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31.   背景と目的 （１）柏の葉キャンパス駅周辺の高架下の現状と高架下利用に係る社会トレンド

高架下は開業当初から現在までは、駅利用者の利便性を最優先に、主に駐輪場として
活用されてきたが、まちが成長する中で高架下に求められる役割は多様化している。

ＴＸ柏の葉キャンパス駅周辺の高架は、もともと静音性が高く桁高も高い。また両側
を歩行者専用道で挟まれた歩行者空間として計画されており、活用のポテンシャルは
高い。

近年、鉄道の高架下は、商業利用や公共公益施設利用など、地域の魅力向上に資する
積極的な活用が図られるようになってきている。

■TX開業時からの高架下利用状況

ＴＸ開業時、駅周辺にはほとんど土地利用がなく、主に区画整理事業区域外からの駅利用者の利便
性確保が重要であったため、高架下は駐輪場として活用されてきた。事業の進捗とともにまちが成
長する中で、高架下に求められる役割は多様化しており、有効な高架下利用のあり方について柔軟
に見直す必要がある。

■TXの高架下の特徴

コンクリート製の橋脚，床版，防音壁，ロングレール，消音バラスト，防振ゴム付きのPC枕木等の
設備のおかげで，従来の高架下のイメージが覆るほど静音が保たれた空間が形成されている。

また，柏の葉キャンパス駅付近は高架の桁高が高いため、高架下も比較的明るい空間が形成されて
いる。

■高架下利用に係る社会トレンド

鉄道の高架下はこれまでガード下等と呼ばれ，鉄道の走行音が大きく薄暗いイメージが先行し、都
心部や駅舎部などを除けば、駐輪場や駐車場、倉庫などの利用が大半であった。

しかし、高架構造物の技術的向上による高架下空間の静音化、駅周辺のまちづくり、鉄道会社等に
よる土地有効活用等の動きの中で、近年では商業利用や公共公益施設利用など、地域の魅力向上に
資する積極的な活用が図られるようになってきている。

東急東横線の中目黒から祐天寺方面へ約700mに及ぶ高架下に、中目黒らしい個性溢れる店舗がシェアする新しい商店街が誕生
(出典：中目黒高架下ウェブサイト)

R中央線三鷹～立川間の高架化によって生まれる高架下や、駅構内のスペースを生かした商業施設
(出典：nonowaウェブサイト)

ＴＸアベニュー

ＴＸ柏の葉キャンパス駅付近の高架下現況

低利用の区間（南側）

近年の高架下利用事例



41. 背景と目的 （２）これからの柏の葉キャンパス駅周辺のまちづくり課題

◆イノベーション・キャンパス構想（柏の葉国際キャンパスタウン構想 目標２）
国道16号に面し、大街区で構成される北側エリアは、複合用途型開発を進める「イノベーション・
キャンパス地区」と位置付けられ、まちづくりの構想が描かれている。地区内には親水空間「アク
アテラス」も整備され、「柏の葉T-SITE」も開業を控えている。この機会をとらえて、早期段階で
まちに賑わいを連続させることが、まちづくりの課題となっている。

駅近傍から周辺エリアにまちづくりの重心が移るにつれて、駅から周辺につながる道
路や通路は、人々の回遊を促し賑わいをつなぐ「リンク」としての機能を増す。また、
都市活動が活発化するなか、駅近傍には都市拠点にふさわしい交流機能や各種サービ
ス機能等の充実化が望まれ、高架下はこれらの導入空間としても可能性を持つ。

ＴＸ高架下は、鉄道開業時から現在まで駐輪場として有効に機能してきたが、まちづ
くりの進展の中で、魅力的な「リンク」の形成という観点からより有効な使い方を再
考する時期にある。

また、駅利用者の増加に伴い、高架沿道では歩行者と自転車の輻輳等の問題も生まれ
ており、安全で便利な自転車利用という観点からも、駐輪機能と歩行者空間の位置関
係の見直しが求められる。

高架下の現状（自転車と歩行者の輻輳）

北側エリアの開発「イノベーションキャンパス」（出典：柏の葉国際キャンパスタウン構想）

アクアテラスとT-SITE

◆国際的な学術・教育・文化空間の形成（柏の葉国際キャンパスタウン構想 目標３）
今後さらに学術研究機関や企業等の立地が進むことが想定されるなかで、各施設の中だけではなく、
まちの中に様々な交流の場をつくり、また、文化や芸術も含めたクリエイティブな環境やその拠点
となる場を作り出していくことが望まれる。

◆スマートな自転車利用の促進（柏の葉国際キャンパスタウン構想 目標４）
自転車を利用しやすい環境整備と利用の仕組みの確立は、柏の葉国際キャンパスタウン構想の重要
なテーマである。単純に駅近くに駐輪場があればよいという発想ではなく、自転車走行空間のネッ
トワーク整備と、民間開発とも連携した駐輪場の戦略的な配置、歩いて楽しめる駅前空間の形成に
よって、安全で便利な自転車利用環境を整えていく必要がある。

◆歩きやすく快適・安全な歩行者空間（柏の葉国際キャンパスタウン構想 目標５）
「健康」というテーマにおいて、「日常的に歩きたくなる街の環境」づくりは重要な柱となってい
る。駅周辺だけでなく、さらに外側に、人々の徒歩回遊を促していくうえで、ＴＸ高架沿いの空間
を楽しく安全な歩行者空間としていくことは、健康のまちづくりという側面からも重要である。



51. 背景と目的 （３）対象区間と対象期間

人々の回遊動線としての高架下利用可能性が高い区間（＝今後、駐輪場以外の高架下
利用を検討しうる区間）として、北連絡線・南連絡線からそれぞれ一ブロック分外側
までを対象とする。

マスタープランの対象区域と現況

対象区間

長期を見通した基本方針を示したうえで、具体的には当面10年（2026年度まで）の
計画を示すものとする。

駅周辺の開発動向を踏まえながら、継続的にフォローするものとし、5年をめどに必
要に応じて改定を行うものとする。

対象期間と本マスタープランの位置づけ

駐輪機能の適切な配置と歩行者回遊環境の向上、並びに新たに必要となる都市機能の
導入を目指した高架下利用方針を定めることを目的とする。

公的駐輪場の整備主体であるとともに高架沿い道路の将来管理者である柏市、周辺敷
地開発を行う地権者や事業者、高架敷地を所有し高架下利用主体となるＴＸ（首都圏
新都市鉄道）など、鉄道高架下利用並びに高架付近のまちづくりにかかわる関係者間
で、高架下の利用方針を共有するものとして本マスタープランを定める。

本マスタープランの目的と位置づけ

※敷地所有者である首都圏新都市鉄道社とは本マスタープランをもとに協議を進める。



62. 高架下利用の基本方針

駅付近と駅北側地区をつなぐ歩行者回遊ゾーン形成に向け、駅北側の高架下空
間は、「賑わい・交流空間」として一体的に再整備する。

駅北方面から駅にアクセスする自転車利用者に対しては、隣接街区（149街
区）内に代替駐輪場を確保する。

駅前と駅北側エリアそれぞれの集客・交流施設集積をつなぐ回遊環境を形成するうえで重要

な軸となる駅北側の高架沿い動線については、先行的に高架下空間自体を賑わい・交流系の

施設空間としてつくりかえる。主に駅北方面地域から駅にアクセスする利用者のための代替

駐輪場を、柏市と隣接地の地権者・事業者の連携によって隣接街区の中に確保する。

キャンパス駅周辺の歩行者回遊ゾーンの形成と駐輪場配置概念図（当面10年程度の計画案）

駅
北
側
区
間

駅南側の高架沿いも、将来的には賑わい・交流機能のある回遊空間としていく
ことを目指すが、代替駐輪場の確保の問題もあることから、当面は駅南方面か
ら駅にアクセスする自転車利用者のための駐輪場用地として利用する。

隣接街区における代替駐輪場の確保が難しいこと、駅南側は来街者の回遊空間としての位置づ

けは現時点では高くないことから、当面は必要な駐輪機能を収める空間として継続利用する。

駅
南
側
区
間

ＴＸ沿いは駅アクセスや回遊のための歩行者空間としての機能を最優先し、高架下に
ついては街の賑わいや楽しさを生み出すことを基本に、「柏の葉国際キャンパスタウ
ン構想」でうたう交流・文化や新たなライフスタイルの実現に資する利用を推進する。

駐輪機能は、民間駐輪場との連携も含め、駅近接街区内への再配置を推進し、駅付近
における自転車と歩行者の輻輳を改善する。

基本方針

駅付近の高架下利用の基本方針 概念図

現状 概ね10年後 将来
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駅付近の高架下利用を、賑わい・交流系機能に転換していくにあたり、既
にある駐輪機能は、民間駐輪場との連携も含め、駅近接街区内へ再配置す
ることで、利便性を確保し安全性を高める。

その基本的な考え方は次のとおりとする。

3. 駐輪場の再配置方針

高架下北側駐輪場現況

高架下南側駐輪場現況

①台数

②位置

③動線

④景観への配慮

・「柏市自転車総合計画」（H28.4）では、現在の駐輪場台数2480台に対し、将来
需要予測が2500台とされており、おおむね現況台数を確保すれば将来需要に対
応できると考えられることから、代替駐輪場の整備にあたっては、現況（移設対
象）台数を最低限とし、可能であれば余裕台数を確保することとする。

・隣接街区内に設け、外周道路から直接アクセスする形とする。

・自転車利用の推進が柏の葉のまちづくりの柱であることも踏まえ、駅300m圏
（徒歩3～4分）内に整備することを基本とする。

・北連絡線や南連絡線から街に広がる自転車走行空間ネットワーク整備を推進する。

・スマートサイクルやレンタサイクルの駐輪場については、来街者にとってのわか
りやすさへの配慮が必要であること、効率的な自転車利用にも資することから、
西口駅前など自転車と歩行者が分離された道路付近に設けることも検討する。

・駐輪場と駅の間の歩行者動線の魅力化など、自転車利用とまちの賑わいが相乗効
果を生むような配置計画となるよう配慮する。

・駐輪場整備にあたっては、景観重点地区の基準への適合はもちろんのこと、外観
に十分配慮したものとする。

H25 H30 H35

平均需要 1,687台 1,763台 1,929台

最大（ピーク時）需要 2,189台 2,287台 2,503台

駐輪場収容台数（現状） 2,480台 2,480台 2,480台

（※柏市次期総合計画における人口フレームを基準に各駅の将来駐輪需要を推計）

■柏の葉キャンパス駅周辺の駐輪場需要将来予測（柏市自転車総合計画）

■柏の葉キャンパス駅周辺の駐輪場現況
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①駅周辺に住むファミリー、アクティブシニア
エリア内に居住する若いファミリー層やアクティブシ
ニア層の利用想定し、各世代のニーズを踏まえながら、
柏の葉らしい環境や健康に配慮した高質なライフスタ
イルに資する機能導入を図る。

③ららぽーとやT-SITEに訪れる目的来街者
ららぽーとやT-SITE等の別の目的で訪れる不特定多数
の柏の葉来街者の利用も想定される。
既存大型店では満たされにくい小規模テナントや地元
店などで差別化を図るとともに、歩いて足を延ばして
みたくなるストリート形成に資する機能導入を図る。

G

地域密着度
高い

低い

モノ
志向

コト
志向

ららぽーと

T-SITE

高架下

【地域密着度×志向性（モノ志向・コト志向）概念図】

エリア最大規模で展開するSC
物販を中心としながら、シネコンも

時間消費型の
ライフスタイルストア

現在満たされていない需要
に対応し高い地域密着型で
の展開を目指す

空白エリア

②柏の葉企業のワーカー、研究者や学生
周辺のキャンパスやオフィスに通い、昼間の時間帯に
柏の葉エリアに存在する学生やビジネスパーソンを想
定。ランチや休憩時の利用のほか、帰宅時に立ち寄れ
る飲食機能など、柏の葉でのワークスタイルを豊かに
する機能導入を図る。

4. 高架下における機能導入の方針

駅を中心とした賑わいの連続 駅を中心に賑わいを面的に広げていくために、外部に対してオープンなつくりとし、賑わいを表出させるなど、
徒歩回遊の楽しさに資する機能を導入する1

多様な都市活動のサポートと
交流促進

住民のみならず、企業、大学、研究機関など、柏の葉で活動する人々をサポートするうえで不足している機能を
補うとともに、こうした多様な人たちが集い、交流を生み出す機能を導入する2

地域性の高い暮らし・文化の醸成 地域のお店・事業者の出店のほか、新たな店舗や地元クリエイター・アーティストのためのインキュベーション
機能も含め、柏の葉の暮らしや文化を豊かにする地域密着度の高い機能を導入する3

デザイン性・先進性 国際キャンパスタウン構想に示す先進的なまちづくりや、柏の葉のまちのデザイン性を意識した機能や施設デザ
インとする4

利用者像

機能導入の方針



9

まちの顔となる都市型食機能 地元発信ショップ
（柏の葉ライフスタイル提案型） 趣味の幅を広げるDIY機能

時間過ごし系（滞在型）カフェ 新スタイル飲食
（界隈性、コミュニティ性） スポーツHUB機能

1
毎日の生活に花を添える都市型食物販機能の構築。まちの顔となる
駅立地にまちの感度を牽引するグロサリーSMの展開し、つい立ち
寄ってしまいたくなる空間を創造する。

2
柏の葉のライフスタイルを発信するショップの展開。地元クリエイ
ターによるアトリエショップや、セレクトショップ等“柏の葉発”の
店舗誘致により、ココならではの地域魅力発信を行う。

3
気軽にモノづくりを楽しめるホビー機能としてのDIYショップの展
開。材料が購入できるだけでなく、その場で作ることができる等の
コト消費を掛け合わせた展開で、新たな余暇提案を行う。

4
高架下という特殊な環境を活かし、既存商業では創り出せないオリ
ジナリティの高い環境のカフェを創出し、ゆったりと時間を過ごす
ことのできるカフェを展開する。

5
様々な人が通る生活動線上の立地を活かし、交流型の飲食店の展開。
居住者や就業者、学生等、誰もが気軽に立ち寄り集える地域の新し
いコミュニティスポットを創出する。

Ex）地元老舗・人気飲食店、地元発飲食店、他

6
駅前の便利な場所に、スポーツの拠点機能として、ランニングやサ
イクリングのステーションを設置。気軽に運動を楽しめる機能の補
完により日常的に当駅を使う人に向けて、充実した毎日を提案。

Ex）ランニングステーション他

4. 高架下における機能導入の方針 高架下機能導入例（１～６）
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交流スクール機能 子育て機能
（スポーツ教育、英語教育等の特化型） 多機能イベントスペース

地元アーティストアトリエ機能 スポーツ施設

7
新たな余暇時間を提案するスクール機能を開かれた空間で展開。趣
味の合う仲間同士が集うシーンを、まちに対して見えるように作る
ことで、まちへの賑わい波及を狙う。

Ex）DIYスクール、ヨガ・バレエスタジオ、フラワーアレンジメン
ト教室、その他カルチャースクール他

8
子育てマーケットの多い当エリアに合致した機能の充実を図り、託
児機能だけでなく、＋アルファの付加価値を提供する特化型保育施
設を導入。

9
ママキッズのパーティー、学生のイベント、ベンチャー企業の新作
発表等、エリア内でニーズが想定される様々な催事に対応するイベ
ントスペースの設置。

10
柏の葉を拠点とする、地元のアーティストやクリエイター、デザイ
ンナー等のアトリエを設置し、ショップを併設。地元インキュベー
ションの役割を担う。

※②、⑨との連動も検討。

Ex）アトリエ＋ショップ

11
現在エリア（柏の葉運動公園）に展開が無い種目で、高架下のスペースで展
開可能なスポーツ施設を設置。地域スポーツイベント等の開催により、賑わ
い創出を図る。

Ex）ミニバスケットコート、スケートボード場、ボルダリングスタジオ他

カジュアルホテル12
学生やフリーワーカーの多いエリア特性に合わせ、既存の三井ガー
デンホテルよりもカジュアルに宿泊できるホテルを展開。多様化す
るまちに併せた宿泊スタイルの多様化を図る。

高架下機能導入例（７～１２）4. 高架下における機能導入の方針



11＜参考＞展開における戦略

①
まちの顔となる

都市型食機能

②
地元発信ショップ

（柏の葉ライフスタイル提案型）

③
趣味の幅を広げる

DIY機能

④
時間過ごし系

（滞在型）カフェ

⑤
新スタイル飲食

（界隈性、コミュニティ性）

⑦
交流スクール機能

⑧
子育て機能

⑨
多機能

イベントスペース

⑩
地元アーティスト

アトリエ機能

⑪
スポーツ施設・公園

⑥
スポーツHUB機能

⑫
カジュアルホテル

＜導入機能＞

■タイムマーチャンダイジング

4. 高架下における機能導入の方針
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