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Railyards are an important facility of railway freight. Around 1960s and 1970s when railway freight was at its peak in Japan, 29 railyards were operated. 

However, because of the decline of this business, the railyards are now out of service and ways of reusing these properties are under consideration. 

Generally, railyards have two prominent characteristics: great width and curving boundaries. The former characteristic aids urban redevelopment 

planning, but the latter can be an impediment. The present study examined how these two characteristics impact urban redevelopment by investigating 

the reuse plans for 29 Japanese railyards. The analysis showed that the site width is the dominant factor in determining new plans, regardless of the 

shape of the site. These results are considered in the context of urban history and compared with former findings. 
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1. 問題と背景 

本研究は、国内29か所の操車場を対象として、各跡地での用

途変更がどのように行われたかを、用途の種類と敷地の割り方

に注目して確かめる。	

操車場は、鉄道貨物施設のひとつである。そこでは貨物列車

の中継や、貨車の繋ぎ変えが行われていた。鉄道貨物の最盛期

には全国各地に設置されていたが、貨物輸送の減少や合理化に

よって、現在は全ての操車場が役割を失い、順次、用途変更が

進められている。操車場は、単一の用途で用いられてきたため

に、まとまった広さの敷地が残されていることと、貨車を繋ぎ

変えるための線路が大量に必要であったために、敷地の形状が

不定形であるという特徴がある（図-1）。これらの特徴を用途変

更という視点から捉えると、前者は変更時の自由度の高さとし

て、後者はその低さとして機能すると考えられる。実際に、こ

うした働きは、大規模なホールやオフィスビルを中心とする「さ

いたま新都心」として用途変更された大宮操車場や、副都心機

能の整備を目指して用途変更された高崎操車場で確認できる。

しかし、同じようにまとまった敷地がありながらも、大半が遊

休地として残され、開発が進んでいない富山操車場のような例

があったり、不定形な形状でありながらも、それが有効に活用

されて公園と博物館に用途変更された梅小路操車場のような例

があったりする。これら2つの例では、再開発の進行と土地の

形状や広さの関係が、上述の内容と関連していない。つまり、

敷地の広さがもたらす自由度の高さと、敷地の形状が不定形で

あることからもたらされる自由度の低さは、必ずしも計画者に

とっての自由度に関わっているとは限らないと考えられる。	

操車場の用途変更については、特定の操車場を対象とした調

査が報告されてきた 1）。そこでは計画の立案から実施までの経

緯を辿り、土地利用における今後の課題がまとめられている。

一方、本研究では操車場を、広大で不定形な輪郭の土地として

位置づけ、このような特徴が用途変更によってどのように機能

するのかを、複数の事例を通じて確かめる。	

	

2. 方法と結果 

2.1 対象 

日本国有鉄道が管理していた30件の操車場のうち、貨物駅と

しての用途を引き継いでいる1件（旧熊本操車場）を除いた、

29件(1)	の操車場を対象とした（表-1）。	

 
図-1  操車場の航空写真（No.28香椎操車場） 

不定形な輪郭に囲まれた広大な敷地であることが分かる。

画像は国土地理院電子地図を通じて取得し加筆した。 
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2.2 方法	

各操車場の変化を、航空写真を用いて確かめた。航空写真は、

ウェブサービスを利用して調査者2名が収集した。用途変更前

として1975年(2)、変更後として2016年のものを収集した。	

2.2.1 用途の特定	

Google 社の提供する地図サービスを用いて、調査者 2 名が

用途変更後の用途を特定し、その結果を7種類にまとめた（表

-2）。加えて、用途毎の敷地面積を確かめた(3)。	

2.2.2 敷地割りの特定 

	 1975 年と 2016 年の航空写真を比較して、用途変更された範

囲を特定し、その形状を7種類に分類した（表-3）。また、その

範囲がどのように分割されたかを、方向と大きさにもとづいて

計6種類に整理した（表-4）。	

2.2.3 調査例 

	 以上の手続きを岡山操車場を例に示す。図-2上が現役時であ

る（1975年）。2016年には敷地の南半分が用途変更されている

（図-2中）。用途変更された地域は、両端が細く、中央部に台

形が重なったような形状である。本研究ではこの形状を「複合」

とした（表-3）。用途変更後の敷地は、長手に対して垂直に割

られている（図-2下）。このような割り方を「垂直割り」とし

た（表-4）。各街区は、敷地の中央部で大きく、両端部で小さ

くなっている。これらは「大きい敷地」、「小さい敷地」とし

た（同上）。用途変更後の主な用途は表の通りである。	

表-2 用途7種 

分類* 用途 主な建物 

住宅(住) 住宅 戸建住宅, 分譲住宅, マンション 

商業(商) 商業施設 ジム, ホテル, ショッピングモール, オフィス, 葬
儀場, 結婚式場 

文化(文) 文化施設 ドーム, 運動場, 展示場,博物館, コンサートホール 

公共(公) 
教育施設 保育園, 小中学校, 高校, 大学 
医療福祉 市民病院, 介護所, 薬局, 整体店 
公園・広場 公園, 遊歩道, 広場 

行政(行) 行政施設 行政出先施設, 公会堂 

工業(工) 工業施設 町工場, 工場, 燃料等貯蓄施設 
運輸業 運輸倉庫 

その他(他) その他 遊休地, 工事中, 駐車場, 用途不明 

*（ ）内は表1の表記を意味する  

表-4 再開発地域の敷地割り6種 

分類* 簡略図** 備考  

方
向 垂直割り（垂） 垂直に割られた街区が、全体の

75％以上を占める 

平行割り（平） 再開発地域の全長15％以上の長
さで、平行に割られた街区がある 

割られていない 割られていない 

その他（他） 上記当てはまらない割り方 

 

比
率 大きい敷地（大） 再開発地域の10％以上の大きさ

の街区がある 

小さい敷地（小） 再開発地域の10％未満の広さの
街区が全体の25%以上を占める 

 

表-3 再開発地域の敷地形状7種 

分類 簡略図 該当する 
操車場 備考 

葉 
いわき，水戸，武蔵
野，大宮，竜華，香
椎，鳥栖 

中央が膨らみ、端が細くな
った葉のような形 

長い葉 
五稜郭，青森，長町，
郡山，富山，高崎，
新鶴見，稲沢 

「葉」の端が長く伸びた形 

細長 新潟，直江津，田端，
吹田，門司 

一定の幅に細長く伸びた
形 

台形 長岡，東広島 「細長」より幅がある、台
形のような形 

複合 秋田，東静岡，岡山 「長い葉」に「台形」がつ
いた形 

富士山 梅小路，姫路 中央に突起がある、なだら
かな山のような形 

その他 篠ノ井，高松 上記に当てはまらない形 

 

表-1 用途変更後の再開発地域の使われ方 

名称 形状 敷地割り* 
用途・上位2種** 

住 商 文 公 行 工 他 

1 五稜郭 長い葉 垂,小 

2 青森 長い葉 垂,平,大,小 

3 秋田 複合 垂,平,小 

4 長町 長い葉 垂,平,大,小 

5 郡山 長い葉 垂,大,小 

6 新潟 細長 垂,平,小 

7 いわき 葉 垂,大,小 

8 長岡 台形 垂,平,大,小 

9 直江津 細長 垂,小 

10 富山 長い葉 垂,大 

11 水戸 葉 垂,平,大,小 

12 高崎 長い葉 垂,大,小 

13 篠ノ井 その他 垂,大,小 

14 武蔵野 葉 垂,大,小 

15 田端 細長 垂,小 

16 新鶴見 長い葉 垂,大,小 

17 大宮 葉 垂,平,大,小 

18 東静岡 複合 垂,平,大,小 

19 稲沢 長い葉 垂,大,小 

20 梅小路 富士山 他,大 

21 竜華 葉 垂,平,大,小 

22 吹田 細長 垂,大,小 

23 姫路 富士山 垂,大,小 
24 岡山 複合 垂,大,小 
25 高松 その他 垂,平,大,小 

26 東広島 台形 垂,平,大,小 

27 門司 細長 垂,大,小 

28 香椎 葉 垂,平,小 

29 鳥栖 葉 垂,平,大,小 
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2.3 結果 

各操車場における用途変更後の用途を、表-1の「用途・上位

2種」に示す。最も多かったものは、住宅と商業（各14件）で

あり、以下順に、公共（8件）、文化（7件）、工業（3件）、行政

（2 件）であった（その他は 10 件）。特徴的な用途としては、

ドームや競技場などの大型施設があった（文化7件のうち5件）。	

次に、各操車場における用途変更後の形状と割り方の結果を

表-1 の「形状」と「敷地割り」に示す。最も多かった形状は、

長い葉（8件）であり、以下順に、葉（7件）、細長（5件）、複

合（3件）、台形と富士山（各2件）であった（その他は2件）。

敷地の割り方で最も多かったものは、垂直割り（28件）であり、

以下順に、平行割り（13件）、割られていない（0件）であった

（その他は1件）。大きさについては、大きい敷地が23件、小

さい敷地が27件であった。	

	

3. 分析 

3.1 用途について	

まず、用途の種類についてである。全ての操車場で、用途変

更後には複数の用途が確認された（表-1）。このことから、単一

の用途で用いられてきた操車場は、用途変更後も一つの用途で

用いられることはなく、複数の用途で用いられるといえる。次

に、用途の内容についてである。用途変更後の主要な用途は住

宅や商業であった。このことから、これらの事例では、鉄道施

設という用途変更前の用途は継承されず、新たな用途で用いら

れるといえる。一方で、特徴的な用途として、ドームや競技場

などの大型施設が見られた。これは、用途という点では変更前

と無関係であるが、操車場が広大であったことの影響が現れて

いると考えられる。	

	 以上をまとめると、操車場が用途変更される際に、用途は継

承されないが、一部においては「広さ」を活かした用途がある

ことから、間接的な継承が認められるといえる。	

3.2 敷地割りについて 

用途変更によって、敷地の利用形態がどのように変化したか

を確かめるため、再開発された敷地の形状と敷地割りの特徴と

の関係を分析した（表-5）。その結果、次の4つの傾向が明らか

になった。まず、全ての再開発地域は何らかの形で分割されて

いた（表-5斑点部）。次に、「長い葉」と「細長」、「富士山」の

3種では、計15件中3件が「平行割り」の分類に該当した（表

-5 濃灰部）。これら 3 種の敷地形状は細長い部分を持つことか

ら（図-3）、このような形状の場合には、長手に沿って割られる

こと、すなわち敷地が更に細分化されることは少ないといえる。

また、「台形」と「複合」の2種では、計5件中4件が「平行割

り」の分類に該当した（表-5 斜線部）。これら 2 種の敷地形状

は線路に対して垂直方向に幅の広い部分があることから（図-4）、

このような形状の場合には、敷地は分割されるが一定の幅が保

たれるといえる。最後に、「葉」と「長い葉」、「台形」の3種で

は、計17件中14件が「大きな敷地」の分類に該当した（表-5

横線部）。これら3種の敷地形状は中央部に膨らみがあり（図-

5）、その膨らみを維持するように分割されているといえる。	

3.3 分析のまとめ 

操車場の特徴を、広大で不定形な土地として位置づけ、その

 

 
形状 敷地割り 

用途（％） 

住宅 商業 文化 公共 行政 工業 その他 

岡山 複合 垂,大,小 0.9 17.7 53.1 11.2 0.0 1.7 15.4 

図-2  分析例（No.24 岡山操車場） 

上から1975年，2016年の航空写真。白線は操車場の敷地境界を

示す。3 段目は用途変更された地域を用途別に整理した図。4 段

目は用途変更後の用途の割合を示す。画像は国土地理院電子地図

を通じて取得し加筆した。 

表-5 各形状における敷地割られ方 

 割り方 比率 

 

垂
直
割
り 

平
行
割
り 

割
ら
れ
て
い
な
い 

そ
の
他 

大
き
い
敷
地 

小
さ
い
敷
地 

葉（7件） 7 5 0 0 6 7 

長い葉（8件） 8 2 0 0 6 7 

細長（5件） 5 1 0 0 2 5 

台形（2件） 2 2 0 0 2 2 

複合（3件） 3 2 0 0 2 3 

富士山（２件） 1 0 0 1 2 1 

その他（2件） 2 1 0 0 2 2 
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変化を用途と敷地割りの2つに注目して分析した。その結果、

用途の継承はみられなかったが、特徴的な例として「広さ」を

活かした用途が確認され、その点において間接的な継承がみら

れた。敷地割りについては、次の4つの傾向、すなわち、操車

場の広さは何らかの形で分割されること、細長い形状の場合に

は細分化されることが少ないこと、線路に対する幅が広い場合

には長手に沿って平行に割られて活用されること、中央部に膨

らみがある場合には分割せずに一体的に利用されることがわか

った。これらの傾向から、敷地は分割されるものの、まとまっ

た広さがある場合には、それを維持するように活用されると考

えられる。	

 

4. 考察 

本研究の知見は操車場が用途変更されると、その土地は複数

に分割され、複数の用途が混在するようになり、以前の用途と

形状は継承されないことを示している。これは、土地の用途が

変更されると、異なった風景が生まれることを示している。し

かし、分析で確認されたように、土地の「広さ」や、それを活

かした施設は継承されている。このことから、「広々とした土地」

や「大型の施設が並ぶ」という点では、用途変更前の風景が間

接的に継承されているといえる。つまり、土地の用途変更が繰

り返されても、その土地の履歴は容易には消えず、断片的にな

りながらも継承されていくと考えられる。こうした土地の履歴

の重層性は、その土地の歴史を伝える「都市の面影」になって

いると考えられ、私たちの都市経験を考える上で示唆的である。

土地の履歴が容易に消えずに継承されることは、これまでも議

論されてきた。陣内4）は、東京の新橋、両国、飯田町の3駅を

挙げ、これら3駅が設置された背景には、そこで営まれていた

先行する用途の影響があったことを指摘している。また、中谷

5）は、大阪の住宅地にある円弧状の道路を取り上げ、その形状

が、かつてその場に存在していた古墳の輪郭線を反映している

と指摘し、こうした由来を伴う形態的特徴を「先行形態」と名

付けて論じている。本研究の知見は、「広々とした土地」や「大

型の施設が並ぶ」といった、不可視な要素についても、これら

従来の議論が応用できることを示したと考えられる。分析の精

緻化が今後の課題である。	

	

注釈 

(1) 文献2，3を参照した。	

(2) 「Google	マップを使って過去の地形図や空中写真を見

る」（沼津工業高等専門学校佐藤崇徳研究室）を用いた。

（http://user.numazu-ct.ac.jp/~tsato/webmap/maps/gmap.html?data=history）

（2016年11月9日確認）	

(3) 画像処理ソフトウェア「ImageJ」を用いた。

（https://imagej.nih.gov/ij/）（2017年1月24日確認）	
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図-5 一体的に利用されている例（No.5 郡山操車場） 

元の敷地の広さを活かして敷地が利用されている。 

 

 
図-4 長手に沿って敷地が割られている例（No.26 東広島操車場） 

敷地が長手に沿って割られている。 

 

 
図-3 長手に沿って敷地が割られていない例（No.9 直江津操車場） 

敷地が長手に対して垂直に割られ，長手に沿って割られていな

い。 
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