
　本章では、ポートランド市での調査体験を基にした軌道乗車実感を序論に代わ
る導入とする。そこでの気づきをヒントに、平成 27 年度調査研究報告書におけ
る「親近性」論の意義を再考察する。また、平成 29 年度調査が「親近性」論の
延長線上にあることを確認しながら、29 年度独自の射程を示す。さらに、歩行
者に寄り添う存在である新設軌道が「触媒」となることで、周辺の都市環境がい
かに変化するかを主眼に置く 29 年度調査の指針を打ち出す。当該指針に沿って、
２章以降の各章概要をレビューする。
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MAX Red Line に体現される変幻自在な軌道

　平成 29(2017) 年度都市交通新潮流共同調査研究
の一環で米国オレゴン州のポートランド国際空港
に到着したのは、2018 年 2 月のことである。米国
北西部を襲った寒波に見舞われ、雪の降りしきる
なか、調査メンバーとともに気持ち肩をすくめな
がら、防寒着でいっぱいにした重めの手荷物をピッ
クアップした。空港のエスカレーターをくだると、
2001 年 に 開 業 し た MAX Red Line の Portland 
International Airport 電停のプラットフォームがす
ぐそこに見える ( 図 1-1-1)。手前の自動販売機で
5 ドルの一日券を購入さえすれば、改札を通らず
ホームの高さと床面が一致した低床車両 (LRV) に

　最寄駅を降りた後も、Red Line の軌道は続き、
中心市街地に入ると、バスターミナルに隣接した
電停に停まりながら、Portland Transit Mall と呼
ばれるダウンタウン地区に車両は入り込む。完全
に一般車両進入禁止になっている区間では、周囲
の交通に脅かされることなく、歩行者が板石舗装
で整った軌道敷を堂々と渡っていく様子が見られ
る ( 図 1-1-6)。
　そして、市中心商業地区内の電停では、天井を
高くとった 1 階部分全面ガラス張りの建築が相対
し、幅員が広くない街路でも、一定の広がりを感
じさせるようになっている ( 図 1-1-7）。
　注意しないといけないのは、ここで空港からの
便利なアクセスの話をしたいわけではないことだ。
フリーウェイ、郊外の公園、バスターミナル、商
業地区、これら都市の雑多な要素のすぐそばを同
じ軌道の車両が通っていることが肝要である。と
きにフリーウェイの一般車よりも速く走り、と思

スムーズに乗り込める ( 図 1-1-2)。
　発車してすぐ、車両は加速しフリーウェイに隣
接した専用軌道を走行する(図1-1-3) 。フリーウェ
イの自動車と並走する車両は力強く映る。
   やがて、郊外に入った車両は公園傍の電停に停
まる ( 図 1-1-4)。春になれば、この公園の今は枯
れている木に葉がつき花も咲き、散歩に来る人た
ちの姿も見かけるのだろう。そんなことをふと考
えているうちに、今日宿泊する郊外のゲストハウ
ス最寄りの駅に到着した ( 図 1-1-5)。郊外の商業
地区であるこの駅周辺の軌道は一般車両進入禁止
になっている。　

えば車両進入禁止区間では通行する人に留意しな
がらのっそりと進む。この変幻自在な軌道は、周
辺環境をどう変化させ、ひいては都市にどのよう
な影響を与えたのか。疑問を解くため訪れた調査
隊を、ポートランド市は MAX Red Line という仕
掛けで迎え入れた。

図 1-1-1：空港から電停プラットフォームへの通路
(Portland International Airport Station)

図 1-1-2：Max Red Line 車内の様子 図 1-1-4：Holladay Park に隣接する電停
(Lloyd Center NE 11th Ave Station)

図 1-1-3：Max Red Line 車内から並行するフリーウェイ
(I-205 "War Veterans Memorial Freeway”）

図 1-1-5：一般車両進入禁止の郊外電停
(NE 7th Avenue Station)

図 1-1-6：一般車両進入禁止のダウンタウン地区電停
(Yamhill District Station)

図 1-1-7：Max 電停から臨む店舗のショーウインド
(Mall SW 4th Ave Station)
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「親近性」論応用―軌道導入による都市環境改善

　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、広島市など軌道が存在す
る国内都市の視察、ヒアリング 1 をおこなった。
　富山市やフランスでの 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」 3 という観点を重視した。つまり、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

（図 1-2-1,1-2-2）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

　平成 29 年度調査は、前述の 27 年度と同じ視座
に立脚する。27 年度調査では、LRT が人間に身近
な「親近性」を備えた交通システムと発見し、そ
の確証を得るに至った。それに対し、29 年度調査
は「親近性」を備えた LRT の導入によって、具体
的に都市環境がどのように変化したか、または今
後どう変化しうるのか。そうした軌道周辺環境の
変化現象に注視する点で、27 年度調査とは着地点
の射程が異なる。
　むろん、戦前設立の軌道を起源にもちつつも、
時代に沿って低床車両の導入や電停のバリアフ
リー化等の努力で LRT 化を図る国内都市事例は複
数ある。しかし、国内において、近年軌道を新設
した事例は富山市と札幌市電の一部区間等極めて

てきた道路空間とは異なる、オルタナティブの道
路空間の使用方途として、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 “ よりよ
くデザインされたものに関しては都市の象徴 ” と
認識される可能性についても言及した。
　これらの考察の結果、旧来の劣悪と言わざる
をえない交通環境が招く人間性の阻害に対して、
LRT の導入、あるいは、在来軌道の LRT 化は、道
路空間を再び歩行者の手元に引き寄せていく上で、
もっとも確度の高い手法であるとの結論を得た。

少ない。
　そこで、日本同様、自動車最優先で街路や周辺
環境が設計されてきた背景を持ちながら、近年軌
道を新設し歩行者中心の思想をもって新たな意匠
の街路が形成されているポートランド、シアトル
等米国の先進都市事例を新たな調査対象とした。
国内事例の再精査に加え、車椅子利用者、高齢者、
英語の不得手な外国人など様々な位相の歩行者が
不自由なく利用できる米国都市の軌道施設と周辺
環境（図 1-2-3）を調査することで、新設軌道導
入による国内都市環境改善への手がかりを得る。
これが 29 年度調査の特徴であり、最終的な射程
である。

1：齋藤潮研究室「都市景観創造にかかる国内のＬＲＴの可能性」(2016) pp.7-8
2：本報告書において、LRT とは、設立時期の新旧を問わず、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ことを指向する、中規模人員輸送軌道交通システム全般のことを指す。
3：脚注 1 と同様  p.10

図 1-2-1：軌道上の横断歩道を往来する人々
( 万葉線高岡軌道線車内より撮影：27 年度調査 )

図 1-2-2：横断歩道を通る人を待つ電車
( 広島電鉄 8 号線車内より撮影：27 年度調査 )

図 1-2-3：ポートランドストリートカーの一般車両進入禁止 ( トランジットモール）区間を歩く人々
(OHSU Plaza Station ,Streetcar NS Line)
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各章構成と概要

　前節で触れたとおり、29 年度調査は都市中心部
に軌道を導入することにより、周辺環境がどのよ
うに変化するかを探ることにあった。実際に海外
事例の視察と事業者へのインタビューを実施した
結果印象に残ったのは、バリアフリーの厳しい基
準認識や軌道周辺街路への美観意識であった。　　
　軌道 / 路面電車は 19 世紀に起源をもつ交通で
あるが、近年新設される軌道はただ人を運ぶだけ
でなく、軌道の走る街路は他交通との調整がおこ
なわれる。例えば、従来タクシー乗降場、荷捌き
スペース、駐車場の入口として使用された空間が、
近隣の別道路、もしくは、特定のスペースに移転
し集約化が図られる。これにより、歩行者は軌道
街路の歩道を、自動車からの干渉を比較的受け難
い状況で、安心して軌道を利用することができる。

　本報告書は全 6 章で構成する。2 章において米
国および国内でおこなった現地調査およびヒアリ
ングの手法と、そこから得られた概要を整理する。
　以降の章については、軌道があることにより影
響を与える対象を、①歩行空間 , 広場、②建築、　
③都市緑地、④コンパクトシティ政策下の都市イ
メージ、以上四要素に分け、軌道敷設後、それぞ
れの要素にはどのような変化が現れたか、また今
後どのような変化を生む可能性がありうるかを考
察する。
　まず、3 章では軌道周辺の歩行空間を考察対象
とする。海外事例では、軌道施設と広場が物理的
に隣接するだけでなく、電停が広場の一要素とし
て存在する事例もある ( 図 1-3-1) 。これにより、
LRTと人間の活動が相互作用する空間が創出される。
　しかし、現状国内で、海外事例のような自家用
車進入を完全に禁止したトランジットモールの実
現は困難である。とはいえ、電停等軌道施設と周
辺オープンスペースの間のデザインが乖離すると、
歩行者に寄り添った意匠とは言いがたい。そうし
た状況下で、軌道施設と沿線空間が絡み合う設計
事例として興味深いのが、道路上で歩道に隣接し
て軌道が敷設されるサイドリザベーション (SR)
方式である。
　3 章では、国内において SR 方式の電停と広場
が隣接する区間のある熊本市電を主な対象とし、
オープンスペースと電停、また駅前広場と電停の
関係について論じる。それにポートランド、シア

　また、軌道が広場を通過し、広場の中に電停が
できると ( 図 1-3-1)、利用者は、広場で休憩する
人に混じり広場のベンチを使いながら電車が来る
のを待つことができる。また、広場をたまたま通
りがかった人は、電車や人が行き交うところを眺
めることもでき、電停の存在を意識した植栽が施
され、ベンチが増える等、広場の変化も生み出す。
　軌道の設置により、周辺の交通政策、広場の意
匠等が、より歩行者にとって利用しやすいものに
変化する。こうした変化を促す「触媒」として、
すなわち周辺環境の変化を促す存在として、軌道
が介在しているのではないか。これが本報告書を
貫く指針であり、この視点に沿って以降の章で論
じていく。

トル等海外事例も交え、国内において軌道施設と
オープンスペースの間の相互影響について検証する。
　次に 4 章では、軌道に隣接する建築空間の変化
について論じる。LRT は都市内の様々な施設を繋
げ、歩行者中心の街路空間を実現する有効な方策
になりうる。それは単に人の流動性を生むだけで
なく、周辺建築の整備を行うことにより、より魅
力的な街路の創出につながる。低騒音で、排気ガ
スが出ず、隣接空間に車体がはみ出す危険性が極
めて低い。こうした LRT の特徴に応じて、軌道に
隣接する周辺建築および付帯設備は、人に近いデ
ザインが可能になる。LRT に対応した建築整備は、
歩行者を引き寄せ、街の活気を生み出す活性剤と
して機能する。そこでポートランド、シアトルの
海外事例を参考に、軌道と建築デザインの理想状
態を以下の三つの関係性の中で捉える。一つ目が、
透過性の高いファサードデザインにより、LRT と
建築が相互に見える関係。二つ目に、建築のあふ
れだしなど、軌道に隣接する空間に滞留スペース
が設置される関係。三つ目に建築空間に軌道が直
接乗り入れる、すなわち建築が LRT を内包する関
係がある。これら三つの関係とその意味について
4 章各節で詳しく考察する。
　軌道が隣接することで、街路上の歩行者は他の
交通主体に脅かされずに行動でき、街路に新たな
空間を生み出すことが可能になる。さらに、施設
内の敷地や建築に LRT が直接乗り入れるポートラ
ンドでの事例を敷衍すると、LRT と公共施設が一図 1-3-1：広場内にあるシアトルストリートカー電停 (Westlake & Olive  Station, South Lake Union Line)
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体的に整備される未来の展望も開けてくる。
　5 章では、芝生軌道を主題にして、軌道と都市
緑化の関係について考察する。一般に緑化という
言葉はポジティブな印象で捉えられがちであるが、
ただ芝生軌道を導入すれば良好な影響をもたらす
わけではない。慎重な検討をおこない導入された
芝生軌道は、都市における貴重な緑地としての機
能を発揮しながら、魅力的な街路空間を生み出す。
鹿児島市、熊本市の現地視察およびヒアリングを
中心に、芝生軌道が都市緑地にいかなる変化をも
たらしたか具体的に検討する。
　検討の結果、軌道周辺緑地との連続性を踏まえ
た観点の重要性が浮上した。都市の緑地を構成す
る一部として捉えれば、芝生軌道は公園の延長線

　公共交通の中でも LRT は、他者にイメージを与
える力、すなわち象徴性を強く備えている。富山
市では、まちづくりや都市性を象徴するイメージ
が LRT の中に体現されている。先進性、歩行者優
位性などのイメージに加え、「歩いて暮らせる」範
囲で構成されたコンパクトシティといった都市政
策の象徴として LRT が存在する。これにより、行
政が描いた上位計画を、住民らは同スケール、同
一平面上で知覚、認識することができる。また、
軌道を有する道路空間は都市軸として「強調」され、
該当道路網の中でも特権性を有したものとなる。

上に位置づけられ、軌道周辺の緑地同士をつなぐ
緑地帯の役割を担う ( 図 1-3-2) 。　
　また、芝生軌道とセンターポールの列柱が組み
合わさることで、都市における街路軸が強調され
るとの指摘も、5 章において見逃せない重要論点
である。　　　　
　最後に 6 章では、視察先の一つである富山市を
具体事例として、軌道に備わった触媒としての役
割と上位の都市計画との関わりとを検証すること
で、今後の「都市の装置」としての LRT 像を検討
する。

　2015 年に新規開業した富山都心線を含む市内
環状線 ( セントラム ) は、市都心域の中心軸を物
理的に体現している。環状線沿線である富山駅南
口駅前広場や大手モール附近の軌道施設や周辺空
間の意匠は、この中心軸を格調高く演出している
( 図 1-3-3)。富山駅北口から郊外の岩瀬地区に延
びる、2006 年に開業した富山ライトレール富山港
線 ( ポートラム ) も、富山駅北口周辺地区では再
開発の進む建築物とともに水平方向の軸線が強調
される一方で、郊外の居住推進地区では住宅と軌
道の近接性を活かした今後さらなる政策が求めら
れることを筆者は示唆する。図 1-3-2：芝生軌道が街路樹や周辺住宅地の緑地と連続している様子 (St. Charles Avenue, New Orleans)

図 1-3-3：富山城からの中心軸を強調する大手モール上のセントラム ( 国際会議場前停留所、市内軌道線 3 系統 ( 環状線 ))


