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高架下広場の利活用がまちへ与える影響に関する研究 
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近年，鉄道高架下を公共空間として利活用するケースが増えているが，こうした取り組みが周辺地域へ与える影響に

ついては十分な研究がなされていない．本稿は，稲城市くらす広場，世田谷区下北沢ケージ，黄金町かいだん広場を対

象に，鉄道高架下広場の事業プロセスや運営体制を調査した上で，広場の利用状況や住民意識を分析・比較すること

で，高架下の広場利用がまちに与える影響を明らかにするものである．調査・分析の結果，高架下を広場として整備・

運営することが単独でまち全体を変える大きな原動力にはならなかったものの，周辺地域における小さな規模のつなが

りや交流，趣味嗜好をベースとしたコミュニティをつくるきっかけを提供することができたことが分かった．また，運

営・管理の方針や工夫の違いによって，地域の性格や文化に応じたつながりを生み出すことができることが分かった．	
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１．はじめに 
(1)研究の背景 

これまで，全国各地の都心部で連続立体交差事業

の工事が行われてきたが，その多くが踏切の撤去，

交通渋滞の解消，電車との接触事故の軽減，鉄道に

よって分断されていたまちの一体化など，都市交通

や市街地発展を目的としたものであった．また，新

たに生まれた高架下の空間は，駐輪場・倉庫・空き

地などに利用されることが多く，暗い・汚い・うる

さいなど，ネガティブなイメージの場所となってし

まうケースが多いことが指摘される．	

しかしながら，近年では，多目的広場・保育園・

商業施設・宿泊施設など高架下を様々な目的で利用

するケースが現れてきており，近隣住民及び来訪者

にとって魅力的な空間へと変貌しつつある．その背

景として，公共貢献に取り組む鉄道会社が増えてき

たことが挙げられる．	

高架下の利活用に関する既往研究として，佐々木
1)の研究が挙げられる．この研究では，	高架下広場

が沿線全体に活気を与えるためには，まちに開いた

空間かつ歩道を有することが重要であると述べてい

る．しかしながら，活気の有無の定義やまちにどの

ような変化が生まれているのか等，具体的な事項が

言及されていない．	

そこで本研究では，まちに対して開放的な高架下

の多目的広場を対象に，整備・活用計画のレビュー

や利用状況の実態調査を通じ，高架下の広場利用が

まちに与えた影響について，各事例の特徴や相違点

を明らかにしていきたい．	

 

(2)研究の目的 

本研究では，①各調査事例の広場空間が整備され

た背景・目的を調査した上で，②広場空間の利用状

況や住民意識を分析・比較することで，③高架下の

広場利用がまちに与えた影響について，各事例の特

徴や相違点を明らかにすることを目的とする．	

 

(3)研究の方法 

まず，調査対象地となる高架下広場の概要を各事

例で整理し（２章），計画に関する資料の収集，運

営管理者へのヒアリング，現地調査（広場の空間構

成の確認）をもとに整備・活用計画を把握する（３

章）．その後，利用状況に関する資料の収集，地域

関係者ヒアリング，現地調査（広場の平常時におけ

る利用実態の観察調査・アンケート調査）のデータ

をもとに利用状況に関する調査（４章）を行う．最

後に，高架下広場の利活用がまちへ与える影響につ

いて各事例の比較分析，考察を行う（５章）．	

 
２．調査対象の高架下広場の概要 
(1)研究の対象 

本研究では，①広場として整備していること，②

まちに開けたオープンな空間であること，③多目的

広場として運営されていることを条件に都内近郊３

箇所の高架下広場を研究対象とする．	

 

(2)調査対象の概要	

①	くらす広場	

JR南武線稲城長沼駅から徒歩1分にある高架下広

場で，稲城市観光発信拠点いなぎ発信基地ペアテラ

スが隣接している．南武線の沿線価値向上を図るプ

ロジェクトの一環として2016年4月に整備された．	

マルシェやイベント等，様々な場面で活用できる

場として，地域住民や来訪者の「居場所」のような

空間構成になっている．小さな子供が遊べるスペー

スが設けられていることから，子連れの利用者が多

く，親同士の交流の場として賑わいが生まれている．	

	
図-1	 くらす広場の様子	

	

②	下北沢ケージ	

京王井の頭線の高架下空間を有効活用するプロジ

ェクト「KEIO	 BRIDGE	 Shimokitazawa」の一環とし
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て，2016 年 8 月に整備された広場である.2019 年９

月 30 日をもって広場としての営業は終了した．	

金網のケージで広場全体が囲われ，高架下からは

み出した半屋外空間となっている．	

日中はまちの公園として開放されており，テーブ

ルとイスが複数置いてあるため地域住民や学生，来

訪者など幅広い利用者が，休憩，飲食，仕事の打ち

合わせ，読書のために気軽にできる空間になってい

る．夜は併設の飲食店舗の屋外客席としても使われ

ており，昼間と夜間で使われ方が大きく変わるのが，

下北沢ケージの大きな特徴のひとつである．	

	
図-2	 下北沢ケージの様子	

	

③	かいだん広場	

「集いの広場が必要である」という地域住民の声

をもとに，構想から施工まで地域住民の参加によっ

てつくられた広場である．横浜市「ヨコハマ市民ま

ち普請事業」の助成を受け，2011 年 8 月に完成し

た．多目的な活動ができるかいだん状の広場では，

朝市やバザール，コーラス，舞踏，演劇，映画の上

映会等の様々なイベントや活動が行われ，地域内外

の住民の交流の場となり，賑わいを創出している．

また，夜間は照明をつけることで，広場空間自体が

周辺を照らし出す機能を併せ持っている．	

	
図-3	 かいだん広場の様子	

	

３．整備・活用計画に関する調査 
(1)調査方法 

各広場が整備に至った経緯や目的を明確にするた

めに，まず初めにインターネットや広場ホームペー

ジから最寄り駅，広場面積，開業年月，敷地所有者，

運営者等の広場の基本情報を収集した．	

その後，整備・活用に関する詳細な事項を調査す

るべく，広場の運営管理に携わる関係者を対象に，

ヒアリング調査を実施した．  

 

(2)運営管理者ヒアリングの調査結果 

ヒアリング調査の結果を比較をしたとき，共通す

る事項を２つ見つけることができた．	

１つ目は，整備の目的として，地域の人々が集ま

り何か活動ができる場所をつくったという点である．

くらす広場では，地域の方々と一緒に「学び」を通

じて地域コミュニティを醸成する場所をつくること

を目的としていた．下北沢ケージでは，将来の高架

下全体の開発に向け，まちのマーケットを知り，ま

ちの人と鉄道会社の関係を強くすることを目的とし

ていた．かいだん広場では，地域住民がいつでも自

由に集える憩いの場を作ることを目的としていた．	

２つ目はイベント時の音量等について，周辺住民

から苦情が来ないよう注意を払っていることが分か

った．くらす広場では，予め近隣にイベントを行う

旨を記載したチラシをポスティングして周知を図っ

ていた．下北沢ケージでは，トークイベントなどの

際，参加者全員に無料でワイヤレスヘッドフォンを

レンタルすることで，スピーカー等を使わずにイベ

ントを行う等の工夫を行なっていた．かいだん広場

では，楽器などの音の出る装置の利用を遅くとも

19 時前後までとする等の制限を設けていた．	

一方，運営に係る資金の調達方法が各広場によっ

て異なっていることが分かった．くらす広場では，

維持管理・運営に係る資金は JR 東日本がくらすク

ラスに業務委託する形で，すべて賄っていた．下北

沢ケージでは，イベントスペースのレンタル料，隣

接する駐車場の利用料，飲食店舗の売り上げを組み

合わせて資金回収を行なっていた．かいだん広場で

は，市や区からの補助金で賄っている部分が大きい

ことが分かった．	

 

(3)広場で行われたイベントの比較・考察 

 各広場の 2018 年度に行われたイベントを対象に

調査を行った．集計結果は図-4 の通りである．く

らす広場は 104 件，下北沢ケージでは 63 件，かい

だん広場では 10 件のイベントが行われていた．	

	
図-4	 種目別のイベント開催件数（2018 年度）	

	

	 くらす広場では「広場 de おしゃべり会」，「も

ちつもたれつ食堂」といった地域住民の交流を促す

ようなイベントを定期的に開催しており，地域コミ

ュニティ形成の手助けをしている．また，クラスと

題した体験型のイベントも数多く開催しており，子

供から大人まで，家族で参加できるイベントが多い

のが特徴として挙げられる．	

	 下北沢ケージでは，デイマーケットとナイトマー

ケットが定期的に開催されていることから，物販の

割合が多くなった．他には音楽イベントやラジオの

生放送，コークイベントが開催されるなど，にぎや

かなイベントが多い．また，1 月から 3 月にかけて
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屋外サウナを広場内で行うなど，今までにない斬新

な取り組みも行っている．	

かいだん広場では，アート関連のイベントがほと

んどで，隣接するかいだん広場以外の場所でも沢山

のアートをテーマにしたイベントを開催している．

また，アーティストと一緒になってものづくりをす

るイベントも開催されており，アーティストと子供

たちが交流できるのも魅力の一つになっている．	

 

４．利用状況に関する調査 
(1)調査方法 

広場空間の利用状況，実態を把握するために，一

般の広場利用者に対するアンケート調査と，広場内

でどのような行動が行われているのか，利用者を観

察する観察調査を現地調査にて行った．	

アンケート調査は，利用者の属性，利用頻度，利

用の目的・契機，イベント参加の有無，広場で知り

合いができたか等，全 12 項目で構成した．	

観察調査は平日に，くらす広場で 11:00〜12:30，

下北沢ケージで 14:00〜15:30 と 18:00〜19:30，か

いだん広場で 12:00〜13:30 の間実施した．広場の

平面図と調査項目を記載した調査シートを作成し，

利用者の広場に出入りする際の動線，及び誰がどこ

で何をしたかを目視と GoPro の動画で確認した．	

その後，地元意識を調査するため，広場一帯のま

ちづくりに関わりの深い人物（自治会長，商店街組

合長，まちづくり協議会長）を対象に，ヒアリング

調査を実施した．	

 

(2)観察調査の集計結果と考察 

調査の結果，くらす広場では 10 組 18 人，下北沢

ケージでは昼 11 組 14 人，夜 11 組 33 人，かいだん

広場では 0 人の行動を確認することができた．観察

調査による行動の集計結果は図-5 の通りである．	

くらす広場は，遊び，休憩，会話・談話の割合が

多く，広場内の人工芝・マット，おもちゃがあるス

ペースで遊ばせつつ，お母さんたちはイスに座りな

がら子供を見守るというパターンが多かった．	

	 下北沢ケージでは，飲食，会話・談話の割合が高

かった．これは，夜間にイス・テーブルが飲食店舗

の客席としても使われることによるものと考えられ

る．また，昼間はスマホをいじりながら時間つぶし，

休憩，待ち合わせをしている人が多かった．	

	
図-5	 観察された行動の集計結果	

なお，かいだん広場の利用者が確認できなかった

要因の一つとして，調査時期が挙げられる．調査は

12月 10日に実施した．気温は12月にしては暖かい

最高気温 14 度だったが日陰は冷えるので，日陰に

なりやすい高架下の広場に訪れる人がいなかったこ

とが考えられる．また，広場施設の充実度という点

でも，他の 2 か所の広場と比べてテーブル・イスが

なく，広場中央に階段があるだけの殺風景な見た目

であること，広場面積が小さいためにできることが

少ないことも，要因の一つと考えられる．	

 

(3)アンケート調査の集計結果と考察 

	 現地でのアンケート調査の結果，くらす広場で

10人，下北沢ケージで23人（昼13人・夜10人），

かいだん広場で 0人からの回答を得た．

a)性別 

くらす広場では，女性の利用者が半数を超えると

ともに，小さな子供の割合も大きいことがわかった．

下北沢ケージでは，性別による利用者の偏りはあま

り見られなかった．	

b)年齢 

くらす広場は小さな子供からご老人まで，幅広い

年齢の人が利用していた．下北沢ケージでは 50 代

以降の年齢の利用者が一人もおらず，若い世代に利

用者層の偏りがあることが分かった．	

c)住居地・最寄り駅 

くらす広場利用者の 9/10 人が，最寄り駅から稲

城長沼駅までの所要時間 10 分以内で，地域住民が

主な利用者であることが分かった．下北沢ケージで

は，最寄り駅からの所要時間が 31～60 分の人が

7/23 人と最も多かった．また，くらす広場と比べ

ると所要時間に偏りがあまりなく，地域住民以外の

利用者も多くいることが推測される．	

d)広場の利用頻度 

 くらす広場では，週に 2～3 回以上利用している

という人が 7/10 人いた．一方，下北沢ケージは初

めて利用したという人が 13/23 人で最も多く，週に

2～3 回以上利用しているという人はわずか 1/23 人

にとどまり，くらす広場と比べてリピート率がとて

も低いことが分かった．	

e)誰と広場を利用するか 

	 くらす広場では，親子で利用する人が 7/10 人で

最も多かった．下北沢ケージでは，昼間は一人で利

用する人が 7/13 人，友人と利用する人が 9/13 人で

あったが，夜間は隣接する飲食店舗の屋外客席とし

て使われることもあって，友人と利用するが 10/10

人と，昼間とは大きく異なる結果となった．	

f)広場を何で知ったか 

	 くらす広場，下北沢ケージともに最も多かったの

は，たまたま近くを通ったであった．次に多かった

のは友人・家族からの紹介で，くらす広場では

3/10 人，下北沢ケージでは 4/23 人であった．	

g)広場の利用目的 

	 くらす広場では遊ぶ/子供を遊ばせるが最も多く，

休憩，おしゃべりがそれに続いて多かった．下北沢
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ケージでは，休憩が最も多かった．夜になると隣接

する飲食店の客席になることから，飲食と回答する

人が２番目に多い結果となった．また，平常時はテ

ーブルとイスが多く置いてあるのでカフェ感覚で読

書や仕事の打合せをする人もいることが分かった．	

	
図-6	 広場の利用目的	

 

h)広場で行われるイベントに参加したことはあるか 

	 くらす広場では 4/10 人が，下北沢ケージでは

7/23 人が，参加したことがあると回答した．	

i)広場の利用を通じてできた知り合いはいるか	

くらす広場では，4/10 人がいると回答した．お

母さん同士の交流が普段からあるため，下北沢ケー

ジと比べて多い結果となった．一方，下北沢ケージ

では 3/23 人がいると回答しており，いずれも広場

で行われているイベントに参加したことがあると回

答した人であることが分かった．	

	

(4)地域関係者ヒアリングの調査結果 

	 くらす広場では，主な利用者は子育て世代のお母

さんたちであることがわかった．小さな子供向けの

おもちゃなどが置いている人工芝・マットのスペー

スがあり，家族向けのイベントが豊富なことがその

理由だと考えられる．また，情報交換やメンタルヘ

ルスの場としても一役買っていて，普段孤独なお母

さんたちのたまり場・居場所となっている．	

	 下北沢ケージでは，京王電鉄が行った様々な取り

組みがこれからの下北沢の変化の期待感を大きくし

てくれたと地域関係者は感じている．特に，高架下

の今まで土手だった空間を利用する活用例を示して

くれたことが大きいと感じている．小田急線の線路

跡地と合わせて今後の開発に期待感が高まっている．	

かいだん広場では，今までは高架下周辺で子供が

遊んでいることが考えられなかったが，今では「か

いだん広場」という名称も地域に浸透し，元々違法

風俗店街だった場所で子供が遊んでいる風景が，地

域全体が生まれ変わったことを証明している．	

	

５．まとめと結論 
(1)まとめ 

本研究の調査・分析結果は，以下の通りである．	

①	くらす広場がまちに与えた影響について	

「学び」を通じて地域コミュニティをつくること

を目的に整備した広場である．講師を外部から呼ん

で行うクラス（講座）や地域商店街，大学など様々

な団体とコラボしたイベントなど，稲城の魅力を感

じることのできる取り組みを通して，地域コミュニ

ティの拡大，南武線沿線の発展を目指している．特

に小さな子供がいるお母さん世代の利用が多く，交

流，情報交換の場としてお母さんたちのたまり場，

居場所となっている．また，メンタルヘルスの面か

らも，孤独なお母さんたちに貴重な居場所を提供し

ていることが分かった．	

	

②	下北沢ケージがまちに与えた影響について	

	 将来の高架下全体の開発に向けたまちのマーケ
ット調査，鉄道会社とまちの人との関係を築くこと

を目的に，期間限定で整備された広場である．昼間

はまちに開けた広場として学生から若者，社会人を

中心に読書，仕事の打合せ，休憩など，カフェに似

た使われ方や，子供のいるお母さんたちの交流の場

としての使われ方がされていた．駅周辺に今までこ

のような座れる空間がなかったので，貴重なまちの

居場所となっている．普段設置されているテーブ

ル・イスなどの仮設物を自由に移動させることで，

様々なイベントが開催可能となり，屋外サウナなど

今までにない斬新なイベントも行っている．このよ

うなイベントを開催することで，趣味・志向の近い

人たちのコミュニティや繋がりを形成している．実

験的な一面もあったが，今後における高架下空間の

活用例を示したと言える．	

		

③	かいだん広場がまちに与えた影響について	

	 違法風俗店を一斉摘発した後，空き家だらけにな

ったまちを再生するまちづくりの一環として整備さ

れた広場である．地域住民がいつでも自由に集える

憩いの場をつくるため，地域の人々が一緒になって

考え，つくり上げた空間である．昼は散歩の休憩場

所，放課後の小学生の溜まり場，夜は広場周辺を照

らす照明の役割を果たしてる．「かいだん広場」と

いうシンプルな名称も地域に浸透しつつある．子供

たちが広場で遊んでいる姿がまちの変化を体現して

おり，広場を含む一体のまちづくりを通じて，安

心・安全なまちへと生まれ変わった．また，アート

に関するイベントや取り組みを通して，地域内外に

魅力を発信し，地域を跨いだ交流を生んでいる．	

	

(2)結論 

高架下の空間を広場として整備したことによっ

て，まち全体を変える大きな変化には繋がらない

が，周辺地域の小さな規模で繋がりや交流，コミュ

ニティをつくるきっかけを提供することができる．	

また，運営管理の方針や工夫の違いによって，地

域の性格や文化に応じた人のつながりを生み出すこ

とができる．	
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