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軌道系公共交通導入にともなう土地建物利用の変化に関する研究 

 －多摩都市モノレール沿線地域を事例として－ 

Study on the influences of public transportation on land and building uses: the case of Tama 

Monorail Line. 
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It is thought that the opening to traffic of the public transport has an important influence in cancellation and the city 

planning of the road congestion to become the hindrance of the city activity. Therefore I grasp the present situation 

and a change of the land building use in detail and arrest relevance with the land use and the traffic precisely, and 

what I analyze quantitatively is important, and it is thought that I am tied to important suggestion for regional plan 

development. In this study, I investigate the land building use of the consideration area for and the change as a case 

study in the Tama area that assumed Tama Monorail Line of Tokyo an axis in detail and build the result as a database. 

I investigate the terms of reference for a range of distance 500m from the station where it is thought that a 

person uses Tama Monorail Line. 
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1．研究の目的 

高度経済成長の下、東京圏においては機能の集中が加

速され、それに伴い都市化も急速に進んできた。それら

の活動を支える東京の交通体系は放射線状に形成され、

東京 23 区の西側に広がる多摩丘陵を開発した多摩ニュ

ータウン、中央線沿線の立川など、多摩地域の幾つかの

都市が拠点となり、都市化に伴う人口増加を吸収してき

た。 

現在では、玉川上水、立川、高幡不動、多摩センター

等、郊外化により形成された幾つかの都市が多摩地域に

存在する。その都市同士を結ぶことで多摩地域を自立的

な都市圏を形成するため南北方向に走る交通システムの

導入が望まれ、2000年1月に多摩都市モノレールが開通

した。多摩都市モノレールは、東大和市、立川市、日野

市、八王子市、多摩市、の東京多摩地域に位置している

計 5 都市を結ぶ交通システムであり全長 16ｋｍ、計 19

の駅で構成され、上北台から多摩センター間は、所要時

間は36分で運行している。多摩都市モノレール沿線に走

る交通システムには、玉川上水駅で西武拝島線、立川北、

立川南でＪＲ中央線、高幡不動、多摩センターで京王線、

多摩センターで小田急線と複数の電車との接続がある。 

公共交通の開通は、都市活動の支障となる道路混雑の

解消や、都市計画においても重要な影響を及ぼすと考え

られる。そのため、土地建物利用の現況と変化を詳細に

把握して、土地利用と交通との関連性を的確に捉え、定

量的に分析することが重要であり、広域的な計画策定に

意義のある提案に結びつくものと考えられる。 

本研究では、多摩都市モノレール沿線を対象として平
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成 13 年から 20 年にかけて調査した約 20 万件に及ぶ土

地建物利用のデータを基に、GIS（地理情報システム）

によってデータベースとして構築した上で、詳細な土地

建物利用データの分析を行ない、地域計画の基礎的研究

として土地利用と交通の関連性を探ることを目的とする。 

 

2．方法 

①調査範囲 

調査範囲としては、人が多摩都市モノレールを利用す

ると考えられる駅から500ｍの範囲を調査対象とした。 

②現地調査方法 

現地調査をする際、東京都デジタルマップをベースに、

以下の情報を収集した。 

1) 表1の左端の列に記したような調査項目（詳細項

目としては 62 種類）ごとに、１階部分の利用を

確認した。 

2) 利用に加えて、建物用途の階数も確認した。 

3) 更に駐車スペースの数もカウントした 

 

3．モノレール沿線の土地建物利用 

土地建物利用調査から得られたデータを基に、平成13

年～平成 20 年にかけて、62 種類毎に各年の変化を整理

した。表 1 に示すように、モノレール沿線全体の土地建

物利用の件数変化が最も著しかったのが独立住宅と未利

用地であった。更に、この 2 種の用途に関する変化が大

きいのが、未利用地に関しては甲州街道駅、独立住宅に

関しては万願寺駅周辺であった。本論文では、紙幅の関

係からこの 2 種類の 2 つの駅周辺に絞って考察をまとめ

る。 

 

3－1．甲州街道 

図 2、図 3 に、甲州街道駅周辺における未利用地の増

加及び減尐件数の変化を示す。図 2 は、どの用途から未

利用地に変化してきたかを示し、図 3 は、どの用途に変

化していったか、を集計した図となっている。図4、図5

は、変化件数の多かった年度について図面にプロットし

たものである。 

まず、増加件数について見ると、平成 13 年から平成

14年にかけて、官公庁施設から1件、住商併用建物から

1 件、独立住宅から 9 件、集合住宅から 3 件、専用工場

から3件、農地から9件が、未利用地となった。一方で、

同年度における未利用地の減尐は無かった。 

平成14年から平成15年にかけて、業務施設から1件、

住商併用建物から 1 件、独立住宅から 6 件、集合住宅か

ら1件、専用工場1件、屋外利用地・仮設建物から2件、

農地から15件が、未利用地となった。逆に同年度におい

て、官公庁施設へ 1 件、教育文化施設へ 1 件、専用商業

施設へ1件、独立住宅へ26件、集合住宅へ2件、屋外利

用地・仮設建物へ 2 件、公園・運動場へ 1 件、農地へ 1

件、用途が不明なものへ 1 件、未利用地から変化してい

った。 

平成 15 年から平成 16 年にかけて、独立住宅から 10

件、屋外利用地・仮設建物から 5 件、農地から 6 件が、

未利用地となった。逆に同年度において、業務施設へ 1

表1 多摩都市モノレール沿線における用途毎の変化件数 

 H13～H14 H14～H15 H15～H16 H16～H17 H17～H18 H18～H19 H19～H20
官公庁施設 -1 3 -4 -1 5 0 -1
教育文化施設 3 -31 1 10 37 1 7
供給処理施設 -3 0 0 0 9 0 6
業務施設 1 3 8 -5 -29 0 -3
専用商業施設 -3 8 10 -13 30 -7 28
宿泊・遊興施設 0 0 -1 1 6 -2 -1
スポーツ・興行施設 -2 -1 0 1 0 0 1
住商併用建物 -3 -1 13 13 -27 0 3
独立住宅 33 262 225 63 128 -3 370
集合住宅 21 36 20 19 67 9 55
専用工場 4 -7 4 -3 -8 0 -31
工場併用建物 1 -3 -2 1 -11 -1 -1
倉庫運輸関連施設 -4 -5 -2 -6 -4 0 32
鉄道・鉄道関連施設 0 0 0 -1 -1 0 0
バス関連施設 0 -5 0 0 2 0 0
屋外利用地・仮設建物 0 -9 18 28 7 1 -42
公園・運動場 0 2 2 -2 9 -2 1
農地 -18 2 -23 6 -48 0 -32
原野 0 0 -1 -2 1 0 -1
森林 0 -2 0 -1 -8 0 1
未利用地 -49 52 -37 -4 -38 1 0
河川・水路・水面 0 1 0 0 4 0 -1
用途が不明なもの 2 4 -1 -3 -14 4 2  
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件、専用商業施設へ 2 件、住商併用建物へ 4 件、独立住

宅へ29件、集合住宅へ4件、屋外利用地・仮設建物へ8

件が、未利用地から変化していった。 

平成16年から平成17年にかけて、住商併用建物から

3件、独立住宅から10件、集合住宅から1件、屋外利用

地・仮設建物から 1 件、農地から 1 件が、未利用地とな

った。逆に同年度において、独立住宅へ29件、集合住宅

へ4件、屋外利用地・仮設建物へ3件、農地へ1件が、

未利用地から変化していった。 

平成17年から平成18年にかけて、集合住宅から2件、

屋外利用地・仮設建物から 2 件が、未利用地となった。

逆に同年度において、教育文化施設へ 1 件、独立住宅へ

10件、集合住宅へ3件が、未利用地から変化していった。 

平成18年から平成19年にかけては増減ともに変化が

無かった。 

平成19年から平成20年にかけて、業務施設から3件、
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図2 甲州街道駅周辺における未利用地増加件数         図3 甲州街道駅周辺における未利用地減尐件数 

 

 
（図2、図3の凡例） 

 

   

 

図 4 平成 19 年から 20 年にかけての甲州街道駅

周辺の未利用地増加箇所  

 

図5 平成 19年から 20年にかけての甲州街道駅周

辺の未利用地 減尐箇所  
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集合住宅から 1 件、専用工場から 1 件、屋外利用地・仮

設建物から8件、森林から1件、専用工場から1件、独

立住宅から 27 件、農地から9 件が、未利用地となった。

逆に同年度において、教育文化施設へ 1 件、専用商業施

設へ1件、住商併用建物へ2件、独立住宅へ42件、集合

住宅へ4件、屋外利用地・仮設建物へ9件、農地へ2件

が、未利用地から変化していった。 

  

3－2 万願寺 

図 6、図 7 に、万願寺駅周辺における独立住宅の増加

及び減尐件数の変化を示す。図 6 は、どの用途から独立

住宅に変化してきたかを示し、図 7 は、どの用途に変化

していったか、を集計した図となっている。図 8、図 9

は、変化件数の多かった年度について図面にプロットし

たものである。 

平成13年から平成14年にかけて、住商併用建物から

1 件、農地から 4 件、未利用地から 7 件が、独立住宅と

なった。逆に同年度において、工場併用建物へ 1 件、屋

外利用地・仮設建物へ 2 件、公園・運動場へ 1 件、農地

へ 1 件、未利用地へ 5 件が、独立住宅から変化していっ

た。 

平成14年から平成15年にかけて、集合住宅から5件、
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図6 万願寺駅周辺における独立住宅増加件数          図7 万願寺駅周辺における独立住宅減尐件数 

 

 
（図6、図7の凡例） 

 

 

 

図 8 平成 19 年から 20 年にかけての 万願寺駅周

辺の独立住宅増加箇所  

 

図9 平成 15年から 16年にかけての 万願寺駅周辺

の独立住宅 増加箇所  
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工場併用建物から7件、屋外利用地・仮設建物から1件、

農地から9件、森林から1件、未利用地から22件が、独

立住宅となった。逆に同年度において、住商併用建物へ1

件、集合住宅へ2件、公園・運動場へ1件、農地へ2件、

未利用地へ 4 件、用途が不明なものへ 2 件が、独立住宅

から変化していった。 

平成15年から平成16年にかけて、集合住宅から1件、

農地から14件、未利用地から53件が、独立住宅となっ

た。逆に同年度において、業務施設へ1件、集合住宅へ1

件、専用工場へ 1 件、屋外利用地・仮設建物へ 2 件、農

地へ1件、未利用地へ1件、用途が不明なものへ1件が、

独立住宅から変化していった。 

平成16年から平成17年にかけて、農地から1件、未

利用地から 6 件が、独立住宅となった。逆に同年度にお

いて、集合住宅へ 2 件、屋外利用地・仮設建物へ 3 件、

未利用地へ3件が、独立住宅から変化していった。 

平成17年から平成18年にかけて、集合住宅から3件、

農地から8件、未利用地から29件が、独立住宅となった。

逆に同年度において、住商併用建物へ2件、集合住宅へ1

件、屋外利用地・仮設建物へ3 件、農地へ 3 件、未利用

地へ5件が、独立住宅から変化していった。 

平成18年から平成19年にかけて、集合住宅から1件、

農地から1件、未利用地から1件が、独立住宅になった。

逆に同年度において、農地へ1 件、未利用地へ 1 件が、

独立住宅から変化していった。 

平成19年から平成20年にかけて、集合住宅から5件、

専用工場から1件、屋外利用地・仮設建物から18件、農

地から12件、未利用地から59件が、独立住宅となった。

逆に同年度において、屋外利用地・仮設建物へ 1 件、農

地へ 1 件、未利用地へ 3 件が、独立住宅から変化してい

った。 

 

4．まとめ 

本論では、平成13年～平成20年にかけて収集した約

20万件のデータを整理し、その中で特徴的な2駅につい

て考察した。以下に考察をまとめる。 

1) 甲州街道の未利用地変化は、平成 19 年から平成

20 年にかけて 50 件増加したことが最も大きく

（図 4）、次いで同年度に 42 件減尐（図 5）した

ことが大きかった。甲州街道駅周辺は、平成 12

年に多摩都市モノレール線路と甲州街道が交わ

っている近くに建設され、平成14年から平成15

年にかけて、用途指定の変更、地区計画の発令と

大規模な工業施設の移転にともなう大型マンシ

ョンの建築がおこなわれた。用途指定の変更につ

いては、平成 12 年に第１種低層住居専用地域と

準工業地域の指定がおこなわれ、平成 14 年には

甲州街道の一部が第2種中高層住居専用地域から

近隣商業地域に変化し、モノレール沿線が第１種

低層住居専用地域と準工業地域に指定されてい

たものが第2種中高層住居専用地域に変化してい

る。また、新奥多摩街道の第2種中高層住居専用

地域の幅が広まっている。また、用途指定が大幅

に変更したことにより建てられる用途の範囲が

広まった。これらの変化にともない、平成 16 年

以降に商業施設、住宅、官公庁施設が増加してお

り、逆に駅周辺にあった工業施設は減尐していっ

た。甲州街道駅周辺の変化の要因としては、立川

駅周辺の商業業務、官公庁施設の立地による賑わ

いがあり、モノレールで2駅という立地条件が優

位に働いたものと考えられる。加えて、工場跡地、

農地、空き地などが多く点在し、用途変化の過程

において未利用地の数が多く表れたものと考え

られる。 

2) 万願寺の独立住宅変化は、平成19年から平成20

年にかけて 95 件増加したことが最も大きく、次

いで平成15年から平成16年にかけて68件増加

したことが大きかった。万願寺駅周辺においては、

独立住宅の中でも一戸建て分譲住宅が特に増加

している点が目立っており、その背景としては、

万願寺駅周辺の用途地域が第一種低層住居専用

地域となっていることが挙げられる。良好な住居

環境を保護する目的から建設可能なものは低層

住宅・学校、診療所などであり、建築物の高さも

10mか12mまでに制限されている。 
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