
　本章では、今年度視察した海外事例（ポートランド、シアトル）を参考に軌道
周辺の建築デザインを考察する。LRT の特徴として、低騒音かつ排気ガスが出
ないこと、また LRT は軌道上を走行し、隣接する空間を侵犯することがないこ
とが挙げられる。これらの特徴に応じて、周辺の建築と付帯設備は「人に優しい」
デザインが可能になる。LRT に合わせた建築の整備は、歩行者を引き寄せ、ま
ちの活気を生み出す活性剤として機能するのではないだろうか。とりわけ軌道と
周辺の建築の関係性を以下の 3 つにわけて検証していく。つまり、①透過性の
高い建築デザインにより、建築内部から LRT が見え、LRT 周辺設備から建築内
部が見える状態にあること、②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こと、③建築空間が LRT の軌道を内包することの 3 つ
である。

第 4 章 軌道と建築デザインの３つの関係性
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第 4 章 1 ポートランドにおける軌道周辺の規定

1 ポートランドにおける軌道周辺の規定
規定における軌道と建築等の関係性
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軌道と建築デザインの３つの関係性

　本章では、LRT の特性により、軌道周辺の建築
などに優れたデザインの可能性をもたらし、歩行
者や周辺施設の利用者にとって、より快適かつ賑
わいに満ちた空間へと街路を変容させる契機を与
えるのではないかという観点から論を進める。
　29 年度、訪問調査を行ったポートランド（図
4-1-1）には、中心市街地を走るストリートカー

（以下「SC」と呼ぶ )、郊外と中心市街地を結ぶ
MAX という 2 種類の LRT がある。なかでも、SC
についての計画目標を定めた Portland Streetcar 
System Concept Plan（ 以 下、「PSSCP」） に は

「SC はすでに多くの近隣地区の開発に関わってお
り、沿線の新たな開発を体系づける触媒の役割を
果たすことができる。」「沿線の歩行者の活動が増
加することで、ストリートカーは沿線の小売業や
商売の高い視認性をもたらす。」と記述されてい
る。1 また、SC が走る中心市街地であるパール地

区の地区計画では、「SC 沿線に地上駐車場の禁止
や一階部分を積極的な利用を要求するために、ポ
リシーやコードを設定する必要がある。」としてい
る。3 このように SC の軌道が敷設された街路に積
極的に規定を定め、LRT は周辺の建築などの街路
構成要素に少なからず影響を与えていることがわ
かる。図 4-1-2 はポートランドの街路や建物の断
面イメージである。沿線では住居やオフィスの混
合利用に加え、一階部分は積極的な利用が推奨さ
れており、沿線の活用が重要なテーマであること
は明らかである。
　以上のように、LRT は、軌道周辺の施設や土
地利用のあり方を変化させる重要な装置といえ、
LRT の敷設に合わせて、周辺のデザインの検討が
必要である。本章では、軌道と建築デザインの３
つの関係性を示し、軌道周辺整備の更なる発展の
可能性について論じる。

Single Familly Residential Neighboorhood Mixed Use Residental with
Ground Floor Active Uses Green Streetcar Street

Mixed Use Residental
with Employment and

Ground Floor Active Uses
Residential Local Green Street Single Familly Residential Neighboorhood

1：CITY OF PORTLAND BUREAU OF TRANSPORTATION 「Portland Streetcar System Concept Plan」(2009) p.19
2：脚注 1 と同様 p.20
3：PORTLAND DEVELOPMENT COMMISSION.「Pearl District Development Plan」(2001) p.13
4：ZGF Architects LLP HP. https://www.zgf.com/wp-content/uploads/2017/11/7f3fcc6a-ac8f-4bd1-88d5-58ae4a415d58.jpg 最終アクセス (2018. 9. 29)

図 4-1-2：軌道と周辺の建築のイメージが図化されている Green streetcar corridor vision2

図 4-1-1：オフィスや居住地が密集した NW 11th Ave を走るストリートカー (Portland)4



2 透過性のある建築がもたらす相互効果

2 透過性のある建築がもたらす相互効果
建築の内外が視認できることの効用
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第 4 章 軌道と建築デザインの３つの関係性

　街路景観を構成する要素として、建物のデザイ
ンは街路の性格を左右する最も大きな比重を占め
ている。本節では、建築内部から都市空間を走る
LRT が視認できること、電停などの LRT 周辺設備
から建築内部の活動が視認できることがどのよう
な意味を持つかということについて考察を行う。
　ポートランドでは、「沿線の一階部分は小売店を
設けるように規定されており、デザイン案を出す
ときにチェックがある。ガラス張りのデザインだ
と活気が見えやすいので好まれる傾向にある。」5

というように、ポートランドの LRT 沿線では、透
過性の高いガラス張りのデザインが多く見られた
( 図 4-2-1)。 建築内外の視認性を最大限に活かす
のはファサードに透過性の高いガラスが採用され
たデザインであり、それは都市にどのような効果
をもたらすだろうか。
　建築内部から LRT が見えることの意義について
考える。電停の近くの建築では、建築内にいながら、
LRT の往来を待つことが可能になる。更に、地場
企業の広告などを載せた LRT の車両が視認できる
ことは、建築内部の人へ地域情報や活気を伝達す
ることにも一役買うだろう（図 4-2-2）。
　次に電停など LRT 周辺設備や利用者の動線から
建築の表層や内部が見えることの意義について考
察する。電停などから建築内部の活動が見えるこ
とは、市街地の賑わいを LRT の利用者に伝達する
ことに繋がる。それによって、地域に対するイメー
ジや訪問意欲を向上させ、 LRT の利用客に近隣店

舗の利用を促す可能性を秘めている（図 4-2-4）。
　以上のように、i）建築内部から LRT が見える
こと、ii）LRT 周辺設備や利用者の動線近辺から
建築内部が見えること、このふたつの視線自体は
相互に作用しあうわけではないが、建築と LRT 周
辺設備の一方からもう一方が見えることが互いに
意味を持つという点において重要になっている。
このように、LRT と周辺の建築デザインは一体と
なって、都市に更なる賑わいを生み出す触媒とし
て機能すると言えるだろう。

5：Portland Streercar Inc. Dan Bower 氏へのヒアリング (2018. 2. 24 実施 ) より執筆

図 4-2-2：軌道を走る SC が内部から視認できる NW 11th Ave にあるコーヒー店 (Portland)

図 4-2-1：LRT 内部から軌道周辺への眺め (Portland) 図 4-2-3：店内が視認でき、屋外にも座席が溢れだした
LOVEJOY BAKERS (Portland)

図 4-2-4：軌道沿いにあり、内部が視認できる飲食店 (Seattle)



3 軌道に隣接する空間のデザイン

3 軌道に隣接する空間のデザイン
軌道の特性と隣接する空間について
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第 4 章 軌道と建築デザインの３つの関係性

軌道が敷設されることの意味

　本節では、他の公共交通にはない LRT の特性に
触れ、この特性によってデザインが可能になる軌
道周辺の建築のあふれだし空間や滞留空間の意義
について考察する。
　LRT の車両特性として、低騒音かつ排気ガスが
出ないことが挙げられる。最大の特徴として、軌
道の存在により他の交通機関と異なり、LRT は人
に対して身近な都市装置として機能する。つまり、
軌道が進行方向を示すこと、軌道上を絶対的に進
行するため、隣接する空間を侵犯することはない
ことである。以上のように、LRT は軌道によって

いる（図 4-3-2) 。軌道の特性により、歩行者や店
先に座る人は車両がこちらに向かってくるという
不安に襲われることはないため、軌道と歩道の間
に防御柵なしにオープンな空間の設置が可能にな
る。これにより、建築のあふれだし空間として、
歩道の座席では、安心して街路上に滞在すること
ができる。更に、LRT の車両が第二通行帯を走る
自動車と歩道の間を走ることは、自動車から歩行
者を守る緩衝区間としての役割も果たし、歩道の
安全性を高めていると言えるだろう。

車両の走行する領域が規定されており、そのこと
が軌道周辺の空間デザインに作用するのではない
だろうかという見立てからシアトルとポートラン
ドの事例を見ていきたい。
　シアトルの中心街と湖を結ぶ South Lake Union 
Line の軌道沿いでは、広く取られた歩道にベンチ
や軌道沿いの建築に附帯するテーブルとイスが歩
道上に置かれている（図 4-3-1）。
　一方で、ポートランドの MAX が（国内におけ
る SR 方式のように）第一通行帯を走る区間の軌
道と店からあふれだしたベンチやイスが隣接して

　以上のように、LRT の軌道沿いには、人が集う
滞留空間が生まれ、軌道沿いは人の賑わいが可視
化される。軌道は基本的に敷設後に変更されるこ
とは少なく、軌道を含む街路が特権性を獲得する
ため、軌道周辺の建築の付帯設備や歩道上の滞留
空間の配置やデザインには意義がある。適切にデ
ザインされた街路では、LRT が通ることに加えて、
歩道の滞留空間が人の流れを生むという二次的な
効果も期待でき、LRT が中心市街地を活性化させ
る可能性があると考えられる。

6：ZGF Architects LLP HP. https://www.zgf.com/wp-content/uploads/2017/11/086fbb65-deec-4400-aadb-bd861332bee1.jpg 最終アクセス (2018. 9. 30)

図 4-3-1：軌道の横の歩道上に滞留空間が設置された Terry Ave (Seattle) 図 4-3-2：歩道上のテラス席のすぐ横を MAX が走る NW5th Ave. 6 (Portland)



4 軌道を内包する建築空間のデザイン

4 軌道を内包する建築空間のデザイン
建築敷地の進入と歩行者との共存

24

第 4 章 軌道と建築デザインの３つの関係性

　これまで、LRT の車両の特性により、LRT と歩
行者などが隣接する環境で共存できることを示し
た。その最終的な射程としては、建築の敷地や建
築内部を走ることで、低車体であるため、バリア
フリー性の高い LRT の性質を活かし、老若男女問
わず LRT の利用と都市の回遊性を最大限に促進す
ることではないだろうか。

範囲を示し、低速度で移動する LRT は、本来なら
ば歩行者から「危険な対象」として認識されるこ
とはない。それゆえに、歩行者と軌道の間に防護
柵や段差といった緩衝帯を挟むことなく、共存す
ることが可能なのである。また、PSU では建築の
目の前に電停が位置している。透過性のある建築
内にベンチなどの腰掛けを配置すれば、ストリー

　ポートランド州立大学（以下「PSU」と呼ぶ）は、
四角形の敷地を斜め方向に LRT が横断するという
世界的にも見ても珍しい事例である。大学の広場
は自動車が排除された、LRT と歩行者のみが行き
交うトランジットモール空間である。そこでは、
敷地内を通過する車両の周囲を思いのままに歩行
する様子が見られた（図 4-4-1）。軌道が進行する

トカー利用者が乗車直前まで建築空間内で待つこ
とが可能である。とりわけ PSU では、電停近くの
一階部分にカフェが位置しており、電停の待合空
間が拡張したように機能している（図 4-4-2）。以
上のように、建築敷地内においても歩行者と LRT
は共存できる上に、建築を待合と見立てるなど、
より発展的な活用が可能になるのである。

図 4-4-1：歩行者と車両が共存するポートランド州立大学 (Portland) 図 4-4-2：ポートランド州立大学の電停と隣接するコーヒー店 (Portland)



建築内部への乗り入れの可能性
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第 4 章 軌道と建築デザインの３つの関係性 4 軌道を内包する建築空間のデザイン

結

　軌道と建築空間との関係に着目すると、国内事
例の多くは、軌道が建築の横を通る関係にあり、
富山駅のように軌道が建築空間に乗り入れる事例
は稀である。そのようななかで、駅のような交通
結節点以外で軌道が建築空間に乗り入れているの
が、長崎市電の浜口町・松山町間に位置する「長
崎西洋館」である（図 4-4-3）。本建築は、既に敷
設されていた軌道上に、長崎市電を運営する長崎
電気軌道の子会社によって 1990 年に建てられた。
　長崎市電が長崎西洋館に乗り入れている空間に
着目すると、その内部はトンネルになっており、
建築の内部空間と軌道が隣接するようなデザイン
とはなっていない（図 4-4-4）。LRT は他の公共交
通と異なり、軌道上を走行することや低騒音性、

　これまで、LRT が都市に人の流動性を生みだす
都市装置であるだけでなく、LRT 独自の特性によ
り、軌道周辺の建築のデザインを契機として、自
動車交通が浸透している国内の都市環境をより高
次の次元、つまり人と LRT がより密接に結びつく
ような、歩行者中心の空間へと街路を転換させる
可能性について考察してきた。
　概略すると、LRT の軌道周辺では、必然的に小
売店などの商業施設が入ることが多く、そうした
店はガラスなど透過性の高いデザインが選択され、
建築内外の相互的な利活用を促進することにより、
街路に賑わいをもたらすこと。また、軌道により
領域が規定されている軌道の周辺では、隣接する
空間に建築のあふれだしなどの滞留空間が生まれ、
街路上の賑わいが可視化されること、最終的な射

また排出ガスが出ないことから、音や空気環境等
のノイズを建築や内部の人間に与えることなく、
建築内部に入ることができる。また、ポートラン
ドのSCの車両を例に取れば、LRTはおよそ12メー
トル程度の長さ 7 であり、バリアフリーな移動を
必要とする病院や公共施設の建築内部に入り、公
共交通と建築を最大限に結びつけるデザインが可
能である。しかし、軌道と建築空間の一体的なデ
ザインは可能性を秘めている一方で、駅という形
でしか達成されていない（図 4-4-5）。先述した、
先進的な PSU の事例においても、渡り廊下の下部
を軌道が通過するに留まり、建築が LRT の車両と
設備を受容する段階には至っておらず、更に LRT
のポテンシャルを活かす余地が残されている。

程としては、建築の敷地内、そして建築内部に入り、
LRT と公共施設が一体的に整備される可能性があ
ることを示した。
　以上のように、単なる交通装置として都市内の
回遊性を向上させる役目だけでなく、LRT の車両
特性として、低速度かつ排出ガスが出ないこと、
軌道により周囲にはみ出す心配がないという点に
おいて、街路や建築空間で歩行者と快適に共存で
きること。また、軌道に合わせて周辺の建築が透
過性を帯びることにより周辺施設への利活用を促
進させる点、また LRT の軌道沿いに飲食店のテラ
ス席等の滞留空間が設置可能であり、それに集う
市民の存在が街路上に賑わいとして可視化される
点において、LRT は市街地に活気を与える触媒と
しての機能があるといえよう。

7：Office of Transportation Earl Blumenauer（Commissioner）「CENTRAL CITY STREETCAR」(1993)

図 4-4-3：長崎西洋館 ( 長崎市 ) 図 4-4-5：建築内部に LRT が進入する富山駅（富山市）図 4-4-4：長崎市電の軌道と長崎西洋館（長崎市）


