
　本報告書の調査手法と調査対象地とその選定理由、調査対象地ごとの調査内容
とどこから得られた知見の概要について本章でまとめ、平成 29(2017) 年度都市
交通新潮流共同調査研究の調査態様を詳らかにする。
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本年度調査概要

国内調査対象地実施概要

　平成 29(2017) 年度都市交通新潮流共同調査は、
27 年度同調査と同様、実地見学および現地ヒアリ
ングに基づく。ただし、27 年度は設計担当者や交
通事業者へのインタビューが主だったのに対し、
29 年度は軌道導入後の都市環境変化を探る為、都
市整備や交通政策を管掌する地方自治体担当者な
ど、政策実務担当者へのインタビューを重視した。
　現地調査を実施した対象地は下表 2-1-1 のとお
りである。国内調査対象地選定にあたって、1 章
にて詳述した研究指針に沿って、実際に軌道周辺
環境が変化した都市、または軌道整備に際し独自
の取り組みを実施した都市を抽出した。　
　まず 2017 年 5 月に完成した大塚駅南口駅前広
場 1 端部を通過する都電荒川線の歩道と軌道敷の
境界意匠見学を、研修の意味も兼ね先行実施した。
　東京から遠距離の都市は、軌道を通じた都心部
整備の意識が強い札幌市、富山市を選んだ。

　国内調査対象地ごとの調査内容および得られた
知見の概要について、下の表 2-1-1 調査対象地お
よび調査項目一覧表でまとめた実施日順に、以下
の (1) ～ (5) で示す。

(1) 東京都 ( 都電荒川線 )
　見学ポイントとして、ⅰ軌道と植栽の関係性、 
ⅱ植栽による軌道と歩道の境界明示手法、ⅲ王子
駅前・飛鳥山間の軌道敷内自動車走行可能区間の
意匠、ⅳセンターリザベーション (CR) 方式採用
区間の軌道と車道の境界意匠、この四点を主要調
査項目に設定した。その他、運行の定時性やバリ
アフリー対策など利用者側の目線からの「気づき」
も重視し、利用者が多い時間帯の狭軌対応車両内
での乗客の出入りなどに課題が残るとの共通認識
を得た。

　次に、道路上の軌道施設配置で、軌道敷が道路
中央でなく、歩道側に軌道敷が直接接する SR 方
式を市電の一部区間に採用した経験をもつ熊本市、
鹿児島市を選定した。この二都市は一部区間で芝
生軌道を実施しているのに加え、特に鹿児島市は
中心市街地緑化計画の中に芝生軌道を位置づけて
いることも、選定理由として挙げられる。
　また、海外調査選択理由は 1 章で述べたとおり
であるが、米国の事例の中でも、市街地中心部に
近年軌道を新設し、かつ、設置後一定の年数が経
過し、軌道定着後の周辺環境や建築の変化確認が
可能な都市を抽出した。当該条件を満たすポート
ランド市とシアトル市は、都市と郊外を結ぶ中距
離大量輸送を担う LRT の他に、市街地主要部の連
絡と地域再開発をセットにした短距離小規模輸送
のストリートカーの整備をおこなっている点で調
査対象地に適した条件を備えていた。

(2) 札幌市
　札幌市都心まちづくり政策局を訪ね、市電沿線
地域の都市整備に関する事項を中心に、ヒアリン
グを実施した。
　市からの働きかけを契機に、地域主導の活動を

実施日 対象地 手法 調査先 主要調査項目

1 2017/6/13 東京都 ( 都電荒川線 ) 実地見学 － 軌道敷と歩道および軌道敷と車道の境界意匠

2 2017/11/10-11/13 札幌市 ヒアリング、実地見学 札幌市都心まちづくり政策局 軌道周辺の都市整備、景観政策

3 2018/1/9-1/12 富山市 ヒアリング、実地見学 富山市都市政策課、同市中心市街地活性化推進課 コンパクトシティ政策を背景にした公共交通誘導政策

4 2018/1/14-1/15 熊本市 ヒアリング、実地見学 熊本市交通政策課 市電の一部区間 SR 方式および芝生軌道導入に伴う周辺整備

5 2018/1/15-1/17 鹿児島市 ヒアリング、実地見学 鹿児島市交通政策課、同市公園緑化課 市電芝生軌道維持管理の課題、その他軌道施設の美観政策

6 2018/2/20-2/23 ポートランド市 ヒアリング、実地見学 Portland Streetcar Inc. 軌道周辺建築および広場に関する景観政策

7 2018/2/23-2/27 シアトル市 ヒアリング、実地見学 Seattle Department of Transportation 軌道施設意匠方針、軌道周辺建築の景観政策

1：豊島区ＨＰ . https://www.city.toshima.lg.jp/010/kuse/034432/shashin/2017/1705101704.html 最終アクセス (2018. 10. 1)

表 2-1-1：調査対象地および調査項目一覧表

図 2-1-1：都電荒川線見学の様子
( 大塚駅南口駅前広場附近、東京都豊島区 )
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推進する景観まちづくり指針を札幌市は示してお
り、対象地域である市電沿線の西 15 丁目地区と
ロープウェイ地区に注目した。同指針の中でも、
建築基準等を地域独自に定めるといった取り組み
を基に、併用軌道区間の道路を中心に景観誘導を
図る手法に多くの示唆を得た。
　また、歩行者優先の環境形成にあたって、街路
に面した駐車場出入口の介在による、街並みや歩
道の分断といった課題に対する解決案について質
問した。それに対し、条例改正等の手段により容
積率を緩和し、最終的に駐車場出入口数の減少、
集約化を目指す市の指針について説明を受けた。
　その他実地見学を通し、札幌市では市電周辺環
境の積極整備策が進行しており、歩行者主体の環
境実現に向けて都市計画上の整備検討が目下の課
題であるとの認識を得た。

(3) 富山市
　富山市の都市整備担当部局を訪ね、コンパクト
シティ政策と軌道を交えた公共交通活性化の二項
目を主眼に、ヒアリングを実施した。
　買い物等に利便性の高い公共交通を利用して、
まちなかでも不自由なく暮らせる都市を目指す市
の指針について確認した。現状の自動車中心社会
の問題点として、商業施設が自動車使用を前提と
したアクセス性、集客性を確保できる郊外への移
転現象が挙げられた。市内の現状では自動車がな
いと生活できない傾向が強まっているが、LRT や
バス等自動車の他の移動手段が選択できることを
まず市民に知ってもらいたいという市実務担当者

た、SR 方式導入後、市電への乗降利便性は向上し
たものの、自動車用と電車用の信号の分離もあり、
速達性に課題が生じていることや、熊本駅前電停
の電車待機者の列が駅前広場を圧迫していること
など、二次的な課題の指摘もあった。
　また、芝生軌道導入に関する質問もおこなった。
基本的に芝生軌道は、市を象徴する熊本城附近を
中心に導入し、象徴を際立たせることに特化した
との方針を確認した。その反面、メンテナンス費
用高騰とその効果を鑑みると、現状では更なる芝

の見解が示された。
　また、都市中心部の駐車場設置に関しては、商
業施設事業者の視点からの集客面での不安を考慮
すると、TOYAMA キラリのような駐車場を附設し
ない整備を民間商業施設に期待するのは厳しいと
の現状認識も示され、地方都市の軌道敷設に際し
て大きな課題となることを再認識した。
　ヒアリング全体を概括すると、自動車中心社会
の現状を踏まえたうえで、如何に公共交通システ
ムを利用してもらうか市全体スケールでの検討を
おこなっていく意味で、今は転換期を迎えている
との指摘が強く印象に残った。
　その他、都市中心部軌道周辺の視察に重きを置
いた過年度調査とは視点を変え、公共交通で既成
市街地と結ばれた郊外居住推進地域の現状を視察
した。都心と富山ライトレールで結ばれた岩瀬地
域に対し、主としてバス路線で結ばれた大沢野、
八尾、婦中地域は、地域性や交通整備経緯の点で
単純な比較はできないものの、都心と郊外を結ぶ
公共交通がバスではなく軌道であることは、利用
者の心理的効果の面で相当に差異が生じうるとの
示唆を得た。

(4) 熊本市
　熊本市交通政策課を訪ね、市電一部区間におけ
るＳＲ方式導入前後の課題についてインタビュー
をおこなった。歩道に接するＳＲ方式導入の課題
と認識される駐車場出入口やバスの乗降に関して
は、当該街路裏通り整備や電停横へのバス停移転
などをおこない解決を図ったとの回答を得た。ま

生軌道の導入は難しいとの認識も示された。また、
秋季には芝生に銀杏の葉が積もり、葉の油分によ
り電車が滑りやすくなる等、運用上の新たな課題
があるとの指摘もあった。

図 2-1-2：現地調査の様子 (Lake Union Park Station, South Lake Union Line, Seattle)
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海外調査対象地実施概要

(5) 鹿児島市
　主として市電の芝生軌道化と SR 方式導入に論
点を絞り、鹿児島市の各実務担当者へのインタ
ビューを実施した。
　併用軌道全区間で導入されている芝生軌道は、
市内の緑化計画の一部に位置づけられ、公園緑化
課で一括して維持管理に関する予算を組んでいる。
これにより、運賃収入だけでは捻出の難しいメン
テナンスについて、芝刈り電車を導入するなど包
括的かつ効率的な整備の実施が可能であることを
確認できた。芝生軌道導入後の課題としては、火
山灰が芝生軌道に積もることで軌道敷が隆起し、
車両底との距離が狭くなるとの、地勢条件による
二次課題の指摘があった。
　また、SR 方式の導入は鹿児島中央駅前の一部
区間に限られているが、九州新幹線開通に伴う駅
前の再整備に伴う乗降利便性向上目的に主眼があ
ると確認できた。その一方で、複雑な信号整備へ
の苦慮等、熊本市と共通した課題を抱えているこ
とも把握した。その他、センターポールによる架
線処理や、電停等へのフラワーポッドの設置、軌
道敷のライトアップ等の施策を組み合わせ、軌道
空間魅力向上施策の詳細についての説明を受けた。

(7) シアトル市
　ポートランドに次ぎ、2007 年に都心部に SC を
導入し、路線延伸を計画する運営主体の SDOT ( シ
アトル市運輸局 ) を訪ね、ヒアリングを実施した。
　 現 状 SC 二 路 線 の う ち の 一 つ で あ る South 
Union Lake Line は、沿線への Amazon 社本社オ
フィス機能移転もあり、信用性の高い交通手段が
必要とされている背景を知るとともに、現地視察
を通して、ポートランド市とは異なり民間主導で
軌道周辺建築や街路が歩行者や自転車利用者に親
近感のある意匠に変化していることが確認できた。
　SC 電停設計方針について質問したところ、連

　海外の対象地ごとの調査内容および得られた知
見の概要について、表 2-1-1 の一覧でまとめた訪
問順に以下の (6) (7) で示す。

(6) ポートランド市
　ポートランドストリートカー ( 以下、SC と
記す ) の運営管理を担うポートランド SC 公社 ( 
Portland Streetcar Inc. ) とコンタクトをとり、軌
道周辺の建築、広場整備やデザイン方針といった
論点を中心にインタビューを実施した。
　SC 沿線の街路デザインについて、　沿線建築の
一階部分は小売店設置義務があり、ファサード等
建築意匠にも当局のチェックがあり、ガラス張り
が推奨されるなど、市の景観施策に関する指針に
ついて説明を受けた。
　また、SC がポートランド州立大学 ( 以下、PSU
と記す ) キャンパス内を貫通して走行する、海外
軌道事例の中でも特殊な区間の成立経緯について
質問した。大学敷地は PSU、軌道はポートランド
市が所有しており、どちらも公共団体の所有であっ
たがゆえ、実現したとの背景があった。その他、
SC 電停意匠に関する質疑応答を通して、いわゆ
る鉄道駅のようなプラットフォーム型とは異なり、
気軽に乗れて周囲の景観に馴染むようなデザイン
への志向が存することの気づきを得た。
　以上インタビューを通し、SC 周辺環境は市の
厳格な美観基準の下で設計誘導されていることや、
市民の利用を喚起するデザインを軌道施設に施す
ことによって、SC 施設、周辺環境と歩行者との
間の関係がより親密になっているとの実感を得た。

邦法 (Americans with Disabilities Act) の厳しい
バリアフリー基準を満たすことが最優先、次いで
天候に関するシェルター機能を満たすことが優先
であり、美粧面は複雑になりすぎない点を重視し
ているとのことであった。現地視察の経験を踏ま
えると、バリアフリーを満たすための高い基準や、
シンプルに徹した美粧面への意識が、統一感のあ
る洗練された電停に結実したのではないかとの印
象を抱いた。

図 2-1-3：SDOT ヒアリング調査の様子（Seattle City Hall）


