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　LRT は併用軌道の路線が多く、自動車と並行して都市の中心部を走る機会が頻繁にあり、運

行中の車体は軌道周辺を運転する乗用車や、そばの歩道を通行する歩行者の目に触れること

が多い。そうした性質を帯びた外観が、市民や観光客などにどのようなインパクトを与え、

それを受け市民や市内各企業は都市の電車外観にどのような働きかけをおこなうのか。本節

では、まず新型車両と旧型車両が併存する都市の背景と併存すること自体が内包する意義に

ついて触れ、次に、車体広告に関する法規制と趣旨を踏まえたうえで、車体ラッピングおよ

び塗装が与える市民や外部への影響と相互作用について考察する。

3.1 LRT の「親近性」からみた車両外観の意義と課題
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富山ライトレールと広島電鉄の車両配置

　LRT の話題になると、新型の低床車両の話に集
中しがちであるが、従来から市電が運行されてい
た都市では、今でも既存の旧型車両が活躍してい
る。それらの製造年代の異なる車両が、同じ軌道
を運行していることにどのような意味があるだろ
うか。また、そうした様々な種類の車両の姿を街
なかで目の当たりにする周囲の人びとにとって、
各車両がどのような意味をもちえるか、以上の点
について考察する。
　富山ライトレール富山港線は新型低床車両７編
成で運行されている（図 3-1-1）。1 系統で路線総
延長 7.6km と短い新規路線のため、低床車両のみ
の運行を確保できているが、路線数が増えたり総
延長が長くなったりすると、安定運行のために車
両数を増やさざるをえなくなる。
　それに対して、軌道線だけでも６系統で総延長
が 19.0kmにわたり、鉄道線の宮島線を併せると、
1 日の利用客が 10 万人を越える広島電鉄の路線
は、車両数が 100 を越える。そのため、新型低床
車両だけではなく、旧型車両も現役で活躍する（図
3-1-2）。広島では、新型と旧型車両が同時に停留
所に存在する光景を見ることが珍しいものではな
い（図 3-1-3）。戦前から路面電車が運行している
広島では、廃線になった他都市市電の車両を引き
継ぐことが多い。以前運行されていた都市だけで
なく、広島においても長い期間運行に供した旧型
車両は、市民にとってなじみの顔になっている。

各軌道設備における新旧車両の見え方

　前述の富山港線のように一度にすべての車両
を新しく導入した路線を除くと、各都市各路線
において車両編成や車両導入時期は異なり、大
半の路線では様々な新旧車両が同じ軌道を走る
光景を見ることができる。
　前述のとおり、多種類の電車が運行する広島
では、新旧車両が同時に走ることも多い。例えば、
図に掲げた写真においては、板石舗装による軌
道敷のもつ石畳のような重厚感によって、年季
の入った旧型車両だけでなく、まだ運行に供し
て歴史の浅い新型車両をも違和感なく受け入れ、
街の風景を作り出している（図 3-1-4）。
　板石舗装軌道敷以外の軌道設備で各車両はど
のように映るだろうか。富山地方鉄道市内軌道
線では、2015 年 3 月に新たに開業した環状線を
主に走る新型低床車両と、既存系統運行に供し
ている旧型車両とが併存する。写真で掲げた富
山駅停留所は 2015 年 3 月に完成し、最新の設備
を備えている。洗練された意匠の停留所に新型
車両が悠然と入っていく姿は自然に映るが、昔
なじみの旧型車両が最新設備の停留所に入線す
る姿は、どこかおそるおそる入っていくような
印象を与える（図 3-1-5）。この印象については、
後述のケースを紹介することで併せて考察する。

　2016 年 1 月実地調査実施時点では、富山市内
軌道線環状線内の新規開通区間は新型低床車両の
みで運行していた。新型車両の塗装は富山城址等
都心部の環境色彩イメージに調和する白・銀・黒
の３色を基調にしている（図 3-1-6）。丸みを帯
び簡素なデザインの車両は、写真に示すとおり都
心部建築物との相性も良好に映る（図 3-1-7）。

　その一方で、同じ市内軌道線の南富山駅停留所
は、富山地方鉄道線軌道線と鉄道線の乗換場所で
あり、富山市内軌道線全３系統のうち２系統の始
点である（図 3-1-8）。当該駅において軌道線は旧
型車両のみが停車し、初電・終電に当駅隣接車庫
に入るときを除くと、新型車両が基本的に入線す
ることはない。築造から数十年経過した素朴な造
作の駅に旧型車両は違和感なく、よくなじんで映
る（図 3-1-9）。
　先般の富山駅停留所の最新設備と、南富山駅停
留所の旧来からの設備とを対比して考えると、車
両と設備で作られた年代に別途差が存在するもの

車体利用広告の法規制と趣旨

　LRT および路面電車の外面を利用した装飾、と
りわけ広告は、屋外広告物法（昭和 24 年 6 月 3
日法律第百八十九号）における「屋外広告物」に
あたり、「良好な景観を形成し、若しくは風致を
維持し、又は公衆に対する危害を防止する」ため
に、その設置や維持については、都道府県知事、
もしくは事務委任を受けた指定都市や中核市の市
長の許可が必要になる。例えば富山市においては、
富山市屋外広告物条例（平成 17 年 4 月 1 日条例
第 228 号）により、屋外広告物の表示には市長
の許可が必要となり、「電車、自動車等の車体に
直接表示するもの又は電車、自動車等の車体に取
り付けるもの」にあたる「車体利用広告」は一定
の手数料を納付し許可を受けることになる。以上
のような法規制とその趣旨のもとで、外観にどの
ような意匠を施すと、的確な相乗効果を生み出す
ことができるか、以下で考察する。

ラッピング、塗装の具体事例

　本考においては、塗装や広告も含んだ広義の意
味での車体ラッピングを考察の対象とする。国内
では、路面電車の車体に装飾を施して運行する花
電車の存在が戦前よりあった。これは祭りの山車
を電車に見立てたものとも捉えられ、路面電車を
人々の身近に近づけるための往時の試みであった
と解釈できる。当時の取組の系譜が、現在のラッ
ピングに引き継がれている側面もある、以下に各
都市、各社における取組をいくつか取り上げたい。
　広島電鉄のラッピングは、デザイン可能領域を
一部に抑制し、デザイン内容も私企業の広告で商
業性の色彩が濃い（図 3-1-10）。広島では以前か
ら車体広告が施された電車が運行されていて、道

を行きかう広告付の路面電車の光景に市民は慣れ
ていて、車体広告は定着している。
　高岡市と射水市を結ぶ万葉線の新型車両は、高
岡市出身の藤子・F・不二雄にちなんだラッピン
グを施し、「ドラえもんトラム」と呼んでいる（図
3-1-11）。彩色数も絞り、新型車両の丸みを帯び
たフォルムを有効に活かしながら、ドラえもんを
イメージした青色を基調に彩色している。窓全面
ラッピングは内側からの眺望を一部阻害してしま
う一方で、作画領域が広がるため車両側面を貫く
思い切ったデザインが可能になり、周囲を通行す
る歩行者や自動車に大きなインパクトを与える。
　他にも万葉線には、個性的な外観を示した旧型

都市における共有媒体

　富山ライトレールでは、地元の学生など市民が
参加し、車両によって七色に異なる乗降口の色に
合わせたラッピングデザインを施している。掲示
期間を過ぎたデザインの一部は車両車庫の壁に保
存されている。自分たち、あるいは、知人、友人
がデザインに関わった電車が地元を走ることで、
自分たちの町の電車であるという意識が高まり、
より電車に関する愛着が深まる効果がそこで生ま
れている（図 3-1-13、図 3-1-14）。
　都心部を走る富山地方鉄道市内軌道環状線（セ
ントラム）の車両には、富山市内でおこなわれる
イベントにちなんだラッピングが施される。桜の
開花時期には桜のラッピング車両が走り、沿道の
店舗もそれに合わせて外観に桜のラッピングを施
すような波及効果もある（図 3-1-15）。

キャラクターラッピングの新たな射程

　補足的な議論になるが、前述した都市の共有媒
体以外にも、ラッピングがもつ別種の可能性が見
出される事例を紹介したい。
　富山ライトレールでは、新型車両の１編成に「鉄
道むすめ」シリーズのラッピングを施している（図
3-1-16）。鉄道むすめとは、実在の鉄道会社の現
場で働く女性をモチーフに作られたキャラクター
コンテンツである。2005 年頃に商標登録され現
在では玩具メーカーのタカラトミーグループが版
権を管理し、共通の製作会社監修のもとで、国内
各交通事業者が自社にちなんだオリジナルのキャ
ラクターを創り、使用している。例えば、富山ラ
イトレールのキャラクター「岩瀬ゆうこ」は、車
内のアナウンスや高齢者・障害者への乗降補助を
おこなう実際の職務であるポートラム・アテンダ
ントの設定で、実際のアテンダントの制服・制帽
を着用し、名前も路線終点駅である岩瀬浜駅にち

なんでいる（図 3-1-17）。こうしたキャラクター
は現実のデフォルメであり、その造形はアニメー
ションのキャラクターとの親近性が高く、筆者を
含むふだんアニメーションに触れない社会層に
は、一見受け入れがたい感じがする。
　しかし、緻密にディテールを詰め、現実とのリ
ンクを図ったこのキャラクターは、各地でよく見
かける、いわゆる「ゆるキャラ」とは一線を画す
存在感がある。このラッピングを備えた電車が実
際に通過するところを何度も目にすると、現実に
車内に搭乗して職務に従事するアテンダントの存
在感とも重なって、まるでこのキャラクターが電
車の人間性の一部を体現しているように感じさせ
る。「ドラえもんトラム」に対してどんなに親し
みがわいたとしても、ドラえもんの存在と目の前
の現実とを直接リンクさせることは不可能である
こととは対称的である。そうした意味で、出来合
いのキャラクターラッピングを越えた存在感を、
この鉄道むすめシリーズは放っていて、電車のイ
メージを決定づける効果を生み出している。
　また、富山ライトレール以外の路面電車を中心
とする地方鉄道事業者も、同様のご当地の「鉄道
むすめ」のキャラクターを設定しており、富山ラ
イトレールのラッピングでその他キャラクターを
紹介することもある。今訪ねている都市だけでな
く、他都市でも同じような試みがおこなわれてい
るという事実を、見る側に想像させることにも意
味があると思料する。スタンプラリーのように各

　
都市の路面電車を直接周遊しなくても、全国に点
在する路面電車の一つに今乗っている、もしくは
目の当たりにしているという意識をもつことに
よって、他所で路面電車が走る光景を想起し、都
市と路面電車の結びつきの枠組を想像できる。ア
ニメーションならではのデフォルメされたキャラ
クターであるため、現実の多様さをスポイルして
しまう面もあるが、それをカバーしてあまりある
広がりや見る側のレベルへの浸透がおこなわれ、
人々の LRT への親近性を生み出すうえで独特の試
みがおこなわれていることを指摘しておきたい。

小結

　以上に概観してきたように、車両外観と軌道設
備の組み合わせの妙によって、見る側は都市の履
歴や発展を感じることができる。また、車両ラッ
ピングや塗装などの意匠を工夫することによっ
て、それらを通して、都市と各人のつながりを見
出すことが可能になる。こうした内面上の効果を
踏まえると、LRT における車両外観が持ちえる可
能性と、それゆえに誤った認識を与えてしまいか
ねない危険性に留意しながら、今後各都市各社に
おける独創的な試みに期待したい。新たな試みが
生まれるたび、LRT は都市のなじみの顔として、
よりいっそう親近性を増していくものになりう
る。

　これは上述の富山ライトレールとも共通する、
市民や市内企業と電車を結びつける試みにあた
る。それに加えてセントラムの場合は、観光客の
多い都心部を運行することから、市民以外の国内

の、新型車両は富山駅停留所に、旧型車両は南富
山駅停留所によくなじんでいるという印象を受け
た。ただし、車両と設備がなじまないという印象
を、ただアンマッチとして否定的に捉えてもあま
り意味はない。旧型車両も南富山駅停留所の趣の
ある設備も、路面電車のある都市として存続した
富山市の歴史を現在に伝える生き証人である。
　当然だが車両は移動するため、旧型車両は最新
設備の富山駅停留所に入線する。現在の富山駅に
いると車両も設備もすべて刷新されたように感じ
てしまうところを、そこに旧型車両が入線してく
ることで、路面電車とともに発展してきた富山市

の履歴が、その光景を目の当たりにした人の前
に浮かびあがってくる。また、現状初電と終電
の機会だけではあるが、新型車両が南富山駅停
留所に入線することで、数十年ゆっくりと時間
を過ごしてきた停留所にいても、路面電車から
LRT への発展の過程を視覚的に届けることがで
きる。こうした相互作用が生じるのも、車両が
動く都市装置であるがゆえで、それぞれ個性的
な外観を備えた車両が停留所に停車し軌道を
走っていくことで、周囲に都市の履歴や発展を
伝える役割を果たしている。

外の旅行者に対して、富山市そのものをアピール
する効果を担った内容のラッピングが多い。こう
した内容のラッピングにおけるメッセージが的確
なものであれば、路面電車という市の公共共有財

車両が存在し、正面にネコ、側面に十二支の動
物が直接車両に塗装されている（図 3-1-12）。彩
色数が多すぎて雑然とした印象を与え、どうし
ても旧型車両の力強いフォルムが浮かび上がっ
てしまうために、この車両の愛称である「アニ
マル電車」という印象を与えることがうまくいっ
ているとは言い難い。すべての旧型車両を保存
するのは難しいが、旧型車両の車体そのものか
ら醸し出される重厚感を強調したほうが、都市
の履歴を伝えるうえで示唆するところが大きい
ように感じる。

産を通して、都市のことを内外に知らせている。
　このとき、ラッピングに関わった人だけに留ま
らず、市民全体へと、メッセージを発した主体の
領域が広がっている。自分たちの都市を運行する
電車が、的確かつ雄弁に都市をアピールしている
と感じたとき、市民は都市とつながっている感覚
をおぼえる。このように、ラッピングは単なる広
告に留まらず、都市と市民の間をつなぎ、都市と
外部をつなぐ共有媒体にもなりうる可能性を秘め
ている。

図 3-1-3 広島電鉄広島港停留所

図 3-1-1 富山ライトレール城川原駅における車両、写真左側が城川原車庫 図 3-1-2 千田車庫に停車する広島電鉄の各車両
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各軌道設備における新旧車両の見え方

　前述の富山港線のように一度にすべての車両
を新しく導入した路線を除くと、各都市各路線
において車両編成や車両導入時期は異なり、大
半の路線では様々な新旧車両が同じ軌道を走る
光景を見ることができる。
　前述のとおり、多種類の電車が運行する広島
では、新旧車両が同時に走ることも多い。例えば、
図に掲げた写真においては、板石舗装による軌
道敷のもつ石畳のような重厚感によって、年季
の入った旧型車両だけでなく、まだ運行に供し
て歴史の浅い新型車両をも違和感なく受け入れ、
街の風景を作り出している（図 3-1-4）。
　板石舗装軌道敷以外の軌道設備で各車両はど
のように映るだろうか。富山地方鉄道市内軌道
線では、2015 年 3 月に新たに開業した環状線を
主に走る新型低床車両と、既存系統運行に供し
ている旧型車両とが併存する。写真で掲げた富
山駅停留所は 2015 年 3 月に完成し、最新の設備
を備えている。洗練された意匠の停留所に新型
車両が悠然と入っていく姿は自然に映るが、昔
なじみの旧型車両が最新設備の停留所に入線す
る姿は、どこかおそるおそる入っていくような
印象を与える（図 3-1-5）。この印象については、
後述のケースを紹介することで併せて考察する。

　2016 年 1 月実地調査実施時点では、富山市内
軌道線環状線内の新規開通区間は新型低床車両の
みで運行していた。新型車両の塗装は富山城址等
都心部の環境色彩イメージに調和する白・銀・黒
の３色を基調にしている（図 3-1-6）。丸みを帯
び簡素なデザインの車両は、写真に示すとおり都
心部建築物との相性も良好に映る（図 3-1-7）。

　その一方で、同じ市内軌道線の南富山駅停留所
は、富山地方鉄道線軌道線と鉄道線の乗換場所で
あり、富山市内軌道線全３系統のうち２系統の始
点である（図 3-1-8）。当該駅において軌道線は旧
型車両のみが停車し、初電・終電に当駅隣接車庫
に入るときを除くと、新型車両が基本的に入線す
ることはない。築造から数十年経過した素朴な造
作の駅に旧型車両は違和感なく、よくなじんで映
る（図 3-1-9）。
　先般の富山駅停留所の最新設備と、南富山駅停
留所の旧来からの設備とを対比して考えると、車
両と設備で作られた年代に別途差が存在するもの

車体利用広告の法規制と趣旨

　LRT および路面電車の外面を利用した装飾、と
りわけ広告は、屋外広告物法（昭和 24 年 6 月 3
日法律第百八十九号）における「屋外広告物」に
あたり、「良好な景観を形成し、若しくは風致を
維持し、又は公衆に対する危害を防止する」ため
に、その設置や維持については、都道府県知事、
もしくは事務委任を受けた指定都市や中核市の市
長の許可が必要になる。例えば富山市においては、
富山市屋外広告物条例（平成 17 年 4 月 1 日条例
第 228 号）により、屋外広告物の表示には市長
の許可が必要となり、「電車、自動車等の車体に
直接表示するもの又は電車、自動車等の車体に取
り付けるもの」にあたる「車体利用広告」は一定
の手数料を納付し許可を受けることになる。以上
のような法規制とその趣旨のもとで、外観にどの
ような意匠を施すと、的確な相乗効果を生み出す
ことができるか、以下で考察する。

ラッピング、塗装の具体事例

　本考においては、塗装や広告も含んだ広義の意
味での車体ラッピングを考察の対象とする。国内
では、路面電車の車体に装飾を施して運行する花
電車の存在が戦前よりあった。これは祭りの山車
を電車に見立てたものとも捉えられ、路面電車を
人々の身近に近づけるための往時の試みであった
と解釈できる。当時の取組の系譜が、現在のラッ
ピングに引き継がれている側面もある、以下に各
都市、各社における取組をいくつか取り上げたい。
　広島電鉄のラッピングは、デザイン可能領域を
一部に抑制し、デザイン内容も私企業の広告で商
業性の色彩が濃い（図 3-1-10）。広島では以前か
ら車体広告が施された電車が運行されていて、道

を行きかう広告付の路面電車の光景に市民は慣れ
ていて、車体広告は定着している。
　高岡市と射水市を結ぶ万葉線の新型車両は、高
岡市出身の藤子・F・不二雄にちなんだラッピン
グを施し、「ドラえもんトラム」と呼んでいる（図
3-1-11）。彩色数も絞り、新型車両の丸みを帯び
たフォルムを有効に活かしながら、ドラえもんを
イメージした青色を基調に彩色している。窓全面
ラッピングは内側からの眺望を一部阻害してしま
う一方で、作画領域が広がるため車両側面を貫く
思い切ったデザインが可能になり、周囲を通行す
る歩行者や自動車に大きなインパクトを与える。
　他にも万葉線には、個性的な外観を示した旧型

都市における共有媒体

　富山ライトレールでは、地元の学生など市民が
参加し、車両によって七色に異なる乗降口の色に
合わせたラッピングデザインを施している。掲示
期間を過ぎたデザインの一部は車両車庫の壁に保
存されている。自分たち、あるいは、知人、友人
がデザインに関わった電車が地元を走ることで、
自分たちの町の電車であるという意識が高まり、
より電車に関する愛着が深まる効果がそこで生ま
れている（図 3-1-13、図 3-1-14）。
　都心部を走る富山地方鉄道市内軌道環状線（セ
ントラム）の車両には、富山市内でおこなわれる
イベントにちなんだラッピングが施される。桜の
開花時期には桜のラッピング車両が走り、沿道の
店舗もそれに合わせて外観に桜のラッピングを施
すような波及効果もある（図 3-1-15）。

キャラクターラッピングの新たな射程

　補足的な議論になるが、前述した都市の共有媒
体以外にも、ラッピングがもつ別種の可能性が見
出される事例を紹介したい。
　富山ライトレールでは、新型車両の１編成に「鉄
道むすめ」シリーズのラッピングを施している（図
3-1-16）。鉄道むすめとは、実在の鉄道会社の現
場で働く女性をモチーフに作られたキャラクター
コンテンツである。2005 年頃に商標登録され現
在では玩具メーカーのタカラトミーグループが版
権を管理し、共通の製作会社監修のもとで、国内
各交通事業者が自社にちなんだオリジナルのキャ
ラクターを創り、使用している。例えば、富山ラ
イトレールのキャラクター「岩瀬ゆうこ」は、車
内のアナウンスや高齢者・障害者への乗降補助を
おこなう実際の職務であるポートラム・アテンダ
ントの設定で、実際のアテンダントの制服・制帽
を着用し、名前も路線終点駅である岩瀬浜駅にち

なんでいる（図 3-1-17）。こうしたキャラクター
は現実のデフォルメであり、その造形はアニメー
ションのキャラクターとの親近性が高く、筆者を
含むふだんアニメーションに触れない社会層に
は、一見受け入れがたい感じがする。
　しかし、緻密にディテールを詰め、現実とのリ
ンクを図ったこのキャラクターは、各地でよく見
かける、いわゆる「ゆるキャラ」とは一線を画す
存在感がある。このラッピングを備えた電車が実
際に通過するところを何度も目にすると、現実に
車内に搭乗して職務に従事するアテンダントの存
在感とも重なって、まるでこのキャラクターが電
車の人間性の一部を体現しているように感じさせ
る。「ドラえもんトラム」に対してどんなに親し
みがわいたとしても、ドラえもんの存在と目の前
の現実とを直接リンクさせることは不可能である
こととは対称的である。そうした意味で、出来合
いのキャラクターラッピングを越えた存在感を、
この鉄道むすめシリーズは放っていて、電車のイ
メージを決定づける効果を生み出している。
　また、富山ライトレール以外の路面電車を中心
とする地方鉄道事業者も、同様のご当地の「鉄道
むすめ」のキャラクターを設定しており、富山ラ
イトレールのラッピングでその他キャラクターを
紹介することもある。今訪ねている都市だけでな
く、他都市でも同じような試みがおこなわれてい
るという事実を、見る側に想像させることにも意
味があると思料する。スタンプラリーのように各

　
都市の路面電車を直接周遊しなくても、全国に点
在する路面電車の一つに今乗っている、もしくは
目の当たりにしているという意識をもつことに
よって、他所で路面電車が走る光景を想起し、都
市と路面電車の結びつきの枠組を想像できる。ア
ニメーションならではのデフォルメされたキャラ
クターであるため、現実の多様さをスポイルして
しまう面もあるが、それをカバーしてあまりある
広がりや見る側のレベルへの浸透がおこなわれ、
人々の LRT への親近性を生み出すうえで独特の試
みがおこなわれていることを指摘しておきたい。

小結

　以上に概観してきたように、車両外観と軌道設
備の組み合わせの妙によって、見る側は都市の履
歴や発展を感じることができる。また、車両ラッ
ピングや塗装などの意匠を工夫することによっ
て、それらを通して、都市と各人のつながりを見
出すことが可能になる。こうした内面上の効果を
踏まえると、LRT における車両外観が持ちえる可
能性と、それゆえに誤った認識を与えてしまいか
ねない危険性に留意しながら、今後各都市各社に
おける独創的な試みに期待したい。新たな試みが
生まれるたび、LRT は都市のなじみの顔として、
よりいっそう親近性を増していくものになりう
る。

　これは上述の富山ライトレールとも共通する、
市民や市内企業と電車を結びつける試みにあた
る。それに加えてセントラムの場合は、観光客の
多い都心部を運行することから、市民以外の国内

の、新型車両は富山駅停留所に、旧型車両は南富
山駅停留所によくなじんでいるという印象を受け
た。ただし、車両と設備がなじまないという印象
を、ただアンマッチとして否定的に捉えてもあま
り意味はない。旧型車両も南富山駅停留所の趣の
ある設備も、路面電車のある都市として存続した
富山市の歴史を現在に伝える生き証人である。
　当然だが車両は移動するため、旧型車両は最新
設備の富山駅停留所に入線する。現在の富山駅に
いると車両も設備もすべて刷新されたように感じ
てしまうところを、そこに旧型車両が入線してく
ることで、路面電車とともに発展してきた富山市

の履歴が、その光景を目の当たりにした人の前
に浮かびあがってくる。また、現状初電と終電
の機会だけではあるが、新型車両が南富山駅停
留所に入線することで、数十年ゆっくりと時間
を過ごしてきた停留所にいても、路面電車から
LRT への発展の過程を視覚的に届けることがで
きる。こうした相互作用が生じるのも、車両が
動く都市装置であるがゆえで、それぞれ個性的
な外観を備えた車両が停留所に停車し軌道を
走っていくことで、周囲に都市の履歴や発展を
伝える役割を果たしている。

外の旅行者に対して、富山市そのものをアピール
する効果を担った内容のラッピングが多い。こう
した内容のラッピングにおけるメッセージが的確
なものであれば、路面電車という市の公共共有財

車両が存在し、正面にネコ、側面に十二支の動
物が直接車両に塗装されている（図 3-1-12）。彩
色数が多すぎて雑然とした印象を与え、どうし
ても旧型車両の力強いフォルムが浮かび上がっ
てしまうために、この車両の愛称である「アニ
マル電車」という印象を与えることがうまくいっ
ているとは言い難い。すべての旧型車両を保存
するのは難しいが、旧型車両の車体そのものか
ら醸し出される重厚感を強調したほうが、都市
の履歴を伝えるうえで示唆するところが大きい
ように感じる。

産を通して、都市のことを内外に知らせている。
　このとき、ラッピングに関わった人だけに留ま
らず、市民全体へと、メッセージを発した主体の
領域が広がっている。自分たちの都市を運行する
電車が、的確かつ雄弁に都市をアピールしている
と感じたとき、市民は都市とつながっている感覚
をおぼえる。このように、ラッピングは単なる広
告に留まらず、都市と市民の間をつなぎ、都市と
外部をつなぐ共有媒体にもなりうる可能性を秘め
ている。

図 3-1-5 富山駅停留所に停車する 7000 形（左）と 9000 形。通称セントラム（右）

図 3-1-4 広島電鉄広電西広島駅手前
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各軌道設備における新旧車両の見え方

　前述の富山港線のように一度にすべての車両
を新しく導入した路線を除くと、各都市各路線
において車両編成や車両導入時期は異なり、大
半の路線では様々な新旧車両が同じ軌道を走る
光景を見ることができる。
　前述のとおり、多種類の電車が運行する広島
では、新旧車両が同時に走ることも多い。例えば、
図に掲げた写真においては、板石舗装による軌
道敷のもつ石畳のような重厚感によって、年季
の入った旧型車両だけでなく、まだ運行に供し
て歴史の浅い新型車両をも違和感なく受け入れ、
街の風景を作り出している（図 3-1-4）。
　板石舗装軌道敷以外の軌道設備で各車両はど
のように映るだろうか。富山地方鉄道市内軌道
線では、2015 年 3 月に新たに開業した環状線を
主に走る新型低床車両と、既存系統運行に供し
ている旧型車両とが併存する。写真で掲げた富
山駅停留所は 2015 年 3 月に完成し、最新の設備
を備えている。洗練された意匠の停留所に新型
車両が悠然と入っていく姿は自然に映るが、昔
なじみの旧型車両が最新設備の停留所に入線す
る姿は、どこかおそるおそる入っていくような
印象を与える（図 3-1-5）。この印象については、
後述のケースを紹介することで併せて考察する。

　2016 年 1 月実地調査実施時点では、富山市内
軌道線環状線内の新規開通区間は新型低床車両の
みで運行していた。新型車両の塗装は富山城址等
都心部の環境色彩イメージに調和する白・銀・黒
の３色を基調にしている（図 3-1-6）。丸みを帯
び簡素なデザインの車両は、写真に示すとおり都
心部建築物との相性も良好に映る（図 3-1-7）。

　その一方で、同じ市内軌道線の南富山駅停留所
は、富山地方鉄道線軌道線と鉄道線の乗換場所で
あり、富山市内軌道線全３系統のうち２系統の始
点である（図 3-1-8）。当該駅において軌道線は旧
型車両のみが停車し、初電・終電に当駅隣接車庫
に入るときを除くと、新型車両が基本的に入線す
ることはない。築造から数十年経過した素朴な造
作の駅に旧型車両は違和感なく、よくなじんで映
る（図 3-1-9）。
　先般の富山駅停留所の最新設備と、南富山駅停
留所の旧来からの設備とを対比して考えると、車
両と設備で作られた年代に別途差が存在するもの

車体利用広告の法規制と趣旨

　LRT および路面電車の外面を利用した装飾、と
りわけ広告は、屋外広告物法（昭和 24 年 6 月 3
日法律第百八十九号）における「屋外広告物」に
あたり、「良好な景観を形成し、若しくは風致を
維持し、又は公衆に対する危害を防止する」ため
に、その設置や維持については、都道府県知事、
もしくは事務委任を受けた指定都市や中核市の市
長の許可が必要になる。例えば富山市においては、
富山市屋外広告物条例（平成 17 年 4 月 1 日条例
第 228 号）により、屋外広告物の表示には市長
の許可が必要となり、「電車、自動車等の車体に
直接表示するもの又は電車、自動車等の車体に取
り付けるもの」にあたる「車体利用広告」は一定
の手数料を納付し許可を受けることになる。以上
のような法規制とその趣旨のもとで、外観にどの
ような意匠を施すと、的確な相乗効果を生み出す
ことができるか、以下で考察する。

ラッピング、塗装の具体事例

　本考においては、塗装や広告も含んだ広義の意
味での車体ラッピングを考察の対象とする。国内
では、路面電車の車体に装飾を施して運行する花
電車の存在が戦前よりあった。これは祭りの山車
を電車に見立てたものとも捉えられ、路面電車を
人々の身近に近づけるための往時の試みであった
と解釈できる。当時の取組の系譜が、現在のラッ
ピングに引き継がれている側面もある、以下に各
都市、各社における取組をいくつか取り上げたい。
　広島電鉄のラッピングは、デザイン可能領域を
一部に抑制し、デザイン内容も私企業の広告で商
業性の色彩が濃い（図 3-1-10）。広島では以前か
ら車体広告が施された電車が運行されていて、道

を行きかう広告付の路面電車の光景に市民は慣れ
ていて、車体広告は定着している。
　高岡市と射水市を結ぶ万葉線の新型車両は、高
岡市出身の藤子・F・不二雄にちなんだラッピン
グを施し、「ドラえもんトラム」と呼んでいる（図
3-1-11）。彩色数も絞り、新型車両の丸みを帯び
たフォルムを有効に活かしながら、ドラえもんを
イメージした青色を基調に彩色している。窓全面
ラッピングは内側からの眺望を一部阻害してしま
う一方で、作画領域が広がるため車両側面を貫く
思い切ったデザインが可能になり、周囲を通行す
る歩行者や自動車に大きなインパクトを与える。
　他にも万葉線には、個性的な外観を示した旧型

都市における共有媒体

　富山ライトレールでは、地元の学生など市民が
参加し、車両によって七色に異なる乗降口の色に
合わせたラッピングデザインを施している。掲示
期間を過ぎたデザインの一部は車両車庫の壁に保
存されている。自分たち、あるいは、知人、友人
がデザインに関わった電車が地元を走ることで、
自分たちの町の電車であるという意識が高まり、
より電車に関する愛着が深まる効果がそこで生ま
れている（図 3-1-13、図 3-1-14）。
　都心部を走る富山地方鉄道市内軌道環状線（セ
ントラム）の車両には、富山市内でおこなわれる
イベントにちなんだラッピングが施される。桜の
開花時期には桜のラッピング車両が走り、沿道の
店舗もそれに合わせて外観に桜のラッピングを施
すような波及効果もある（図 3-1-15）。

キャラクターラッピングの新たな射程

　補足的な議論になるが、前述した都市の共有媒
体以外にも、ラッピングがもつ別種の可能性が見
出される事例を紹介したい。
　富山ライトレールでは、新型車両の１編成に「鉄
道むすめ」シリーズのラッピングを施している（図
3-1-16）。鉄道むすめとは、実在の鉄道会社の現
場で働く女性をモチーフに作られたキャラクター
コンテンツである。2005 年頃に商標登録され現
在では玩具メーカーのタカラトミーグループが版
権を管理し、共通の製作会社監修のもとで、国内
各交通事業者が自社にちなんだオリジナルのキャ
ラクターを創り、使用している。例えば、富山ラ
イトレールのキャラクター「岩瀬ゆうこ」は、車
内のアナウンスや高齢者・障害者への乗降補助を
おこなう実際の職務であるポートラム・アテンダ
ントの設定で、実際のアテンダントの制服・制帽
を着用し、名前も路線終点駅である岩瀬浜駅にち

なんでいる（図 3-1-17）。こうしたキャラクター
は現実のデフォルメであり、その造形はアニメー
ションのキャラクターとの親近性が高く、筆者を
含むふだんアニメーションに触れない社会層に
は、一見受け入れがたい感じがする。
　しかし、緻密にディテールを詰め、現実とのリ
ンクを図ったこのキャラクターは、各地でよく見
かける、いわゆる「ゆるキャラ」とは一線を画す
存在感がある。このラッピングを備えた電車が実
際に通過するところを何度も目にすると、現実に
車内に搭乗して職務に従事するアテンダントの存
在感とも重なって、まるでこのキャラクターが電
車の人間性の一部を体現しているように感じさせ
る。「ドラえもんトラム」に対してどんなに親し
みがわいたとしても、ドラえもんの存在と目の前
の現実とを直接リンクさせることは不可能である
こととは対称的である。そうした意味で、出来合
いのキャラクターラッピングを越えた存在感を、
この鉄道むすめシリーズは放っていて、電車のイ
メージを決定づける効果を生み出している。
　また、富山ライトレール以外の路面電車を中心
とする地方鉄道事業者も、同様のご当地の「鉄道
むすめ」のキャラクターを設定しており、富山ラ
イトレールのラッピングでその他キャラクターを
紹介することもある。今訪ねている都市だけでな
く、他都市でも同じような試みがおこなわれてい
るという事実を、見る側に想像させることにも意
味があると思料する。スタンプラリーのように各

　
都市の路面電車を直接周遊しなくても、全国に点
在する路面電車の一つに今乗っている、もしくは
目の当たりにしているという意識をもつことに
よって、他所で路面電車が走る光景を想起し、都
市と路面電車の結びつきの枠組を想像できる。ア
ニメーションならではのデフォルメされたキャラ
クターであるため、現実の多様さをスポイルして
しまう面もあるが、それをカバーしてあまりある
広がりや見る側のレベルへの浸透がおこなわれ、
人々の LRT への親近性を生み出すうえで独特の試
みがおこなわれていることを指摘しておきたい。

小結

　以上に概観してきたように、車両外観と軌道設
備の組み合わせの妙によって、見る側は都市の履
歴や発展を感じることができる。また、車両ラッ
ピングや塗装などの意匠を工夫することによっ
て、それらを通して、都市と各人のつながりを見
出すことが可能になる。こうした内面上の効果を
踏まえると、LRT における車両外観が持ちえる可
能性と、それゆえに誤った認識を与えてしまいか
ねない危険性に留意しながら、今後各都市各社に
おける独創的な試みに期待したい。新たな試みが
生まれるたび、LRT は都市のなじみの顔として、
よりいっそう親近性を増していくものになりう
る。

　これは上述の富山ライトレールとも共通する、
市民や市内企業と電車を結びつける試みにあた
る。それに加えてセントラムの場合は、観光客の
多い都心部を運行することから、市民以外の国内

の、新型車両は富山駅停留所に、旧型車両は南富
山駅停留所によくなじんでいるという印象を受け
た。ただし、車両と設備がなじまないという印象
を、ただアンマッチとして否定的に捉えてもあま
り意味はない。旧型車両も南富山駅停留所の趣の
ある設備も、路面電車のある都市として存続した
富山市の歴史を現在に伝える生き証人である。
　当然だが車両は移動するため、旧型車両は最新
設備の富山駅停留所に入線する。現在の富山駅に
いると車両も設備もすべて刷新されたように感じ
てしまうところを、そこに旧型車両が入線してく
ることで、路面電車とともに発展してきた富山市

の履歴が、その光景を目の当たりにした人の前
に浮かびあがってくる。また、現状初電と終電
の機会だけではあるが、新型車両が南富山駅停
留所に入線することで、数十年ゆっくりと時間
を過ごしてきた停留所にいても、路面電車から
LRT への発展の過程を視覚的に届けることがで
きる。こうした相互作用が生じるのも、車両が
動く都市装置であるがゆえで、それぞれ個性的
な外観を備えた車両が停留所に停車し軌道を
走っていくことで、周囲に都市の履歴や発展を
伝える役割を果たしている。

車両と設備のなじみ具合と違和感、そこで生じる相互作用

外の旅行者に対して、富山市そのものをアピール
する効果を担った内容のラッピングが多い。こう
した内容のラッピングにおけるメッセージが的確
なものであれば、路面電車という市の公共共有財

車両が存在し、正面にネコ、側面に十二支の動
物が直接車両に塗装されている（図 3-1-12）。彩
色数が多すぎて雑然とした印象を与え、どうし
ても旧型車両の力強いフォルムが浮かび上がっ
てしまうために、この車両の愛称である「アニ
マル電車」という印象を与えることがうまくいっ
ているとは言い難い。すべての旧型車両を保存
するのは難しいが、旧型車両の車体そのものか
ら醸し出される重厚感を強調したほうが、都市
の履歴を伝えるうえで示唆するところが大きい
ように感じる。

産を通して、都市のことを内外に知らせている。
　このとき、ラッピングに関わった人だけに留ま
らず、市民全体へと、メッセージを発した主体の
領域が広がっている。自分たちの都市を運行する
電車が、的確かつ雄弁に都市をアピールしている
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外部をつなぐ共有媒体にもなりうる可能性を秘め
ている。

図 3-1-6 セントラム車両図（＊４）

図 3-1-7 富山都心部を走るセントラム車両（9000 形） 図 3-1-8 写真左側が富山地方鉄道南富山駅前停留所 図 3-1-9 富山地方鉄道南富山駅構内
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車体ラッピングおよび塗装

第３章 都市景観創造にかかる L R T の可能性 - 考察 3 . 1  L R T の「親近性」からみた車両外観の意義と課題

各軌道設備における新旧車両の見え方

　前述の富山港線のように一度にすべての車両
を新しく導入した路線を除くと、各都市各路線
において車両編成や車両導入時期は異なり、大
半の路線では様々な新旧車両が同じ軌道を走る
光景を見ることができる。
　前述のとおり、多種類の電車が運行する広島
では、新旧車両が同時に走ることも多い。例えば、
図に掲げた写真においては、板石舗装による軌
道敷のもつ石畳のような重厚感によって、年季
の入った旧型車両だけでなく、まだ運行に供し
て歴史の浅い新型車両をも違和感なく受け入れ、
街の風景を作り出している（図 3-1-4）。
　板石舗装軌道敷以外の軌道設備で各車両はど
のように映るだろうか。富山地方鉄道市内軌道
線では、2015 年 3 月に新たに開業した環状線を
主に走る新型低床車両と、既存系統運行に供し
ている旧型車両とが併存する。写真で掲げた富
山駅停留所は 2015 年 3 月に完成し、最新の設備
を備えている。洗練された意匠の停留所に新型
車両が悠然と入っていく姿は自然に映るが、昔
なじみの旧型車両が最新設備の停留所に入線す
る姿は、どこかおそるおそる入っていくような
印象を与える（図 3-1-5）。この印象については、
後述のケースを紹介することで併せて考察する。

　2016 年 1 月実地調査実施時点では、富山市内
軌道線環状線内の新規開通区間は新型低床車両の
みで運行していた。新型車両の塗装は富山城址等
都心部の環境色彩イメージに調和する白・銀・黒
の３色を基調にしている（図 3-1-6）。丸みを帯
び簡素なデザインの車両は、写真に示すとおり都
心部建築物との相性も良好に映る（図 3-1-7）。

　その一方で、同じ市内軌道線の南富山駅停留所
は、富山地方鉄道線軌道線と鉄道線の乗換場所で
あり、富山市内軌道線全３系統のうち２系統の始
点である（図 3-1-8）。当該駅において軌道線は旧
型車両のみが停車し、初電・終電に当駅隣接車庫
に入るときを除くと、新型車両が基本的に入線す
ることはない。築造から数十年経過した素朴な造
作の駅に旧型車両は違和感なく、よくなじんで映
る（図 3-1-9）。
　先般の富山駅停留所の最新設備と、南富山駅停
留所の旧来からの設備とを対比して考えると、車
両と設備で作られた年代に別途差が存在するもの

車体利用広告の法規制と趣旨

　LRT および路面電車の外面を利用した装飾、と
りわけ広告は、屋外広告物法（昭和 24 年 6 月 3
日法律第百八十九号）における「屋外広告物」に
あたり、「良好な景観を形成し、若しくは風致を
維持し、又は公衆に対する危害を防止する」ため
に、その設置や維持については、都道府県知事、
もしくは事務委任を受けた指定都市や中核市の市
長の許可が必要になる。例えば富山市においては、
富山市屋外広告物条例（平成 17 年 4 月 1 日条例
第 228 号）により、屋外広告物の表示には市長
の許可が必要となり、「電車、自動車等の車体に
直接表示するもの又は電車、自動車等の車体に取
り付けるもの」にあたる「車体利用広告」は一定
の手数料を納付し許可を受けることになる。以上
のような法規制とその趣旨のもとで、外観にどの
ような意匠を施すと、的確な相乗効果を生み出す
ことができるか、以下で考察する。

ラッピング、塗装の具体事例

　本考においては、塗装や広告も含んだ広義の意
味での車体ラッピングを考察の対象とする。国内
では、路面電車の車体に装飾を施して運行する花
電車の存在が戦前よりあった。これは祭りの山車
を電車に見立てたものとも捉えられ、路面電車を
人々の身近に近づけるための往時の試みであった
と解釈できる。当時の取組の系譜が、現在のラッ
ピングに引き継がれている側面もある、以下に各
都市、各社における取組をいくつか取り上げたい。
　広島電鉄のラッピングは、デザイン可能領域を
一部に抑制し、デザイン内容も私企業の広告で商
業性の色彩が濃い（図 3-1-10）。広島では以前か
ら車体広告が施された電車が運行されていて、道

を行きかう広告付の路面電車の光景に市民は慣れ
ていて、車体広告は定着している。
　高岡市と射水市を結ぶ万葉線の新型車両は、高
岡市出身の藤子・F・不二雄にちなんだラッピン
グを施し、「ドラえもんトラム」と呼んでいる（図
3-1-11）。彩色数も絞り、新型車両の丸みを帯び
たフォルムを有効に活かしながら、ドラえもんを
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ラッピングは内側からの眺望を一部阻害してしま
う一方で、作画領域が広がるため車両側面を貫く
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存されている。自分たち、あるいは、知人、友人
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の機会だけではあるが、新型車両が南富山駅停
留所に入線することで、数十年ゆっくりと時間
を過ごしてきた停留所にいても、路面電車から
LRT への発展の過程を視覚的に届けることがで
きる。こうした相互作用が生じるのも、車両が
動く都市装置であるがゆえで、それぞれ個性的
な外観を備えた車両が停留所に停車し軌道を
走っていくことで、周囲に都市の履歴や発展を
伝える役割を果たしている。

外の旅行者に対して、富山市そのものをアピール
する効果を担った内容のラッピングが多い。こう
した内容のラッピングにおけるメッセージが的確
なものであれば、路面電車という市の公共共有財

車両が存在し、正面にネコ、側面に十二支の動
物が直接車両に塗装されている（図 3-1-12）。彩
色数が多すぎて雑然とした印象を与え、どうし
ても旧型車両の力強いフォルムが浮かび上がっ
てしまうために、この車両の愛称である「アニ
マル電車」という印象を与えることがうまくいっ
ているとは言い難い。すべての旧型車両を保存
するのは難しいが、旧型車両の車体そのものか
ら醸し出される重厚感を強調したほうが、都市
の履歴を伝えるうえで示唆するところが大きい
ように感じる。

産を通して、都市のことを内外に知らせている。
　このとき、ラッピングに関わった人だけに留ま
らず、市民全体へと、メッセージを発した主体の
領域が広がっている。自分たちの都市を運行する
電車が、的確かつ雄弁に都市をアピールしている
と感じたとき、市民は都市とつながっている感覚
をおぼえる。このように、ラッピングは単なる広
告に留まらず、都市と市民の間をつなぎ、都市と
外部をつなぐ共有媒体にもなりうる可能性を秘め
ている。

図 3-1-10 広島電鉄の新型車両ラッピング 図 3-1-11 万葉線の「ドラえもんトラム」ラッピング 図 3-1-12 万葉線の「アニマル電車」塗装
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各軌道設備における新旧車両の見え方

　前述の富山港線のように一度にすべての車両
を新しく導入した路線を除くと、各都市各路線
において車両編成や車両導入時期は異なり、大
半の路線では様々な新旧車両が同じ軌道を走る
光景を見ることができる。
　前述のとおり、多種類の電車が運行する広島
では、新旧車両が同時に走ることも多い。例えば、
図に掲げた写真においては、板石舗装による軌
道敷のもつ石畳のような重厚感によって、年季
の入った旧型車両だけでなく、まだ運行に供し
て歴史の浅い新型車両をも違和感なく受け入れ、
街の風景を作り出している（図 3-1-4）。
　板石舗装軌道敷以外の軌道設備で各車両はど
のように映るだろうか。富山地方鉄道市内軌道
線では、2015 年 3 月に新たに開業した環状線を
主に走る新型低床車両と、既存系統運行に供し
ている旧型車両とが併存する。写真で掲げた富
山駅停留所は 2015 年 3 月に完成し、最新の設備
を備えている。洗練された意匠の停留所に新型
車両が悠然と入っていく姿は自然に映るが、昔
なじみの旧型車両が最新設備の停留所に入線す
る姿は、どこかおそるおそる入っていくような
印象を与える（図 3-1-5）。この印象については、
後述のケースを紹介することで併せて考察する。

　2016 年 1 月実地調査実施時点では、富山市内
軌道線環状線内の新規開通区間は新型低床車両の
みで運行していた。新型車両の塗装は富山城址等
都心部の環境色彩イメージに調和する白・銀・黒
の３色を基調にしている（図 3-1-6）。丸みを帯
び簡素なデザインの車両は、写真に示すとおり都
心部建築物との相性も良好に映る（図 3-1-7）。

　その一方で、同じ市内軌道線の南富山駅停留所
は、富山地方鉄道線軌道線と鉄道線の乗換場所で
あり、富山市内軌道線全３系統のうち２系統の始
点である（図 3-1-8）。当該駅において軌道線は旧
型車両のみが停車し、初電・終電に当駅隣接車庫
に入るときを除くと、新型車両が基本的に入線す
ることはない。築造から数十年経過した素朴な造
作の駅に旧型車両は違和感なく、よくなじんで映
る（図 3-1-9）。
　先般の富山駅停留所の最新設備と、南富山駅停
留所の旧来からの設備とを対比して考えると、車
両と設備で作られた年代に別途差が存在するもの

車体利用広告の法規制と趣旨

　LRT および路面電車の外面を利用した装飾、と
りわけ広告は、屋外広告物法（昭和 24 年 6 月 3
日法律第百八十九号）における「屋外広告物」に
あたり、「良好な景観を形成し、若しくは風致を
維持し、又は公衆に対する危害を防止する」ため
に、その設置や維持については、都道府県知事、
もしくは事務委任を受けた指定都市や中核市の市
長の許可が必要になる。例えば富山市においては、
富山市屋外広告物条例（平成 17 年 4 月 1 日条例
第 228 号）により、屋外広告物の表示には市長
の許可が必要となり、「電車、自動車等の車体に
直接表示するもの又は電車、自動車等の車体に取
り付けるもの」にあたる「車体利用広告」は一定
の手数料を納付し許可を受けることになる。以上
のような法規制とその趣旨のもとで、外観にどの
ような意匠を施すと、的確な相乗効果を生み出す
ことができるか、以下で考察する。

ラッピング、塗装の具体事例

　本考においては、塗装や広告も含んだ広義の意
味での車体ラッピングを考察の対象とする。国内
では、路面電車の車体に装飾を施して運行する花
電車の存在が戦前よりあった。これは祭りの山車
を電車に見立てたものとも捉えられ、路面電車を
人々の身近に近づけるための往時の試みであった
と解釈できる。当時の取組の系譜が、現在のラッ
ピングに引き継がれている側面もある、以下に各
都市、各社における取組をいくつか取り上げたい。
　広島電鉄のラッピングは、デザイン可能領域を
一部に抑制し、デザイン内容も私企業の広告で商
業性の色彩が濃い（図 3-1-10）。広島では以前か
ら車体広告が施された電車が運行されていて、道

を行きかう広告付の路面電車の光景に市民は慣れ
ていて、車体広告は定着している。
　高岡市と射水市を結ぶ万葉線の新型車両は、高
岡市出身の藤子・F・不二雄にちなんだラッピン
グを施し、「ドラえもんトラム」と呼んでいる（図
3-1-11）。彩色数も絞り、新型車両の丸みを帯び
たフォルムを有効に活かしながら、ドラえもんを
イメージした青色を基調に彩色している。窓全面
ラッピングは内側からの眺望を一部阻害してしま
う一方で、作画領域が広がるため車両側面を貫く
思い切ったデザインが可能になり、周囲を通行す
る歩行者や自動車に大きなインパクトを与える。
　他にも万葉線には、個性的な外観を示した旧型

都市における共有媒体

　富山ライトレールでは、地元の学生など市民が
参加し、車両によって七色に異なる乗降口の色に
合わせたラッピングデザインを施している。掲示
期間を過ぎたデザインの一部は車両車庫の壁に保
存されている。自分たち、あるいは、知人、友人
がデザインに関わった電車が地元を走ることで、
自分たちの町の電車であるという意識が高まり、
より電車に関する愛着が深まる効果がそこで生ま
れている（図 3-1-13、図 3-1-14）。
　都心部を走る富山地方鉄道市内軌道環状線（セ
ントラム）の車両には、富山市内でおこなわれる
イベントにちなんだラッピングが施される。桜の
開花時期には桜のラッピング車両が走り、沿道の
店舗もそれに合わせて外観に桜のラッピングを施
すような波及効果もある（図 3-1-15）。

キャラクターラッピングの新たな射程

　補足的な議論になるが、前述した都市の共有媒
体以外にも、ラッピングがもつ別種の可能性が見
出される事例を紹介したい。
　富山ライトレールでは、新型車両の１編成に「鉄
道むすめ」シリーズのラッピングを施している（図
3-1-16）。鉄道むすめとは、実在の鉄道会社の現
場で働く女性をモチーフに作られたキャラクター
コンテンツである。2005 年頃に商標登録され現
在では玩具メーカーのタカラトミーグループが版
権を管理し、共通の製作会社監修のもとで、国内
各交通事業者が自社にちなんだオリジナルのキャ
ラクターを創り、使用している。例えば、富山ラ
イトレールのキャラクター「岩瀬ゆうこ」は、車
内のアナウンスや高齢者・障害者への乗降補助を
おこなう実際の職務であるポートラム・アテンダ
ントの設定で、実際のアテンダントの制服・制帽
を着用し、名前も路線終点駅である岩瀬浜駅にち

なんでいる（図 3-1-17）。こうしたキャラクター
は現実のデフォルメであり、その造形はアニメー
ションのキャラクターとの親近性が高く、筆者を
含むふだんアニメーションに触れない社会層に
は、一見受け入れがたい感じがする。
　しかし、緻密にディテールを詰め、現実とのリ
ンクを図ったこのキャラクターは、各地でよく見
かける、いわゆる「ゆるキャラ」とは一線を画す
存在感がある。このラッピングを備えた電車が実
際に通過するところを何度も目にすると、現実に
車内に搭乗して職務に従事するアテンダントの存
在感とも重なって、まるでこのキャラクターが電
車の人間性の一部を体現しているように感じさせ
る。「ドラえもんトラム」に対してどんなに親し
みがわいたとしても、ドラえもんの存在と目の前
の現実とを直接リンクさせることは不可能である
こととは対称的である。そうした意味で、出来合
いのキャラクターラッピングを越えた存在感を、
この鉄道むすめシリーズは放っていて、電車のイ
メージを決定づける効果を生み出している。
　また、富山ライトレール以外の路面電車を中心
とする地方鉄道事業者も、同様のご当地の「鉄道
むすめ」のキャラクターを設定しており、富山ラ
イトレールのラッピングでその他キャラクターを
紹介することもある。今訪ねている都市だけでな
く、他都市でも同じような試みがおこなわれてい
るという事実を、見る側に想像させることにも意
味があると思料する。スタンプラリーのように各

　
都市の路面電車を直接周遊しなくても、全国に点
在する路面電車の一つに今乗っている、もしくは
目の当たりにしているという意識をもつことに
よって、他所で路面電車が走る光景を想起し、都
市と路面電車の結びつきの枠組を想像できる。ア
ニメーションならではのデフォルメされたキャラ
クターであるため、現実の多様さをスポイルして
しまう面もあるが、それをカバーしてあまりある
広がりや見る側のレベルへの浸透がおこなわれ、
人々の LRT への親近性を生み出すうえで独特の試
みがおこなわれていることを指摘しておきたい。

小結

　以上に概観してきたように、車両外観と軌道設
備の組み合わせの妙によって、見る側は都市の履
歴や発展を感じることができる。また、車両ラッ
ピングや塗装などの意匠を工夫することによっ
て、それらを通して、都市と各人のつながりを見
出すことが可能になる。こうした内面上の効果を
踏まえると、LRT における車両外観が持ちえる可
能性と、それゆえに誤った認識を与えてしまいか
ねない危険性に留意しながら、今後各都市各社に
おける独創的な試みに期待したい。新たな試みが
生まれるたび、LRT は都市のなじみの顔として、
よりいっそう親近性を増していくものになりう
る。

　これは上述の富山ライトレールとも共通する、
市民や市内企業と電車を結びつける試みにあた
る。それに加えてセントラムの場合は、観光客の
多い都心部を運行することから、市民以外の国内

の、新型車両は富山駅停留所に、旧型車両は南富
山駅停留所によくなじんでいるという印象を受け
た。ただし、車両と設備がなじまないという印象
を、ただアンマッチとして否定的に捉えてもあま
り意味はない。旧型車両も南富山駅停留所の趣の
ある設備も、路面電車のある都市として存続した
富山市の歴史を現在に伝える生き証人である。
　当然だが車両は移動するため、旧型車両は最新
設備の富山駅停留所に入線する。現在の富山駅に
いると車両も設備もすべて刷新されたように感じ
てしまうところを、そこに旧型車両が入線してく
ることで、路面電車とともに発展してきた富山市

の履歴が、その光景を目の当たりにした人の前
に浮かびあがってくる。また、現状初電と終電
の機会だけではあるが、新型車両が南富山駅停
留所に入線することで、数十年ゆっくりと時間
を過ごしてきた停留所にいても、路面電車から
LRT への発展の過程を視覚的に届けることがで
きる。こうした相互作用が生じるのも、車両が
動く都市装置であるがゆえで、それぞれ個性的
な外観を備えた車両が停留所に停車し軌道を
走っていくことで、周囲に都市の履歴や発展を
伝える役割を果たしている。

外の旅行者に対して、富山市そのものをアピール
する効果を担った内容のラッピングが多い。こう
した内容のラッピングにおけるメッセージが的確
なものであれば、路面電車という市の公共共有財

車両が存在し、正面にネコ、側面に十二支の動
物が直接車両に塗装されている（図 3-1-12）。彩
色数が多すぎて雑然とした印象を与え、どうし
ても旧型車両の力強いフォルムが浮かび上がっ
てしまうために、この車両の愛称である「アニ
マル電車」という印象を与えることがうまくいっ
ているとは言い難い。すべての旧型車両を保存
するのは難しいが、旧型車両の車体そのものか
ら醸し出される重厚感を強調したほうが、都市
の履歴を伝えるうえで示唆するところが大きい
ように感じる。

産を通して、都市のことを内外に知らせている。
　このとき、ラッピングに関わった人だけに留ま
らず、市民全体へと、メッセージを発した主体の
領域が広がっている。自分たちの都市を運行する
電車が、的確かつ雄弁に都市をアピールしている
と感じたとき、市民は都市とつながっている感覚
をおぼえる。このように、ラッピングは単なる広
告に留まらず、都市と市民の間をつなぎ、都市と
外部をつなぐ共有媒体にもなりうる可能性を秘め
ている。

図 3-1-13 富山ライトレール車両ラッピング

図 3-1-14 富山ライトレール車両ラッピング 図 3-1-15 富山地方鉄道市内軌道環状線（セントラム）の車両ラッピング（＊５）
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各軌道設備における新旧車両の見え方

　前述の富山港線のように一度にすべての車両
を新しく導入した路線を除くと、各都市各路線
において車両編成や車両導入時期は異なり、大
半の路線では様々な新旧車両が同じ軌道を走る
光景を見ることができる。
　前述のとおり、多種類の電車が運行する広島
では、新旧車両が同時に走ることも多い。例えば、
図に掲げた写真においては、板石舗装による軌
道敷のもつ石畳のような重厚感によって、年季
の入った旧型車両だけでなく、まだ運行に供し
て歴史の浅い新型車両をも違和感なく受け入れ、
街の風景を作り出している（図 3-1-4）。
　板石舗装軌道敷以外の軌道設備で各車両はど
のように映るだろうか。富山地方鉄道市内軌道
線では、2015 年 3 月に新たに開業した環状線を
主に走る新型低床車両と、既存系統運行に供し
ている旧型車両とが併存する。写真で掲げた富
山駅停留所は 2015 年 3 月に完成し、最新の設備
を備えている。洗練された意匠の停留所に新型
車両が悠然と入っていく姿は自然に映るが、昔
なじみの旧型車両が最新設備の停留所に入線す
る姿は、どこかおそるおそる入っていくような
印象を与える（図 3-1-5）。この印象については、
後述のケースを紹介することで併せて考察する。

　2016 年 1 月実地調査実施時点では、富山市内
軌道線環状線内の新規開通区間は新型低床車両の
みで運行していた。新型車両の塗装は富山城址等
都心部の環境色彩イメージに調和する白・銀・黒
の３色を基調にしている（図 3-1-6）。丸みを帯
び簡素なデザインの車両は、写真に示すとおり都
心部建築物との相性も良好に映る（図 3-1-7）。

　その一方で、同じ市内軌道線の南富山駅停留所
は、富山地方鉄道線軌道線と鉄道線の乗換場所で
あり、富山市内軌道線全３系統のうち２系統の始
点である（図 3-1-8）。当該駅において軌道線は旧
型車両のみが停車し、初電・終電に当駅隣接車庫
に入るときを除くと、新型車両が基本的に入線す
ることはない。築造から数十年経過した素朴な造
作の駅に旧型車両は違和感なく、よくなじんで映
る（図 3-1-9）。
　先般の富山駅停留所の最新設備と、南富山駅停
留所の旧来からの設備とを対比して考えると、車
両と設備で作られた年代に別途差が存在するもの

車体利用広告の法規制と趣旨

　LRT および路面電車の外面を利用した装飾、と
りわけ広告は、屋外広告物法（昭和 24 年 6 月 3
日法律第百八十九号）における「屋外広告物」に
あたり、「良好な景観を形成し、若しくは風致を
維持し、又は公衆に対する危害を防止する」ため
に、その設置や維持については、都道府県知事、
もしくは事務委任を受けた指定都市や中核市の市
長の許可が必要になる。例えば富山市においては、
富山市屋外広告物条例（平成 17 年 4 月 1 日条例
第 228 号）により、屋外広告物の表示には市長
の許可が必要となり、「電車、自動車等の車体に
直接表示するもの又は電車、自動車等の車体に取
り付けるもの」にあたる「車体利用広告」は一定
の手数料を納付し許可を受けることになる。以上
のような法規制とその趣旨のもとで、外観にどの
ような意匠を施すと、的確な相乗効果を生み出す
ことができるか、以下で考察する。

ラッピング、塗装の具体事例

　本考においては、塗装や広告も含んだ広義の意
味での車体ラッピングを考察の対象とする。国内
では、路面電車の車体に装飾を施して運行する花
電車の存在が戦前よりあった。これは祭りの山車
を電車に見立てたものとも捉えられ、路面電車を
人々の身近に近づけるための往時の試みであった
と解釈できる。当時の取組の系譜が、現在のラッ
ピングに引き継がれている側面もある、以下に各
都市、各社における取組をいくつか取り上げたい。
　広島電鉄のラッピングは、デザイン可能領域を
一部に抑制し、デザイン内容も私企業の広告で商
業性の色彩が濃い（図 3-1-10）。広島では以前か
ら車体広告が施された電車が運行されていて、道

を行きかう広告付の路面電車の光景に市民は慣れ
ていて、車体広告は定着している。
　高岡市と射水市を結ぶ万葉線の新型車両は、高
岡市出身の藤子・F・不二雄にちなんだラッピン
グを施し、「ドラえもんトラム」と呼んでいる（図
3-1-11）。彩色数も絞り、新型車両の丸みを帯び
たフォルムを有効に活かしながら、ドラえもんを
イメージした青色を基調に彩色している。窓全面
ラッピングは内側からの眺望を一部阻害してしま
う一方で、作画領域が広がるため車両側面を貫く
思い切ったデザインが可能になり、周囲を通行す
る歩行者や自動車に大きなインパクトを与える。
　他にも万葉線には、個性的な外観を示した旧型

都市における共有媒体

　富山ライトレールでは、地元の学生など市民が
参加し、車両によって七色に異なる乗降口の色に
合わせたラッピングデザインを施している。掲示
期間を過ぎたデザインの一部は車両車庫の壁に保
存されている。自分たち、あるいは、知人、友人
がデザインに関わった電車が地元を走ることで、
自分たちの町の電車であるという意識が高まり、
より電車に関する愛着が深まる効果がそこで生ま
れている（図 3-1-13、図 3-1-14）。
　都心部を走る富山地方鉄道市内軌道環状線（セ
ントラム）の車両には、富山市内でおこなわれる
イベントにちなんだラッピングが施される。桜の
開花時期には桜のラッピング車両が走り、沿道の
店舗もそれに合わせて外観に桜のラッピングを施
すような波及効果もある（図 3-1-15）。

キャラクターラッピングの新たな射程

　補足的な議論になるが、前述した都市の共有媒
体以外にも、ラッピングがもつ別種の可能性が見
出される事例を紹介したい。
　富山ライトレールでは、新型車両の１編成に「鉄
道むすめ」シリーズのラッピングを施している（図
3-1-16）。鉄道むすめとは、実在の鉄道会社の現
場で働く女性をモチーフに作られたキャラクター
コンテンツである。2005 年頃に商標登録され現
在では玩具メーカーのタカラトミーグループが版
権を管理し、共通の製作会社監修のもとで、国内
各交通事業者が自社にちなんだオリジナルのキャ
ラクターを創り、使用している。例えば、富山ラ
イトレールのキャラクター「岩瀬ゆうこ」は、車
内のアナウンスや高齢者・障害者への乗降補助を
おこなう実際の職務であるポートラム・アテンダ
ントの設定で、実際のアテンダントの制服・制帽
を着用し、名前も路線終点駅である岩瀬浜駅にち

なんでいる（図 3-1-17）。こうしたキャラクター
は現実のデフォルメであり、その造形はアニメー
ションのキャラクターとの親近性が高く、筆者を
含むふだんアニメーションに触れない社会層に
は、一見受け入れがたい感じがする。
　しかし、緻密にディテールを詰め、現実とのリ
ンクを図ったこのキャラクターは、各地でよく見
かける、いわゆる「ゆるキャラ」とは一線を画す
存在感がある。このラッピングを備えた電車が実
際に通過するところを何度も目にすると、現実に
車内に搭乗して職務に従事するアテンダントの存
在感とも重なって、まるでこのキャラクターが電
車の人間性の一部を体現しているように感じさせ
る。「ドラえもんトラム」に対してどんなに親し
みがわいたとしても、ドラえもんの存在と目の前
の現実とを直接リンクさせることは不可能である
こととは対称的である。そうした意味で、出来合
いのキャラクターラッピングを越えた存在感を、
この鉄道むすめシリーズは放っていて、電車のイ
メージを決定づける効果を生み出している。
　また、富山ライトレール以外の路面電車を中心
とする地方鉄道事業者も、同様のご当地の「鉄道
むすめ」のキャラクターを設定しており、富山ラ
イトレールのラッピングでその他キャラクターを
紹介することもある。今訪ねている都市だけでな
く、他都市でも同じような試みがおこなわれてい
るという事実を、見る側に想像させることにも意
味があると思料する。スタンプラリーのように各

　
都市の路面電車を直接周遊しなくても、全国に点
在する路面電車の一つに今乗っている、もしくは
目の当たりにしているという意識をもつことに
よって、他所で路面電車が走る光景を想起し、都
市と路面電車の結びつきの枠組を想像できる。ア
ニメーションならではのデフォルメされたキャラ
クターであるため、現実の多様さをスポイルして
しまう面もあるが、それをカバーしてあまりある
広がりや見る側のレベルへの浸透がおこなわれ、
人々の LRT への親近性を生み出すうえで独特の試
みがおこなわれていることを指摘しておきたい。

小結

　以上に概観してきたように、車両外観と軌道設
備の組み合わせの妙によって、見る側は都市の履
歴や発展を感じることができる。また、車両ラッ
ピングや塗装などの意匠を工夫することによっ
て、それらを通して、都市と各人のつながりを見
出すことが可能になる。こうした内面上の効果を
踏まえると、LRT における車両外観が持ちえる可
能性と、それゆえに誤った認識を与えてしまいか
ねない危険性に留意しながら、今後各都市各社に
おける独創的な試みに期待したい。新たな試みが
生まれるたび、LRT は都市のなじみの顔として、
よりいっそう親近性を増していくものになりう
る。

　これは上述の富山ライトレールとも共通する、
市民や市内企業と電車を結びつける試みにあた
る。それに加えてセントラムの場合は、観光客の
多い都心部を運行することから、市民以外の国内

の、新型車両は富山駅停留所に、旧型車両は南富
山駅停留所によくなじんでいるという印象を受け
た。ただし、車両と設備がなじまないという印象
を、ただアンマッチとして否定的に捉えてもあま
り意味はない。旧型車両も南富山駅停留所の趣の
ある設備も、路面電車のある都市として存続した
富山市の歴史を現在に伝える生き証人である。
　当然だが車両は移動するため、旧型車両は最新
設備の富山駅停留所に入線する。現在の富山駅に
いると車両も設備もすべて刷新されたように感じ
てしまうところを、そこに旧型車両が入線してく
ることで、路面電車とともに発展してきた富山市

の履歴が、その光景を目の当たりにした人の前
に浮かびあがってくる。また、現状初電と終電
の機会だけではあるが、新型車両が南富山駅停
留所に入線することで、数十年ゆっくりと時間
を過ごしてきた停留所にいても、路面電車から
LRT への発展の過程を視覚的に届けることがで
きる。こうした相互作用が生じるのも、車両が
動く都市装置であるがゆえで、それぞれ個性的
な外観を備えた車両が停留所に停車し軌道を
走っていくことで、周囲に都市の履歴や発展を
伝える役割を果たしている。

外の旅行者に対して、富山市そのものをアピール
する効果を担った内容のラッピングが多い。こう
した内容のラッピングにおけるメッセージが的確
なものであれば、路面電車という市の公共共有財

車両が存在し、正面にネコ、側面に十二支の動
物が直接車両に塗装されている（図 3-1-12）。彩
色数が多すぎて雑然とした印象を与え、どうし
ても旧型車両の力強いフォルムが浮かび上がっ
てしまうために、この車両の愛称である「アニ
マル電車」という印象を与えることがうまくいっ
ているとは言い難い。すべての旧型車両を保存
するのは難しいが、旧型車両の車体そのものか
ら醸し出される重厚感を強調したほうが、都市
の履歴を伝えるうえで示唆するところが大きい
ように感じる。

産を通して、都市のことを内外に知らせている。
　このとき、ラッピングに関わった人だけに留ま
らず、市民全体へと、メッセージを発した主体の
領域が広がっている。自分たちの都市を運行する
電車が、的確かつ雄弁に都市をアピールしている
と感じたとき、市民は都市とつながっている感覚
をおぼえる。このように、ラッピングは単なる広
告に留まらず、都市と市民の間をつなぎ、都市と
外部をつなぐ共有媒体にもなりうる可能性を秘め
ている。

図 3-1-16 富山ライトレールの車両ラッピング 図 3-1-17 鉄道むすめシリーズの POP




