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はじめに

近年､ 東京、大阪など大都市において鉄道高架 下の商業施設利用が話題になっている。例え

ば､ 東京のJR 中央線阿佐ケ谷一高円寺駅間(徒歩 ４ 分､ 長さ140m) のアニメストリートや小田急

電 鉄和泉 多摩川 駅から徒歩 ２ 分の高架下ボルクリング、大阪の難 波一 今宮戎 駅間のなんば

EKIKAN プロジェクト(特色のある専門店の誘致)などである1．

以前から､高架下に保育所､ 植物工場､ 宿泊施設､ フィットネスクラブなどを設置する試みはあ

ったのだが、最近は鉄道の｢駅と駅の間(あいだ)の高架下｣として特に｢駅カン｣という用語が生ま

れている2．

なぜこうした高架 下利用が話題になっているのだろうか。もともと高架下は｢暗い｣｢ 汚い｣｢ 危な

い｣という3K イメージがあった。しかし､ 都 心の場合､ 人通りが多い商業地は家賃が高いが、高架

下ならば割安な家賃で多くの集客が見込めるというﾒﾘｯﾄ がある。さらに､ そのことを通じてまちづ

くりの効果が期待できると鉄道事業者が考えたからだろう3．

本稿では､ 鉄道高架下の事例として南海電気鉄道をとりあげてみたい。南海については､ すで

に別稿(｢ 大阪になぜ『南海百貨店』がないのか｣『大阪商業大学商業史博物館紀要』第19 号、

2018 年12 月予定)で、同社の鉄道事業以外の兼業(特に商業施設との関わり)を歴史的に検討

した。

そこでは､ 阪堺鉄道(1885 年難波一堺間開業)から会社合併･ 路線拡張を通じて生まれた南海

電気鉄道道(難波一和歌山市駅間ほか)をとりあげた。同社は戦前本業の輸送事業(および電灯

電力事業)の利益が大きかったために､ 流通事業への積極的参入を見送った。またターミナルの

難波駅ビルに高島屋を入居させた。戦後になって流通事業に参入したものの､ 必ずしも本業を補

完するほどの成果を上げられなかったことを明らかにした。

以下では、同社が最近になって鉄道高架下に｢なんばEKIKAN プロジェクト｣として店舗展開を

するに至った理由を検討してみたい。その前提として､ 鉄道高架下の歴史的展開過程について

一瞥し､ その上で､ 最近の同社の高架 下事業の意義について考えてみたいと思う。

１。戦後の鉄道高架下

(１)高度経済成長期に急増した鉄道高架下4

戦後の急激なモータリゼーション(自動車の普及)により、電 車線路と自動車道が平面交差する

ことによる交通渋滞･ 交通事故が多発した5。そこで、両者を立体交差させる必要性が出てきた。

1969 年に運輸省と建設省 が｢都市における道路と鉄道の連続立体交差化に関する協定(建運協

定)｣ を結んだ6。その際、立体交差事業は都市計画事業であるという位置づけがなされ､ 鉄道側

の費用負担が｢鉄道の受 益に応じた負担(国鉄10 ％､ 私鉄7 ％)｣とされたことが功を奏して､ 立体

交差事業が進んだ(元は｢双方折半｣だった)。

ここに､ 立体交差事業とは｢鉄道と幹線道路とが2ヶ所以上において交差し､その交差する両端

の幹線道路の中心距離が350m 以上ある鉄道区間について､ 鉄道と道路とを同時に ３ヶ所以上

立体交差し､2 ヶ所以上の踏み切りを除去する｣事業をいう7。
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図１．概念図

出所：伊藤忠明(1994) 、p71．

すなわち、図1 のように350m 以上にわたって鉄道と道路が2ヵ所以上交差している場合は､ 鉄

道を高架 にしてその下に道路を通すものである。鉄道高架 下はこの事業をもとに多数生まれるこ

とになり、2002 年までに109 路線･区間で実施された8。

立体交差事業のﾒﾘｯﾄ は､ 先に述べた交通渋滞･交通事故の解消だけではない。都市部では

鉄道側に輸 送力の増強工事ができる利点があった。また､ 都市計画の観 点からは､ 従来平面鉄

道により分断されていた市街地の一体化を図ることができ､ 鉄道用地の跡地を利用して駅前広場

事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業を実施することができた。結果として､ 都市の再生、

活性化に寄与することになったのである。

立体交差事業の結果生まれた高架 下空間については､ 周辺の土地利用計画 に合 わせて多 目

的(駐輪場､ 公園等)に利用することができた。 1969 年当時の(建運協定)では､ その割合が高架

下利用面積の10 ％程度であった(1992 年 ４月15 ％に改正)。

(２)鉄道高架 下の事例

中村真之氏･村木美 貴氏は､ 首都圏内に敷設され､ 東京を中心として神奈川･千葉･埼玉にま

たがる路線 沿線のうち､ 東京駅を中心とした半径30km 以内の36 路線を対象に､その鉄道高架

下空間の利用状況を調べた。この｢路線の多くは高度経済成長期に建設された1960 年代後半～

現在までに進められた新線や､ 在来線での立体交差事業､ 高架化事業､ 複々線事業､ 新駅の追

加によるもの｣であった。

表1 は高架下空間の利用実態分類表である。上から百貨店､ スーパー､ 飲食店､ 理容､ 娯楽な

どの｢商業利用｣と､公園、体育館､ 集会場､ 保育園､ 銀行などの｢公共利用｣、そして駐車･駐輪、

倉庫などの｢低利用｣、最後に｢未利用｣と区分している。

両氏が住宅地図を使って沿線の利用状況を調べた結果､ 鉄道高架下は｢全体的には飲食･駐

車･企業が多く見られる｣。また｢都心からの距離に着 目すると5km 圏内では飲食･ 企業･ 小売で

76％を占めていて、資材置き場などの低利用地はあまり見られない。しかし､10km 圏を越える地

域では低未利用地の割合が50 ％以上を占めており､25 ～30km 圏内では64 ％に達している｣とい

う。

さらに､ 鉄道会社(私鉄４社とJRJ東日本)へのアンケーを分析し、｢乗降客の多い駅では､ 収益

性の高い事業を高架 下空間でも積極的に導入する方針である｣と評価している。
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表１．鉄道高架下利用実態分類表

商

業

利

用

複合 百貨店､スーパー等複合商業施設及びこれらに類するもの

飲食 飲食店及びこれらに類するもの(飲食)

理容 理髪店、美容院､ 公衆浴場及びこれらに類するもの

事務 事務所､工場及びこれ等に類するもの
企業 一般企業､関連企業及びこれ等に類するもの
小売 小売業､及びこれ等に類するもの

娯楽 娯楽施設及びこれらに類するもの

公
共

利

用

公園 公園､広場及びこれらに類するもの
体育 体育館､プール及びこれ等に類するもの
集会 集会場､公会堂､ホール及びこれらに類するもの

保育 保育園､老人介護施設及びこれ等に類するもの

銀行 銀行、郵便局及びこれ等に類するもの
病院 病院･診療所及びこれらに類するもの

住宅 共同住宅､住宅及びこれ等に類するもの

低

利

用

駐車 駐車場及びこれ等に類するもの

駐輪 駐輪場及びこれ等に類するもの

資材 資材置二き場及びこれ等に類するもの

倉庫 倉庫及びこれ等に類するもの

未 未利 未利用地及びこれ等に類する空間

出所:中村真之･村木美貴(2006) 、p5670

ここから､鉄道高架下の利用種類が明らかにされ､ 都心からの距離が5km 圏内に｢商業利用｣

が多く、10km 圏内を越えると低未利用が半分以 上を占めることがわかる。要は､ 乗降客の多い駅

を中心に鉄道高架下が活用されているというのである。

２。南海電気鉄道 の高架下事業

(１)戦前の鉄道高架下利用

戦前関西私鉄の高架下利用の状況をあげておこう。まず1934 年阪神急行電鉄(現､ 阪急)は

梅田駅高架下を利用して工場や事務所を置いた。次に、1936 年阪急三宮駅に高架乗り入れし、

隣接する国鉄高架 下を借り受け、映画館を建設したり、有名料理店を誘致したりして､ 現在の三

宮繁栄の基礎をつくった9。阪急は当初より高架下の利用が多かった。

一方､ 大阪難波駅(ﾐﾅﾐ) にターミナルビルを建設した南海電鉄は、1938 年難波 一天下茶屋

間(図3) を高架複々線化した時の高架下(現､ なんばEK! ＫＡＮ)に倉庫､ 鉄工所を置いたが､ 一

部店舗､ 事務所も混在させていたlo。南海の場合は､ 阪急のように映画館や飲食店を入れて｢盛り

場｣とする意図はなかった。なぜなら､難波駅から北へ向かって昔から繁華街が広がっていたから

である。

(２)戦後の南海電気鉄道高架下

1970 年になると同社の高師浜支線( 図2) の高架 下が完成し､ 駐車場として23 区画を使い､ 伽

羅橋付近の約400 ㎡は食料品､ 衣料品、書籍､ 家 具､ 敷物など10 店舗に賃貸した。高架下は、

柱が多く天井も低い。そのうえ騒音や雨漏りなど､ 制約や欠点が多いので､これをいかに克服し、

ガード下のイメージを払しょくするかが問題となった。その意味において､ 高師浜支線の高架下は、

以後の試金石になるものであった11。

1969 年｢ 建運協定｣( 前出、1-1)にもとづく高架化事業として南海本線の大阪市内､ 萩ノ茶屋一

大和川 北岸間5.7km および堺市内大和川南岸 一石津川 北岸 間5.4km の工事が進められた。そ
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して､1980 年６月に玉出一大和川間3.4km が完成し､その高架下の一部は､スポーツ施設､ 商

業施設､駐車場､ 倉庫のほか公共用として自転車置き場、自治会集会所などに利用された。例え

ば､1983 年10 月住ノ江駅付近高架下にオープンした｢シティスポーツすみのえ｣は､その後西日

本最大規模の会員制スポーツ総合施設として約3,000 名の会員を集めている12。

図２．南海電鉄沿線 （一部）

出所：『最近の10 年(2005-2015) 』南海電気鉄道株式会社、2015 年、pl08 より抜粋。
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1995 年11 月には難波一大和川間が全線高架化され､数年間で同区間の高架下を全面活用

するに至った13。その後は､図2に見られる通り､堺以南の連続立体化工事が進められている。

同社の高架下利用収支については詳細不明であるが14､鉄道各社の流通事業の業績推移

(2003 年３月実績と2008 年３月予想)を･見ると､JR西日本が売上高約2,276 億円(営業利益約

43 億円)から約2,578 億円(同約53 億円)、近鉄が5,627 億円(同約58 億円)から4,520 億円

(同約57 億円)、阪急阪神ＨＤが1,727 億円(同約43 億円)から1,210 億円(同約28 億円)、京

阪電鉄が約883 億円(同約▲5 億円)から約1,108 億円(同約７億円)、南海電鉄が約314 億円

(同約13 億円)から257 億円(同約21 億円)であった。つまり､近鉄､JR 西日本､ 阪急阪神ＨＤ、

京阪の順で売上高が大きく、南海の流通事業は一番低かった。ここから同社の戦後流通事業の
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立ち遅れは2000 年に入ってからも続いていたことがわかる15．

(3) なんぱEKIKAN

さて､2014 年から南海電鉄は難波駅から今宮戎駅に至る徒歩10 分程度の高架下を｢なんば

EKIKAN｣ と名付け､第1 ～4 期に分けて開発した16(図3の点線○印部分)。高架下は､ 全長計約

400メートルにわたり､スポーツ用品店化カフェなど14 店がオープンしたのである17．

図３．南海難波一今宮戎駅間の周辺

出所｢ 南海電鉄 決算説明会資料(2018 年 ５月18 日)jp60 より作成。点線○印が高架 下。

http://ｗｗｗ.nankai.ｃｏ.jp/library/ir/setsumei/ pdびsetsumei_180518.pdf､2018 年11 月16 日アクセス。

主 要店 舗 の概 要を見 てみると､(1) 堂 島 グラッチェ( イタリアン) ＝大 阪･ 福 島の 行 列 の絶えない

中 華 料 理店｢ 太 陽 軒｣ の姉 妹 店。本 格シェフ がつくるこだ わり料 理､(2) ゴルフマップ( 中古ゴルフ

用 品 販売) ＝店 舗 内工 房に てクラブ のチューンアップ にも対 応､(3) ＢＲ００ＫＬＹＮ ＣＯＭＰＡＮＹ(カ

フェ･ ピザ 販 売 ほか) ＝ ニューヨーク初 のコーヒーショップ の 日本 旗 艦 店 、(4)ＣＲＡＳＨ ＧＡＴＥ(家

具･ 雑貨 販 売) ＝多 種多 様 なジャンル を組 み合 わせ て生まれるユ ーモアある空 間を提 案 するイン

テリアショップ､(5) ＨＡＴＡＫＥＹＡＭＡ(スポー ツ用 品･ 革製 品販 売) ＝プ ロ野 球 選 手 にも多 数 愛 用さ

れるキャッチャーミットを中 心 に、和牛 の革 にこだ わったグラブ が集 結 する国 内 唯 一 の 直販 店 、

㈲cycle ＨＥＲＯ( 自転 車 販 売) ＝メーカー 直 売という強 みを 生かし、自社 の商 品 に加 えて 国 内外

の有名ブランドも多 数販 売､(7) ＤＩＹ FACTORY ＯＳＡＫＡ(ＤＩＹ用 品販 売 ほか) ＝ 体 験型ＤＩＹショ

ップ 、ＤＩＹｲ乍業 の 騒 音 や 部 屋 の 汚 れを 気 に せ ず 作 業 で きるフ ー グスペ ー スを備 える、(8)

CHARCOAL,GRILL,PAROR  Orqesta( 炭火 焼 カフェレストラン) ＝ 品質 にこだ わった肉の炭 火 料

理を楽しめるカフェレストラン､(9)ＴＵＬＬＹ‘Ｓ ＣＯＦＦＥＥ(カフェ) ＝世 界各 国 から厳 選したコーヒー

豆 のみを使った本 格 的なコーヒーを､ 一 杯 一 杯 手 作りで 提 供､(10) ＯＣＥＡＮ ＳＴＡＧＥ(ダイビング

用 品販 売 ほか) ＝スキュー バダイビングに 関連 するグッズ販 売 のほか､ ライセンス取 得コースやダ

イビングツアーを開催､(11) ＬＥＡＤ osaka( スノーボ ード用 品 ほか) ＝1970 年 創業 の老 舗ショップ 、

(12)ＧＲＡＶＩＴＹ RESEARCH  (クライミングジムほか) ＝ 関西 最大 級の約685 ㎡ のクライイングジム、

など比較 的｢ とんがった｣ 個 性 派店舗 が入 店している。

第 １期 の店舗 は､895 ㎡の商業 施設 に 自転 車店とＤＩＹ用 具店 の ２店 がオ ープンした。 ＤＩＹ店

61



の目玉は店内で溶接作業などを体験できるワークショップである。(店舗の)真上は多いF]で1,102

本の列車が行き交う。電車が通過するたびに轟音が響くがワークショップ会場としては逆に都合が

いい。これまで同店は都心部で物件を探していたが、(溶接作業など)作業音に寛容な立地がな

かなか見つからなかったという。 18

南海電 鉄は｢駅間立地で大型商業施設と同じことをやっても勝ち目はない｣と考え、｢(駅から)

数分歩いても繰り返し行きたくなる嗜好性の高いテナントを探した｣。同社は､ 高架下の営業時 間

や休業日をテナントの自由に任せている。家賃は一等地の半額程度だとされる。19

実のところ､なんばEKIKAN のねらいは同社の最大資産である繁華街･難波周辺の魅力を引き

上げることにある。難波駅南側一帯は2km 圏内に20 万人 が住む優良商圏ながら､繁華街から外

れ､ 人通りが少ない商いの空白地帯であった20。

一方で、同社の決算説明資料(2018 年 ５月18 日)によると､インバウンド需要が大きくなって、

関西国際空港から南海線の乗降客が伸びている21。さらに図 ３ に見られる通り、なんば界隈が観

光スポットになっている22。こう見ると､EKIKAN プロジェクトは海外の観光客にもアピールする目的

があったのではないかと思えてくる。

むすびにかえて

鉄道事業者にとって､ 立体交差事業によって生まれた鉄道高架 下は本業の副産物であり、これ

まで柱が多く、天井が低い､ 騒音や振動かおり雨漏りがするなどマイナスイメージがつきまとうもの

だった。しかし､ 近年それが見直されており、あらだな商業施設としての可能性を探る動きが始ま

った。従来の高架下との違いは､ 第１にモノづくりをする零細･中小企業が多く入居しており、大手

のチェーン店の入居が少ないことである。通常は失敗を恐れて､ 大手チェーンを入 れるのだが､そ

の｢つまらない感じ｣がない。第 ２ に店舗を利用したフーグショップ､ イベントが開催されており、大

が集まるようになっている点である。第 ３ に駅と駅の間の(従来は人の行き來が少なかった)中間

点(街のハブ) になることが意図されている点である23。

そこで､ 南海電気鉄道を事例に、同社の立体交差事業､ 鉄道高架下事業(なんばEKIKAN 、図

４ 参照)について見てきた。難波駅から今宮戎駅にかけての高架 下は､ なんばＣＩＴＹやなんばパ

ークスに隣接していながら、これまで工場や会社事務所､ 倉庫などに利用されるだけで、商業施

設利用は少なかったが、ここに来て積極的な活用が始まった。それは､ 流通事業が弱かった南海

電鉄の新たな試みであり、一方で難波駅界隈の｢まちづくり｣の一環であった。

図４．なんばEKIKAN  (2018 年８月、筆者撮影）

ぐ

ｒ
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･長 畠譲｢ 南海電鉄グループ のなんばの街づくりについて｣『ＫＡＮＳＡＩ空港レビュー』第347 号､2007 年

10 月。

･河 野真知 子｢ 新生 ！なんば｣『 運転協会誌 』第52 巻第 ５号､2010 年 ５月。

･谷 内正往｢ 大 阪になぜ『南海 百貨店』がないのか｣『大阪商業大学商業史 博物館紀 要』第19 号､2018

年12 月 予定。

･小 林一郎『｢ ガード下｣ の誕 生 一鉄道と都市の近代史 』祥伝 社新書､2012 年。

・中村真 之･ 村木 美 貴｢ 高架 下空間の活用に 関する研 究｣『都 市計画論 文集 』第41 巻 第3 号､(社)日本

都 市計画学会 、2006 年10 月。

･伊藤忠 明｢ 連続 立体交差 事業の仕組 みと実際｣( 山本雄 二郎 監修『鉄道 高架とまちづくり(上) 』地域

科学研 究会、1994 年。

･浅野光行『成熟都 市の交 通空間』技報堂出版､2014 年。

。｢なんば駅広 場の改造でイニシアチブを発揮する南海電鉄の思惑｣『経済界』第53 巻 第 ４ 号､2018

年 ３月。

･上村正美｢ 阪急 電鉄の都 市交通事業とまちづくりについて｣『KANSA1 空港レビュー』第348 号､2007

年11 月。

２

「駅カン高架下の効果」『日経MJ 』2014 年５月５日付、第１面。

「鉄道駅カン開発盛ん」『日経MJ 』2018 年４月30 日付、第４面。
３ 鉄道事業者 は沿線イメ ージを重視してお り、沿線人 口増加 を目指してい る （上村正美 「阪急

電鉄の都市 交通事業 とま ちづ くりについて」『KANSAI 空港レビュ ー』第348 号、2007 年11

月 ）。

4この節､ ことわりのない限り､伊藤 忠明「連続立体 交差 事業の仕 組みと実際」（山本雄 二郎監修『鉄道

高架とまちづくり（上）』地域 科学研究会、1994 年 ）による。なお､ 戦前の高架下 事業は都 心に限られて

いた。例えば神戸の場合 市内乗り入 れを目指していた阪神は地 下で乗り入れ､ 阪急は神戸 市議会とも

めながらも省 線（国鉄､ 後､JR 西 日本）と同じく高架で乗り入 れることになった。つまり繁華な市街地の

場合､ 鉄道乗り入れが交通混雑を招くために地下方式又は高架方 式がとられたのである（谷 内正往

『戦前大 阪の鉄道とデパート』東方出版､2014 年､pp.415-418) 。

5 1994 年頃でも全国に約5 万7,000 ヵ所 の踏切 があり､そのうち立体交差化している箇 所が約 ２万

2,500 ヵ所で､ まだ残り約 ３万4,500 ヵ所が平面交差のままであった（同前､p67) 。

6 鉄道 の立体化は 、古 くは1939 年 に神 戸市街線 （灘 一鷹取 間11.2km) で行 われた高架化を

はじ めとして、連 続立体交差事業は 「内 鉄協定」(1940 年）、「建 国協定」(1956 年） の前史が

ある （浅野光行 「鉄道 立体化 とま ちづ くり 一都 市地域の成熟時代 にお ける課題 と展望」『都市

計画』 第55 巻 第 １号、2006 年 ２月、p6 ）。

7 前掲、伊藤 忠明論文、p70o 費用負担は、 鉄道 側 が全 体の15 ％程 度、その他 を国と 自治体で

負担 した。

８ 前掲、浅野光行論 文、p6 ．

9戦､後、1957 年で全線高架 下の経営面積約 ７万㎡､ テナント数1,000 戸以上となった。

101970 年完成 の高 師浜 師線の高架 下は駐 車場13 区画とし､ 伽羅 橋付近 の約400 ㎡は食料品､ 衣

料品 、書籍､ 家具､ 敷物など10 店舗に賃貸した（『南海電気 鉄道 百年史』同社、1985 年､p446) 。

11 同 前、p446 。

12　『南海二世紀 に入 って十年 の歩 み』南海電気 鉄道 株式会社、1995 年 、p 83 ．

13　『最近の10 年(1995-2005) 』 南海 電気 鉄道株 式会社、2005 年、p71 。

14 同社 で一番大 きな高架下事業は なんばＣＩＴＹ だが、それ につ いては谷内(2018) を参 照

のこ と。

15 「駅活用、流通事業を加速」『日本経済新聞』（地方経済面）2008 年１月26 「日付、第10
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面。

16 第１期が2014 年 ４月、第２期が2015 年３月、第３期が2016 年４月、第４期が2017 年

11 月であった（「なんばEKIKAN プロジェクト（第４期）」南海電気鉄道株式会社、2017 年

９月より）。

17　「鉄道駅カン開発盛ん」『日経MJ 』2018 年４月30 日付、第４面。今後は新今宮駅近くの

高架下も開発する予定。

18 前掲 「駅カン高架下の効果」。

19同前。

20 同前。

21 ｈttp://ｗｗｗ.nankai.ｃｏ.jｐ/library/ir/setsumei/pdf/setsumei_l80518･pdf、2018 年 ｎ 月16

日アクセス。

22 梅咲恵司「大阪･ミナミが『アジア人』で大混雑する理由」東洋経済オンライン、2017 年

12 月31 日、https://toyokeizai.net/articles/7202206、2018 年11 月16 日アクセス。

23 中川寛子 「暗くて狭い『鉄道高架下』が人気化する必然　人と街をつなぐ『ハブ』が続々

誕生」東洋経済オンライン、2017 年 ５月注日、https://toyokeizai.  net/articles/-/171431

2018 年 ８月16 日アクセス。
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