。
(I司使用機種はノfソコン ：NEC社製Pc 9801 v X，デジタイザー ロジテッ ク社製MYPAD-A3

である。
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N
j
米

」出ーー出」

In.月（1877) I期 （1895)

図－ 1 復原市街化区域の変遷（その 1)
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＼ 

¥iii 

E期（ゆ07)

図－ 1 復原市街化区域の変遜（その 2)
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キV
ホ

N期 （1921)

図－ 1 復原市街化域の変遷（その 3)
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図－ 1 復原市街化域の変遷（その 4)
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技術と文明 8巻 l号（64)

I 期（1877) E期（1895) E期（191'.〕7)

N期（1921) V期（1935)

図 官公施設区域

図 公園・運動蹴

図 軍人宿舎区域

図 一般住宅区域

圏 交通施設区域

園 宗教施設区域

回 軍事施設区域

因 公務員宿舎区域

白 商業 区域

図 工業区減

口空 地 信Tず' 

図－ 2 復原土地利用図（部分 ：西門町付近）
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。 5 10 

I期（1877)

E期（1895)

E期（19J7) 

w期（1921)

V期（1935)

(a ）実面積（空地除く）

官公施設区域

公園・運動施設区域

軍事施設区域

公務員宿舎区域

軍人宿舎区域

一般住宅区域

商 業区域

工業区域

交通施設区域

宗教施設区域

。

( b）面積率（空地除く）

図－ 3 土地利用面積の変化

（凶）

圃 官公施設区域

協 公園・運動施設区域

E国軍事施設区域

~ 公務員宿舎区域

阻軍人宿舎区域

由理 一般住宅区域

医習 商業区域

医週 工業区域

Eヨ 交通施設区域

医雪 宗教施設区域

（%） 
60 

圃圃 I期（1877)

~ E期（1895)

CJ］［ 期（1907)

~ N期（1921)

• v期（ 1935 )

区がかなりの面積を占めており，特に1935年では乙れが著しく大きいため，空地を合めた結果

と空地を除外した場合の結果を併記した。

(1) 都市面積の変化

都市総面積は I期からIV期までほぼ 4km2毎の面積増となっており，着実に都市化域が増加

しているが， V期では市区拡大に伴って激増している。しかし空地を除外してみると，復原全

期を通じでほぼ 2倍ずつの増加傾向を示している乙とが認められる。 復原間隔がほぼ等 しい

（最大18年，最小12年，平均14.5年）ととを考慮すると，台北の都市面積の増加率がほぼ一定であ

った乙とが分かる。
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技術と文明 8巻 1号（66)

表－ 4 土地利用面積の経年変化

(a）実面積

指標 実 面 積（knl)

用途区域 1877 1895 1907 1921 1935 

官公施設 区域 0.017 0.173 0.690 1.397 1.629 

公園 ・運動施設区域 0.003 0.005 0.164 0.304 0.528 

軍事施設区域 0.002 0.491 0.698 0.809 2. 913 

公務員宿舎区域 0.000 0.009 0.306 0.664 1.479 

軍人宿舎区域 0.000 0.000 0.004 0.037 0.006 

一般住宅区域 0.427 0.545 0.959 1.978 3.681 

商 業 区 域 0.341 0.574 0.712 1.156 1.493 

工 業 区 域 0.027 0.052 0.049 0.238 0.683 

交通施設区域 0.003 0.039 0.158 0.294 0.548 

宗 教施設区域 0.069 0.118 0.157 0.183 0.966 

ニクEt 地 区 域 0.121 2.443 4.930 5.178 47.404 

都市域面積 1.010 4.449 8.827 12.238 61. 330 

空地除外面積 0.889 2.006 3.897 7.060 13.926 

( b）面積率

指標 面 干童 率 （空地除く） （%）

用途区域 1877 1895 1907 1921 1935 

官公施設区域 1. 9 8.6 17.7 19.8 11. 7 

公園 ・運動施設区域 0.3 0.2 4.2 4.3 3.8 

箪事施設区域 0.2 24.5 17.9 11.5 20.9 

公務員宿舎区域 0.0 0.4 7.9 9.4 10.6 

軍人宿舎区域 0.0 0.0 0.1 0.5 。。
一 般住宅区域 48.0 27.2 24.6 28.0 26.4 

商 業 区 域 38.4 28.6 18.3 16.4 10.7 

工 業 区 域 3.0 2.6 1.3 3.4 4.9 

交通施設区域 0.3 1. 9 4.1 4.2 3.9 

宗教施設区域 7.8 5.9 4.0 2.6 6.9 

,g 、 言十 lCJ .0 100目。100.0 100.0 100.0 

(2) 用途区域別面積の変化

官公施設区域，軍事施設区域，

公務員宿舎区域，一般住宅区域

の面積増加が著しい反面，面積

率では一般住宅区域と商業区域

の減少が目立っている。一般住

宅と商業区域が都市域の大半を

占めていた I期から，両区域の

相対比率が次第に減少し，その

他の多様な都市活動が展開され

ていった乙とが分かる。特lζ，

台北は台湾全島における政治，

軍事，産業の中心であったた

め，官公施設や軍事施設の建設

が盛んに行なわれ，その結果と

して官公施設区域，軍事施設区

域，公務員宿舎区域が都市の重

要な構成要素となり， V期では

空地を除いた全都市域の43.2~ぢ

の土地が官公，軍事関連として

利用されている。

(3) 利用重心の変化

各用途区域の面積重心の経年

的移動を都市図上で表わすと，

図－ 4となる。乙れより，都

市全体の土地利用重心は淡水

(Tanshui）河から内陸部へと次第に東進する一般的傾向が認められる。淡水河沿いに発達した

台北市は，乙の地形的障壁Kよって西方への発展を阻止されており，東方へ都市活動を発達せ

ざるをえなかったという地理的帰結を反映している。しかし，E期からIV期では南方へ大きく

移動している。乙れは城東，城南地域での都市化の著しい進展によるもので，新店（Hsintien)

渓に至る東南部の土地が都市化された ζの時期を経て， 1932年の市区計画は都市域を東部へ一

挙に拡大するととで新たな都市開発に対処しようとしたものと考えられる。

また，各土地利用用途については，用途区域の多くが I期に磁脚と大稲堰の境界付近lと利用

重心を有し，都市全体と同様にそれらの利用童心がほぼ東へ移動する傾向があるものの，重心
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洞

図－ 4 土地利用重心の移動
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官公施設 回目圃ー岡田

公閲巡動施設
軍事施設 園圃・・田ー

公務 fl宿舎
軍人宿舎 ー一気ーー

一般住宅

商業
工 業 園田・ X 園田

交通施設 田ー・圃ー

宗教施設

総合霊心

・ I期（1877)
O・ H期（1895)
O・ ］［期（1907)・ N期（1921)
O・・・・・・… V期（1935)



技術と文明 8巻 l号（68)

移動の距離や方向は不規則である。乙のうち特に際立って特徴的であるのは，官公施設区域，

軍事施設区域，住宅区域，商業区域である。官公施設は清朝期には猛抑iζ重心があったが，清

朝末期に建設された台北城lζ集中的iζ官公施設が移設，新設された乙とにより，その重心は城

内地区に移動し， IV期まで城内地区が官公施設の土地利用度の最も高い地区であった。乙の利

用重心は， V期になると，城内地区の開発余地の減少に伴い，用地取得のより容易であった城

東，城南地区へ移動している。また， 軍事施設は一般に広大な面積を有する施設が数少なく建

設されるため，その利用重心は施設建設に依存した大きな動きを示している。住宅関連地区の

うち，公務員宿舎区域の重心は，官公施設の移動変化とは一致せずに城内東南部から城東地区

へ移動しており，ζの地区でのかなりの規模の宿舎建設が継続的に行なわれた乙とが分かる。

軍人宿舎区域も軍事施設とは直接的関係が無いような重心移動が認められ，その動向はむしろ

公務員宿舎と類似している。乙れに対し，一般住宅区域の重心の移動は比較的小さく， 艦納1,

大稲堤，城内の三市街周辺でほぼ均等に住宅建設が行なわれたものと考えられる。 最後に，商

業区域は艦脚，大稲埋，域内の三つの都市核のほぼ中心に利用重心が留まっており，商業活動

が上記三地区に限定的lζ集積している乙とを示 している。

乙れらの結果より，商業や住宅のような施設は既存都市化地域の集積環境に依存して立地す

る都市活動であり，都市構造lζ大きな影響を与える ζ となく ，比較的小規模で散発的な開発が

都市全域で進行するのに対し， 大規模用地を必要とする官公， 公園 ・運動， 軍事， 工業， 交

通，宗教の各用途区域は，広大な土地が取得できる既存市街地の周縁部に立地する傾向をも

ち，それ故，乙れらの大規模開発は利用面積や利用重心の変化が大きく ，また都市構造lζ与え

る影響も大きいと考え られる。

3-2 道路構造の分析結果

都市復原図による道路の構造を前述の分析指標によって考察するが，前述の三つの市区計画

の道路計画が実際の道路構造にどのように反映されているかを検討するため，復原図と計画図

の道路構造を比較分析する。道路のような都市基盤は，住宅や店舗のよ うな民聞による開発対

象ではなく ，政府による公共事業として整備される都市の構造骨格であ り，ひとたび整備され

た道路は若干の拡幅や変更はあるものの， 後の道路構造の下敷となるからである。
自国

なお，市区計画道路はその幅員や構造が規定されており，本論では計画道路を幅員20m以上

の広幅員道路，幅員12m以上20m未満の中幅員道路，幅員12m未満の狭I幅員道路に分類して分

析を行なった。また，市区計画には用途地域 ・地区制の規定概念がないため，計画道路の長さ

と方向性（道路ベクトノレ）のみについて定量的分析を行い，復原図の道路分析と比較考察を行な

同 1900年市区計画では乙の幅員や構造に対する規定が不明であるが， 1905年市区計画では4'6' 8' 

10, 12, 15, 20間（日本の尺間法による）の7種類の幅員が定められていた。また1932年市区計画では
さらに細かな幅員規定があった。
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った。差路については，計画道路網が非常に粗く，復原図差路との比較があまり有意ではない

と思われるので，分析を行なっていない。

(1）道路長

市区計画における道路長の分析結果を表ー 5IC示す。 1900年の市区計画ではその計画領域が

台北城内lζ限定されていたため，総道路長は明らかに短いが，広幅員道路が未だ計画されてい

ないとと，中幅員道路と狭幅員道路の道路長がほぼ等しいととが認められる。 1905年の市区計

画になると，城壁取り壊し跡地に「三線道路」と呼ばれる広幅員の基幹道路が設けられ，四隅

にはロータリーが構想されているが，中1幅員道路の道路長が全道路長の509ぢを超えている乙と

から，との市区計画では台北旧三市街と城東，城南地区とを有機的に連結する中幅員の幹線道

路網の建設が主に意図されていたと恩われる。 1932年の市区計画では， 広幅員道路の延長が

158. 58同，割合が739ぢと， 他の幅員道路を圧倒して計画されている。乙れは計画区域を東方へ

大幅に拡大したため，既存道路の希薄な地域に直交格子型の広l幅員道路網を形成し，将来の道

路発展の骨格形成が構想されていた ζ とを示している。また中 ・狭幅員道路の長さが1905年に

比較して減少しているが，一部の道路が拡幅されたためと考えられる。

乙れに対し，復原図の道路網の分析 （表－6）からは，第ーに都市全域の道路長が各期間でほ

ぼ2倍の平均伸び率を示している乙とが認められる。市区計画道路長が4.8倍， 2.5倍と順次延

長されていったものの，そのうちの未敷設道路長（表－6最下欄IC「計画道路」として示す）が計

画延長の56.4勿 （IIIJ弱），33. 1% (1VJ1Jj), 51. 7% (V期）あり，道路整備がそれほど順調には進捗

していなかった ζ とを考え合わせると， 道路長の伸びは，計画基幹道路以外の地域内道路が細

かく発達した ζ と，土地利用分割が細かく進行し，ある道路が異種区域に同時に接する割合が

高まっ たとと，とれらの何れか，あるいはその双方の影響によるものと考えられる。 第二IC,

表－ 5 市区計画の計画道路長

w WNW NW NNW N NNE NE ENE 合計

20m以上 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12m以上20m未満 1.07 1.82 0.00 0.00 1.59 3.27 0.11 0.03 7.89 
1900 

12m未満 3.8{) 1.17 0.00 0.17 3.91 0.93 0.00 0.00 9.98 

~コ、 計 4.87 2.99 0.00 0.17 5.50 4.20 0.11 0.03 17.87 

20m以上 0.58 2.57 0.14 0.31 0.18 4.38 0.23 0.20 8.59 

12m以上20m未満 9.17 12.85 0.74 3.44 8.50 11.68 0.94 2.30 49.62 
1905 12m未満 5.56 4.74 0.01 2.32 8.29 4.31 1.26 1.20 27.69 

正＜＇コ、 言十 15.31 20.16 0.89 6.07 16.97 20.37 2.43 3.70 85.90 

20m以上 55.77 12.57 11.79 6.20 42.34 16.44 8.54 4. 93 158.58 

12m以上20m未満 4.62 5.85 0.73 1. 81 7.97 8.50 0.15 1. 97 31目60
1932 

12m未満 8. 52 4.54 0.91 0.52 6.52 2.67 0.79 1. 52 25. 99 

ぷ口>. 計 68.91 22.96 13.43 8目 53 56.83 27.61 9.48 8.42 216.17 

注）単位 ・km, W ：東西方向の百十蘭道路， NW・北西 南東方向の計画道路，以下これに準じる
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表 6 道路の変化

(a）道路長

指標 道 路 長（km)

用途区域 1877 1895 1907 1921 1935 

官公施設区域 0.50 2.25 11.50 14.53 36.71 
公園 ・運動施設区域 0.13 0.24 2.61 9.56 11.05 
軍事施設区域 0.00 3.87 5.90 4.34 21.89 
公務員宿舎区域 0.00 0.33 10.11 17.51 49.93 
軍人宿舎区域 0.00 0.00 0.07 0.68 0.41 
一般住宅区域 11.64 12.62 27.23 43.10 106.19 
商 業 区 域 7.97 14.13 21.05 26.86 42.82 
工 業 区 域 0.54 0.92 0.80 4.16 7 .11 
交通施設区域 0.00 0.44 2.07 3.48 6.50 
宗教施設区域 1.11 1.92 3.31 3.14 9.12 
二ク工bニ 地 区 域 2.29 16.01 43.69 60.47 141. 50 

者日 市 ノ止ヘニ、 域 19.67 40.77 95.53 141. 46 336.08 

計 函 道 路 0.00 0.00 48.45 28.42 111. 72 

( b）道路密度

指標 道 路 密 度 （km/kni)

用途区域 1877 1895 1907 1921 1935 

宮公施設区域 29.41 13.01 16.67 10.40 22.54 
公園 ・運動施設区域 43.33 48.00 15.91 31.45 20.93 
軍事施設区域 。。。 7.88 8.45 5.36 7.51 
公務員宿 舎区域 36.67 33.04 26.37 33.76 
軍人宿舎区域 17.50 18.38 68.33 
一般住宅区域 27.26 23.16 28.39 21. 79 28.85 
商 業 区 域 23.37 24.62 29.56 23.24 28.68 
工 業 区 域 20.00 17.69 16.33 17.48 10.41 
交 通施設区域 0.00 11.28 13.10 11.84 11.86 
宗教施設区域 16.09 16.27 21.08 17.16 9.44 
フニエヒニ 地 区 域 18目93 6.55 8.86 11.68 2.89 

都 市 ノゴ＼ニ 域 19.48 9.16 10.82 11.56 5.48 

計 画 道 路 0.00 0.00 5.49 2.32 1.82 

( c ）道路ベクトル率

指標 道路ベク トル率 （%）

用途区域 1877 1895 1907 1921 1935 

官公施設区域 12.9 5.6 13.l 21.5 34.0 
公園 ・運動施設区域 6.3 1.0 14.9 11.3 15.7 
軍事施設区域 17.8 13.8 7.5 33.0 
公務員宿舎区域 4.4 16.9 11. l 16.9 
軍 人宿舎区域 0.0 2.5 。。
一般住宅区域 8.5 7.9 7.8 24.3 19.5 
高 業 区 域 5.2 3.7 3.8 7.3 9.5 
工 業 区 域 5.3 2.1 2.1 15.6 32.5 
交 通施設区域 1.3 7.1 16 .6 9.9 
宗教施設区域 3.0 3.0 3.6 12.5 27.1 
空 地 区 域 22.8 24.9 28.8 47.7 28.8 

書店 市 ノニヒ＼ 域 8.0 11.8 18.5 31.8 23 .2 

言十 画 道 路 23.4 18.0 5.6 
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用途区域別に道路長変化をみる

と，新規開拓の特異例を 除 け

ば，一般住宅区域，公務員住宅

区域での道路長が着実に延びて

きており ，また各期を通じてそ

れらの道路長は道路総長の大部

分を占め，住宅用途に供せられ

る地域での道路建設の着実な進

行が認められる。とれは計画に

よる重点的道路整備によるより

は，地割が小さい住宅K接道性

を確保すると とによるものと推

測され，乙うした道路の開発が

前述の道路総長の伸びに影響を

与えていると恩われる。これに

比較すると，商業区域の道路長

はE期では一般住宅区域のそれ

を上回っていたが，公務員宿舎

区域や宮公施設区域のような他

の用途区域に対してその道路伸

び率が相対的に低く，同地区面

積の増加率がそれほど高 くない

乙とによる結果とみなされる。

(2) 道路密度

道路密度の分析結果（図ー5)

を見ると， I, Il期の公園 ・運

動施設区域， V期の軍人宿舎区

域の道路密度が特に高くなって

いるが，とれはそれぞれの区域

面積が極めて小さいためである

と思われる。そのほかの用途区

域，時期の道路密度はそれほど

大きな変化はなく，一定の水準

に維持されているとみなせる。
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図－ 5 用途区域別道路密度の変化
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•v期 （ 1935)

例えば，細街路を必要としない軍事施設区域の道路密度は約 8km/km2と全用途区域中最も

低い値であるが，細かな地割であったと考えられる一般住宅区域や商業区域では，各建築物へ

のアクセスの必要性から約 25km/km2という高密度の道路が張り巡らされていた。乙れより，

特定用途区域には最適密度水準が明示的あるいは暗示的に具現化されるメカニズムが存在した

乙とが示唆される。また，都市全域lと対する道路密度は，都市域の狭かったI期に最も高い数

値となっているが，それ以降は都市域の増大lとも関わらず道路密度が漸次増加していき， 着実

な道路建設が行なわれたととが分かる。 V期の密度減少は明らかに都市域の大幅な拡大による

ものである。

(3）道路ベクトル

市区計画の道路ベクトル図を図－ 61ζ示した。 1900年市区計画の道路ベクトルは，中幅員道

路が北北東一南南西方向lζ強い方向性をもって計画されているとと，狭幅員道路は東西南北に

ほぼ均等に延びている乙とが認められる。また台北城の偏位が中幅員道路のベクトルlと表れて

いる。乙の道路のうち台北城壁跡を四周する道路を「三線道路」として拡幅計画した1905年の

市区計画では，広幅員道路のベクトル図が1900年の中幅員道路ベクトル図よりさらに時計回 り

方向への偏位を明確に示している。この北北東一南南西と乙れに直交する二軸は中幅員道路に

卓越的に表れているが，東西南北方向の道路の計画も行なわれている。狭幅員道路では当時の

台北市街が南北に細長い形態であった乙とを反映して南北に多く計画されている。域内地区で

同陳朝興lζよれば，台北城は風水思想によって東西方向から 13° の偏位をもって計画されている（前掲

論文 ・注 7' 45～46頁）。
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整備された道路構造を旧来の市街地（猛脚， 大稲埋）と系統的に連結する計画であったと恩われ

る。 1932年の市区計画になると， 東部への市域拡大に伴い広幅員，狭l隠員道路で東西方向が卓

越軸となっている。中幅員道路では南北方向が強くなっている ものの，北北東一南南西方向が
ω 

依然明確に残されている。

図－ 71ζ復原図の道路ベクトルを表わす。復原図では幅員を特に考慮せず，すべての道路を

線分として扱っているため，市区計画の全体道路ベクトル図と比較しつつ，道路方向性を都市

全体でのみ考察する。ベクトル図によれば， I, Il期までの清朝時代では市街地の発展形態と

同じよう に南北方向に道路が延びていた乙 とを示している。 ζれ以後のIV期lζ至るまでは， 東

西南北の方向性をもった道路に対して，北北東一南南西，東南東一西北西方向の道路の比率が

次第に高くなっており，IV期では両直交紬系統の道路がほぼ拾抗するまでになっている。最長

の道路延長のある中幅員道路の北北東一南南西，東南東一西北西への備位が大きな影響を及ぼ

している1905年市区計画の全体ベクトノレ図をill,IV期のベク トル図と比較すると， I, Il期の

伝統的道路の方向性と市区計画の方向性とが重ね合わされたようにみえるが，道路総長が長い

狭幅員の道路が現況的lとも計画的にも東西南北方向をとっているため，東西南北が卓越軸にと

どまっている。しかし，IV期のベクトル図は1905年市区計画のそれと極めて類似しており，計

倒 ζ うした道路の方向性について，越沢は， 「台北の風向きは東風が多いため，道路を東西方向よりも
少し東北lζ振り，各街区の屈を受ける而積を多くし，光線が十分に受けるように考慮した」 ためである

と記している。 （前掲論文 ・注8'122頁）。
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表－ 7 差路の変化

(a）用途区域別差路数

画後16年を経た ζ の時点までに

かなりの道路整備が計画通りに

行なわれたとみなされる。1932

年市区計画から3年後のV期で

も ， 計画達成率が50~ちに満たな

いものの，道路の方向性に関し

てはかなりの程度まで計画が具

現化されていたと判断される。

指標 差

用途区域 1877 

官公施設区域 7 

公園・運動施設区域 4 

軍事施設区域 。
公務員宿舎区域 。
軍人宿舎区域 。
一般住宅区域 217 

商 業 区 域 116 

工 業 区 域 8 

交通施設区域 。
宗教施設区域 31 

空 地 区 域 37 

都 市 ~ニ' 域 299 

( b）用途区域別差路密度

指標 差

用途区域 1877 

官公施設区域 411.8 

公園 ・運動施設区域 1333.3 

箪事施設区域 0.0 

公務員宿舎区域

箪人宿舎区域

一般住宅区域 508.2 

商 業 区 域 340.2 

工 業 区 域 296.3 

交通施設区域 0.0 

宗教施設区域 449.3 

二グ主bニ 地 区 域 305.8 

者日 市 ノ=i'-ニ 域 296.0 

( c ）差路形態別差路数

差 路

差路形態 1877 1895 1907 

0差路 72 94 82 

l差路 12 13 8 

2差路 62 87 149 

3差路 128 191 389 

4差路 25 37 147 

5差路 。。 5 

都市全域 299 422 780 

路 数（個）

1895 1907 1921 1935 

23 113 120 365 

4 25 90 129 

17 49 30 128 

2 105 157 571 。 2 3 6 

231 383 360 1195 

176 251 255 486 

14 8 37 65 
(4） 差 路

4 26 39 91 

47 62 38 104 

133 294 368 801 

422 780 913 2550 

路 密 度（個／knf)

差路数の用途区域毎の変化を

表一 71ζ，差路形態毎の経年変

化を図－ 81ζ示した。都市全域

では道路網の発達に比例して差

路数が増大しているが，一般住

宅区域，公務員宿舎区域，商業

区域での差路数の割合が多く ，

街割の細かさによると思われる

高密度の道路が網目状に構成さ

1895 1907 

132. 9 163.8 

800.0 152.4 

34.6 70.2 

222.2 343.1 

500.0 

423.9 399.4 

306目6 352.5 

269.2 163.3 

102.6 164.6 

398.3 394.9 

54.0 59 .6 

94.9 88.3 

数 （個）

1921 1935 

58 253 

7 3 

112 319 

506 1405 

226 563 

4 7 

913 2550 

1921 

85.9 

296.l 

37.1 

236.4 

81.1 

182.0 

220.6 

155.5 

132.7 

207.7 

71.1 

74.6 

74r 

1935 

224.1 

244.3 

43目9

386.l 

1000.0 

324.6 

325.5 

95.2 

166.l 

107.7 

16.9 

41.6 

れていたζ とを物語っている。

差路形態からみると， 3差路が

最も多 く，次いで 4差路， 2差

路，O差路のJI顕であり，経年的

にも差路の構成率は 3差路が最

も高く， 4差路， 2差路のJI頂と

なっている。市区計画が構想し

たような直交型道路網であれば

4差路が原理的には圧倒的に多

くなるはずであるが，旧来の道

路と計画的格子状道路との交点

lζ形成される差路の形態が 3差

路と して現出するため， ζ うし

白1) 乙の差路形態の構成比の結果は，湯浅耕三
（前掲論文 ・注16）が報告する日本の城下町

の分析結果とも類似している。
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た結果が観察されたものと考えられる。 ζ のζ とはまた， 計画道路網が基幹道路を主とした計

闘であり ，十分細かなレベルにまで及んでいなかったととを示している。中小街路が地域の必

要に応じて基幹道路に随時取り付けられ，中小街路聞の連結関係にまで計画が関与していなか

ったと恩われる。

(5) 差路密度

表一 7および図－ 9の差路密度からは，公園 ・運動施設区域と軍人宿舎区域』とおいて特lζ高

い差路密度が認められるが，とれは各区域の面積が極めて小さいためである。とうした特殊な

場合を除けば，差路密度はほぼ 200～400個／km2となり，その経年的変化もそれほど大きくは

ない。ただし，軍事施設区域や交通施設区域のような大規模単一用地を必要とする区域では ζ

れをはるかに下回る密度となっている。都市全域では差路密度が I期で高く ，それ以後は減少

傾向にある。乙れは空地を除外した都市域に対する差路密度でも妥当する傾向で，細かな街路

が網目状IL巡っていた中国の伝統的道路構造から，都市の発展に対応して拡大していく市域を

碁番目状の計画道路構造へと変換していく過程を示唆している。

以上の結果から，広幅員や中幅員道路を主要な対象とする市区計画の道路計画は台北市の道

路構造の骨格をほぼ完全に形成する役割を果たしており，乙れに狭幅員道路が付随的に建設さ

れたと見る乙 とができる。

4 結 三ム
百冊

本論では日本植民地時代台北市の都市構造の変容過程を，都市復原図を用いた土地利用と道

路網の観点から分析し，次のような変化を認めた。

(1) 土地利用の観点からは，空地を除いた都市全体については全期を通しでほぼ一定の面積増

加率を示 しているが，用途別lζ見てみる とI期からE期の間で，一般住宅，商業区域の占める

面積率が激減しているのに対し， 官公，軍事関連区域では激増している。また，土地利用重心

の移動性向からは清朝に発達した旧三市街（猛脚，大稲埋，城内）に一般住宅， 商業区域が全期

を通して集積的，連続的ic発達しているのK対し，官公，軍事関連施設はE期以降にとれら既

成市街地の周縁部に拠点的，離散的lと開発が行なわれたととが分かる。日本による植民統治を

境lζ，土地利用が質的にも量的にも非常に大きな変化を遂げた乙とが明かである。

(2) 道路構造の観点からは，一般住宅，商業区域が都市域の大半を占めていた I期の差路密度

がE期に激減し，それ以降漸減する傾向が特に顕著に認められる。道路長，道路密度，差路数

については時代的変化はそれほど大きくはなく，地割の細かな都市活動と考えられる住宅関

連，商業区域において網目状の道路網が発達していった乙とが特徴的である。道路の方向につ

いては， I期では東西南北の直交紬のみが主要方向であるのに対し， E～IV期では東西南北直

交軸に加え，乙れと時計回り方向lζ若干偏位した直交軸が次第に主要とな る傾向があり，市区

計画の道路体系が整備されてきた乙とを窺わせている。さらにV期になると，東部へ市域を拡
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大 した1932年の市区計画のために東西軸が卓越してきている。従って，三つの市区計画の道路

計画に沿って道路網が形成されたとみるととができる。

以上より，日本植民地｜時代の台北市の都市構造は，清朝末期の住宅および商業にほぼ限定さ

れる都市機能が集積された旧三市街を核に，植民統治という政治や経済の上で生じる劇的な社

会環境変化が，官公および軍事という新しい都市機能を要求し，乙のために導入された従来と

は全く異質な都市経営 ・計画思想によって，強力な統治権力の下で短期間のうちに改造，形成

されたものと理解される。しかし，台北市lζ対する都市計画は，道路網の骨格構造lζ強い影響

を有していた反面，特に非公共的土地利用lζ対してはあまり影響を及ぼしていない。とれは台

北市区計画が都市基盤施設整備主体の計画であり，個々の民間建築物lと対する規制制度はあっ

たものの，都市機能の面的整備に対する視点を欠いた 計画であったととに起因すると恩われ

る。先行的道路建設によ って計画区域に市街化を促進するための具体的制度は，台湾都市計画

令を待たねばならなかった。

今後の課題として，ζの復原分析を台南や高雄などの主要都市に適用し，台湾における日本

植民地都市計画の一般的特徴を抽出するとともに，都市毎の歴史や風土などがどのように都市

計画に影響を及ぼし， また都市計画がいかに都市を創り変えていったかを都市構造，法制，人

口，産業などの観点から比較検討する必要がある。

A Reconstructive Study of the Urban Structure of Taipie City 

During the Japanese Colonial Period 
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The purpose of this pap巴ris to study the r巴lationshipbetw巴巴nthe urban planning 

and the urban dev巴lopmentof Taip巴icity in Taiwan, which was the first colony 

of Japan, during th peri吋 (1895to 1945). 

A review of the existing studies on colonial Taipei reveals that only the contents 
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and features of urban planning are discussed, but there is no analysis of how it was 

actually developed. We analyzed quantitatively the developing phas巴 ofTaipei with 

respect to its land use and road network, using city maps reconstructed from old 

maps and documents. 

From the results, we observed that the urban structure of Taipei was firstly 

based almost exclusively on the residential and commercial activities, which developed 

in three main regions (Moungar, Tataochen, Chengnei) at the end of the Ching 

dynasty. This was changed and re-shaped very quickly and drastically under the 

strong ruling power by intrαlucing new concepts of urban management and planning, 

which were needed to fulfill new urban functions such as government and military, 

which were again required to m巴etth巴 d巴mandsof colonization. Although, Taipei city 

plans have strong impacts on the skeletal structur巴 ofthe road network, there was 

no particular impact on civilian land use. This was due to th巴 natureof these city 

plans. Namely, they gave priority to the construction of the urban infrastructure, but 

lacked the idea of areal development, even though there were several regulations on 

individual building projects. 
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