
2

1-1  本調査目的
1-2  調査手法と本報告書構成内容
1-3  調査内容概要

第 1 章 本調査目的と概要



3

第 1 章

1-1　本年度調査目的

平成 27 年度調査要点 本年度調査目的

本調査目的と概要

　平成 27(2015) 年度都市交通新潮流共同調査
研究では、軌道施設デザイン方針に関する基調レ
クチャー受講後、富山市、広島市など国内軌道保
有 都市の現地調査、ヒアリング 1 をおこなった。　
富山市および海外での LRT 2 導入事例を踏まえた
レクチャー受講内容を踏まえ、27 年度調査は「親
近性」 という観点を重視した。即ち、LRT という
軌道交通システムが、機能的に利便性が図られて
いるだけでなく、歩行者等生身の人間に物理的に
も精神的にも極めて近いところに存在しているこ
とを見出した。
　具体的には、車両外観、隣接空間、軌道敷、車
両内部デザイン、電停、交通結節点といった各要
素に分け、従来の自動車交通を最優先に設計され

　前年度調査を受け、平成 28(2016) 年度同調査
は、大きく分けて 2 つの視点に基づいて展開した。
　一点目は、国内在来軌道の履歴を参照する視点
である。国内で現在 (2019 年 3 月執筆時点）営
業している軌道路線のうち、平成期に新規開業し
たのは JR 富山港線を LRT 化した富山ライトレー
ル富山港線と富山地方鉄道市内軌道富山都心環状
線のみであり、その他大多数の路線はその起源を
明治後期から昭和初期にもつ在来軌道線である。
今後、宇都宮ライトレール等新規開業する軌道事
業計画もあるが、国内の軌道事業を考察していく
うえで、在来軌道線の利活用は欠かせない論点で
ある。
　在来軌道線について、現状の取り組みを紹介す
る論文、報告は多いが、そうした在来軌道の起源
や黎明期まで追って現在に照射する視点を持った
ものはあまり見かけない。27 年度調査では広島

てきた道路空間とは異なる使用方途としての、軌
道空間の意義を考察した。また、とりわけ車両外
観や軌道敷、電停の考察においては、機能的な意
味だけではなく、道路上に軌道が明示されること
で、それを目撃する人によって、軌道空間が都市
景観の一部、また都市の象徴と認識される可能性
について指摘した。
　従来の道路空間は自動車交通を優先させ歩行 
者が阻害される傾向にあったが、それに対して、
LRT の新規導入、あるいは、在来軌道のバリアフ
リー化等の取組は、道路空間を再び歩行者の手元
に引き寄せていくうえで、もっとも確度の高い手
法であるとの結論を得た。

1-1　本年度調査目的

市の在来軌道を活かした取り組みも対象にしたが、
国内在来軌道の履歴に考察を入れたものではな
かった。主に大正期から昭和初期までに、人口が
拡大した地方都市では都市計画法に基づき、交通
運輸面での整備が急ピッチに進められ、広幅員の
街路が登場した。その中で、中心市街地を走行す
る軌道もただの交通手段というだけでなく、都市
の顔としての風格を備えるうえで重要な要素とし
て整備された。本書の前半 2、3 章では、文献調
査に基づき、当該時期の軌道景観について考察し、
平成期の軌道景観を捉え直す。
　二点目は、軌道空間が都市景観において象徴的 
な役割を果たすと結論づけた 27 年度調査のさら
なる深化である。27 年度報告書では軌道の各要素
に着眼し、国内事例横断的な手法を各章でおこなっ
たが、一つの都市の軌道整備事例の背景や経緯を
追ったものではなかった。本書後半 4、5 章では、
札幌市の市電延伸事業、富山市の駅周辺整備事業
と具体的な事業の詳細を見ることにより、設計経
緯やそこに秘められた設計意図を探る。
　以上、アプローチはかなり異なるが、戦前の都
市計画事業との対照、平成期の軌道環境整備事業
設計意図の抽出、この二点をもって、国内在来軌
道整備、ひいては現在軌道を廃止していたとして
も過去に軌道を有していた経験のある都市の今後
の都市交通整備に資する視座を提供し、27 年度
調査で得た軌道親近性論を補完するのが本書の目
的である。

図 1　28 年度現地調査の様子 ( 豊橋市 ) 図 2　豊橋駅前の軌道線
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1-2　調査手法と本報告書構成内容
調査手法 各章構成内容

本調査目的と概要

　本年度都市交通新潮流共同調査は、27 年度調 
査と同様、有識者によるレクチャー、実地見学お
よび現地ヒアリングをおこなっている。
　ただし、前節で触れたとおり、戦前の都市計画
事業と当時の軌道整備に関する事項は、各都市公
文書館、資料館の統計や当時の絵葉書写真、行政
文書などの一次資料、また県史、市史、鉄道事業
者社史などの二次資料を基にした文献調査をお こ
なっており、この点は 27 年度調査と異なる。
　調査対象地、調査内容概要は、次節にて詳しく
触れるものとする。

　本報告書は全 5 章で構成する。以降の章は前節
で記したとおり、戦前の都市計画事業との対照を
おこなう前半の 2、3 章と、平成期の地方都市軌
道環境整備事業設計意図の抽出をおこなった後半
の 4、5 章に大別される。
　まず、2 章では 1925( 大正 14) 年の市内軌道
線開業以来、現在に至るまで継続して軌道を維持
してきた豊橋市を対象とする。明治期以降の近代
としての豊橋市の発展やそれに伴う中心市街地の
過密化など、市内軌道誕生前の社会背景や都市政
策の詳細を追っていく。とりわけ、明治期に市の
中心街に存在した遊郭の郊外への移転事象に着目
する。この移転に関して、筆者は三つの理由を挙
げて、それぞれの理由が後の市内軌道線開業に帰
決していくことを示唆する。
　また、市内軌道線開業後におこなわれた土地区 
画整理事業など軌道沿線の変化や、高度成長期の
軌道廃止論と存続理由、センターポール化や駅前
広場整備など平成期の事業に至るまでの経緯を丹
念に追い、軌道独自に備わった都市形成力につい 
て指摘する。
　続いて、3 章では、富山の中心市街地における
軌道整備事業に特化して論を進める。平成後期の
中心市街地軌道環状線化事業の沿線再開発、街路 
設計について確認した後、大正期、昭和初期にお 
ける富山中心市街地の軌道路線図を比較し、両者 
の間に生じた劇的な変化に注目する。

　駅周辺地区と中心商業地区の間にかつて流れて
いた神通川の流路変更により、廃川地という巨大
な空地が両地区間に生じた。当該地の埋立、造成
をおこなった際に、既に大正期に開業していた両
地区を結ぶ市内軌道在来線を再整備をおこない、
筆者が「軌道街路」と呼ぶ都市計画区域内の併用
軌道区間街路が格調の高いものとして形成された。
軌道街路再整備とともに軌道沿線には当時最新鋭
の技術で公共施設やオフィスが建設され、従来の
商業地区もファサードの整った商店が並んだ。
　平成後期の環状線化事業に伴う沿線開発や街路
景観形成の根底には、昭和初期の同市都市計画事
業での経験が反映されていた可能性を示唆する。
　4 章は、札幌市の軌道環状線化事業と、それに
伴って軌道延伸部分に導入されたサイドリザベー
ション方式（以降「SR 方式」と呼ぶ）について
取り上げる。街路構成上、軌道と歩道が直接接する、
国内では事例の少ない SR 方式を札幌市が選択し
た理由や、同方式実施のために要した交通、運輸
上の整理について触れる。そして、軌道と歩道が
直接接したことによって既存の商業地区や地下歩
行空間と軌道との接続がスムーズになり、冬の積
雪量の多い札幌にとって、利用者主体の街路設計
がおこなわれた側面を筆者は指摘する。最後に、
欧米諸国並のトランジットモール事例の成立には
法規制上困難を伴う国内において、軌道と歩道の
接する SR 方式がトランジットモールの先進事例

1-2　調査手法と本報告書構成内容

になりうると捉え直す。
　最後に、5 章は富山市の駅空間および駅前広場
の整備を検討対象とする。27 年度報告書で指摘
した、人間の生活領域の延長線上に軌道空間があ
るとの視座に立脚し、北陸新幹線の高架下空間に
新たに設置された富山地方鉄道市内軌道富山駅停
留所は、路面電車が直接駅舎に入ってくる印象を
与えるものと捉える。
　平成後期におこなわれた駅周辺整備事業におけ
る細部の工夫を丹念に検討していく中で、とりわ
け軌道空間と歩行空間を分ける領域区分デザイン
の巧みさが、前述の印象を与える原因であること
を筆者は強調する。
　その他、駅前広場整備事業の検討段階で進めら
れたバスとタクシーの動線を集約した案が、結果
的に歩行空間を拡大し、より一層歩行空間と軌道
空間の一体感を強める結果に至ったと指摘する。
そして、領域区分の詳細なデザインの検討が、軌
道をより人間にとって親近性を感受させる結果に
つながると、今後の国内軌道空間整備の在り様を
筆者は見出し、論を締める。
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1-3　調査実施概要
調査実施概要

本調査目的と概要

　本年度調査は実施日の時系列順にまとめた下の
一覧表 ( 表 1）のとおり実施した。時系列順では
予定調整上中途での実施となったレクチャー、続
いて訪問都市ごとに、調査内容とそこで得られた
知見について (1) ～ (6) で示す。

(1) 基調レクチャー ( 名古屋市）【表 1 の 3】
　国内外における軌道事例視察経験を豊富に持ち、
一般財団法人地域公共交通総合研究所において都
市の在り方について独自の研究を重ねられている
服部重敬氏を訪問し、i) 高度成長期における国内
軌道の廃止潮流と社会的要因　ii) 今後の国内 LRT
導入にあたっての障壁　iii) 米国やドイツなどの
LRT 導入の最新動向　の三点を中心にレクチャー
を受けた。中でも上記 i) について、1960 年代か
ら 1980 年代に至り、国内軌道線が次々と廃止さ
れていった現象は、1959( 昭和 34) 年の道路交通
法改正により軌道敷の自動車走行が認められたこ

1-3　調査実施概要

とに端を発し、バス等その他の交通機関との競合
や採算性の重視などが社会的要因として存するこ
とを認識した。その他、上記 iii) について、米国
においては、主に中心市街地を走行するストリー
トカーと、郊外と市内を連絡するライトレールと
が別の概念で捉えられているという指摘が、後の
29 年度調査における米国ポートランド、シアト
ルにおけるストリートカー実態調査の実現につな
がった。

(2) 特別レクチャー ( 東京都 )【表 1 の 5】
　元富山副市長の神田昌幸氏を訪ね、富山市在職
中に携わった富山駅周辺整備事業の詳細や、国内
におけるトランジットモール実現への障壁と課題、
公共交通における採算性の捉え方など、意匠面か
ら財政面にわたる多岐の事項について、レクチャー
を受けた。
　レクチャーの中でも印象に残ったのが、富山駅

周辺整備事業に関する視点であった。駅利用者が
往来する「暖かい」空間に、「無機質な」モビリティ
が入ってくる、この相反した要素を併存させるた
めに、居住空間に自家用車を引き込んで眺める発
想に着想を得て、実際に富山地方鉄道市内軌道富
山駅停留所は駅の中に路面電車が入ってくるよう
な空間設計に結実した。この視点に基づき、5 章
における領域区分デザインによる軌道空間論が展
開された。

(3) 札幌市【表 1 の 1】
　札幌市都市交通課を訪問し、市電環状化事業と
SR 方式導入にあたっての経緯について知見を得
た。詳細は 4 章記述を参照。

(4) 豊橋市【表 1 の 2、7】
　豊橋鉄道 ( 株）を訪ね、平成前期のセンターポー
ル化事業や駅前広場整備事業、芝生軌道や新型低

番号 実施日 対象、訪問地 手法 調査、訪問先 主要調査項目
1 2016/12/16-12/18 札幌市 ヒアリング、実地見学 札幌市総合交通計画部都市交通課 市電の環状化事業および一部区間サイドリザベーション方式の導入

2 2016/12/16-12/20 豊橋市 ヒアリング、実地見学、文献調査 豊橋鉄道 ( 株 )、豊橋市図書館等 明治期以降の豊橋市における都市計画思想を背景にした軌道整備事業の経緯と意義。平成前期の軌道センターポール化事業、駅前広場整備事
業など昨今の取組

3 2016/12/19 名古屋市 基調レクチャー 一般財団法人　地域公共交通総合研究所　服部重敬氏 高度成長期における国内軌道の廃止潮流と社会的要因、今後の国内 LRT導入にあたっての障壁、米国やドイツなどの LRT導入の最新動向

4 2016/12/26-12/29 富山市、金沢市 ヒアリング、実地見学、文献調査 富山市都市整備部富山駅周辺地区整備課、路面電車推進課　
金沢市都市整備局都市計画課

富山駅および駅前広場の整備状況、軌道環状線化整備事業の狙いと効果、金沢駅前広場整備事業の現況

5 2017/2/2 東京都 特別レクチャー 元富山副市長　神田昌幸氏 富山駅周辺整備事業に関する経緯と詳細、公共交通における採算性、今後の国内各都市での LRT導入の展望と課題
6 2017/2/5-2/10　 金沢市、富山市 ヒアリング、実地見学、文献調査 金沢市都市政策局交通政策課、北陸鉄道 ( 株 ) 企画部、

富山市郷土博物館、富山県公文書館
金沢市における公共交通整備状況、金沢市内交通結節点を結ぶ新交通システムの整備状況、昭和初期富山都市計画整備事業に関する資料調査

7 2017/2/16-2/19 豊橋市 文献調査 豊橋市美術博物館等 明治期以降の豊橋市軌道整備事業の経緯と意義 ( 追加調査 )

床車両の導入などの取り組みと今後の課題につい
て質問をおこなった。
　また、2 章文献調査のため、豊橋市美術博物館
等を訪ね、戦前の都市計画および軌道に関する一
次資料の所在について指摘をいただいた。

(5) 富山市【表 1 の 4、6】
　富山市富山駅周辺地区整備課および路面電車推
進課を訪問し、富山駅および駅前広場の整備状況、
ならびに、軌道環状線化整備事業の狙いと効果に
ついて質問した。また富山駅を実地案内していた
だき、駅空間整備各所で為されている工夫につい
て詳細の教示をいただいた。
　また、3 章文献調査のため、富山市郷土博物館、
富山県公文書館等を訪ね、戦前都市計画および軌
道に関する一次資料の所在について指摘をいただ
くとともに、一部資料を提供いただいた。

表 1　調査、訪問先、主要調査項目一覧表
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(6) 金沢市【表 1 の 4、6】
　調査当時も現在も市内に軌道は存在しないが、
かつて中心市街地に軌道線を保有した経験があり、
北陸新幹線開通によって多くの観光客を迎え新交
通システムの検討をおこなっている金沢市を調査
対象地に設定した。
　まずは 2016 年 12 月に金沢市都市計画課を訪
ね、金沢駅前広場整備事業を中心に質問をおこなっ
た。続いて、2017 年 2 月に金沢市交通政策課を
訪問し、金沢の中心市街地の交通状況、新交通シ
ステム検討に関する現状 ( 図 4) についてヒアリン
グをおこなった。金沢駅周辺の整備は進み新交通
システムを受け入れる基盤は整ったものの、香林
坊などの交通結節点においては地下も含めて空間
の使用密度が既に密になっており、既存の自動車
空間（既存バス・観光バス乗降場、荷捌きスペー
ス確保）、自転車通行空間の整理等、整備には相当
の困難と多額の費用負担が予期される。

　しかし、金沢市のような一大観光都市にこそ、
歩行空間に寄り添い、都市環境を一変させるよう
な交通システムの導入や工夫が必要とされる。
　現在の金沢市の取り組みとして特筆したいのが、
かつての軌道事業者でもある北陸鉄道 ( 株 ) の取
り組みである。 2017 年 2 月に北陸鉄道 ( 株 ) を
訪問し、同社が運営する城下町金沢周遊バスを中
心に質問をおこなった。同バスは金沢駅を出発し、
市中心街を循環して金沢駅に戻り ( 図 5)、現在は
観光客にも市民にも馴染みの足となっているが、
現在の安定運営までには多くの試行錯誤があり、
結果的に観光と普段使いの交通手段を分けるので
はなく、両者を組み合わせた目的設定を当該バス
におこなった。これは、29 年度でおこなったポー
トランド市やシアトル市のストリートカーにおけ
る政策と共通する部分が多く、今後の軌道交通の
ない国内他都市に多くの示唆を与えうる。

齋藤潮研究室 (2016)『都市景観創造にかか
る国内の LRT の可能性』, pp.7-8.
本報告書において、「LRT」とは、主として
国内では平成期に入って以降、既存もしくは
新設の軌道を、バリアフリー化への努力等誰
にとっても快適に利用できるシステムの総
称、もしくは同システムの導入に向けた各種
方面での指向のことを意味する。個別のレー
ル等については「軌道施設」、軌道上を走る
電車のことは国内において慣れ親しまれた名
称である「路面電車」という用語で極力統一
する。
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2016 年 12 月撮影
2016 年 12 月撮影
金沢市ホームページから一部抜粋、改編　
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/
open/cnt/3/23911/1/nts_shiryou2.
pdf( 最終検索日：2019 年 3 月 17 日）　
北陸鉄道 ( 株 ) ホームページより一部抜粋
http://www.hokutetsu.co.jp/bus/
pamphlet.pdf( 最終検索日：2019 年 3 月
17 日）　
筆者によるオリジナル作成

補注

図表の出典
(「○年○月撮影」とある図は当研究室にて直
接撮影した写真をさす。以降の章も同様）
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図 3　金沢駅前広場内バスターミナル 図４　第 2 次金沢交通戦略イメージ図 図 5　城下町金沢周遊バス案内図

1-3　調査実施概要




