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１．はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
　近年の環境時代の中で駅空間が大きく変わろうとしている . と
りわけ，ヨーロッパ ( 以下，欧州 ) においては超高速鉄道網の拡
大によって駅空間の整備が各地で行われ，環境整備を視野に入
れた公共交通・歩行者中心の空間づくりへとその方向性が明確
に打ち出されている . また日本においても環境時代の中での公共
交通・コンパクトシティの重要性が取り上げられ，駅空間に大
きな変化がみられるようになってきた . これまでにも日本・欧州
において駅空間は各時代の社会背景・制度の要請にこたえるべ
くして様々な方法での整備が行われてきた (1(2. しかし，日本にお
いては，人車をいかに合理的に捌き，混雑その他を解消する空
間を設計するかが問題となり，都市へのインターフェースとし
ての駅空間の整備はほぼ議論されてこなかった (3. 本研究は上記
を問題意識と捉えた上で，これまでの駅空間再編の動向を探り，
今後のあり方に関する考察を行うことを目的とする .
２．研究手法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
　日欧の駅空間に関する動向を整理するにあたり，国鉄などに
より刊行された文献や調査団報告書の調査を行った．また近年
進行中の事例は現地調査，関連資料からの調査，駅空間整備の
視点は，各国の駅空間整備マニュアルを参考とし分析を行った．

３－２．モダニズム期における駅空間の様相
　モダニズム様式が建築界で主流となると駅舎建築もその影響
を受ける．日本においては，鉄道省の建築家である伊藤滋によ
る 2代目御茶ノ水駅が代表であろう．伊藤が「停車場建築は内
部に停滞居住するものでなく，むしろ道路の一部 ( 中略 ) 停車
場建築も単純と秩序は迅速の観念の上に設計されるべき」との
考えのもと設計を行ったことからもそうした流れが理解できる．
　欧州においても機能的でないとの理由から多くの壮大な建築
様式を持つ主要駅舎が破壊され，先のユーストン駅の壮大な駅
舎も1962年に解体され，モダニズム建築に建て替えられている．
　モダニズムの流れは，日本における駅ビル，新幹線の一連の
駅舎へと繋がり，さらにモータリゼーションの進展とともに駅
前も人車を効率的に分離する空間へ，欧州においては，オラン
ダのユトレヒト中央駅に併設されるホークカタライン計画，メー
ヌモンパルナス計画に代表されるショッピングセンター，オフィ
スなど複合した生産性の高い駅空間へ変容されていった．
３－３．ステーションルネッサンスの動きと駅空間の変容
　欧州では 1980 年代以降の超高速鉄道の発展，日本では，国
鉄民営化が大きな契機となり 1990 年代以降，鉄道改革が各地で
推し進められている．こうした動きの中で「駅は単なる乗降の場」
との見方から，もっと複合的，都市的に見直し，再構築する必
要があるとの認識に向かい始めたと時期であると言える．
　京都駅ビルや名古屋セントラルタワーズに代表されるような
駅空間に大型デパートを核に宿泊やアミューズメント機能が複
合した多機能複合駅舎や上野駅のエキナカに端を発する駅での
商業展開が日本各地で進められている．一方，欧州ではシャルル・
ド・ゴール空港 TGV+RER 駅 (1994) をはじめ，ロッテルダム中
央駅 (2013) など鉄道と公共交通機関との連携，歩行者空間整備
を見据えた駅空間の再編が今後も推進される予定である．
　こうした鉄道改革の大きな潮流の中で，日欧での駅空間のあ
り方に大きな変化が見られると考える．次章以降，両者の比較
を通じて，周辺都市との関係の中での駅空間整備の考察を行う．

３．各時代における駅空間整備とその視点　　　　　　　  
３－１．鉄道創業と創業初期の駅空間
　1830 年にイギリスで世界で初めて鉄道が開業し，その後
1838 年にドーリア式円柱の正門と 4つの送迎館とホテル，校内
ホールが併設されたユーストン駅が建設されている．以来，イ
ギリスをはじめ各国で壮大な建築様式の駅舎が建設されていく．
　日本では，1872 年に新橋～横浜間で開業し，新橋駅，横浜駅
においては，米国人建築家 R.P. ブリジェンスの設計による洋風
建築であった．1900 年代に入っても東京駅に代表されるように
各地のシンボルとも言える駅舎建築が多く建設されている．駅
前に関しても『鉄道停車場 ( 大正 5年 )』の記述からも歩行者を
意識した空間として位置づけられていることが読み取れる．
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：を指す部分に関する注釈 ( 日欧での関連項 )

日本におけるｴﾎﾟｯｸﾒｰｷﾝｸﾞ

欧州におけるｴﾎﾟｯｸﾒｰｷﾝｸﾞ

近年特に積極整備される事例 ( 日本 )

①モダニズムの進展との駅、駅空間の変容

②駅舎と商業、その他機能の一体化

③ステーションルネサンスの動きと駅空間の再編

①

②
③

③

近年特に積極整備される事例 ( 欧州 )

・関西私鉄の阪急電鉄がはじまり
・阪急の始祖・小林一三によって駅直結
　マーケットを開店
[ 例 ]
　・阪急 梅田駅 (1929)
　・東武 浅草駅 (1931)
　・ 渋谷駅 (1938)

・大都市部での巨大な床を持つ「駅複合ビル」
・駅舎と大型デパートを核に宿泊ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ機能の立体複合化
[ 例 ]
　・京都駅ビル (1997)
　・小倉駅ビル (1998)
　・名古屋駅セントラルタワーズ (1999)
　・札幌駅南口総合開発ビル (2003)
　・JR 博多シティ (2011)

・国鉄施行令 (1971) の改正
　により国鉄が直接駅ビル
　経営可能となる
[ 例 ]
　・平塚駅ビル (1973)
　・大阪駅アクティ (1983)
　・その他、ルミネ、アト
　　レの建設

・1962 年様式的な駅
舎が解体され、翌
1968 年に機能的な駅
舎に建て替えられた。

・1920 年代に日本に出現した駅ビルは欧米で類例、近年出現をみている
・1830 年代のパリ - サンジェルマン鉄道では駅周辺に商業施設を集中させる構想はが存在
・2003 年以降、スイス連邦鉄道による「RailCity」と呼ばれる駅ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ開発の進展
[ 例 ]
　・ライプチヒ中央駅・プロメナーデン (1997)
　・ベルン中央駅・RailCity(2003)

・チューリヒ中央駅・RailCity
・バーゼル中央駅・RailCity(2003)

・自動車と比べ環境負荷の少ない公共交通と鉄道との連携向上
・駅前空間の集中していた交通機能の再編による歩行者空間の再編
[ 例 ]
　・ｼｬﾙﾙ･ﾄﾞ･ｺﾞｰﾙ空港 TGV+RER 駅 (1994)
　・フライブルク駅 (1997)
　・ロッテルダム中央駅 (2013)

・ストラスブール駅 (2007)
・キングスクロス駅 (2012)
・アムステルダム中央駅 (2015)

・ユトレヒト中央駅と旧市
　街地間に駅に併設する形
　で建設 (1978)
[ 事業目的 ]
・新旧市街の機能的集約
・全ての交通手段からのア
　クセス性向上
・ペデストリアンデッキに
　よる歩車分離

・用地上の問題解決策として線路
　上空を利用し、オフィス・住宅・
　商業施設を複合化
[ 例 ]
　 ・ﾒｰﾇ・ﾓﾝﾊﾟﾙﾅｽ計画 (1969)
　・ﾕｰｽﾄﾝ駅 (1968)
　・ﾁｬﾘﾝｸﾞｸﾛｽ駅
　・ﾊﾟｽﾂｰﾙ・ﾓﾝﾊﾟﾙﾅｽ計画 (1992)

・磯崎新氏による複合的機能を持つ「場
=都市」の基本プラン作成 (1988~1995)
・ホテル・百貨店・展望室・美術館・シ
　アター・フィットネスで構成される
・各駅空間ゾーンに接する形でハード
と、ソフト両面での中心となる「アト
リウム」の設置

・高架式軌道が原則のため、　
　駅構造の立体化
・駅ﾋﾞﾙ、ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷの建設
・駅舎の標準設計化
[ 例 ]
　・東海道新幹線一連の駅舎
　・その他、山陽・九州など

・ｾﾞﾂｪｯｼｮﾝ運動の中での駅空間     
　整備 (1932)　
・鉄道省の建築家・伊藤滋に
　よる設計
・「停車場建築は単純と秩序と
　迅速によらねばならない」　
　伊藤滋による言説 ( 国鉄建
　築のあゆみより )
・

・限られた面積の中での重層
　の立体的交通広場という珍
　しい解法
・1階は交通広場、2階は地下
　街という空間構成
・人間が自由に歩けるよりは、
　あくまで交通広場

・「都市計画道路の設計標準 (1974)」により立体広場を用いた歩行者空間整備
・駅前再開発事業の一環として再開発ビルと橋上化された駅との連絡のため
　に新設される事例が多い
・ブキャナンレポート (1963) では建物と一体化された提案がされている
[ 例 ]
　・柏駅東口 (1973)
　・仙台駅西口 (1977)

　・柏駅東口 (1973)
　・船橋駅北口 (1991)

・博多駅博多口 (2012)

・国土交通省の誕生 (2001) と呼応する形で各地で整備が進展
・鉄道高架化に伴う駅の表裏の一体化
・駅前広場の整備による交通空間、歩行者空間の再編
[ 例 ]
　・行橋駅 (1999)・高知駅 (2008)・日向市駅 (2008)・旭川駅 (2014)

・鉄筋コンクリート造の民間施
　設併設の駅ビル
・潜在購買力を持つ都市部の駅
　本屋で戦後、数多く改築
[ 例 ]
　・豊橋民衆駅 (1950)
　・沼津民衆駅 (1953)
　・金沢民衆駅 (1954)

・鉄道各社で交通至便の立地を生かした商業展開 ( 特に 2000~)
・コンビニ、飲食、書店、衣料品、保育所などが入居
・京王井の頭線久我山駅にて近隣事業者原告の訴訟
[ 例 ]
　・上野駅アトレ (2002)
　・大宮駅エキュート (2005)
　・立川駅エキュート (2007・2008)
　・品川駅エキュート (2005)

・東京駅エキュート (2010)
・浅草駅エキミセ (2012)

日欧関連エポック
民衆駅の登場 駅ビルの展開

駅と商業の一体化
ﾎｰｸｶﾀﾗｲﾝ計画

駅と商業施設が一体の建物の再編

環境時代における駅空間の再編

エキナカビジネスの進展

多機能複合駅舎の出現上野駅超高層駅ビル計画多機能複合駅舎と
線路上空利用の開発

新幹線駅舎の建設

新宿駅西口開発 (1966) ペデストリアンデッキなどを用いた立体歩車分離

連続立体交差事業を契機とした駅空間再編

ユーストン
駅解体と再建

モダニズムと
2代目御茶ノ水駅舎

ﾕｰｽﾄﾝ駅

新橋駅
横浜駅

名古屋駅ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰｽﾞ

大宮駅ｴｷｭｰﾄ

ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ中央駅　ｲﾒｰｼﾞﾊﾟｰｽ
初代横浜駅

駅ビルの元祖　阪急梅田駅 ( 阪急百貨店 )

パスツール・モンパルナス計画

2代目・御茶ノ水駅（設計：伊藤滋

駅・都市へのゲートとしてのアーチ ( ユーストン駅 )

柏駅東口ペデ

連続事業によ
る駅広整備

高知駅

図 1. 日欧における駅空間整備の時系列整理



４．欧州駅空間整備の事例分析　　　　　　　　　　　　　　    
　近年の欧州４か国の駅空間再編事例に注目した．これら事例
は，公共交通機関との連携や歩行者空間整備により駅空間と周
辺都市との関係を形成する視点において示唆に富む事例である．
　表１に各駅空間の再編内容を挙げる．また，表１の整備内容
を６類型に分類したものが図２である．aでは，駅前に集積する
交通機能再編，bは新たな大空間を新設することで各空間の統合
を図っている．aの再編により空間が創出され，その空間を歩行
者空間，公共交通との結節点として整備が行われる例として cと
dが当てはまる．鉄道プラットフォームと他空間との接続向上を
図る e，f は，各プラットフォームを跨ぐ歩道橋の設置やトラム
ウェイを繋ぐ階段やエレベータの設置を行う整備事例である．
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図２. 欧州における駅空間整備の類型
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５．近年の駅空間における視点　　　　　　　　　　　　  
　欧州４か国における駅空間整備事例をみてきたが、そうした
機能性とアメニティを兼備した駅空間整備の可能性を探るため，
欧州４か国の駅空間整備マニュアルの整理を行った．(表2参照 )
また以下で，日本と欧州代表２か国の詳細を紹介していく．
５－１．日本に見る駅空間整備の視点
　日本では，例えば，JR 東日本において，「サンフラワー」「コ
スモス」プランを掲げ駅ナカ開発が積極的に推進されている．
　1920 年代に関西の私鉄で始まった駅舎と商業施設を一体化さ
せた建物は，それ以降，関東で 1931 年の東武鉄道・現浅草駅，
その後の旧国鉄，国鉄民営化後の民衆駅，駅ビル，エキナカと
駅を中心とした駅空間開発が続く．特に近年では，「駅構内」自
体の魅力の向上が重視され，「駅・駅ビルを中心として都市との
つながりを大切にし，駅という形を創りあげよう (4」との駅空間
開発への考えが JR を中心に打ち出される傾向が読み取れる．
５－２．欧州に見る駅空間整備の視点
　欧州 4か国における駅空間整備の視点が確認できる資料を表
２に示す．ここでは，特に仏と英における事例を詳しくみていく．
■ AREP 社 ( 仏 ) が掲げる「駅と都市との連続性」
　仏では駅空間整備のマニュアルの知見，コンセプト立案を行
う専門コンサルタントとして空間整備・研究・結節社 ( 以下，
AREP 社 ) が仏国鉄の子会社として計画・設計業務を担っている．
　AREP 社にとって駅と都市の関係は計画・設計上の最重要事項
であり，図３のダイヤグラムからもそうした考えを確認出来る．
　2つのマニュアル内には，駅と周辺の一体化のために「視認性」
「都市的連続性」をコンセプトとして掲げ，実現のための方策の
策定により、機能性とアメニティを兼備した空間の実現を図る．
■ NR 社 ( 英 ) の駅空間ゾーニングと周辺都市の関わり
　ネットワークレイル社(以下，NR社 )は英国鉄における駅設備，
線路などを含むインフラストラクチュアの管理・運営を行う国
有企業であり，2002 年に設立された．表２，図３にその内容を
示す．NR社においては各空間の機能，役割を明確に位置づける
ことで，「分かり易く」「快適な」駅空間の実現を目指している．
　また，駅空間と周辺都市のアクセス強化，特に駅空間からの
視認性，透過性が周辺都市との関係上の重要因子と位置付ける．

６．結論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
　日本における駅及び周辺整備への問題意識のもと，特に鉄道
改革の流れ以降に進行する日本と欧州での駅空間整備とそのマ
ニュアルに着目し，駅空間整備への視点の考察を行った．
　日本においては，駅ナカ開発をはじめ駅を中心に都市機能が
集積される傾向にある．それは JR の駅空間への視点と都市核と
しての駅及び周辺整備への位置づけが議論されていないとの報
告 (4からも，今後も駅を中心とした都市機能の集積が予測される．
　欧州では，積極的に鉄道と公共交通との連携，歩行者空間整
備を通じて，駅と周辺の一体化の知見とコンセプトの共有が図
られている事例の存在は注目すべきことである．特に，フラン
スでは，駅と周辺の一体化を専門シンクタンクが計画・設計を
行い，整備マニュアルによる共有化を図ることで実現している．
　日本と欧州では駅と都市との関わり方は異なるが，駅は都市

へのインターフェイスであるという立場からは，欧州における
駅空間整備の視点は日本におけるそれに示唆を与えると考える．
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表 1. 各国の駅空間再編事例の概要

表２. 各国の駅空間整備に関するマニュアルとその視点
発行年 発行元 主な駅空間整備の視点

オ
ラ
ン
ダ

『Network Statement
　　　　　 　　　　　　2010』 2009年 ProRail社

イ
ギ
リ
ス

『 Guide to Station
Plannning and Design 』 2011年 NetworkRail社

ド
イ
ツ

『 Emergency program 』

『 3S Pragram 』

2002年

2002年
DB社

フ
ラ
ン
ス

『 フランスに於ける結節点
-知見・論点及び分析手法の現状 』

『 駅とその界隈
-建築及び都市計画指針 』

2006年

2008年

CERTU社

DAAB社

マニュアル名

日
本

『ステーションルネッサンス
　　　　　　　　　　　コンセプト』

2000年

2008年
JR各社

・商業開発
・快適性
・バリアフリー化
・サインのデザイン向上

・複合一貫輸送のハブ
・視認性
・都市的連続性

・安全性
・快適性
・視認性
・移動のシームレス化

・安全性
・清潔性
・サービス性

・効率性
・利便性
・開放性
・アクセシビリティ

周辺地域

小売商業施設
＆食事サービス

駅管理施設

自転車

情報拠点

ゾーン 1

アクセスと乗り換えゾーン

(アクセス / 到着 )

ゾーン 2

　　　　施設ゾーン

(歩行者快適空間 )

ゾーン 3

プラットフォームゾーン

(出発 / 下車 )

情報拠点 トイレ 情報拠点

職員スペース待合スペース 荷物置き場

自動車 /
タクシー

バス 歩行者

オフィス /

居住地 /

商業施設      

【駅空間に関する計画理念 (AREP 社 )】

『機能性』と『アメニティ』を兼ね備え
た駅空間とすることの重要性

① 自然光，透明性，開放性：『視認性』
 
② 『都市的連続性』

を駅空間に導き入れる必要があるとの
言及を確認できる． 

【各駅空間の役割とその機能 (NR 社 )】

街との接点である『ゾーン１』に求め
られる役割，機能

① 駅空間から街への視認性・透過性

② 駅空間から街への明確で，人々の動
　 きを妨げない空間を提供

の重要性が言及されている．

図３. NR，AREP 社における駅空間整備に関するダイアグラム
NR 社

AREP 社

駅名 開発年 主な再編内容 再編類型
① 駅前に集中したバス・タクシーなどの交通機能再編

② 駅前の歩行者空間整備

③ 駅の両側をつなぐ自転車通路・歩行者空間の創出

① 駅前の交通機能の再編

② 新設コンコースからの各公共交通へのアクセス向上

③ 駅空間と街とを繋ぐ歩行者デッキの整備

① 公共交通機関ハブとしての新設コンコースの整備

② 駅前を歩行者空間へと整備

③ 各プラットフォームを跨ぐ歩道橋の設置

① 公共交通機関ハブとしての新コンコースの設置

② 駅前空間の歩行者空間の拡張

③ 各プラットフォームを跨ぐ歩道橋の設置

① トラム、バスなどの公共交通機能の再編

② 旧駅舎前面へのガラスのアトリウム空間の設置

③ 駅前の青空駐車場地下化と芝生広場の整備

① 駐車場の地下化と公共交通機能整備

②　駅空間と街を結ぶトラムウェイの整備

③　プラットフォームとトラムウェイの接続

ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ中央 2015年

ﾕﾄﾚﾋﾄ中央 2016年

ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ中央 2013年

ﾌﾗｲﾌﾞﾙｸ 1999年

ｷﾝｸﾞｽｸﾛｽ 2012年

ｽﾄﾗｽﾌﾞｰﾙ 2007年


