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第 4 章

4-1 トランジットモールとサイドリザベーション

トランジットモールの定義 国内事例における軌道の位置センターとサイドリザベーション方式

国内のサイドリザベーション方式導入事例にみるトランジットモールへの射程

　トランジットモールとは、自家用自動車を完全
に排除した歩行者専用のショッピングモールに公
共交通を運行させた商業空間であり、欧米諸国で
は、トランジットモール導入により都心部の活性
化に成功した事例も存在する 1（図 1）。トランジッ
トモール内では、路面電車が主な交通手段として
利用されている。路面電車はトランジットモール
内の軌道上を低速度で走行する。すなわち、そこ
では歩行空間の中に軌道敷が入り込む関係にあり、
電車は軌道から飛び出すことはなく、かつ、低速
度運行ゆえ、トランジットモール区間では歩道や
商店のすぐ側を走行することが可能であり、歩行
空間と軌道敷が隣接している。

　自動車との併用軌道区間において、路面電車軌道の
道路断面における敷設位置は 2 つに大別される。それ
は、道路中央に軌道をもつ図 2 に示すセンターリザ
ベーション方式（以下 CR 方式）と、道路歩道側に軌
道をもつサイドリザベーション方式（以下 SR 方式）
である。また SR 方式には、① . 図 3 に示す複線を片
方の歩道側に集約する方式（片側集約方式）と、② . 図
4 に示す複線を道路の両方の歩道側に分ける方式（路
側走行方式）が存在している。
　CR 方式と異なり、SR 方式では道路を横断するこ
となく、歩道から直接路面電車を利用することが可能
である。SR 方式には CR 方式とは異なる課題が存在
するものの、軌道と歩道が隣接しているという点で、
トランジットモールと似た特徴も持つ。

　国内では、軌道建設規定の第八条において「併
用軌道ハ道路ノ中央ニ之ヲ敷設」と定められてい
ることから、原則としての CR 方式を導入してい
る都市、事業者が大半である 2。
　ところが、札幌・熊本・鹿児島各市においては、
一部区間ではあるものの例外的に SR 方式が導入
されている（図 5）。
　鹿児島では 2004 年の九州新幹線の開業に合わ
せ、鹿児島中央駅前のみ片側集約方式を導入して
おり 3、熊本でも 2011 年の九州新幹線の全線開
通に合わせ、田崎橋から熊本駅前までにかけて約
570m の区間（田崎橋付近は単線）において片側
集約方式を導入している 4。
　一方、札幌では 2015 年に西 4 丁目・すすきの
間約 400m の延伸区間において、路側走行方式を
導入している。

図 1　トランジットモール（蘭・アムステルダム）

図 2　軌道の敷設位置 断面図（CR 方式）

図 3　軌道の敷設位置 断面図（SR 片側集約方式）

図 5　国内における SR 方式事例（左：鹿児島市電、中央：熊本市電、右：札幌市電）

図 4　軌道の敷設位置 断面図（SR 路側走行方式）
する必要があったこと、更には軌道の東側に坪井川が流れているため片側からの出入しかなく、

市電軌道複線ともに道路の片側に寄せても影響が少なかったことなどが上げられます。 
サイドリザベーション化の市民

の反応ですが、「道路を横断するこ

となく市電に乗れるようになって

便利になった。」、「電停に上屋やベ

ンチが整備されたので雨の日でも

快適に市電を待つことができるよ

うになった。」などと好評です。一

方、サイドリザベーションになっ

て、この区間を走行する市電の所

要時間が延びました。これは整備

以前には、自動車交通と同じ信号

で前に進んでいましたが、今回の

サイドリザベーション化に伴い区

間内にある 2 箇所の交差点におい

ては、事故防止の観点から自動車の右左折と市電の直進を分離することになり、市電専用の交通

信号現示で前進することになったためです。 
 

４．おわりに 
九州新幹線開業を地域経済の浮揚･発展につながるように整備を進めてきた熊本駅周辺の整備

プロジェクトは、道路をはじめとする都市基盤整備や情報交流施設を中心とした再開発など面的

整備も進み、全国から多くの来熊客を迎える準備が順調に進んでいます。 
また、ＪＲ熊本駅から中心市街地や熊本城など観光地を訪れるお客様にもっとも便利な交通手

段である市電も、電停の改良をはじめ軌道のサイドリザベーション化や軌道緑化など準備は整い

ました。 
特に、全国に先駆けて取り組んできた市電のサイドリザベーション化は、道路を横断すること

なく歩道から直接市電の乗降ができ、利用者の利便性と安全性が確保され、また熊本駅周辺の交

通処理や都市景観が向上しました。今後の軌道整備に当って参考としていただければ幸いに存じ

ます。 
 

サイドリザベーション区間の二本木口電停 

4-1 トランジットモールとサイドリザベーション
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第４章

4-2 札幌市電におけるサイドリザベーション方式の導入とその経緯

住宅街と都心を結ぶ市電（図 6）

西 4 丁目停留所

延伸に伴うループ化事業の特徴（図 7）

国内のサイドリザベーション方式導入事例にみるトランジットモールへの射程

　札幌の市街地の中で運行する札幌市電の沿線に
は、医療機関や同市中央図書館、コンサートホー
ルといった公共施設や、藻岩山ロープウェイなど
の観光施設が点在している。
　都心部には地下鉄南北線・東西線・東豊線が運
行しているものの、市域の南西部に位置する山鼻
地区は周辺に鉄道が通っておらず、市電が山鼻地
区と都心部を結びつける重要な交通機関となって
いる。
　また、2015 年のループ化 ( 環状化 ) 事業により、
駅前通に西 4 丁目・狸小路・すすきのの 3 電停が
配置され、SR 方式が導入される。この駅前通は、
札幌市の 2016 年第 2 次都心まちづくり計画の中
で「にぎわいの軸」と位置付けられている 5。さ
らに駅前通の地下空間には、既に地下鉄路線、地
下歩行空間、地下街が存在し、西 4 丁目からすす
きのまでの区間は地上から地下まで多層的な構造
となっている。

　西 4 丁目・すすきの間の延伸に伴う札幌市電の
ループ化事業は、3 つの特徴が挙げられる。
　1 つ目は、路面電車をまちづくりに活かすため、
複数ある延伸ルートの候補の中から、「にぎわいの
軸」として位置付けられていた駅前通を通過する
ことで路線をループ化したことにある。
　次に 2 つ目は、路側走行方式を導入したことに
ある。札幌市電のループ化事業前に熊本・鹿児島
が SR 方式を導入していたものの両例とも片側集
約方式であり、路側走行方式を導入したのは札幌
が国内初である。
　最後に 3 つ目は、狸小路周辺に新たな停留場を
設置したことである。西 4 丁目とすすきのとを結
ぶ延伸区間において、その中央に位置する狸小路
周辺に電停を置くことは適正距離間隔の観点から
も妥当であるが、同時に繁華街である狸小路への
アクセスも考えられている。

　西 4 丁目の従来の電停は CR 方式のものであっ
たが、ループ化事業により、新たに南 1 条通に
CR 方式、駅前通に SR 方式の電停が設置される
こととなった。
　同一の名称を持つ電停が、CR 方式と SR 方式
の電停を持つことは特異であり、珍しい事例とも
言える。これは駅前通全体がイベントの際に歩行
者天国になり、延伸した西 4 丁目・すすきの間
の市電運行ができなくなった際に、南 1 条通上の
CR 方式の西 4 丁目停留所から折り返し運転が可
能になるよう想定されているためである 6。

図 6　札幌市電路線図 ( 一部抜粋、加筆 )

図 7　延伸区間と地下空間 ( 一部抜粋、加筆 )

4-2 札幌市電におけるサイドリザベーション方式の導入とその経緯
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札幌市電の歴史（表 1）

　札幌市電は 1909 年の札幌石材馬車鉄道 ( 株 )
による貨物営業を端緒として、1918 年に路面電
車の運行を開始した。その後 1927 年に札幌市が
路面電車運輸事業を譲り受け、市電としての営業
を開始する。
　1964 年には営業路線の総延長が 25.03km に
なり、総延長距離や乗車人員のピークを迎える（図
8）。しかし、1972 年札幌オリンピック開催準備
の影響もあり、1967 年に札幌市高速軌道等調査
専門委員会は、地下鉄の新設に合わせ市電の廃止

4-2 札幌市電におけるサイドリザベーション方式の導入とその経緯

表 1　札幌市電の略年表

図 8　札幌市電ピーク時の当時の様子（左）と路線図（右、赤線はループ化前の路線）( 札幌市提供資料を一部抜粋、加筆 )

年 月 主な出来事 その他札幌市の出来事
1909（明治 42） 札幌石材馬車鉄道（株）により貨物営業開始

1912（明治 45） 馬車鉄道による旅客輸送の開始

1918（大正 7） 8 会社名を「札幌電気軌道（株）」に変え、路面電車の運行が開始

1927（昭和 2） 12 札幌市が路面電車事業を譲り受け、市電としての営業開始（営業キロ
16.3km、車両数 63 両）

1964（昭和 39） 7 系統、営業キロ 25km、車両数 142 両、1 日の輸送人員 27 万 8 千
人となり、市電がピークを迎える

1967（昭和 42） 市専門委員会が地下鉄整備に合わせ、市電廃止を答申

1971（昭和 46） 以降、順次路線廃止

11 さっぽろ地下街開業
12 地下鉄南北線開業

1972（昭和 47） 2 札幌オリンピック
1974（昭和 49） 5 ループ化前の「逆コの字」型の路線 8.5km のみが残る
1976（昭和 51） 6 地下鉄東西線開業

1988（昭和 63） 市「路面電車活用方策調査検討会」にて市電の魅力・機能向上施策検
討（低床車両導入、既存路線ループ化、都心周辺部への延伸などが検
討される）

2001（平成 13） 利用者が減少し、市電全線の存廃が議論される
2005（平成 17） 市民の意向、まちづくりへの活用の可能性を踏まえて市電存続が決定

される
2010（平成 22） 3 札幌市路面電車活用方針で、「路面電車を延伸すべき」との札幌市の方

針をまとめる
2011（平成 23） 3 地下鉄さっぽろ駅と大通駅をつなぐ札幌

駅前地下歩行空間（チ・カ・ホ）開通

2012（平成 24） 3 札幌市路面電車活用計画で、ループ化事業の具体的な取り組み内容を
まとめる

2013（平成 25） 3 25 年ぶりの車両更新にあたり、A1200 系の利用開始

2015（平成 27） 12 西 4 丁目・すすきの間の約 400m の延伸営業開始（延伸に伴い、路線
の環状運転開始）

を答申した。これを受け、1971 年以降順次路線
が廃止され、1974 年の鉄北線全線廃止により、
山鼻地区を経由する「逆コの字」型の路線 8.5km
だけが残された。その後、市電の魅力・機能向上
を目指した施策が検討されるものの利用者は減少
し、2001 年には市電全体の存廃が議論されるよ
うになる。
　しかしながら、市民の意向やまちづくりへの活
用の可能性を踏まえ、2005 年に一転して存続方
針で固まり、2010 年には「札幌市路面電車活用

方針」、2012 年には「札幌市路面電車活用方針」
を策定し、路面電車を活用したまちづくりを本格
化させていく。その結果、2013 年には 25 年ぶ
りの車両更新にあたり初の低床車両 A1200 系を
導入し利用開始、2015 年には西 4 丁目・すすき

の間の延伸営業開始に伴い、環状運転が始まった。
また西 4 丁目からすすきのまでの延伸区間の軌道
敷には、日本で初めてとなる路側走行方式が導入
された。

第４章 国内のサイドリザベーション方式導入事例にみるトランジットモールへの射程
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軌道の位置と自動車交通（図 9） 中央分離帯の街路樹保存（図 10） 地下歩行空間との接続（図 11）

　駅前通に新たな軌道敷を敷設するにあたり、敷
設前片側 3 車線で 1 日あたり約 2 万台の自動車交
通量を支えていたところを、片側 2 車線でどのよ
うにして捌くかが問題となった 7。CR 方式では、
3 車線のうち、交通量の多い中央分離帯側の車線
を減らすことになる。それに対して、SR 方式で
は駐停車車両の多い歩道側の車線を減らすことに
なるため、全体交通量を調整する観点から、札幌
市は SR 方式の導入を進めた。

　駅前通の中央分離帯には、札幌市電の延伸以前
から街路樹が列植されていた。これらの樹木は市
民にとって重要な景観要素として認識されていた
とともに、樹木の根が深く張ってしまっていたこ
とから移植が困難であった 8 。
　CR 方式ではなく SR 方式を導入したことは、
既存の中央分離帯に街路樹のある街並みを守るこ
とにも繋がったと言える。

　駅前通の地下空間には、1971 年に大通駅から
すすきの駅にかけて「さっぽろ地下街」が開業し、
2011 年に地下鉄さっぽろ駅と大通駅を繋ぐ「札
幌駅前地下歩行空間」が開通した。これにより、
札幌駅からすすきの駅までが地下歩行空間で結ば
れることになった。
　札幌市電はこれらの地下空間の一体化が行われ
た後に、駅前通における延伸を行なっており、駅
前通に設置されている既存の地下歩行空間の出入
口と電停との位置関係も考慮されている 9 。その
結果、地下歩行空間の出入口から横断歩道を渡る
ことなく電停に向かうことができ、地下空間と電
停とのアクセス性からも SR 方式が適していたと
言える（図 12）。

図 10　中央分離帯における樹木の列植（札幌市） 図 11　札幌駅前地下歩行空間　断面図図 9　軌道の敷設による道路断面の変化（札幌市）
　　　（上図が軌道敷設前、下図が軌道敷敷設後）

図 12　地下空間出入口と西 4 丁目電停

第４章 国内のサイドリザベーション方式導入事例にみるトランジットモールへの射程 4-2 札幌市電におけるサイドリザベーション方式の導入とその経緯
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第４章

4-3 サイドリザベーション方式導入の検証と沿線地域との関係

SR 方式導入のメリット SR 方式導入のデメリット

国内のサイドリザベーション方式導入事例にみるトランジットモールへの射程

　SR 方式導入メリットの１つに、電停と歩道が
シームレスに繋がることが挙げられる（図 13）。
これは道路を横断せずに路面電車に乗ることが出
来るということは勿論、沿道の商業空間と路面電
車を結びつけたまちづくりにもつながる可能性が
ある。
　特に札幌では、冬には大雪が降ることも多く、
歩道と電停との往来時に横断歩道を渡って歩道か
ら電停、電停から歩道に向かう必要がないことは、
高齢者も含めた利用者の負担軽減にも繋がってい
る。また、札幌市電の延伸以前に整備されていた
地下空間との接続が重視されたことで、地下空間
から歩道に上がってきてすぐに路面電車に乗れる
という設計は、北国の気候的条件にも適している。

　歩道に隣接して軌道を敷く SR 方式には、CR
方式にはないデメリットも存在する。
　1 つ目は、SR 方式の導入に合わせて軌道空間
での駐停車が禁止されることにより、タクシーの
乗降や、荷捌きが行えなくなることである。
　2 つ目は、SR 方式の導入により路側に軌道が
敷設されるため、自転車の通行が困難になること
である。
　3 つ目は、SR 方式の中でも特に路側走行方式に
おいては、行き先の異なる同じ名称の電停が、車
道を跨いで歩道側に 2 つ分かれて設置されるため、
観光客等土地勘がなく利用に不慣れな人間には利
用しづらいことである。

図 13　SR 方式電停における歩道と路面電車 ( 札幌市 ) 図 15　札幌の SR 区間における自転車の走行位置 ( 赤丸 ) 図 16　別の通りに位置する西 4 丁目の各電停 ( 札幌市 )図 14　タクシー乗り場、荷捌きスペースの移動先（札幌市）

　以上、当研究室が指摘した SR 方式導入に伴う
３つのデメリットに関して、札幌市まちづくり政
策局にヒアリングを実施し、現況や市の対策や認
識について伺った。以下順に記載していく。
　まず、1 つ目のデメリットに関しては、ハイヤー
協会や商店街、他商業者との協議を重ね、図 14
のように駅前通の脇道である南 2 条通、南 3 条通
にタクシー乗り場や荷捌きの共用スペースを設け
ることで解決を図ったとのことである 10 。
　次に、SR 方式導入区間における自転車通行に
ついての 2 つ目のデメリットに関しては、歩道に
おける押し歩きを推奨しているが走行する際には、
軌道敷の外側にある軌道敷と車道の間の空間を利
用せざるを得ない状況である（図 15）。

　最後に、利用に不慣れな人間には利用しづらい
3 つ目のデメリットについては、西４丁目の電停
において特に顕著であり、図 16 で示すとおり、
内回りの電停と外回りの電停とが、交差点から別
の通りにそれぞれあるため、お互いの電停から他
方の電停を視認できず、すぐに確認できない。し
かしながら、SR 方式導入は軌道ループ化と同時
に行われたことで、環状運転ゆえに内回り、外
回りどちらの電車に乗っても目的地に辿り着くと
いう安心感が担保されていることもあるのか、札
幌市としてデメリットとしての認識は薄いようで
あった。

4-3 サイドリザベーション方式導入の検証と沿線地域との関係

外回り内回り
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歩道と軌道敷の境界明示手法 狸小路における電停とアーケードの接続

商業空間としての地下歩行空間

　SR 方式は歩道と軌道が隣接する特徴を持つこ
とから、歩行者と路面電車の物理的距離は CR 方
式よりも近くなる。しかし安全対策の面から、歩
道と軌道敷の境界を明示する必要があり、その手
法によって歩行者と路面電車との心理的な距離は
変化する。
　札幌市電の SR 方式区間における、歩道と軌道
敷の境界を明示するためには、図 17 に挙げた具
体的手法が複数あり、以下で個別にこれらの手法
を検証する。
　植栽マスやボラード、侵入防止柵は高さのある
境界明示手法であり、歩行空間と軌道空間の連続
性が失われることにより、歩行者の路面電車に対
する心理的な距離は広がる。これに対し、風防ガ
ラスは高さのある境界明示手法ではあるが、境界
部が透明なことで歩行空間と軌道空間の連続性は
失われず、歩行者の路面電車に対する心理的な距
離は広がらない。
　また、境界明示手法の中には、地中埋込型ライ
トやペイントといった高さのない手法も存在する。
これらの手法だと歩行空間と軌道空間の連続性が
失われることはなく、歩道と軌道敷の境界を最低
限明示している手法だと言える。これら高さのな
い境界明示手法こそ、歩行者と路面電車の関係に
おいて、トランジットモールを想起させるデザイ
ンと言えるのではないだろうか。

　今般の延伸に伴い、狸小路では新設された SR
方式の電停とアーケードが直接隣り合う位置関係
になった（図 18）。電停とアーケードが隣接する
ことで、天候に関係なく路面電車を降りてすぐに
アーケード内の商店の利用が可能になった。
　このように既存の商業地の周辺に電停を設ける
ことは、商業地の活性化に繋がる可能性を秘めて
いると言える。また CR 方式と比べ、SR 方式が
沿線に与える影響は大きいと考えられる。

　札幌市電では駅前通に SR 方式の軌道導入によ
り、利用者は電車降車後すぐ地下歩行空間へのア
クセスが可能になった。地下歩行空間は札幌駅か
らすすきの駅まで繋がっており、地下空間を利用
することで、複数の路線が乗り入れている大通駅
など地下鉄等への乗り換えが可能である。また地
下空間には、商店の並ぶ「さっぽろ地下街」や広
場があり、通り沿いのビルに地下で直接接続する

「札幌駅前地下歩行空間」もあって、空間全体が商
業空間としての機能を備えている（図 19)11。
　自動車が完全に排除されていること、商業空間
が広がっていること、路面電車と鉄道の結節点と
なっていることを踏まえると、地下歩行空間はモー

図 18　狸小路における電停とアーケード

図 17　SR 区間における歩道と軌道敷の境界の明示手法 図 19　駅前通とポールタウン ( イメージ )

第４章 国内のサイドリザベーション方式導入事例にみるトランジットモールへの射程 4-3 札幌市電におけるサイドリザベーション方式の導入とその経緯

ルとしての役割を果たしており、札幌市電と地下
歩行空間の関係性は、路面電車とモールの立体的
な繋がりであると言える。

植栽マス ボラード

侵⼊防⽌柵 ⾵防ガラス

ペイント 地中埋込型ライト
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第４章

4-4 結論

サイドリザベーション方式の射程 国内におけるトランジットモールの可能性

今後の課題

国内のサイドリザベーション方式導入事例にみるトランジットモールへの射程

　国内における SR 方式導入事例を見ると、鹿児
島・熊本では九州新幹線の開通に合わせて、札幌
では市電延伸に合わせて SR 方式が導入されてい
た。今後国内において SR 方式を導入するには、
周辺地域の再開発や街路改修等の一定規模の事業
を伴う必要であるとも言い換えられる。
　SR 方式の導入には、自動車の駐停車が制約さ
れるなど、デメリットも存在する。札幌市電の事
例のように、タクシーの乗降場所や荷捌きスペー
スの確保が問題となることや、バス停留所と路面
電車電停の併用は困難になるなど、既存の国内交
通制度に照らし合わせると、SR 方式を採用する
のは容易ではない。
　しかしながら SR 方式の導入は、歩道と軌道敷
が隣接することで路面電車と沿線の商業地との
結びつきをより強くする可能性がある。これは、
LRT が都心商業地の活性化に繋がる装置となる可
能性を示唆し、高齢化社会を迎える今後の国内に
おいて、沿線住民と都心商業地とをより近づける
交通手段になりうる。

　本章では、路側走行方式を導入している札幌市
を中心に取り上げたが、片側集約方式を導入して
いる鹿児島市や熊本市における軌道が都市にどの
ような役割を果たしているのか。また、欧米諸国
における SR 方式の軌道と沿線の関係性はどのよ
うになっているのか。こうした他都市の事例につ
いて、継続的に研究を続けていく必要性を痛感し
た。

　国内において欧米諸国のようなトランジット
モールが成立している事例は乏しく、そこには都
市政策、都市計画上の制約が存在する 12。例えば、
駐車場法により、一定以上の規模のビルを作る際
に、駐車場を附置する義務がある。
　他方で、国内でトランジットモールを設けるた
めには、その通りに車の出入りがない状態を作る
必要がある。そのためには、各ビルの駐車場出入
口をトランジットモール区間に面しない側に設置

図 20　駅前通を走行する札幌市電

させるか、もしくは駐車場の附置義務を免じるよ
うな法的措置を伴う都市計画上の政策とセットに
する必要がある。
　本章で取り上げた札幌市の事例を見ると、駅前
通の延伸区間には駐車場の出入口や商業施設の商
品等搬入口が以前から存在せず、SR 方式を導入
する上で好都合となった。それだけではなく 13、
駅前通における SR 方式の導入は、歩道と軌道敷
との関係、他の自動車との関係において、欧米諸

国のトランジットモールに近い状況を生み出して
いるのではないだろうか。
　国内の現状を鑑みると、いきなり自動車を完全
に排除することは難しく、トランジットモールを
実現するためには、まず SR 方式における歩道と
軌道敷との関係性に着目するなど、日本独自の在
り様を模索していくことが求められている。その
点で、札幌市電の事例は、今後の国内トランジッ
トモール導入を具体的に想定していくうえでの、
先進的事例であるとも捉えられる。

4-4 結論
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