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鉄道新線・新駅の開業に伴う市街化の進展に関する研究 

Study on progress of urbanization following the opening of a new railway and stations 
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The purpose of this study is to clarify the difference between urbanized areas and non-urbanized areas 

with the opening of new railway lines and stations from the viewpoint of urban planning projects and 

systems. Analysis focusing on the increase and decrease of population and commercial facilities as 

indexes of urbanization suggested that, in the medium to long term, the effect of the opening of stations 

on urbanization would be small in the areas where urbanization has progressed to some extent, and it 

would be necessary to make detailed development plans. 
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1．研究の背景と目的 

１-１背景と目的 

現代の日本においては、国土交通省や地方自治体がコンパク

トシティを実現する施策を推進しており１）、公共交通機関を整備

する必要があるとされていることから、鉄道中心のまちづくりが

見直されてきている。本研究では、鉄道中心のまちづくりに視す

る知見を得るために、鉄道新線・新駅の開業に伴って、周辺地域

の市街化が進んだ地域と進まなかった地域の差異を、都市計画の

事業と制度の観点から明らかにすることを目的とする。 

１-２本研究の位置づけ 

森田ら 2）は商業施設が市街化に与える影響を、久米 3）は新駅

設置が周辺地域に与える影響を、駅設置の費用対効果に言及して

研究を行った。いずれも本研究との類似性があるが、駅開発によ

る人口推移に着目していないことが本研究の目的とは異なる。 

2．研究対象 

２-１対象路線 

選定基準として、①平成元年（1989 年）以降に開業した駅・

路線、②主要都市（札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡）に

存在する、③土地区画整理事業（以下、事業と呼ぶ）を行ってい

る地域を含む、④大規模な市街地の開発事業が行われていない地

域、の４基準を定め、これを踏まえて対象路線を2008年に東京

都荒川区・足立区に開業した日暮里舎人ライナーとした。 

 日暮里舎人ライナー沿線の事業について足立区役所、荒川区役

所にヒアリングを行ったところ、高野駅、谷在家駅、舎人駅の３

駅周辺について行われていた。この事業は、新線の開業に合わせ

て行われたものではなく、それぞれ平成4年、昭和42年、昭和

46年に決定されている。 

２-２対象範囲 

日暮里舎人ライナーの全13駅のうち、開業時に市街化の度合

いが相対的に低いと考えられる足立区にある８駅を抽出した。駅

勢圏を徒歩圏である半径 1200ｍ内と定義し、その範囲内の駅勢

圏でボロノイ分割を行った。その結果、見沼代親水公園駅は約５

割が埼玉県内に、舎人公園駅と扇大橋駅は約６割が公園や河川で

あったため、研究対象からは外した。以上より、対象範囲は舎人

駅、谷在家駅、西新井大師西駅、江北駅、高野駅の駅勢圏とする。

この駅勢圏に標準地域メッシュ（250ｍ）の代表点（中心点）が

含まれるメッシュを対象とした。この対象メッシュを各駅から半

径 600ｍ以内の区域（以下、600ｍ圏と呼ぶ）、600ｍより大きく

1200ｍ以内の区域（以下、1200ｍ圏と呼ぶ）に分けて分析を行う。 

3．研究の方法 

市街化の指標として、人口、商業施設を用いる。 

人口については、国勢調査250ｍメッシュの人口統計データを

2005年、2010年、2015年の3時点にわたって用いる。2005年の

人口数を1とし、増減を比較する。 

商業施設については、より詳細な位置情報、施設数を得るため

に商業集積統計を 2010年、2015年の2時点にわたって用いる。

宮本４）に倣い、明確な目的をもっていく可能性の高いサービス

品店、身近なもので迷わず購入する可能性の高い最寄り品店、い

くつかの製品を十分に比較検討したうえで購入する可能性の高

い買回り品店、の３つに当てはまる業種を商業集積統計の分類に

基づいて表１のように分類した。 
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都市計画のデータとして、前述の土地区画整理事業に加えて、

国土数値情報の用途地域データを用いる。 

 

４．結果と考察 

４-１結果 

 人口の推移については次の通りである。600ｍ圏（図１）では、

2005年から2010年にかけて江北駅を除く４駅で人口が増加した。

2010年から2015年にかけては、江北駅に加え、谷在家駅と西新

井大師西駅において人口減少が見られた。舎人駅と高野駅につい

ては2005年から2015年にかけて一貫して人口は増加し続けた。

1200ｍ圏（図２）では、2005年から2010年にかけて全ての駅に

関して人口の増加が見られた。2010年から2015年にかけては谷

在家駅が微増、舎人駅が微減であり、高野駅、西新井大師西駅、

江北駅では大幅な人口の減少が見られた。 

 

 商業施設数の推移については、次のとおりである。600ｍ圏、

1200ｍ圏においてともに施設数の変化はほとんど見られなかっ

た。これは足立区全体で見ても同じく施設数の変化は非常に小さ

かった。 

 

 用途地域については図３の通りとなった。 

 

４-２考察 

 施設数については顕著な変化が見られなかったため、人口に着

目して駅勢圏を分類する。 

⑴人口増加を続けた舎人駅、谷在家駅については、ともに広域に

わたって事業が行われており、用途地域の割合をみても住居系の

用途地域が多くみられることが分かる。 

⑵高野駅において600ｍ圏では人口が増加し、1200ｍ圏について

大幅な減少が見られた。この駅勢圏では、事業が行われているの

が駅西側の600ｍ圏がほとんどであり、都市基盤の整備が上記の

駅勢圏に比べて進んでないこと、用途地域の割合をみると工業

系・商業系の用途地域の割合が他と比べて高いことと関連がある

と推測される。 

⑶西新井大師西駅について 1200ｍ圏において 2010 年から 2015

年にかけて人口が減少したのは駅西側にある公営住宅の建て替

えが計画されていたからであると推測される。 

⑷江北駅は600ｍ圏、1200ｍ圏ともに減少をつづけている。この

駅勢圏では事業が行われておらず、住宅系の用途地域の割合が他

と比べて少ないことと関連があると推測できる。 

 

5. まとめ 

本研究において鉄道の開業と周辺地域の市街化に関して以下

の知見が得られた。 

まず、鉄道開業直後にはほとんどの地域で600ｍ圏、1200ｍ圏

において人口の増加が見られた。 

また、その後の市街化の進展に関しては土地区画整理事業に

よる都市基盤整備の有無が大きく影響することが推測される。本

研究では大規模な市街地の開発事業が行われていない地域を対

象としたが、土地区画整理事業、あるいは地区計画などのきめ細

かい開発計画を立てることにより、市街化の進行を促進できる可

能性があると考えられる。 

本研究の課題としてはデータの制約から開業前後において比

較を行えたのは人口推移のデータのみであったため、施設数の駅

開業による影響や地価の推移なども時系列的に長期比較するこ

とによって、より緻密な分析が可能になると期待される。 
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