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1．研究の着眼点と目的 

近年、大都市圏では、巨大集合住宅を核とする再開発の

集積によって新たな都市構造が造られつつある。そこで本

研究ではその都市構造の分析を目指し、まず再開発に至る

土地利用の変遷を把握する。対象地域としては神奈川県川

崎市中原区の武蔵小杉駅周辺を取り上げる。 

2．対象地域概要 

工業を中心に発展してきた武蔵小杉は、公共交通の利便

性の飛躍的向上などを背景に工場跡地の再開発が進めら

れ、近年タワーマンションの街へと劇的に変貌を遂げつつ

ある（図 1）。東京沿岸地域でも大規模なマンション開発が

続いているが、周辺の既存住宅地は比較的少ない。一方、

武蔵小杉駅周辺には昔からの商店街があり、再開発地域の

すぐ背後に既存の低層住宅地が広がり、再開発地域と商店

街や低層住宅地が近接している（図 2）。 

武蔵小杉駅では東西方向に走るＪＲ南武線と南北方向

に走る東急東横線・目黒線が十字に交差しており、駅周

辺はこの十字に 4 分割される地区ごとに異なる性格を持っ

ている。北西地区から南西地区にかけては、用水が流れ

古くからの住宅地となっている。南西地区には法政通り

商店街などがあり、工場地帯に隣接する庶民的な雰囲気

の地区として、商業が最も盛んな地域となっている。駅

北側の東横線沿いは古くは繁華街であった新丸子駅周辺

から連続する商店がある。駅南東側はかつて大規模な工

場地帯であったが、南側を中心に大規模な再開発事業が

進行している。再開発による 20 階建て以上の超高層は 10

棟以上、合計面積は約 37ha に及ぶ 1)。 

3．土地利用の変遷 

 武蔵小杉駅周辺の土地利用図を図 3～6 に、年表を表 1

に示し、街の変遷を追う（1929、1945、1965、2005 年の中

原区地図を使用）。上述の十字の鉄道により 4 分割される

地区を、図 3 に示すようにそれぞれ①～④とする。 

1929 年の図に示すように、1906 年頃～1929 年頃までは

東京の郊外農村的な色彩を濃くしていた。1926 年に東京横

浜電鉄（現・東急東横線）が開通し、それ以降、都市化が

進んだ（表 1）。駅前には企業のグラウンドが進出し、田園

都市開発会社（現東急電鉄）により住宅地の開発と分譲が

始まるとともに、中原高等女学校や日本医科大学などを誘

致し、学園都市化を図った。 

1945 年の図に示す戦時中になると、南武線沿線に軍需産

業工場が進出し始め、武蔵小杉駅周辺にも東京電機工場な

どが立地する。その他の地域はこれまでと変わらず、田畑

もまだ多くみられる。 

戦後、公共施設（保健所や市役所）が充実し、それまで

未開発であった南武線南西地域や北東地域が、住宅地や商

店街として発達し始める。まず 1950 年頃から更なる宅地

化の進行が始まる。1959 年には第一生命グラウンドが北口

バスターミナルや企業社宅へと転換される。1965 年には、

商業施設の駅周辺への集積が観察できる。2005 年になると、

南武線南東地域にはまだグラウンドがみられるが、その周

辺は工場で埋め尽くされている。その他の地区は大きな変

化は見られない。2011 年になると、南武線南地域の大規模

な再開発が行われる。グラウンド（駐車場）跡地だけでな

く、工場も撤退し、跡地に高層マンションが建ち始める。 

4．起源に着目した分析と考察 

 以上より、①～④のそれぞれの土地利用の骨格の形成過

程が大きく異なることが分かる。①の地区は、昭和初期に

図 1 現在の武蔵小杉駅周辺の様子 図 2 武蔵小杉駅周辺地図(2011 年) 
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学校が立地した付近は現在も大きな変化はないが、グラウ

ンドは細分化され、バスターミナルや高層オフィスに姿を

変えている。②の地区は、1945 年頃の宅地化から現在まで

ほとんど変化していない。③の地区は、1945 年頃から商店

や公共施設の集積が形成され、1953 年に東急武蔵小杉駅が

完成することで地域の中心が形作られ、現在に至る。④の

地区は 1929 年に正金銀行倶楽部グラウンドとして開発さ

れてから 2000 年頃まで変化がなかった。しかし、2000 年

に駐車場へと変わり、2009 年には高層マンションへと姿を

変えている。 

このように、全体として密度は変化したものの、基本的

な地区ごとの土地利用の骨格は変化しておらず、初期の土

地利用の形成過程が現在の武蔵小杉全体の土地利用を決

定づけていることが示唆される。 

同時に、こうした土地利用の起源となる開発行為が行わ

れた時代にも①から④の地区ごとに差異がある。 

この初期の土地利用の形成過程と開発行為が行われた

時代の違いがあいまって、武蔵小杉駅周辺の特徴である、

再開発地域と商店街や低層住宅地が非常に近接している

こと、および、①から④の地区ごとに土地利用の様相が大

きく異なる印象を与えること、が生じたと考えられる。 

 また、現在④の地域が再開発の主な対象地となっている

が、それについても、長年グラウンドのような巨大な空地

が手を加えられずに存在していることに起因していると

考えられる。さらに、空地があっても病院や学校がある地

域は再開発の対象にならず、起源当時とほぼ変わらない構

成となっていることが分かった。 

5.まとめ 

 本研究では、武蔵小杉駅周辺の土地利用の変遷を、起源

に着目して分析した結果として、土地利用の形成は起源の

開発のされ方に依存している傾向があり、特に初期から空

地である地域が最近の再開発対象となっていること、初期

から学校や病院がある地域は年月が過ぎても大きくは変

化せず当初の姿を残していることが示された。 
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表 1 武蔵小杉変遷年表 2)3)4)5) 

年 ① ② ③ ④ 武蔵小杉小史
1925（T14) 田畑 田畑 田畑 田畑 中原村、住吉村が合併して中原町へ
1926（S1） 正金銀行倶楽部グラウンド 東急横浜線（現・東急東横線）丸子多摩川～神奈川間が開

1927（S2）
南武鉄道（現・JR南武線）川崎～登戸間が開通. グラウンド

前駅と武蔵小杉駅開設
1928（S3） 中原高等女学校)
1929（S4） 第一生命グラウンド 街区ができる 街区ができる
1931(S6) (日本医科大学)
1933(S8) 東横線渋谷～桜木町間全線開通　.中原町が川崎市と合併

1939(S14)
南武線沿線沿いに近代工場（軍需工場）が進出し、東横線に

工業都市駅が開設

1944（S19）
南武線の国鉄化によりグラウンド前駅と武蔵小杉駅が統合.

今の武蔵小杉駅ができる
1945（S20） 宅地化

1947（S22）
聖マリアンナ医

科大学東横病

武蔵小杉に保健所、公民館などの公共施設ができ、中原区

の行政の中心を形づくる
1950（S25） 法政通り商店街
1953(S28) 現東急武蔵小杉駅ができる
1955（S30） 中原変電所 （東京銀行倶楽部グラウンド）
1959（S34） バスターミナル・宅地化
1960（S35） 中原図書館

1965(S40)
宅地化が急速に進み、武蔵小杉駅前に大企業の社宅群が立

ち並び、商業の中心地が武蔵小杉駅周辺に形成される

1972(S47)
東横線に目黒線（東京メトロ南北線、都営地下鉄三田線）が

乗り入れ開通
1995（H7） 武蔵小杉タワープレイス
2000（H12） リパーク武蔵小杉（駐車場）
2009（H21） パークシティ武蔵小杉 JR横須賀線・武蔵小杉駅が開業

図 3 1929 年(S4) 図 4 1945 年(S20) 図 5 1965 年(S40)

図 6 2005 年(H17) 
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