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ABSTRACT 
 

This paper aims to grasp the change of commercial zone around Shinkansen stations, and 
analyze land use. The Shinkansen has an impact to not only transportation but also 
economy, society and culture. As a result, the Shinkansen has brought to a big change of 
urban spatial organization. Therefore, the land use the municipality expected around 
Shinkansen station is hard to be carried out. This paper clarified that 1) in a case of 
change of zoning with establishing Shinkansen stations, the land readjustment projects 
are often carried out. 2) Shinkansen stations can be classified by process of commercial 
zone specification and land readjustment projects. 3) land use in commercial zone around stations are 
different by the process and condition of cities. 
 

 
第１章	 序論	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
1-1. 研究の背景と目的  
	 日本において新幹線鉄道は 1964年に開業して以来、広域
的な都市間交通として重要な役割を果たしてきた。その影響

は交通側面のみならず、経済、社会、文化等の様々な分野に

影響を及ぼしており、地方都市の新幹線駅前空間では、駅の

立地に伴う都市計画的な影響も大きい。特に駅周辺の用途地

域指定においては、商業地開発を促進する措置として、商業

地域に指定されることが多いが、商業地域指定の影響の予測

を誤り、駅開業以前に自治体が目指していた都市像からかけ

離れてしまう可能性がある。これを防ぐためには都市の状況

を冷静に把握し、それに見合った適切な店舗・施設等の立地

誘導を行う必要があり、今後建設が予定されている北陸新幹

線や北海道新幹線などの新駅開業においても慎重な用途地域

指定で、駅前空間を誘導・規制を行うことが課題であると言

える。しかしこれまでの新幹線駅開業とその周辺の用途地域

指定に関する知見は存在していない。 
	 そこで本研究では、これまでの新幹線の新駅開業に伴い、

各自治体が駅周辺の商業地域指定をどのように行ってきたか

を整理し、その土地利用と都市構造の実態を分析することで

新駅設置に伴う用途変更指定に対する示唆を得ることを目的

とする 
1-2. 既往研究の整理と本研究の位置付け  
	 本研究に関係のある研究は(ⅰ)新幹線駅が都市空間に与え

る影響に関する論文(ⅱ)用途地域と土地利用に関する研究が
挙げられる。(ⅰ)については街と駅の属性の分析を行い、街
づくりと駅整備の方向性について言及している余川ら(1)によ

る研究や、駅周辺部の土地利用実態調査を行っている宮崎ら

(2)による研究など多数存在するが、単一の駅を対象に行って

いる点や調査間隔が２時点のみでその後の変容を追ってない

点で本研究の目指すところとは異なる。また(ⅱ)についても、
各用途地域内での住工混在度を分析する清水ら(3)の研究や、

用途地域指定の効果を扱った黒澤ら(4)の研究はあるが、新幹

線駅の立地と関連づけた研究は存在しない。本研究は、用途

地域変更の大きな要因の一つになると思われる新幹線駅の開

業に着目し、これまでの新幹線駅立地都市がどのような商業

地域指定を行ってきたか整理した上で、その商業地域指定地

の土地利用の実態調査を行う点で、既往研究とは異なり、今

後の新幹線駅立地都市に対する示唆を得る点で意義があるも

のであると考える。 
1-3. 研究の方法  
	 各新幹線駅が立地する都市の用途地域と駅関連事業につい

ては、各自治体の過去の都市計画図や都市広報誌、整備計画

の報告書などをもとに調査し、土地利用の実態調査にはゼン

リン住宅地図や各種統計データを用いた。 
1-4. 研究の対象  
	 本研究では新幹線駅 29駅を対象とする。(表１)この理由は、
本研究では過去の都市計画図や新幹線駅整備関係の資料を必



要とするが、これらの資料提供に応じて頂けない自治体も存

在したため、分析可能な資料が揃う駅を対象として調査を行

った。また駅周辺の範囲は駅を中心とした半径 1km円内と定
義し、1)その範囲内の用途地域や各種整備事業を分析対象と

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第２章	 新幹線駅開業と用途地域変更の関係について	 	 	 	 	  
2-1. 駅開業に伴う用途地域変更について  
	 本研究では新幹線駅が開業することに対して、各自治体が

用途地域の変更によってそれにどのように対応しようとして

きたかという点に主眼においている。しかし、各自治体の用

途地域の変更はそれぞれの自治体が抱える様々な事情によっ

て基本的には定期的な見直しが行われており、新幹線駅の開

業が直接の要因として行われているかどうかを判断すること

は難しい。2)そのため本章では、用途地域の変更が行われて

いる年度と、駅開業の年度の関係を示すことで駅開業が用途

地域変更の契機の一つとなっていることを明らかにする。 
2-2. 駅周辺整備と用途地域変更の関係  
	 駅周辺の用途地域変更が新幹線駅開業とどのような関わり

があるのかを把握するため、駅周辺の整備事業の決定時期も

ふまえた上で、それぞれが行われた時期を見てみる。時期は

新幹線駅開業の 5~10年前(第一期)、1~5年前(第二期)、開
業後の 1~5年後(第三期)、5~10年後(第四期)という４つに
分けた。(表２) 
 
 
 
 
 
 

	 まず各駅の開業年度直近に行われた用途地域変更について

見てみると、24駅(約 83％)が第一期から第三期にかけて用途
地域を決定・変更しており、当初決定は第二期に、変更は第

二期と第三期に行っている駅が多いことが分かる。 
	 また駅周辺の整備事業においては、土地区画整理事業(以下
区画整理)の件数が第一期、第二期に集中しており、開業前 10
年以内に事業を開始することが多いことが分かる。3) 
	 以上のことから、新幹線駅の開業は駅周辺の用途地域の決

定・変更に非常に影響を及ぼし、その契機の一つとなってい

ると言え、区画整理も同様に駅開業時期に集中していること

から、用途地域の決定・変更と土地区画整理事業の関連も強

いことが分かる。 
第３章	 用途地域変更の実態	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 本章では各新幹線駅周辺で行われた用途地域の決定・変更

の実態について整理し、特に商業地域指定の状況を把握する。 
3-1. 用途地域の決定・変更と区画整理の関係  
	 前章で駅周辺の用途地域の決定・変更は整備事業、特に区

画整理と深い関わりがあることが分かったため、ここではま

ず、用途地域の決定・変更と区画整理の動きがどのように展

開されているのかを、駅開業の前後 10年を対象に実際に行わ
れた経年的プロセスの中で把握する。用途地域変更プロセス

の類型は区画整理の有無、区域区分、用途地域変更の種類か

ら(A)~(E)に分類することができる。(図１) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中でも、(B)は新駅に多く、区画整理と暫定的な住居系用途地
域を同時に行い、区画整理の進捗に合わせ、商業地域に変更

させるといった、一種のパターンを確認することができた。 
	 次節では分類した(A)~(D)の商業地域面積の変遷を見るが、
商業地域の推移を見るため、どちらも商業地域を新しく指定

する(A)と(B)は同じ括りで捉えるものとする。そのため(A)と
(B)を「区画整理・新規指定型」、（C）を「区画整理・変更型」、
（D）を『単純変更型』と改めて類型化する。 
	 「区画整理・新規指定型」は新幹線開業以前では用途地域

指定の無い白地地域であった駅周辺に新規用途地域が決定さ

れた駅である。「区画整理・変更型」は、既存用途地域が指定

されている地域に土地区画整理事業を行い、用途地域を変更

しているものである。「単純変更型」は整備事業を行わず、用

途地域の変更のみを行っているものである。 
3-2. 商業系地域への指定の動き  
	 用途地域変更を行っている「区画整理・新規指定型」、「区

画整理・変更型」、「単純用途地域変更型」の駅を、開業 10
年前時点から駅周辺の商業地域の指定の動きを把握する。調

表１	 対象駅の概要 

 

表２	 直近用途地域変更及び整備事業の

時期 

図１	 区画整理と用途地域変更のプロセス類型 



査は駅を中心とした半径 1kmの範囲内の各用途地域の面積
を算出し、円内の面積に対する商業地域の割合の値をもとに

行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①「区画整理・新規指定型」は新規決定のため０％から増加

するわけだが、その時期が一ノ関と浦佐を除いて、開業 2,3
年前に集中している。またほとんどの駅が似たような増加の

仕方をしており増加後の値を 5％前後に設定する傾向がある。
例外である一ノ関と新山口は最終的には約 20％まで増加さ
せており、全駅の中でも最大の増加をしている。また複数回

の用途地域変更によって段階的に増加させていることも特徴

であり、これは区画整理の進捗に合わせ用途地域変更も段階

的に行っているからであると考えられる。(図２) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②「区画整理・変更型」は、同じ区画整理を行っている「区

画整理当初型」と比べ、増加の仕方が穏やかである。これは

もともと既存の商業地域指定があるため、それを拡大する形

で区画整理と用途地域変更を行っているからであると思われ

る。また開業前の指定割合状況にばらつきがあり、あらゆる

商業地規模の都市において行われる可能性があるタイプであ

る。開業後 5年時に少しだけ増加している駅は、在来線と接
続していない新駅の東広島と本庄早稲田である。(図３) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③「単純変更型」は商業地域の割合が 20％以下の雫石、いわ
て沼宮内、新大牟田、新水俣、米沢と、30％以上の徳山、鹿
児島、山形に大きく分けることができる。前者は人口規模が

小さく中心市街地から離れて立地しているものが多く、後者

は、人口が 10万人以上である中規模以上の都市に立地してい
る駅である。つまり駅周辺の市街地が未開発の駅と成熟して

いる駅の両極でこの変更が行われると考えられ、未開発の駅

では区画整理などの整備について検討中であるとしている。

(図４) 
第４章	 土地利用の事例	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 本章では前章の分析において、特徴的な商業地域指定の動

きのあった駅を事例として抽出し、その市街地形成過程と土

地利用上の特徴と課題を示す。 
4-1. 新花巻駅（区画整理・新規指定型）  
(1)花巻市の概要 
	 花巻市の人口は 2012年現在で約 10万人である。2000年
から 10年間で 5％減少しており、また高齢化率は 28.5％であ
る。新花巻駅と中心市街地（市役所）との距離は約 5kmであ
り比較的離れている。駅周辺は非線引き区域である。 
	 都市マスタープランでは、新花巻駅周辺を、中心市街地や

花巻空港など他拠点と共に商業・業務・居住複合ゾーンとし、

拠点間を有機的にネットワークする結節点として、宅地化を

誘導し商業・業務の集積を図る、としている。 
(2)新花巻駅周辺の用途地域指定の動き 
	 新幹線が開業する２年前の 1983年に、水田地帯であった
当地域に 40.5ha規模の区画整理事業が決定され、それと同時
に用途地域の当初決定を行っている。その後、新幹線駅の開

業を迎え現在まで用途地域の変更は行われていない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)商業地域指定の土地利用 
	 駅周辺の商業施設は駅前にレンタカー店と小店があるのみ

で駅周辺の商業的機能は皆無であり、マスタープランが目指

すものとは大きくかけ離れている。 
	 新花巻駅前には広幅員道路が整備されたが、それは区画整

理の範囲にとどまっており、幹線道路として機能していない。 
また区画整理区域周辺部にも 16mを超える幹線道路は無い。 
(4)考察 
	 新花巻駅は小規模自治体の既成市街地から離れた場所に作

られた新駅の典型的なタイプと言える。地域ポテンシャルが

小さいことも一因であると考えられるが、駅開業後、駅周辺

に大きな土地利用の変化は見られず、土地区画整理事業を伴

った商業地域指定をしているにも関わらず、自治体が思い描

いたような都市的な発展をしていない。その原因の一つは新

駅周辺の拠点性の低さであり、中心市街地への接続交通が発

図２	 「区画整理・新規指定型」の商業地域割合の変遷 

図 3	 「区画整理・変更型」の商業地域割合の変遷 

図４	 「単純変更型」の商業地域割合の変遷 

図 5	 駅周辺の用途地域指定状況 図6	 新花沢駅周辺の土地
利用 



達していないことであると考える。そのため新花巻駅は地方

中小都市において新幹線駅のみに期待し新たな市街地を形成

することの困難さと、開業前都市の需要の把握の重要性を示

唆する事例であるといえる。またこのような区画整理と商業

地域指定によって整備されたままの低未利用地を残したまま

にしておくと、大規模な乱開発を招いてしまう可能性も危惧

しなければならない。 
4-2. 新山口駅（区画整理・新規指定型）  
(1)山口市の概要 
	 山口市の人口は約 9万人であり、旧・山口市と旧・小郡町、
旧・阿知須町が、戦前に一度合併したのちに再び分離し、平

成の大合併で再度合併をしたものである。新山口駅と中心市

街地（市役所）との距離は約 11.8kmと離れているが、駅北
は合併前の市街地であった。駅周辺は非線引き区域である。 
	 都市マスタープランでは新山口駅周辺を、広域的かつ多様

な産業活動を促す拠点として事業所の集積を促進し、地域を

豊かにする経済のまちを目指す、としている。 
(2)新山口駅周辺の用途地域指定の動き 
	 新幹線が開業する 1年前の 1973年に第一次と第二次の土
地区画整理事業が決定され、同時に用途地域も当初決定され

た。駅開業を迎えその後は区画整理の進捗に合わせ、完了し

た地域に新しく用途地域を指定するような形で、段階的に商

業地域を増加している。 
 
 
 
 
 
 
 
(3)商業地域指定の土地利用 
	 1976年以降の駅南地区は事業所を含むビル、ショールーム、
ビジネスホテルの集積が確認でき、またマンション等の集合

住宅の立地も多く見られ(図 9)、平成 2年と 17年の比較で人
口が約 73％増加するなど市街地の形成が進んでいる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)考察 
	 新山口駅は中心市街地から離れてはいるが、合併前の小郡

町としての中心市街地は新山口駅北地区であったことから、

新駅周辺の市街化がスムーズに進み、自治体が描く副都心に 

 
 
 
 
 
 
 
近づいていると言える。そのため新幹線開業前の駅南地区の

ように未開発地域に新しく市街地を形成していく際、区画整

理の進捗に合わせ商業地域を段階的に増加させていくことは

効果的な手法である可能性が考えられる。ただし新山口駅の

場合、前述したように中心市街地との関係が特殊であるため、

冷静な判断が必要である。 
	 また区画整理が何回かに分けて行われているが全体として

大規模に行われていることも特徴的である。中心市街地に近

いこともあり、新駅周辺に拠点性が生まれ交通機関によるア

クセス性も確保されたと考えられる。 
また、新駅周辺部にはビジネスホテルなど広域的玄関口とし

ての機能集積が進展しており、さらに新幹線利用者用と思わ

れる駐車場用地も多い。しかし地域住民のための店舗は駅周

辺というよりは幹線道路沿いにおいて進展しており、地区レ

ベルで見ると必ずしも駅周辺への機能集積が進行しているわ

けではない。 
第５章	 結論	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
(1)新幹線駅開業は駅周辺の用途地域変更の契機の一つとな
っており、その際土地区画整理事業をともに行う駅が多い。 
(2)駅開業時に行われる用途地域変更のプロセスを区画整理
事業と合わせてみることで、「区画整理・新規指定型」「区画

整理・変更型」「単純用途変更型」に分けることができ、駅周

辺の商業地域指定の変遷から、各プロセスが行われる駅の傾

向を明らかにした。 
(3)小規模自治体の既成市街地から離れた場所に作られる新
駅は、幹線道路の一体的整備がなされないことが要因となり、

都市的土地利用への転換がほとんど見られない。 
(4)区画整理の進捗に合わせ、商業地域指定を行った駅は拠点
性が生まれ市街化が進むが、一体的に整備された幹線道路に

も都市的土地利用が見られ、必ずしも新駅整備が主要な立地

要因となっているわけではないと思われる場合も見られる。 
【脚注】  
1)各駅周辺の商業地域指定状況を概ね包括できることを考慮し、また徒歩を中
心とした駅勢圏としてよく用いられる範囲が半径 1km~1.5km であることも
参考とした。 
2)各自治体の用途変更の理由書を見ても、様式が決まっておらずそれぞれの言
い回しで書かれており、また駅の存在に触れていないなど、そこから駅開業が
要因であるか判断することができないため。 
3)第一期以前に行われた土地区画整理事業は 11 件存在するが、戦災復興土地
区画整理事業など、どれも第一期以前に施工完了しているもので新幹線駅の開
業を意識したものであるとは考えにくい。 
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