
3.

　ここでは、LRT の停留所（以下電停）に注目し、そのデザインが「親近性」創出に果たす意

義を検討する。まずは電停の法規上の位置付けを確認し、電停における制約を整理した上で、

電停における諸要素が、LRT の「親近性」醸成に寄与すると同時に、電停の「特権性」を強調

する可能性について論じる。
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図 3 - 5 - 2  広島市には道路幅員の制約から平面停留場が存在している（広電小網町電停） 図 3 - 5 - 3  低床型車両（L R V）設計図面（＊９）

図 3-5-1 車道中央に位置する電停（富山市内） 

電停をめぐる法制度的な規定 物理的な制約条件
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　電停は道路交通法により安全地帯として規定さ
れ、車両の進入が禁止される領域である。電停は、
周囲の交通に対して徐行や一旦停止、駐車禁止を
要求するなど、優先的な地位を与えられている。
この一方で、道交法上は高低差のある安全地帯（プ
ラットフォーム）を設ける義務は定められていな
い（図 3-5-1）。この意味で、高低差のある安全地
帯は義務ではなく、車両進入禁止の帰結として生
まれたと理解すべきであろう。
　このように、電停の構造は法規上一切の制約を
持たないことになるが、調査対象である富山・高
岡・広島の３市では、高低差を伴う電停が大多数
を占めている。（図 3-5-2）。本調査においてはデ
ザイン上の観点からこの高低差の持つ意味を吟味
する必要がある。

　構造に関する法規上の制約が少ないことを述べ
たが、LRT というシステムを運用する観点から見
ても、電停に要請される物理的な制約はごく限ら
れており、このことが設計の自由度を高めている。
　たとえば、LRT を含む路面電車一般に共通する
特徴として、改札などの付随設備をともなわない
ことが挙げられる。鉄道駅と比較してもかなり簡
素な作りとなっており、駅というよりはむしろバ
ス停などと同じく停留所に類するものと言える。
　現在、国内で見られる LRT のほとんどが、車道
の中央を走る CR方式である（3.3 節を参照）。CR
方式の軌道で見られる電停の多くは、車道の中央
に位置する島型電停である。このため電停へのア
クセスは、電停の一端を横断歩道に接しているも
のが多いが、狭小な街路においてはそのような横
断歩道が設置されていないところも存在してい
る。また、地下街が発達しているエリアでは、地
下道を経由して電停に向かうものも存在してい
る。場所によっては電光掲示板による接近表示な
どの情報が提供されるものもあるが、ベンチや屋

根だけでなく横断防止柵さえも設置しない質素な
ものもある。
　安全地帯には法規上の制約がないものの、国交
省の定める縁石の構造基準にも合致する「車道面
から 15 センチ」以上を持ち上げたものが多い。
また、近年導入が進んでいる低床車両（LRV）の
床面に合わせて 300mm～350mmほどの厚みを
持つものも市街地を中心に多く確認された（図
3-5-3）。
　このように、車両に乗り込むために十分なス
テップとなれば、あとは自由に設計できることか
ら、LRT の沿線では多様な電停を目にすることが
できるといえよう。



図 3-5-5 安全地帯のみからなる電停（広島市内）

図 3 - 5 - 4  車道中央に位置する CP 方式の電停（広電本社前電停）

図 3 - 5 - 6  軌道や車道の舗装と一体的に整備された電停（富山市内）
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3.5  L R T の「親近性」からみた電停の意義とその「特権性」都市景観創造にかかる L R T の可能性  -  考察第３章

周囲と呼応する「軽やか」な電停

　電停の特徴の一つは、そこに求められる機能が
限られているということである。改札がいらず、
プラットフォームの段差が低いという電停の特徴
は、電停のしつらえに対する制約を自由にし、周
辺の街並みと呼応する可能性をつくっている。
　狭小な街路にある電停（図 3-5-5）は必要最小
限の部分からなっているが、街路の幅員から想定
される交通量や電停の利用客の量に見合った必要
十分な電停であるかのように思われる。
　一方、空間に余裕のある場所では屋根やベンチ、
フェンスやスロープなどを丁寧に設計することも
できる。ポートラムやセントラムでは、トータル
デザインの考えのもと、各電停に共通の意匠を用
いたほか、いくつかの電停では、車道やペイブメ
ントに至るまで、街路を一体として整備するなど
周囲と呼応した気配りが見られる（図 3-5-6）。広
島市内の電停では、これらに加え近接案内表示も
導入されている。

　ここでは、電停が「親近性」の創出に果たす役割を検討する。自動車が中心の現代の都市空間
において、島型電停はその基幹に割り入って人が滞在できる安全地帯を作り出している（図3-5-4）。
安全地帯は法律で守られた道路上の領域であり、軌道に続くもう一つの「聖域」である。
　電停は都市で生活する誰しもが容易に LRT の特権性を感じることのできる場所であり、我々は、
この「特権性に簡単にアクセスできる」ということこそが、都市を住みこなす人々にとって重要
なのではないかと考える。以下では、このことの意味について順を追って検討しよう。

電停と地面との小さな段差が持つ意味

　電停が安全地帯として機能するためには、段差
が重要な意味を持つ。すでに述べたように、低床
車両（LRV）の床面は地面から 300～350mmあり、
多くのプラットフォームは、車両との間に段差が
生じないよう、これに合わせて設計されている。
　このような電停と地面との段差は、単に車両に
乗り込むためのステップとなるだけでなく、物理
的にも車両の侵入を牽制している（図 3-5-7）。
　このような段差があるおかげで、自動車が中心
の車道中央において、車両が入ることのできない
人のための領域を確保でき、電停を利用する人々
に少なからぬ安心感をもたらしている（図 3-5-8）。
　また、電停の段差は、鉄道駅のそれと比べると
小さく、歩行者が簡単に踏み越えられるほどの厚
みしかない。視覚的にアクセスの容易さが確認で
き、心理的な距離感も近く感じられるほか、たと
えば板石舗装といった軌道の仕上げ方によっては
さらに親近感を増すことも考えられる。
　転落しても大きな事故の心配がなく子連れ客が
気負わず利用できることは、鉄道とは大きく異な
る印象を与えている（図3-5-9）。

「聖域」に対して唯一優位な存在

　3.3 節において軌道敷が「聖域」であるという
見方を示した。電停はこの軌道敷沿いにあって、
LRT を含む他のあらゆる交通から守られるという
点において、この「聖域」よりも優位な存在と位
置付けることができる。
　軌道は他の侵入を許さない聖域としてヴィスタ
を確保しているが、電停からはこのヴィスタを覗
き込むことによって、一目で LRT の往来の様子を
把握することができる。このような視点からは、
レールの消失点に向かって軌道沿いに視点が吸い
込まれていくような感覚を得る。まさにこれから
LRT に乗車して聖域を移動していくことを予感さ
せる（図 3-5-10）。
　LRT が「特権的」であるならば、電停はこの特
権へアクセスできる唯一の地点として、電車を待
つ利用者に独特の高揚感をもたらしていると言え
る。
　前頁の段差の考察と併せて考えれば、身の安全
を確保しながら眺望を得ることのできる電停は
G・カレンが「タウンスケープ」で紹介したような、
飛び地のような魅力的な場所に映るのではないだ
ろうか。

 まちの舞台としての電停

　ここまでは利用客の視点から電停を考察したが、
最後に電停を外からの視点で眺めてみよう。
　傍目に見れば、車道の中央で道路面から一段上
げられた電停はさながら舞台のようであり、この
領域において人が主役であるように印象付けてい
る。舞台上に上がった利用客は、まちの風景の一
部として視線を集め、その姿が多くの人々の目に
触れるところとなる（図 3-5-11、 図 3-5-12）。
　頻繁に LRT を使う利用者のみならず、この風景
を目にするすべての市民にとって LRT が身近な存
在となり、市民に広く受け入れられる一つの要因
となっていると考えられる。
　このような演出的効果は、電停と軌道が「聖域」
であることと関係があるといえよう。この「聖域」
上には、視線を遮るものがなく、周囲からの視認
性も高い。このことが電停を舞台たらしめている
と言えるのではないだろうか（図 3-5-13）。
　まちの舞台としての電停は、外部と隔絶され、
利用する風景が一切まち行く人々の目に触れない
地下鉄の駅とは対照的であることは言うまでもな
い。実際に LRT が街を走り、それを利用する人を
目にすると、それだけで「乗ってみたい」という
気分にさせられる。LRT を持っている都市では、電
停がある種の文化のようになっており、視覚的な
意味においても LRT は生活に深く根ざした交通シ
ステムであると言うことができる。



図 3-5-7 地面から 300mm あまり持ち上げられている 図 3-5-8  電停で待つ乗客のすぐ背後を車が通過するが、フェンスの存在も相まって、車両が乗り上げてこない安心感がある

図 3-5-9 段差が小さいおかげでベビーカーを押す乗客も安心して利用できる（横川駅）
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限られているということである。改札がいらず、
プラットフォームの段差が低いという電停の特徴
は、電停のしつらえに対する制約を自由にし、周
辺の街並みと呼応する可能性をつくっている。
　狭小な街路にある電停（図 3-5-5）は必要最小
限の部分からなっているが、街路の幅員から想定
される交通量や電停の利用客の量に見合った必要
十分な電停であるかのように思われる。
　一方、空間に余裕のある場所では屋根やベンチ、
フェンスやスロープなどを丁寧に設計することも
できる。ポートラムやセントラムでは、トータル
デザインの考えのもと、各電停に共通の意匠を用
いたほか、いくつかの電停では、車道やペイブメ
ントに至るまで、街路を一体として整備するなど
周囲と呼応した気配りが見られる（図 3-5-6）。広
島市内の電停では、これらに加え近接案内表示も
導入されている。

電停と地面との小さな段差が持つ意味

　電停が安全地帯として機能するためには、段差
が重要な意味を持つ。すでに述べたように、低床
車両（LRV）の床面は地面から 300～350mmあり、
多くのプラットフォームは、車両との間に段差が
生じないよう、これに合わせて設計されている。
　このような電停と地面との段差は、単に車両に
乗り込むためのステップとなるだけでなく、物理
的にも車両の侵入を牽制している（図 3-5-7）。
　このような段差があるおかげで、自動車が中心
の車道中央において、車両が入ることのできない
人のための領域を確保でき、電停を利用する人々
に少なからぬ安心感をもたらしている（図 3-5-8）。
　また、電停の段差は、鉄道駅のそれと比べると
小さく、歩行者が簡単に踏み越えられるほどの厚
みしかない。視覚的にアクセスの容易さが確認で
き、心理的な距離感も近く感じられるほか、たと
えば板石舗装といった軌道の仕上げ方によっては
さらに親近感を増すことも考えられる。
　転落しても大きな事故の心配がなく子連れ客が
気負わず利用できることは、鉄道とは大きく異な
る印象を与えている（図3-5-9）。

「聖域」に対して唯一優位な存在

　3.3 節において軌道敷が「聖域」であるという
見方を示した。電停はこの軌道敷沿いにあって、
LRT を含む他のあらゆる交通から守られるという
点において、この「聖域」よりも優位な存在と位
置付けることができる。
　軌道は他の侵入を許さない聖域としてヴィスタ
を確保しているが、電停からはこのヴィスタを覗
き込むことによって、一目で LRT の往来の様子を
把握することができる。このような視点からは、
レールの消失点に向かって軌道沿いに視点が吸い
込まれていくような感覚を得る。まさにこれから
LRT に乗車して聖域を移動していくことを予感さ
せる（図 3-5-10）。
　LRT が「特権的」であるならば、電停はこの特
権へアクセスできる唯一の地点として、電車を待
つ利用者に独特の高揚感をもたらしていると言え
る。
　前頁の段差の考察と併せて考えれば、身の安全
を確保しながら眺望を得ることのできる電停は
G・カレンが「タウンスケープ」で紹介したような、
飛び地のような魅力的な場所に映るのではないだ
ろうか。

 まちの舞台としての電停

　ここまでは利用客の視点から電停を考察したが、
最後に電停を外からの視点で眺めてみよう。
　傍目に見れば、車道の中央で道路面から一段上
げられた電停はさながら舞台のようであり、この
領域において人が主役であるように印象付けてい
る。舞台上に上がった利用客は、まちの風景の一
部として視線を集め、その姿が多くの人々の目に
触れるところとなる（図 3-5-11、 図 3-5-12）。
　頻繁に LRT を使う利用者のみならず、この風景
を目にするすべての市民にとって LRT が身近な存
在となり、市民に広く受け入れられる一つの要因
となっていると考えられる。
　このような演出的効果は、電停と軌道が「聖域」
であることと関係があるといえよう。この「聖域」
上には、視線を遮るものがなく、周囲からの視認
性も高い。このことが電停を舞台たらしめている
と言えるのではないだろうか（図 3-5-13）。
　まちの舞台としての電停は、外部と隔絶され、
利用する風景が一切まち行く人々の目に触れない
地下鉄の駅とは対照的であることは言うまでもな
い。実際に LRT が街を走り、それを利用する人を
目にすると、それだけで「乗ってみたい」という
気分にさせられる。LRT を持っている都市では、電
停がある種の文化のようになっており、視覚的な
意味においても LRT は生活に深く根ざした交通シ
ステムであると言うことができる。



図 3-5-10 レールの消失点に向かって視線が吸い込まれるような感覚を得る（広島市内）
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周囲と呼応する「軽やか」な電停

　電停の特徴の一つは、そこに求められる機能が
限られているということである。改札がいらず、
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生じないよう、これに合わせて設計されている。
　このような電停と地面との段差は、単に車両に
乗り込むためのステップとなるだけでなく、物理
的にも車両の侵入を牽制している（図 3-5-7）。
　このような段差があるおかげで、自動車が中心
の車道中央において、車両が入ることのできない
人のための領域を確保でき、電停を利用する人々
に少なからぬ安心感をもたらしている（図 3-5-8）。
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小さく、歩行者が簡単に踏み越えられるほどの厚
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「聖域」に対して唯一優位な存在

　3.3 節において軌道敷が「聖域」であるという
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置付けることができる。
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せる（図 3-5-10）。
　LRT が「特権的」であるならば、電停はこの特
権へアクセスできる唯一の地点として、電車を待
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を確保しながら眺望を得ることのできる電停は
G・カレンが「タウンスケープ」で紹介したような、
飛び地のような魅力的な場所に映るのではないだ
ろうか。

 まちの舞台としての電停

　ここまでは利用客の視点から電停を考察したが、
最後に電停を外からの視点で眺めてみよう。
　傍目に見れば、車道の中央で道路面から一段上
げられた電停はさながら舞台のようであり、この
領域において人が主役であるように印象付けてい
る。舞台上に上がった利用客は、まちの風景の一
部として視線を集め、その姿が多くの人々の目に
触れるところとなる（図 3-5-11、 図 3-5-12）。
　頻繁に LRT を使う利用者のみならず、この風景
を目にするすべての市民にとって LRT が身近な存
在となり、市民に広く受け入れられる一つの要因
となっていると考えられる。
　このような演出的効果は、電停と軌道が「聖域」
であることと関係があるといえよう。この「聖域」
上には、視線を遮るものがなく、周囲からの視認
性も高い。このことが電停を舞台たらしめている
と言えるのではないだろうか（図 3-5-13）。
　まちの舞台としての電停は、外部と隔絶され、
利用する風景が一切まち行く人々の目に触れない
地下鉄の駅とは対照的であることは言うまでもな
い。実際に LRT が街を走り、それを利用する人を
目にすると、それだけで「乗ってみたい」という
気分にさせられる。LRT を持っている都市では、電
停がある種の文化のようになっており、視覚的な
意味においても LRT は生活に深く根ざした交通シ
ステムであると言うことができる。



図 3-5-11 まちの風景の一部として視線を集め、人々の目に触れる（広島市内）

図 3-5-12 簡素な電停は視線を集めやすい（広島市内） 図 3-5-13 電停周辺は視線を遮るものがなく、利用客に視線が集まりやすい（富山市内）
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地下鉄の駅とは対照的であることは言うまでもな
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