
3.

　ここでは、交通結節点における空間特性を特に視覚の観点から検討する。前半では結節点

の成り立ちや環境創造上の論点や課題を提示した上で「関係のデザイン」というテーマを設

定する。

　後半では、ターミナル駅を中心に交通結節点における LRT そのもののふるまいを素描した

上で、LRT 以外の交通やまちとの関係性を含めた交通結節点の環境がどのように創造されるこ

とが望ましいかを考察する。本節では今回の調査対象である各地域からそれぞれ富山駅と横

川駅を取り上げる。

3.6 LRT と交通結節点における環境創造と「関係のデザイン」

6
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交通結節点の成り立ちとその課題

第３章 3 . 6  L R T と交通結節点における環境創造と「関係のデザイン」都市景観創造にかかる L R T の可能性  -  考察

図 3-6-1 富山駅（南口） 図 3-6-2 横川駅 図 3-6-3 LRT のプラットフォームの目の前にバスの停留所が位置している（廿日市市役所前）

　交通結節点においては他の交通との接続が行われるため、複数の事業主体が関わったり、大きな計画の
中に位置付けられていることが多い。ここでは富山駅と横川駅を中心に、結節点における環境創造につい
て、その成り立ちと課題を確認しよう。

富山駅と横川駅の成り立ち

　富山駅は、ポートラムやセントラムをはじめ、
北陸新幹線、あいの風とやま鉄道線（旧北陸本線）、
地鉄本線などが接続される主要駅である。北陸新
幹線の延伸開業に伴って在来線を高架化する連続
立体交差化事業が決定された際に、赤字ローカル
線であった富山港線を LRT として取り込む形で再
整備したものである（図 3-6-1）。
　横川駅は、広電横川線、JR 山陽本線および可部
線が乗り入れるほか、バスロータリーを併設する。

国道 54 号内に置かれていた従前の広電横川駅電
停が横川駅から遠いことや、交通安全上の問題を
解決するため、JR と広電が協働する形で国道 54
号の横川駅交差点改良と JR 横川駅前広場の再整
備が計画された。設計・施工は独立に行われたも
のの、意匠面においては後発のものが先発の意匠
を踏襲する形で一体感のある整備が可能となった
（図 3-6-2）。

「関係のデザイン」という課題

　交通結節点においては常に複数の主体が関係し
合い、計画から設計段階に至るまでのプロセスが
複雑なものになりやすい。このため、関係主体が
互いの領域を保ちながらも牽制するような形で空
間が作られていくことがしばしば見られる。結節
点であるにもかかわらずそれぞれがうまく結びつ
かないということが起こりうるのである。
　ここで重要なのは「関係のデザイン」という観
点である。交通結節点では在来線やバス、LRT と

いったそれぞれの交通機関そのものがどのように
計画されるかということと同等かそれ以上に、互
いがどのように接続され、関係し合っているのか
ということが重要である。一体的・統一的な視座
を持ってそれぞれの要素間の関係をうまくデザイ
ンする必要がある（図 3-6-3）。
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交通結節点における「関係のデザイン」
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図 3-6-4 富山ライトレール・ポートラムの乗客が行き交う富山駅北口。南口側との接続が計画されている

　交通結節点においては複数の交通機関が接続す
ることとなる。利用者に寄り添った環境を創造す
る観点から交通結節点を考えるには、それぞれの
要素間の「関係のデザイン」が重視される必要が
あろう。
　つながりの強いもの同士であっても、ただ隣接
してればいいというものではないし、互いに関連
がないからと言って遠ざけておく必要もない。む
しろ、積極的にそのつながりに介入することがで
きることが、関係のデザインすの重要な点である。
　それらの関係を設計する仕方によっては、単に
接続がスムーズになるというだけでなく、空間の
役割や空間の持つ雰囲気を大きく変える可能性を
持っている。
　以下では、交通結節点における関係のデザイン
について２つの観点から眺めみよう。

交通結節点における屋根の役割

　交通結節点において特徴的なのは、屋根の役割
である。圧倒的に人が中心の空間である結節点に
おいて、屋根は空間の構成要素として重要な役割
を担っている。
　たとえば、広電横川駅では非常に高さのある
アーチ状の屋根が結節点全体を覆っている。西広
島駅においても同様の造作が見られ、様々な交通
を接続する結節点において空間的なまとまりを生
み出している（図 3-6-5）。
　このように大屋根で覆われた領域では、周囲を
囲われてはいないものの、広場のようにゆるやか
な一体感を感じることができる。これには天井が
高いことも一役買っていると言えそうだ。天井に
空間的なゆとりがあることで、単に通過するため
の空間ではなく、立ち止まって佇んだり、留まる
ことのできるゆったりとした空気が生まれてい
る。

交通結節点における屋根の役割

　一方で、独立した屋根が乗り場を特徴付けてい
る箇所もある（図 3-6-6）。横川駅では LRT 乗り場
の屋根が独立しており、それ以外の場所とは異な
ることが明らかで、案内板以上に視覚的な情報を
利用者に与えている。また、少し離れた箇所から
見ると、それぞれが独立しつつもゆるやかに連
なっており、目的の場所まで屋根伝いに「行ける」
ことが一目見てわかる。ある種の臥遊のような体
験を可能にしているといえるだろう（図 3-6-7）。
　このように屋根を使うことで、交通結節点にお
ける要素の関係に変化を加えることができる。

区切られていながら互いがよく見えること

　廿日市や廿日市市役所前駅では、専用軌道の電
停とバス停が並列に配され、電車を降りた目の前
がバスの停留所となっており、それぞれの入線状
況が互いによく確認できるようになっている。そ
れぞれの空間は上屋の支持列柱によって分離され
ながら、ゆるやかに接続している（図 3-6-8、図
3-6-9）。二つをうまく分離することでそれぞれの
役割を明示的に示すとともに、空間が引き締まっ
たような印象を得る。二者の関係がよくデザイン
された好例と言える。運行頻度を調整するなど、
運用面での工夫があれば大変気持ちよく利用でき
る結節点となろう。
　上のような「区切られていながら互いが良く見
える」状況を積極的に取り込んだのが、JR 富山駅
のコンコースである（次ページ参照）。ふつうの
駅では引き込まれることのない LRT のプラット
フォームが駅のコンコースに引き込まれ、ガラス
で隔てられた屋内空間に停車する。在来線や新幹
線の利用者が改札を出る際、正面に車両が入線す
る。駅の利用者が何気なく入線状況を目にするこ
とができるという配置は、この空間における二者
の関係性をよく引き出した設計だと言える。惜し
むらくは二階デッキがこのプラットフォームの存
在感を削いでしまっているところであろうか。
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図 3-6-5 高さのある大屋根が一体感を演出する（横川駅）

　交通結節点においては複数の交通機関が接続す
ることとなる。利用者に寄り添った環境を創造す
る観点から交通結節点を考えるには、それぞれの
要素間の「関係のデザイン」が重視される必要が
あろう。
　つながりの強いもの同士であっても、ただ隣接
してればいいというものではないし、互いに関連
がないからと言って遠ざけておく必要もない。む
しろ、積極的にそのつながりに介入することがで
きることが、関係のデザインすの重要な点である。
　それらの関係を設計する仕方によっては、単に
接続がスムーズになるというだけでなく、空間の
役割や空間の持つ雰囲気を大きく変える可能性を
持っている。
　以下では、交通結節点における関係のデザイン
について２つの観点から眺めみよう。

交通結節点における屋根の役割

　交通結節点において特徴的なのは、屋根の役割
である。圧倒的に人が中心の空間である結節点に
おいて、屋根は空間の構成要素として重要な役割
を担っている。
　たとえば、広電横川駅では非常に高さのある
アーチ状の屋根が結節点全体を覆っている。西広
島駅においても同様の造作が見られ、様々な交通
を接続する結節点において空間的なまとまりを生
み出している（図 3-6-5）。
　このように大屋根で覆われた領域では、周囲を
囲われてはいないものの、広場のようにゆるやか
な一体感を感じることができる。これには天井が
高いことも一役買っていると言えそうだ。天井に
空間的なゆとりがあることで、単に通過するため
の空間ではなく、立ち止まって佇んだり、留まる
ことのできるゆったりとした空気が生まれてい
る。

交通結節点における屋根の役割

　一方で、独立した屋根が乗り場を特徴付けてい
る箇所もある（図 3-6-6）。横川駅では LRT 乗り場
の屋根が独立しており、それ以外の場所とは異な
ることが明らかで、案内板以上に視覚的な情報を
利用者に与えている。また、少し離れた箇所から
見ると、それぞれが独立しつつもゆるやかに連
なっており、目的の場所まで屋根伝いに「行ける」
ことが一目見てわかる。ある種の臥遊のような体
験を可能にしているといえるだろう（図 3-6-7）。
　このように屋根を使うことで、交通結節点にお
ける要素の関係に変化を加えることができる。

区切られていながら互いがよく見えること

　廿日市や廿日市市役所前駅では、専用軌道の電
停とバス停が並列に配され、電車を降りた目の前
がバスの停留所となっており、それぞれの入線状
況が互いによく確認できるようになっている。そ
れぞれの空間は上屋の支持列柱によって分離され
ながら、ゆるやかに接続している（図 3-6-8、図
3-6-9）。二つをうまく分離することでそれぞれの
役割を明示的に示すとともに、空間が引き締まっ
たような印象を得る。二者の関係がよくデザイン
された好例と言える。運行頻度を調整するなど、
運用面での工夫があれば大変気持ちよく利用でき
る結節点となろう。
　上のような「区切られていながら互いが良く見
える」状況を積極的に取り込んだのが、JR 富山駅
のコンコースである（次ページ参照）。ふつうの
駅では引き込まれることのない LRT のプラット
フォームが駅のコンコースに引き込まれ、ガラス
で隔てられた屋内空間に停車する。在来線や新幹
線の利用者が改札を出る際、正面に車両が入線す
る。駅の利用者が何気なく入線状況を目にするこ
とができるという配置は、この空間における二者
の関係性をよく引き出した設計だと言える。惜し
むらくは二階デッキがこのプラットフォームの存
在感を削いでしまっているところであろうか。
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図 3-6-7 異なる種類の屋根が連なっている（横川駅）

図 3-6-6 バス停留所の屋根が大きくせり出している（広島港）
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あろう。
　つながりの強いもの同士であっても、ただ隣接
してればいいというものではないし、互いに関連
がないからと言って遠ざけておく必要もない。む
しろ、積極的にそのつながりに介入することがで
きることが、関係のデザインすの重要な点である。
　それらの関係を設計する仕方によっては、単に
接続がスムーズになるというだけでなく、空間の
役割や空間の持つ雰囲気を大きく変える可能性を
持っている。
　以下では、交通結節点における関係のデザイン
について２つの観点から眺めみよう。

交通結節点における屋根の役割

　交通結節点において特徴的なのは、屋根の役割
である。圧倒的に人が中心の空間である結節点に
おいて、屋根は空間の構成要素として重要な役割
を担っている。
　たとえば、広電横川駅では非常に高さのある
アーチ状の屋根が結節点全体を覆っている。西広
島駅においても同様の造作が見られ、様々な交通
を接続する結節点において空間的なまとまりを生
み出している（図 3-6-5）。
　このように大屋根で覆われた領域では、周囲を
囲われてはいないものの、広場のようにゆるやか
な一体感を感じることができる。これには天井が
高いことも一役買っていると言えそうだ。天井に
空間的なゆとりがあることで、単に通過するため
の空間ではなく、立ち止まって佇んだり、留まる
ことのできるゆったりとした空気が生まれてい
る。

交通結節点における屋根の役割

　一方で、独立した屋根が乗り場を特徴付けてい
る箇所もある（図 3-6-6）。横川駅では LRT 乗り場
の屋根が独立しており、それ以外の場所とは異な
ることが明らかで、案内板以上に視覚的な情報を
利用者に与えている。また、少し離れた箇所から
見ると、それぞれが独立しつつもゆるやかに連
なっており、目的の場所まで屋根伝いに「行ける」
ことが一目見てわかる。ある種の臥遊のような体
験を可能にしているといえるだろう（図 3-6-7）。
　このように屋根を使うことで、交通結節点にお
ける要素の関係に変化を加えることができる。

区切られていながら互いがよく見えること

　廿日市や廿日市市役所前駅では、専用軌道の電
停とバス停が並列に配され、電車を降りた目の前
がバスの停留所となっており、それぞれの入線状
況が互いによく確認できるようになっている。そ
れぞれの空間は上屋の支持列柱によって分離され
ながら、ゆるやかに接続している（図 3-6-8、図
3-6-9）。二つをうまく分離することでそれぞれの
役割を明示的に示すとともに、空間が引き締まっ
たような印象を得る。二者の関係がよくデザイン
された好例と言える。運行頻度を調整するなど、
運用面での工夫があれば大変気持ちよく利用でき
る結節点となろう。
　上のような「区切られていながら互いが良く見
える」状況を積極的に取り込んだのが、JR 富山駅
のコンコースである（次ページ参照）。ふつうの
駅では引き込まれることのない LRT のプラット
フォームが駅のコンコースに引き込まれ、ガラス
で隔てられた屋内空間に停車する。在来線や新幹
線の利用者が改札を出る際、正面に車両が入線す
る。駅の利用者が何気なく入線状況を目にするこ
とができるという配置は、この空間における二者
の関係性をよく引き出した設計だと言える。惜し
むらくは二階デッキがこのプラットフォームの存
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図 3-6-8 LRT とバスの停留所が向かい合っている（廿日市市役所前）

図 3-6-9 上屋の支持列柱が空間にメリハリをつけている

　交通結節点においては複数の交通機関が接続す
ることとなる。利用者に寄り添った環境を創造す
る観点から交通結節点を考えるには、それぞれの
要素間の「関係のデザイン」が重視される必要が
あろう。
　つながりの強いもの同士であっても、ただ隣接
してればいいというものではないし、互いに関連
がないからと言って遠ざけておく必要もない。む
しろ、積極的にそのつながりに介入することがで
きることが、関係のデザインすの重要な点である。
　それらの関係を設計する仕方によっては、単に
接続がスムーズになるというだけでなく、空間の
役割や空間の持つ雰囲気を大きく変える可能性を
持っている。
　以下では、交通結節点における関係のデザイン
について２つの観点から眺めみよう。

交通結節点における屋根の役割

　交通結節点において特徴的なのは、屋根の役割
である。圧倒的に人が中心の空間である結節点に
おいて、屋根は空間の構成要素として重要な役割
を担っている。
　たとえば、広電横川駅では非常に高さのある
アーチ状の屋根が結節点全体を覆っている。西広
島駅においても同様の造作が見られ、様々な交通
を接続する結節点において空間的なまとまりを生
み出している（図 3-6-5）。
　このように大屋根で覆われた領域では、周囲を
囲われてはいないものの、広場のようにゆるやか
な一体感を感じることができる。これには天井が
高いことも一役買っていると言えそうだ。天井に
空間的なゆとりがあることで、単に通過するため
の空間ではなく、立ち止まって佇んだり、留まる
ことのできるゆったりとした空気が生まれてい
る。

交通結節点における屋根の役割

　一方で、独立した屋根が乗り場を特徴付けてい
る箇所もある（図 3-6-6）。横川駅では LRT 乗り場
の屋根が独立しており、それ以外の場所とは異な
ることが明らかで、案内板以上に視覚的な情報を
利用者に与えている。また、少し離れた箇所から
見ると、それぞれが独立しつつもゆるやかに連
なっており、目的の場所まで屋根伝いに「行ける」
ことが一目見てわかる。ある種の臥遊のような体
験を可能にしているといえるだろう（図 3-6-7）。
　このように屋根を使うことで、交通結節点にお
ける要素の関係に変化を加えることができる。

区切られていながら互いがよく見えること

　廿日市や廿日市市役所前駅では、専用軌道の電
停とバス停が並列に配され、電車を降りた目の前
がバスの停留所となっており、それぞれの入線状
況が互いによく確認できるようになっている。そ
れぞれの空間は上屋の支持列柱によって分離され
ながら、ゆるやかに接続している（図 3-6-8、図
3-6-9）。二つをうまく分離することでそれぞれの
役割を明示的に示すとともに、空間が引き締まっ
たような印象を得る。二者の関係がよくデザイン
された好例と言える。運行頻度を調整するなど、
運用面での工夫があれば大変気持ちよく利用でき
る結節点となろう。
　上のような「区切られていながら互いが良く見
える」状況を積極的に取り込んだのが、JR 富山駅
のコンコースである（次ページ参照）。ふつうの
駅では引き込まれることのない LRT のプラット
フォームが駅のコンコースに引き込まれ、ガラス
で隔てられた屋内空間に停車する。在来線や新幹
線の利用者が改札を出る際、正面に車両が入線す
る。駅の利用者が何気なく入線状況を目にするこ
とができるという配置は、この空間における二者
の関係性をよく引き出した設計だと言える。惜し
むらくは二階デッキがこのプラットフォームの存
在感を削いでしまっているところであろうか。
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図 3-6-10 構内に進入する LRV（横川駅） 図 3-6-11 駅前広場に入線してくる旧型車両（広島駅）

図 3-6-12 コンコースから入線する車両が見える（富山駅）

　交通結節点の中でもとりわけ特徴的なのがター
ミナル駅である。地域内交通の担い手であるLRTは、
新幹線やフェリーといった地域間交通と接続する
交通結節点を終着点とする場合が少なくない。
　ターミナル駅では、市中の電停や他の交通結節
点では見られない人と LRT との関係性を体験する
ことができる。

歩行空間の中の LRT

　歩行者中心に空間が作られている交通結節点に
おいては、改札や大きな段差を持たない LRT のター
ミナルは、この歩行空間に直接入り込んでいく。
　市中の車道では特権的な地位を与えられ、した
り顔で走っていた LRT だが、周囲より一段低い軌
道上をゆっくりと入線してくる様はどこか遠慮が
ちでおずおずとして大変愛嬌がある（図 3-6-10）。
つまり、結節点においては、人と LRT の力関係が
転倒しているように感じられる（図 3-6-11）。
　先述の富山駅では、車両がゆっくりと入線する
様をコンコースのガラス越しに確認することがで
きる（図 3-6-12）。単に室内空間に車両が置かれて
いるのではなく、実際に市中を走っていた LRT が、
われわれ（=歩行者）の空間であるはずのコンコー
スに直接入線してくる様を見るという体験が、野
生の動物を生け捕りにするかのような、独特の昂
揚感を生んでいる。

車両の空間的視認性

　ターミナル駅におけるもう一つの面白さは、車
両基地に代表される「複数の車両の入線状況が手
に取るようにわかる」という感覚を体験できるこ
とにある（図 3-6-13）。
　ターミナル駅では、軌道敷の延長線上に視点を
運ぶことができる。この地点からは、複数の軌道
がずらりと並ぶ様子を、車両の真正面から眺める
ことができる（図 3-6-14）。これは、本来ならば立
ち入ることが難しい軌道の延長線上の地点からの
眺望であり、入線状況を一挙に俯瞰できる特等席
に座っているかのような楽しさを見出すことがで
きる（図 3-6-15）。
　この楽しさは、普段は見ることができないとい
う特別感に加え、客観的に全体を眺め掌握できる
という優越感のような感覚に由来すると想像でき
よう。市中の電停においては、一時的にこのよう
な眺望を獲得することができても、その地点に留
ま「手に取るように」感じることは難しい。この
ような眺望点は、ターミナル駅ならではと言える。
　ターミナル駅の設計においては、このようなに
地点に積極的に人が留まることのできる工夫に
よって、駅の特性を生かした空間利用が可能とな
るであろう。
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図 3-6-13 車両基地では複数の車両の様子が一望できる

図 3-6-14 複数の車両が並ぶ（広島港駅） 図 3-6-15 入線する車両の様子が手に取るようにわかる

　交通結節点の中でもとりわけ特徴的なのがター
ミナル駅である。地域内交通の担い手であるLRTは、
新幹線やフェリーといった地域間交通と接続する
交通結節点を終着点とする場合が少なくない。
　ターミナル駅では、市中の電停や他の交通結節
点では見られない人と LRT との関係性を体験する
ことができる。

歩行空間の中の LRT

　歩行者中心に空間が作られている交通結節点に
おいては、改札や大きな段差を持たない LRT のター
ミナルは、この歩行空間に直接入り込んでいく。
　市中の車道では特権的な地位を与えられ、した
り顔で走っていた LRT だが、周囲より一段低い軌
道上をゆっくりと入線してくる様はどこか遠慮が
ちでおずおずとして大変愛嬌がある（図 3-6-10）。
つまり、結節点においては、人と LRT の力関係が
転倒しているように感じられる（図 3-6-11）。
　先述の富山駅では、車両がゆっくりと入線する
様をコンコースのガラス越しに確認することがで
きる（図 3-6-12）。単に室内空間に車両が置かれて
いるのではなく、実際に市中を走っていた LRT が、
われわれ（=歩行者）の空間であるはずのコンコー
スに直接入線してくる様を見るという体験が、野
生の動物を生け捕りにするかのような、独特の昂
揚感を生んでいる。

車両の空間的視認性

　ターミナル駅におけるもう一つの面白さは、車
両基地に代表される「複数の車両の入線状況が手
に取るようにわかる」という感覚を体験できるこ
とにある（図 3-6-13）。
　ターミナル駅では、軌道敷の延長線上に視点を
運ぶことができる。この地点からは、複数の軌道
がずらりと並ぶ様子を、車両の真正面から眺める
ことができる（図 3-6-14）。これは、本来ならば立
ち入ることが難しい軌道の延長線上の地点からの
眺望であり、入線状況を一挙に俯瞰できる特等席
に座っているかのような楽しさを見出すことがで
きる（図 3-6-15）。
　この楽しさは、普段は見ることができないとい
う特別感に加え、客観的に全体を眺め掌握できる
という優越感のような感覚に由来すると想像でき
よう。市中の電停においては、一時的にこのよう
な眺望を獲得することができても、その地点に留
ま「手に取るように」感じることは難しい。この
ような眺望点は、ターミナル駅ならではと言える。
　ターミナル駅の設計においては、このようなに
地点に積極的に人が留まることのできる工夫に
よって、駅の特性を生かした空間利用が可能とな
るであろう。




