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湘南地域における住宅地形成と景観構造の変容に関する研究

一初期別荘地と計画的郊外住宅地の立地特1生及び更新の分析から一

主査水沼淑子*1

委員加藤仁美*2,鈴木伸治*3

湘南地域の住宅地景観は,海・山・川等の独自の自然環境や地形の特性を背景に立地した,明治期からの初期別荘地や戦前に開発さ

れた郊外住宅地を中心に形成されている。本研究では,これらの住宅地が一定の住環境,風致景観を維持しながら形成されていく経緯

を把握,追跡することにより,重層的な広がりをもって維持・保全されてきた住宅地の景観構造の要因をさぐることを目的とした。そ

の結果,昭和戦前期に形成された郊外住宅地の敷地規模を中心とした計画水準の高さ,初期別荘地から継承した景観要素が,現在の住

宅地の景観構造に大きく寄与していることが明らかとなった。
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1.研究の背景と目的

1.1研究の背景と目的

神奈川県の相模湾沿岸地域に位置する大磯,藤沢市鵠

沼,鎌倉,逗子,葉山などいわゆる湘南地域は首都圏の

良好な郊外住宅地と位置づけられている。これらの地域

は,明治以降,別荘地として発展しその後郊外住宅地と

なった地域である。

湘南地域の別荘地の形成は,明治20年代の鉄道(東

海道線・横須賀線)の開通,風光明媚な景観や温暖な気

候,保養地としての海水浴場やサナトリウムの開設等を

背景に,明治から昭和初期にかけて,皇室や宮家をはじ

め,政財界人,文化人などが別荘を設置したことに始ま

る。その後,関東大震災を契機に,従来の別荘を常住の

住宅とする傾向もみられる一方で,郊外住宅地の開発・

分譲が行なわれたことも知られている文1)。

明治期から継続する別荘地や関東大震災後に新たに開

発された住宅地は,地域によって差はあるものの,近年

までは企業の保養所や個人の住宅として,当初の様相を

継承しながら存続してきた。このような経緯を経て,湘

南地域の住宅地では一定の住環境と風致景観が維持され,

湘南のイメージを生成してきたものといえる。

しかし,近年では,相続時の財産分与や企業の資産処

分等を背景とし,宅地の細分化による狭小戸建住宅地化

やマンション開発などで,従来の緑豊かな環境や景観等

が大きく変貌しつつある。

湘南の別荘地の景観を考えるとき,明治期から継続す

る別荘地に建っ大規模な別荘建築やその庭園の形成する

景観は地域の「図」であるといえ,昭和期以降の郊外住

宅地に代表されるような中規模住宅地に建っ住宅建築や

その庭園の景観は地域の「地」であるともいえる。従来

湘南においては「図」の景観保全に関して多大な関心が

寄せられてきた。しかし,「図」のみならず「地」とな
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るべき景観も近年大きく変容しつつあるのが現状である。

本研究では,以上のような初期別荘地及び戦前期の郊

外住宅地等が,恵まれた自然環境と共生し一定の住環境

を確保しながら,混在して立地,形成されていく経緯を

把握し,これらの住宅及び宅地の更新過程を追跡するこ

とにより,歴史的・重層的な広がりをもって維持・保全

されてきた住宅地の環境や景観の構造の変容との関係性

を明らかにすることを目的とする。湘南の別荘地にっい

てはすでに多様な視点からの研究が構築されている文1)文

2)文5)文6)が、本研究は,初期における別荘地形成から昭

和期の郊外住宅地化,さらには現在における住宅地の変

容を連続的に検証するものである。

1.2研究の範囲

本研究では湘南地域のうち,予備調査により初期別荘

地から郊外住宅地への連続性の確認できた3地域,すな

わち、初期別荘地内に信託会社による郊外住宅地開発が

形成された逗子市逗子・新宿地域,初期別荘地の周辺に

地元地主による住宅地開発が活発にみられた藤沢市鵠沼

地域,湘南の別荘地の中でも初期別荘地の景観が近年ま

で比較的良好に継承されてきた大磯町大磯・東小磯・西

小磯地域を取りあげるものとする。

2.逗子市逗子・新宿地域の住宅地形成と景観構造の

変容

2.1初期別荘地の形成

明治20年代初頭,陸軍軍医石黒忠恵によって逗子海

岸が海水浴の適地と指摘されたことや文14),明治22年

に横須賀線が開設されたことによって逗子は別荘地とし

ての発展を開始した。明治大正期の逗子における別荘の

立地については明確な資料を欠き明らかでない点が多い

注1)。大正2年発行の『逗子と葉山』文15)には逗子にお

ける96の別荘所有者が記されており,このうち,新

宿・逗子・桜山地域内の別荘の立地を旧土地台帳から明

らかにした(図2・1,表2-1)。さらに,現在の新宿1

丁目,2丁目,逗子6丁目地域について別荘地化の様相

を明らかにするために,当該地域内の土地が東京など地

域外在住者によって取得された時期を年代別に明らかに

した(図2-2)。これらをもとに逗子における初期別荘

地の形成について考察する。

旧土地台帳によれば先の石黒は,明治22年に新宿に

約471坪の土地を購入し,また,同時に石黒の医学校

後輩の矢野義徹が約540坪,長谷川泰が約360坪の土

地を新宿に購入した。石黒らの別荘地の立地はいずれも

海岸に面して立地し,かっ,田越川河口付近に位置した。

図2・1からも新宿地域においては明治20年代に取得さ

れた別荘地が多いことが確認される。新宿地域では明治

20年代に渋谷直武,白井銑造など少数地主による広大

な土地所有が見られるが,その立地も海岸沿いと川沿い

に集中した。一方,山裾に広がる桜山地区でも,明治

20年代から平田東助や服部金太郎による別荘の設置が

みられ,逗子の場合,既に初期から山裾にも別荘が立地

していたことがわかる。

『逗子案内誌』文16)によれば明治30年頃には「近年

別荘の新築引続きて起り,山腹海浜些の余地あれば逸早

く別荘地に買入れ,余地なき所は崖を削り浜辺を埋め立

てて新居を設くるもの其処此処に在りて,地価も為に驚

くべき騰貴を致せり」とあり,極めて活発に別荘地化が

進行している様子が伺える。

明治30年代以降は田越川支流の川間川沿いや,桜山

山腹にも幅広く別荘が立地する様子が窺える。明治31

年には,川間川沿いの新宿2224番に東郷平八郎が別荘

地を購入しており,この一帯には海軍軍人の別荘が確認

できる。海軍軍人の場合,別荘とはいえ勤務地によって

は常住住宅として使用されていた可能性も高く,こうし

た別荘の常住的利用が郊外住宅地化を促していったもの

と考えられる。

旧土地台帳によれば逗子駅から海岸にかけての一帯は

海岸沿いの地域よりも遅く,明治30年代以降別荘が立

地した。特に田越川と川間川に囲まれた現在の逗子6丁

目一帯では男爵武井守正,横浜在住の安藤達二の両氏が

明治末年から土地を大量に取得し,武井氏は約3900坪,

安藤i氏は約6600坪の土地を所有するに至った。この両

者の所有地の一部は,後述するように昭和期に三井信託

会社によって開発される。

逗子における別荘地は,海岸沿い,川沿い,山沿いと

逗子の特色ある地形に従って形成され,海岸沿い一帯は

30年代初期にはほぼ全域が別荘地化した。一方,逗子

駅に至る地域の別荘地化は明治末期以降に進行した。

2.2郊外住宅地の形成

逗子町では,昭和6年に市街地建築物法を適用する申

請を内務大臣に提出し,その理由として,当時の様子を

「湘南電気鉄道ノ開通セル等交通頗ル至便ニシテ,単二

別荘地タルニ止ラズ,京浜及横須賀市ノ郊外住宅地トシ

テ優越セル位置ニアリ」「勢ヒ区画乱雑二陥リ無秩序ナ

ル郊外地発展トナリ」としている注2)。

田越川沿いの逗子6丁目に立地した別荘地の一部では,

昭和3年頃から,三井信託会社による分譲地として開発

の動きが始まる注3)。三井信託会社は,昭和初期から戦

前期にかけて,旧華族等の土地処分にあたり,代理事務

によって大規模な土地を分譲地として整地分割し,売却

収益を土地所有者に還元する手法で,東京等で多くの住

宅地開発を手がけていた。逗子6丁目の分譲地は,湘南

地域における数件の事例中の一つである文9)文1°)。

昭和3年,字浜田817番地の安藤達二別邸の一部所有
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図2-1大正初期における設置年代別別荘所在地注4)

表2-1大正初期の別荘所在地および土地取得年代注5)

       伯1壮月女1壮月
       名目1所取f年氏名所取得年
       谷川2255-15M22=浦功2402他M22
       渋谷武2251他M22'田助2438-1他M25
       矢野2252-1他M22徳富猪一郎2234他M28
       田坂虎次良2159-1他M24艮。金太良2405M29
       帥田畏正2256イ他M24香川三2238他M32
       一原信2255-3他M26一実輝2244M32
       池田1979他M28田平2213-2M32
       公平民2255イー乙M28佐久間テツ2214M36
       公村一2215M29由武=良2293-2他M37
       平部二郎2123他M29小松太郎2410M38
       大,忠=郎2256-7M30北林浩2282他M38
       郷'八良2225M31由川次良2312-2他M40
       ハチソン2095番他M33磯。次2370他M42
       大1八2189M35'牧基2161他M42
       内山兵一2126他M35川太2265M42
       マクペイン2095他M35木桂之助2269-1他M43
       川一2244他M37母谷作2207M43
       野沢源次郎2092他M38亜川幽逢2276他T
       平沼金太郎2141他M38
       長島鷲太郎2247-1他M38愚1・月
       池晋二2247-1他M38氏所取得年
       嘉'一層2244他M39郷ロ太872他M29
       周公'2239他M39上・翁助743他M32
       ラウー2129-1他M39井昂792-1他M33
       酒井忠量2248M44釜谷忠直865-1他M34
       女文2249M42村上一746-1他M35

       東伏「㎞2210他M43M43手島暴八754他M38       大西皇太良2232-1他益田彦六314他M39

       上馨1865他M43M43蒲谷口366M40       川・太良1981他武井守正801-1他M40

       林・三2609他M43M44出羽璽遠742-1他M41       閂一1894他池田次良口713-2M41

       木三2232-9M44M44M45森溜太郎767他M43       ソーミング2131沢智蔵738-6他M45
       S.マキム2209-2小林昭信966-1他M45
       マーシャル2209-1他T安藤還二811T
       長吉良2153他T徳川達910他T
       内田正敏1913-2T徳憲一郎936他T
       丸山,、蔵2250-2T岡公太郎963-1他T

譲

翻・駈。靴霧

灘筑蕩i擬…:顯
図2-2地域外在住者による土地取得年代注6)

地(約2300坪)が,不動産代理事務契約にもとづき,

中流別荘向住宅地として整地・分譲する計画が進められ

る。「地勢は平坦ニシテ逗子町二於ケル別荘地トシテノ

中心二在リ。近隣ハ武井男爵,入山採炭重役廣瀬春吉氏,

三井銀行重役下田守蔵氏,東郷元帥等知名ノ士ノ別邸多

ク環境極メテ良キ処ナリ」として,「中央に3間から2

間幅の道路を設け」「両側を開渠下水とし」「上水は安

藤邸内の井戸に揚水ポンプ及タンクを新設しこれより各

宅地に導水管を敷設する」という計画であった。実際の

分譲は,昭和6年の不動産代理事務契約及びその後の変

更にもとづき,総坪数2241.13坪10区画のうち,'6区

画が坪単価37～45円で分譲され昭和11年に契約終了と

なる。そして,安藤没後,残った土地は不動産信託契約

にもとつく信託土地として三井信託会社の所有地となる。

昭和12年,これらの土地は,隣接する武井守正男爵

逝去後の武井守茂・守知(東京市内在住)の所有地との

共同で,総坪数5742坪が,不動産代理契約により,

上・中流向別荘地及び住宅地として18区画で分譲され

ることになる。土地整理の方針として,道路は「幅員2

間,2間半,3間の3種類とし」「路面は簡易舗装」で,

宅地は「道路面より幾分高くし道路との境に大谷石を置

く」とし,「現存樹木の内移植可能なものは各宅地に配

分移植する」としている。1区画は最大1661坪,最小

107坪で,平均規模は280坪となっていた。

最終的に,この分譲地を「逗子翠郷分譲地」という名

称で売り出したパンフレットでは,総区画数は41区画

(平均278.7坪)で,坪当たり価格は45～58円である。

「夏涼冬暖,空気清澄ニシテ松樹多ク閑静ニシテ眺望佳

キ別荘並ビニ住宅地,釣魚海水浴二便利」とうたわれ,

「道路,瓦斯,水道,下水完備」とされている。坪当た

り単価は,当時の分譲地としては高価であった注7)。

逗子翠郷分譲地地番図によれば,分譲区画のうち,

田越川沿いで規模の大きな18番区画(1661坪)は武井

家,51番区画(1984.3坪)は安藤家の邸宅地であった

ことがわかる。案内パンフレットは,東京市内,横浜市

及び川崎市の第3種所得税年額50円以上の納税者,横

医

図2-3逗子翠郷分譲地ハ'ンフレット
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図2-4逗子翠郷分譲地区画割

写真2-1翠郷分譲地の景観

須賀市及び鎌倉・逗子・葉山・藤沢・浦賀各町の同10

円以上納税者に,配布されている。分譲地の購入者には,

東京市内在住者が多く,証券会社社長,商工会議所会頭,

三井銀行重役の令息,鉄工所長,製油所主,農園主,松

本楼主等がみられる。

この事例は,初期別荘地が,中流向の別荘地や定住の

住宅地として,土地会社が関与して高水準の住環境を確

保した計画的郊外住宅地として,位置づけられよう。

23初期別荘地および郊外住宅地の変容と景観構造

表2-2は,以上のように,初期別荘地及び郊外住宅

地が立地,変容してきた逗子湾から田越川周辺のエリア

(新宿1・2丁目,逗子6丁目)を対象に,航空写真及

び住宅地図により,区画数,敷地規模,建ぺい率,緑被

率等を計測し,その変化を整理したものである。

全体にみると,このエリアでは敷地規模が昭和39年

時点で,650㎡～1400㎡と大きいことが確認される。そ

の後の変化をみると,区画数が新宿1丁目で約2倍,同

2丁目と逗子6丁目では1.5倍に増加し,細分化してい

るものの,敷地規模は450～650㎡となっている注8)。

一方,昭和39年から平成16年にかけて,建ぺい率

機

講

叢

写真2-2逗子・新宿地域の昭和39年航空写真

蕪

鐵鵜

鍵

写真2-3逗子・新宿地域の平成16年航空写真

表2-2逗子・新宿地域における住宅地の景観構造の変

初期別荘住宅地→郊外住宅地
                 新宿1丁目新宿2丁目逗子6丁目逗子翠郷住宅地

                 区画数敷地規模(㎡)建ぺい率(%)緑被率(%)区画数敷地規模(㎡)建ぺい率(%)緑被率(%)区画数敷地規模(㎡)建ぺい率(%)緑被率(%)区画数敷地規模(m)建ぺい率(%)緑被率(%)
                 昭和39年4713942449407120718257532314564595513954494136545

                 昭和60年81810255824117149576352061944934618280636818494305
                 平成16年10663305812361924640679188213451613244656529503310
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は45～60%から60～70%と増加しているのに対し,緑

被率は30～40%から20%前後へと半減している。そし

て,広大な敷地が,保養所やマンションに変化している。

逗子6丁目の中でも,三井信託会社の分譲した逗子

翠郷住宅地の敷地のみを抽出し分析してみると,昭和

39年時点では,分譲時の区画割(44区画)及び敷地規

模(約940㎡)がほぼ維持されていたことが確認される。

これが,現在(平成16年)は,敷地規模は約650㎡で,

建ぺい率は昭和39年時点の36%から50%となり,緑被

率は,55%～30%と減少しているものの,周囲の敷地よ

りも,緑被が確保されている。

とくに,これらの変化は,昭和39年から60年にか

けて大きく,その後は,細分化は進行せず,敷地規模

650㎡,緑被率30%の住環境水準が,継承されているこ

とがわかる。

2.4逗子・新宿地域の住宅地形成と景観構造

逗子における初期別荘地は,海岸・川・山沿いという

特色ある地形に従って,明治30年代にはほぼ形成され

ていた。昭和初期には土地会社により初期別荘地内に別

荘向住宅地として大規模な住宅地を開発しており,その

水準をみると,敷地規模が280坪と大きく,瓦斯・水道

の設備等が整備され,高級住宅地として,高価格で分譲

されていたことが明らかとなった。現在も,これらの敷

地は,200坪程度の敷地規模を維持しながら,緑被率も

30%程度を確保し,周辺の初期別荘敷地が,マンション

等に変化している中で,戸建住宅地として一定程度の景

観を形成していることが確認された。

3.藤沢市鵠沼地域の住宅地形成と景観構造の変容

3.1初期別荘地の形成

鵠沼地域は,明治19年の海水浴場の開設,明治20年

の東海道線藤沢停車所の設置,明治35年の藤沢・江の

島間の江ノ島電気鉄道(以下「江ノ電」とする)の開通など

を契機に別荘地として発展した。鵠沼は湘南の別荘地の

中でも大給子爵や伊東将行らが計画的に開発した別荘地

として知られる如)。また,鵠沼別荘地の特色は地形が

生み出したといわれる格子状に近い街区形成にある9)。

鵠沼地域における明治大正期の別荘の立地にっいては,

著名な所有者の立地について一部明らかにされているも

のの全体像は明らかでない注1°)。

鵠沼地域の別荘所有者を知る手がかりとして明治45

年発行の『現在の鎌倉』がある。住所の記載はないもの

の鵠沼所在の別荘として78件が記載されており,これ

を手がかりに旧土地台帳から別荘の立地を明らかにした

(図3-1,表3-1)。

明治20年代に別荘地を取得したのは,鵠沼開発に

貢献した中島行孝(明治22年)や伊東幹一(明治28

圏

臥

銀護溝

図3-1

6

@～明治29年
A明治30年～明治39年

噌、.、蒸,甥槍騨も嘉
明治末期における設置年代別別荘所在地注II

表3-1明治末期の別荘所在地及び土地取得年代注12

       戸取得年四平5217-1M39
       大旧近7348他Miη益田信世5218-16他M39
       天野源七6658他M初山中隣之助6573他M39
       小野光景6648-2他M初各務幸一郎7393-3他M39
       市ヶ谷惚平衛6672-3他M初松本ふさ6424他M39
       中島行孝6598他M22横山久五郎7328他M39
       郷誠之助6582-1他M25川崎金三郎5316-1他M40
       廣岡五郎6653-1M26田中常徳7393-3他M40
       玉置孝兵衛52侶一1他M27星野仙蔵6580-2M40
       藤堂高紹5217-2M28福田良平6632-1他M40
       伊藤幹一739H他M28玉生義郎6628-5他M41
       田中平八5431-2他M29田中肥後太郎5386-1他M41
       金杉英五郎5529他M30佃一豫6711-7他M42
       細川芳之助5270他M30小城うた6706-1他M42
       且父江由三6660-1他M30佐藤'・次6654-1他M42
       吉村鉄之助5217-4他M31岩垂邦彦6川一13他M42
       澤村高俊6629-1他M3て辻一郎5380他M43
       田中安6803-3他M32友田宣則5292他M43
       茂木そう6635他M33加賀本久五郎5461他M43
       中野彌太郎530H他M34熊谷直太6673-3他M44
       諏訪稔三6628-2M34吉田三郎右衛門7365-20他M44
       道家齋7365-22他M36中川清太郎6672-5T
       梶仁太郎6693-1M36山田松三郎6647-2他T
       帆足徳太郎6580-3M36最上廣脾7391-2他T
       渡邊荘738H他M37平山儀三郎7355-35他T

       大久保益雄6639-10他M38M:ロ}ロ22にでに所有       平内5492一老他M38

年)田中平八(明治29年)で,伊東は松が岡一帯に

広大な土地を所有した注13)。

鵠沼における明治20年代の別荘立地は,海岸に近

い地域にやや多いものの内陸にも立地しており,偏

在せず広域に散在した。また,明治30年代後半に別

荘地を取得した者が多く確認され,江ノ電の開通が

鵠沼の発展に大きく寄与したことがわかる。また,

明治30年代以降も別荘の立地に際立った特性は見出

せず,地域内に幅広く別荘地が点在している点が鵠

沼の特色といえよう。

江ノ電鵠沼駅に近接する現在の松が岡1丁目一帯を例

に,旧土地台帳から土地所有状況の変遷をみてみたい。

この一帯は,鵠沼駅と海岸を結ぶ本通りと呼ばれる道路

沿いに大規模な住宅地が散在する,鵠沼の中でもいわゆ

る鵠沼らしい景観を呈する地域である。鵠沼字下藤ヶ谷

地番7393番の土地は登記が開始された時点では6反あ

り,千葉県東葛飾郡在住の上原銑の所有だった。その後,

7回の売買を経て明治26年には鵠沼を開発したとして
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知られる大給近道が所有するに至ったものの,明治28

年には穂積峯三郎に売却され,同年中に伊藤幹一が所有

する。伊藤は他の土地を合筆しこの地番に48.6反(約

14600坪)の土地を所有した後,明治36年には20筆

に分筆し売却した。江ノ電の開通が契機となったことは

言うまでもない。一筆の規模は0.925反から5.426反ま

でと幅があったものの2反(約600坪)前後が多く,

街区の形状に従った方形の区画割だった。伊藤幹一は伊

東将行や中野武営らと鵠沼の初期開発に貢献した人物と

して知られ,「鵠沼海岸別荘開発記念碑」注14)にも名が

挙げられている。記念碑には「海岸之開発開道路種

松樹以便作屋宇與園庭」とあり,伊藤らの開発が現在

の松が岡の景観構造の基盤を形成したといえる。

明治36年に伊藤が分筆した地番内に現存する昭和9

年建設の旧島田房太郎邸は,伊藤が分割した20区画の

うち4区画1330.2坪を敷地としている。旧土地台帳か

ら確認される初期の鵠沼の別荘地の多くが1000坪以上

の敷地だったことを考えると,島田が4区画を購入し

たことは鵠沼の別荘地らしい格を求めてのことだったと

も考えられる。旧島田房太郎邸は和館付洋館で,付近一

帯を含め、松樹や玉石垣等、戦前期鵠沼別荘地の様相を

今日に伝える貴重な景観を形成している(写真3-1)。

写真3-1鵠沼松が岡の景観

3.2郊外住宅地の形成

鵠沼の場合,上記で見たように当初から別荘立地が広

域に及び,かつ広大な区画の土地が昭和期まで存続した

こと,昭和4年小田急線が片瀬江ノ島まで開通したこと

などから,昭和期には松が岡やその周辺部で活発な住宅

地開発が見られる。『現在の藤沢』文23)は区画の大きい

鵠沼の別荘地は「今や財界の変動と土地発展に更に覚醒

し大部分は其邸内を開放し」区画分譲されつつあると述

べ,また,藤i沢における「別荘住宅分譲地」として

31箇所にもおよぶ住宅地を挙げている。このうち鵠沼

地域に所在するものを地区別に分類した(表3-2)。

これらの所在地の内,高瀬住宅地の立地する高瀬通り

一帯は,地主高瀬弥一が石上と新田間の土地に着目し大

正8年に開拓した住宅地だった文25)。

弥一氏三男三郎氏の回想によれば,弥一氏は字川袋

の自邸から江の島電鉄高砂駅(現在の石上駅)前まで道

路を開設したのち両側を住宅地として分譲し,海軍将官

表3-2昭和初期における鵠沼の別荘住宅分譲地

   住宅・分譲地名所在地

   藤沢駅付近花澤町住宅地藤沢駅南口
   寺田住宅地藤沢駅線路道春日町付近
   高瀬住宅地鵠沼橘通り付近、高瀬通り付近
   高松通住宅地鵠沼高松道り付近
   一本松住宅地鵠沼大東新東付近
   大東別荘住宅地鵠沼大東新東付近
   肖・山住宅地東海道國道北側引地川上

   本鵠沼付近上岡住宅地鵠沼本村小田急本鵠沼駅付近
   南仲通住宅地藤沢南仲通り、中学校通りの中間
   中東道住宅地鵠沼中東通付近

   鵠沼藤が谷付近藤ヶ谷住宅地鵠沼、江ノ島電沿線
   藤ヶ谷住宅地鵠沼、江ノ島電鉄高砂停留所付近
   "ケ"男1住宅地鵠沼南部藤が谷橋通り

   鵠沼海岸・松が岡付近鵠沼林間別荘地鵠沼海岸駅付近   鵠沼海岸別荘地鵠沼海岸観光道路付近
   鵠沼海浜別荘地鵠沼海岸観光道路付近
   松島苑鵠沼東部海岸
   富士見丘住宅地鵠沼南部海岸
   西横須賀住宅地藤沢豪町國道南裏湘南中学校前

や横浜の富裕層に住宅地を供給したという文25)。

また,高瀬家から藤i沢駅を結ぶ道路を開設し橘通りとし

周辺に住宅地を設けるなど,道路を私財によって設置し

た後,周辺を住宅地化する所有する土地の宅地化を進行

させた。住宅地の規模は500坪から1000坪程だったと

いう文25)。旧土地台帳によれば大正8年に高瀬弥一が所

有権を取得した字川袋2370-2番の4.313反の土地は,

大正12年に6筆に分筆され,その内の1筆1.303反す

なわち390坪の土地を取得した鎌倉市在住者は,大正

15年にはこの地を常住地としている。この事例から,

鵠沼における関東大震災前後の住宅地開発の様相と常住

住宅地化の一端を知ることができる。この一帯は現在で

も建設当初の玉石垣を使用した外構をもっ住宅が連続し,

植裁も豊かで良好な景観を保持している。

松島苑住宅地は『大藤沢復興市街図』注15)に鵠沼の住

宅地として唯一記載された住宅地であり,現在でも開発

当初の区画割がほぼ維持されている(写真3-2)。松島

苑住宅地は字上藤ヶ谷6803番近辺に位置し,松が岡の

別荘地域の区画道路の外郭に隣接して立地する。地番

6803番の土地は明治期には近藤隆行,松浦新兵衛,高

写真3-2松島苑に立地する昭和初期近代和風住宅
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松保郎,大給近道などが合筆分筆を繰り返しながら所有

したが,昭和4年に山口寅之輔が取得し,周辺の土地と

併せて34.806反(約10000坪)を同所近辺に所有した。

その後,44区画に分筆し,順次売却した。当時の区画

割と区画規摸を文献36で確認すると,道路敷きを除き

区画規模が判明する40区画の規模は平均146.6坪だっ

た。182坪の6803-1番は昭和8年に所有権が移転し常

住住宅となった。他の区画も分筆直後の昭和4年から昭

和11年にかけて所有権が移転している。40区画の取得

者の属性は,東京大学教授,三越本店係長,海軍中将,

陸軍士官学校教授,日本鋼材社員などで注16)いわゆる当

時の都市中産階級とみることができる。

昭和期における鵠沼地域の郊外住宅地の形成にっいて,

事例をもとに検討した。昭和期の鵠沼地域では地元地主

の道路開設を含む住宅地開発など活発な住宅地開発がみ

られ,住宅地の区画規模に一定の水準は見いだせないも

のの,松島苑では一区画150坪程度と、戦前期の都市中

産階級向け郊外住宅地としては妥当な水準が確保されて

いたと考えられる。

これらの住宅地内には現在でも鵠沼の特徴と言える

背の高い黒松,玉石垣の外構が続く景観が継承されてお

り,いわゆる鵠沼らしい景観を良く留めている。また,

初期別荘地内の規模の大きな邸宅ではないものの,戦前

期の郊外住宅の様相を良く伝える住宅建築も散見され,

鵠沼の貴重な景観といえる。

3.3初期別荘地および郊外住宅地の変容と景観構造

表3-3は,鵠沼地域における初期別荘地である鵠

沼松が岡と,その周辺で形成された郊外住宅地の松

表3-3鵠沼地域における住宅地の景観構造の変化

島苑住宅地の変容を航空写真及び住宅地図により,

区画数,敷地規模,建ぺい率,緑被率等について計測,

整理したものである。

このうち,鵠沼松が岡における景観調査の結果を

やや詳細に紹介する。鵠沼松が岡(図3-2)では,昭

和37年時点で初期別荘地の景観要素を残していると

判断される500㎡以上の大規模敷地123敷地を対象

とし,その変化を追跡した。その結果,敷地の変容

過程については,景観保全型(A:当初の居住者・

親族が住み続けるかもしくは居住者が変わっても建

物が維持される型),部分開発型(B:当初の居住

者が維持困難となり,敷地を分割して一部に居住し

残りの敷地を売却する型),全面開発型(C:当初

の居住者により敷地のすべてが売却され,開発・分

譲が行われる型)に分けられた注17)。

昭和60年には,景観保全型57,部分開発型36,

全面開発型30敷地,平成16年には景観保全型が20,

部分開発型が24,全面開発型が54敷地となり,景観

保全型の減少と全面開発型の増加により,面的景観

構造が大きく変化していることが明らかとなった。

中でも,部分開発型は土地の一部が維持されながら,

緑被率や外構特性において一定程度の景観保全の傾

向がみられた。図3-3に示す事例①から③をみても,

緑被率30%以上を確保し,外構には自然素材の生

垣・竹垣・玉石が使用され,門柱・門構等により景

観要素を維持していることが確認できる。

平均敷地面積は,景観保全型で約1000㎡,部分

開発型で居住者により継承された敷地(以下継承敷

地)が約1000㎡,売却され開発された敷地が約

         初期別荘地郊外住宅地
         鵠沼松ヶ岡住宅地松島苑
         区画数建ぺい魅緑率区画建概、率緑

         昭和37年景観保全沖部分開発1全面開発」國500m以上(m)(%)(%)國(m)(%)(%)         歪23一14.968.769629.133.455.3         一10.073.0

         一13.169.2

         昭和61年景観保全知部分開発刑全面開発」圏500m以上國体         57一霊9.257.591477D34.454.2         36一18.350.4

         30一22.445.3

         平16年景観保部分開発知全面開発1團500m以上國         35一22.542.5102425.640.143.3         34一26.523.7

         54一28.913.1

表3-4鵠沼松が岡における更新タイプ別平均敷地規模

        更新タ∠ノA一用途(棟〉/割合(%)階釧規制等(棟)黒一平均i敬地慮積        箇i弄数35戸建共1司住宅,350100%'0%商業施護駐事場その他0010「70%0%0%1ア7嵐致歴風00自主0平成16:年;038㎡
        B』.34340100%0%000,70嬰0巽○%18250G(1061「の※1(1345㎡)、・22406nイ        B:'【解一248706%235尋5020つ0ラ乞5.9%0%188
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図3-2鵠沼松ヶ岡地域における大規模敷地の変容(H.17)
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図3-3鵠沼松が岡地域の更新タイプ別事例

1300㎡,全面開発型では約1800㎡となっている。

土地を維持することが可能な敷地面積の目安は1000

～1100㎡程度であり,昭和37年当時の土地の45%

程度の面積であることがわかる。建ぺい率の変化を

みると,昭和37年当初の約10～15%から約20～

30%となり,全面開発型で28.9%と最も高くなって

いる。緑被率の変化は顕著であり,昭和39年当初は

ほぼ約70%であったのが,平成17年には,景観保

全型で42%,部分開発型で23%,全面開発型で

13%と,開発面積に応じて減少している。

鵠沼松が岡では,開発時の継承敷地の割合を50%

以上で1000～1100㎡以上,開発敷地と合わせた土

地における建ぺい率は30%以下,緑被率は30%以上

とするとともに,自然素材の外構,高木の保存が,

景観保全の重要な要素であることが確認された。

鵠沼松が岡に隣接する郊外住宅地松島苑の区画

数・敷地規模・建ぺい率・緑被率の変化をみると,

昭和39年時点の区画割は細分化し,平均敷地規模が

約630㎡から,現在は2/3の約430㎡となっている。

しかし,その中でも緑被率を45%程度を維持してい

ることが確認できる。今後は外構や植裁等の景観要

素の定量的な調査が必要である注18)。

34鵠沼地域における住宅地形成と景観構造の変容

鵠沼における初期別荘の立地は,江ノ電鵠沼駅か

ら海岸にかけての広範な地域に分布し,1000坪程度

の大規模な土地所有が見られた。昭和期には初期別

荘の周辺や内部で、当初の大規模な別荘地の敷地分

割によって郊外住宅地の形成が進行した。周辺の住

宅地の場合150坪～300坪程度の敷地規模をもつ住宅

地が確認でき,松の植栽や玉石垣の外構をもつ昭和

期の住宅地の景観が形成された。戦後から現在にか

けて,敷地の細分化は進行しているものの,敷地面

積は平均で約140坪程度を確保しており,緑被率も

約40%を維持し,この地域の景観に大きく寄与して

いることが確認された。

4.大磯町大磯・東小磯・西小磯地域の住宅地形成

と景観構造の変容

4.1初期別荘地の形成

大磯の別荘地としての発展は,明治18年松本順によ

る日本初の海水浴場の設置に始まる。大磯の地形は北に

山,南に海があり,東海道線と東海道が町を東西に貫く。

大磯の別荘立地にっいては『大磯の住まい』文29)に詳

細に紹介されている。巻末に付された別荘一覧を年代別

に分けて地図上に表示したのが図4-1である。

大磯が他の湘南の別荘地と大きく異なる点は,既に東

海道の宿場町として街道沿いを中心に市街化していた点

である。特に中心部の東海道以南には人家が密集してい

た。こうした地形だったため,明治20年代の別荘の立

地は,山裾と中心部を除いた海岸沿いに集中する。

別荘の設置年代別件数をみると,明治期には172件の

別荘が確認できる。その立地は東海道や駅周辺の大磯地

区や東小磯地区に限らず,中心部からやや離れた西小磯

や東町にも幅広く立地している。市街化が進んでいた大

磯では,別荘にふさわしい立地を得るため山腹や中心部

を離れた地域にまで別荘が立地したのであろう。大正期

の別荘の立地としては駅北側に立地する別荘の増加が顕
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図4-1大磯における設置年代別別荘所在地注19)

著であり,昭和期の別荘の立地は周辺部に多い。

また,別荘の敷地規模は海岸沿いに立地する西園寺別

荘4000坪,伊藤博文別荘1630坪など大規模なものが多

いことが、特筆される。こうした海岸沿いの大規模別荘

は今日ではその多くが別荘設置者に関連する企業の保養

所となっており,大磯の場合,他の別荘地に比して明治

期の別荘規模が今日まで継続して維持されていることが

特色である注2°)。

4.2郊外住宅地の形成

大磯・西小磯・東小磯地域の初期別荘地の変容及び

計画的郊外住宅地の立地について,旧土地台帳によ

り調査を行った。その結果,土地会社による分譲地

開発が,西小磯92番地及び261・286番地で,確認

された。この辺りは,昭和3年注2「)には,海沿いに,

池田成彬,鍋島直映,李王世子,清水満之助,吉田

茂らが,別荘を構えた地である。

西小磯92番地は,大正15年鈴木栄吉,その後昭

和15年に佐々木民治の所有地となるが,昭和17年

箱根土地株式会社(同19年国土計画興業株式会社)

に売却され,戸建住宅地となっている。

同261・286番地は,大正初期には伊達宗陳注22)ら

が別荘地として所有し,昭和26年に国土計画興業株

式会社に売却され,同じく戸建住宅地となっている。

両住宅地の間には,清水満之助の別荘が立地し,

この辺りの土地所有の変容を追跡すると,表4-1の

表4-1西小磯92・261・286番地の土地所有の変容

ように整理される。国土計画による宅地割の際にな

された筆割の1筆あたりの平均規模は,約350～520

㎡となっていることがわかる。分筆後の売買をみる

と,92番地で23筆中11筆,286番地で17筆中9筆,

261番地で24筆中22筆が,町外在住者に売却されて

いる。

また,当時の新聞の広告記事注23)として掲載された

大磯i長者園住宅地は,大磯(山王町)2279番地の村

井吉兵衛注24)の別荘地が,昭和15年に本人逝去の直

後に不動産会社に売却され,分譲地となったもので

あることが判明した。

村井は,旧土地台帳によれば,明治35年に大磯字

里山84,浜岳2242,松下2245,浜岳川付2278,下

原2281番地外を含め,約4万坪の土地を購i入してい

る。現在の東町3丁目に位置する区域である。現東

町1・2・3丁目は,当時花水川河口で老松が茂り,

長者林と呼ばれた地域(ほぼ字浜岳のエリアで昭和

25年に現在の町名に変更)であり,村井別邸の臨む

松下は,花水川の州で川魚釣り場,景勝の地であっ

た。この辺りには,根津嘉一郎,後藤象二郎,小林

喜一,小林弥太郎等の別荘も立地していた。村井は,

明治35年の後藤象二郎元所有地の購i入を含め,

その後大正期にかけても周囲の土地を買い,所有地

を拡大するが,大正15年1月に逝去する。これらの

土地は,昭和3年に相続で村井弘志の所有となり,

同年に明和不動産に売却される。長者園は,その後

分譲地として開発されたものと考えられる。

村井邸の正門は,現在の日本端子から大磯高校東

側の道路に面した場所に位置し,麹町区永田町在住

の村井は,夏の避暑,秋の果物の収穫時に訪れ,庭

園を町民にも鑑賞できるように開放し,東京や大磯i

の名士を招き,園遊会も開かれたという注25)。

長者園住宅地の広告には,「経営地内欝蒼の老松

を分け,ロータリーを中心として迂回せる四間,三

間の道路縦横に,自動車の乗付自由!」と記載され,

「老松付一坪十円より三十円まで」で「一区画150

坪・300坪内外」で売り出されている(図4-2)。

以上から,駅周辺からやや離れた広大な別荘所有

地が,一定規模の区画割で定住向けの郊外住宅地と

して変容していった様子がうかがわれる。
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4,3初期別荘地および郊外住宅地の更新と景観構造

初期別荘地から郊外住宅地へと変容した西小磯92番

地と286・261番地,長者園分譲地として開発された大

磯2279番地の一角における区画数・敷地規模等の変化

は,表4-2にみる通りである。

西小磯261・286番地及び92番地で,初期別荘地が,

国土計画によって分割・分譲された区画割は,昭和39

年時点でみると,敷地規模は600㎡弱で,しかも建ぺい

率20～25%で緑被率60～70%と,かなりゆったりとし

た敷地であったことが確認できる(図4-3)。とくに,

92番地では,現在も当初の敷地規模を維持し,建ぺい

率35%弱,緑被率40%強と,景観上好ましい環境を保

持しているといえる。

西小磯261・286番地では,細分化が進行しているも

のの,平均すると現在でも建ぺい率が40°/.程度と比較

的低く抑えられ,緑被率も30%弱となっている。286番

地内では,開発許可により2箇所で宅地造成による開発

がなされている。両者とも,1000㎡弱の土地を対象に,

ひとつは平成6年の6区画(150～175㎡)の宅地造成,

もう一箇所は平成11年の4区画(135～180㎡)の宅地

造成である(注26)。

長者園分譲地については,航空写真により,緑被率

が高いと予想される街区を抽出し,敷地規模・建ぺい

率・緑被率等を計測した(図4-3)。当初の分譲区画は

150～300坪であったことは,旧土地台帳及び旧公図で

確認できるが,現在は比較的良好な環境を維持した街区

においても,敷地規模は,300㎡と細分化している。一

方で,建ぺい率は40%,緑被率が約60%と高くなって

いる。鐵
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4.4大磯・東小磯・西小磯地域における住宅地形成と

景観構造

大磯町における初期別荘地は,宿場町という性格から

市街化の進行していた中心部や山裾を除く海岸沿いに集

中するが,その後中心部から離れた広い地域に立地した。

駅から離れて立地した広大な初期別荘地では,戦前から

戦後に及ぶ時期に形成された土地会社等による分譲地が

みられた。これらにより分譲された住宅地の敷地規模は

比較的大きく,緑被率についても一定程度確保されてい

ることが確認された。

5.まとめ

本研究では,明治期からの初期別荘地や戦前に開発さ

れた郊外住宅地が,一定の住環境や景観を維持しながら

形成されていく経緯を把握,追跡することにより,重層

的な広がりをもって維持・保全されてきた住宅地の景観

構造の要因をさぐることを目的とした。とくに,初期別

荘地の立地およびこれに連続した昭和戦前期の郊外住宅

地化について,特色ある展開のみられる逗子市逗子・新

宿地域,藤沢市鵠沼地域,大磯町大磯・東小磯・西小磯

地域を対象とし,主に土地所有の動きを中心として,初

期別荘の立地特性,郊外住宅地化への変容過程,初期別

荘地と郊外住宅地の景観構造の連続性について,一定程

度把握することができた(表5-1)。

結果として,地形及び自然環境の特性を背景に立地し

た大規模な初期別荘地の敷地規模や地割,道路基盤等の

状況が,その後,その周辺に広がる住宅地の形成,別荘

敷地自体の分譲地への変容等郊外住宅地化にあたり,区

画割・敷地規模等の計画水準に少なからぬ影響を与えて
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図4-・3西小磯261・286番地(S39)・東町3丁目(S.20)航空写真

表4・2大磯・西小磯地域における住宅地の景観構造の変化

             初期別荘住宅地→郊外住宅地郊外住宅地
             西小磯261・286番地西小磯92番地長者園(2街区)

             区画数敷地規模(m)建ぺい率(%)緑被率(%)区画数敷地規模(m)建ぺい率(%)緑被率(%)区画数敷地規模(m)建ぺい率(%)緑被率(%)

             昭和39年56599.325559.7325861212698一一一}

             昭和61年655163381315355358352442一一一一

             平成16年81414.341327.738493534341720309440258
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表5-1湘南地域における初期別荘地及び郊外住宅地の景観構造の変容

明治期 大正期 昭和初期 昭麹戦前期 昭和戦後 現在

     初覧
     期地形:海岸沿い・川沿い・山沿いに立地
     別明治30年代初期:海岸沿い一帯保養所等マンション等
     荘明治末期:海岸から駅に至る地域一帯敷地規模150～200坪(450～650㎡)
     逗子地被率、・20%
     市郊新宿・逗子地域逗子翠郷住宅地
     外基盤道路幅員:2・25・3間、簡易舗装
     住瓦斯・水道・下水整備、道路境に大谷石
     宅敷地規模280坪(925㎡)一一一一一や敷地規模2DO坪(650㎡)
     地景観要繁松樹緑被率約30%
     初・地地・緑率
     期広範囲にわたる立地景観保全型沿00㎡・約40%
     別鵠沼地域基盤格子状街区・箪割(2反)敷地規模300～700坪一一部分開発型1000r㎡・約25%

     帥荘(松が岡)敷地条件方形区画割・1σ00坪以上(約1000～2000㎡)(全面開発型18σ0㎡・約15%)
     縢沢地景観要繁松樹・玉石頻緑被率約フ0%景観要繁高木・生垣・竹垣・玉石垣
     市郊高瀬通住宅地松島苑
     外基盤道路開設
     住沿道宅地化
     宅敷地条件300坪?敷地条欄区画:150坪敷地規模140坪(430㎡)
     地景観要累黒松・玉石煽景観要舞黒松・玉石垣緑被率約45%
     初、地
     期広範囲にわたる立地・大規模敷地
     別明治20年代:山裾・中心部を除く海岸沿い保養所等
     荘大正期:駅北側

     大磯地昭和期:周辺部
     町郊大磯・東小磯・西小磯地域西小磯92・261・286番地
     外長者園住宅地敷地条件筆割350～520㎡→敷地規模150坪前後(400～500㎡)
     住基盤ロータリー・4間・3間道路緑被率30～40%
     宅敷地条件150～300坪敷地規模100坪(300㎡)以下
     地景観要素老松付き緑被率60%以下

いることが明らかとなった。これらの水準の高さが,現

在に及ぶ緑被率の維持や外構等の景観要素の継承に繋が

っているものと考えられた(表5-1)。

今後の課題としては,初期別荘地の郊外住宅地化の過

程における道路等の基盤,地割と敷地形状や規模との関

係の追跡,そして,郊外住宅地の邸内の樹木や外構等の

詳細な景観要素の抽出作業が必要と考えられる。

<注>

1)逗子の戦前期の別荘については,文献14文献18に詳
しい。文献18では黒田康子氏が新宿地区の別荘につ

いては遺族や古老からの聞き取りによって詳細な紹介

をされている。本稿は別荘の立地の特色を年代別・地

区別に明らかにしようとするものである。
2)文献14:近現代編,P.77
3)三井信託銀行不動産部保管資料一式
4)旧土地台帳から判明するのは土地の取得時期のみであ

るため,実際に別荘を設置した年代とは異なる可能性

が高い。別荘の位置については旧公図,『土地宝典』
(文献38)などを手がかりに特定した。地図は大正
10年版の25000分の1地形図をもとに作成した。

5)判明分のみを記載。
6)地域外在住者による土地所有は必ずしも別荘設置を目

的とするものとは限らないが,土地の性格の変質とい

う観点から別荘地化の一様態と考え,別荘地化と見な

した。

7)東京の郊外住宅地として有名な田園調布で坪13～55

円,常盤台住宅地で坪25～30円である。
8)文献20によっても,計測方法による数値の違いがあ

るが,敷地の細分化と緑被率の減少が把握されている。
9)文献1によれば,こうした街区形成の一部はすでに明

治15年の『鵠沼村縮切図』に確認できる,大給や伊
東が計画的に作成した街区割りではないことが判明し

ている。

10)鵠沼における別荘の立地について言及したものとして,
文献1,文献24などがある

11)注4と同様に実際に別荘を設置した年代とは異なる可

能性が高い。別荘の位置については旧公図,文献39
などを手がかりに特定した。地図は大正10年版25000
分の1地形図をもとに作成した。複数箇所に土地を所

有している場合には最も早い年代に取得した場所を示
した。

12)今回の調査では78件の内51件の所在地が判明した。
13)伊東幹一所有地は複数箇所に多数所在するため別荘の

位置は特定しなかった。
14)鵠沼開発に功績のあった人物を顕彰するために鵠沼賀

来神社内に大正9年に設置された碑であり,文献22,
文献25に詳しい。

15)『鵠沼』85号の地図を参照
16)文献41などによる。
17)北條達也:湘南地域の別荘住宅地における景観構造の

変容に関する研究,2005年度東海大学工学研究科建築
学専攻修士論文による。

18)文献27では,緑被の変遷や高木の残存状況が把握され
ている。

19)地図は大正10年版25000分の1地形図をもとに作成

した。
20)三井銀行創設者の池田成彬別荘が三井住友銀行寮とし

て存続するなどの事例である。
21)大磯町各別荘所有者調(昭和弐年六月現在)・昭和3年7

月23日訂正

22)旧宇和島藩主宗城の孫。侯爵。夫人孝子は高麗に別荘
を構えた旧紀州藩主徳川頼倫の養妹。大正3年から西
小磯西柳原286番地外の土地17370坪を購i入して別荘

を構えた。(鈴木昇「大磯の今昔(四)」より)
23)昭和15年2月29日・同年4月21日(読売新聞)
24)村井銀行頭取,商業会議所特別議員。米国に渡米し,

巻煙草製造法を研究,明治32年村井商会を設立。元
治元(1864)年～大正15(1926)年

25)大磯町史執筆委員飯田善雄氏提供資料より

26)大磯町における平成14年までに行われた開発許可件数
は127件,道路位置指定による宅地開発は52件で,
このうち別荘地における開発は18件であった。(平
成14年平塚土木事務所保管資料より)
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