
　一般に「緑化」というキーワードはポジティブな印象と結びつきやすい。しか
し、そのような概念が先行し、芝生軌道の導入を推進することが必ずしも正の効
果をもたらすとは限らない。勿論、導入方法次第で芝生軌道は、魅力的な軌道空
間をつくり出す一要素に成り得る。本章では、芝生軌道の導入のあり方について、
周辺環境との関係性に着目し慎重な考察を行う。具体事例として視察先である鹿
児島市を中心に取り上げ、論を展開する。

第 5 章 市街地における芝生軌道の限界と可能性
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第 5 章 1 芝生軌道の実態と意義

1 芝生軌道の実態と意義
鹿児島市における芝生軌道の実態
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芝生軌道の意義

　初めに、現地視察を行った鹿児島市の芝生軌道
について基本情報を記す。
　鹿児島市では、都市緑化の主な事業計画の一つ
として、「市電軌道敷の緑化」が位置づけられてお
り、緑あふれる地球にやさしい「環境リーディン
グシティ鹿児島」の実現を目指し、 緑豊かで快適
な環境づくりを進めるため、平成 18 年度から軌
道緑化が実施されてきた。平成 29 年 3 月末では、
併用軌道区間 9.1km の内、緑化可能な 8.9km に加
え、専用軌道区間の内、三電停前を緑化している。

　一般にヒートアイランド現象や騒音、振動の緩
和等を主な目的として芝生軌道の導入が行われて
いる。それらの効果に加え、鹿児島市実施のアン
ケート結果 3 によれば、芝生軌道の導入により、
景観面においても魅力が向上したと評価も確認で
きる。だが、具体的に魅力の向上とはどのような
意義を持つだろうか。「緑化」というキーワードが
好印象を生んでおり、緑が増えることが一概に魅
力向上につながるかのような概念の下、軌道緑化
を推進するのは尚早な印象を持つ。芝生軌道は、

　現在は、「“ 花と緑の回廊 ” 環境創出プロジェク
ト」として、中心市街地の緑化計画の一環として
位置づけられており、整備に係る費用等の予算は
鹿児島市公園緑化課が一括して管理している。1

つまり芝生軌道の位置付けとして、単なる軌道設
備としてではなく、市内の緑地の一部という認識
がされている。運賃収入等では十分に捻出できな
いメンテナンスも、市の予算として芝生軌道用芝
刈等装置 ( 散水電車・芝刈装置 ) を開発、導入し、
効率的な維持管理が行っている。

導入方法次第では魅力的な軌道空間の創出に寄与
する他、緑地帯としての機能等を担い、都市のア
メニティとして意義を持つ。一方で、緑化が目的
化された市街地での唐突な軌道緑化や芝生の育成
に適さない箇所での導入は反って負のイメージを
派生させてしまいかねない。
　本章では、芝生軌道の導入のあり方について、
軌道周辺環境との関係性に着目し、考察を行う。
現地視察を行った鹿児島市、熊本市を対象とし、
海外事例等も参照しながら論を展開する。

1：鹿児島市公園緑化課へのヒアリング (2018. 1. 14 実施 ) より執筆
2：鹿児島市公園緑化課「市電軌道敷緑化整備事業」(2012. 11)
3：鹿児島市公園力緑化課実施アンケート (2008. 2)

図 5-1-1：鹿児島市の軌道緑化状況 2 図 5-1-2：芝生軌道を走行する電車 (JR 鹿児島駅周辺 )



第 5 章 2 市街地における芝生軌道

2 市街地における芝生軌道
芝生軌道の適する場所
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緑地帯としての機能

　植物である芝生という特殊な要素を軌道敷に用
いるに当たり、場所の適性があることは明らかで
ある。第一に育成に適さない場所に用いても枯れ
果てた芝生が残るのみで魅力的な空間とは対局な
印象を与えるだろう。育成に適するという前提に
加えて、周辺の緑地や街路樹との関係性を考慮す
ることも重要だろう。
　図 5-2-1 では、街路樹等の乏しい繁華街に唐突
に芝生が現れる。また、人や車が通行する箇所を
除き設置される為、芝生の連続性が失われる結果

　街路樹等も乏しく、人の立入りも容易ではない
市街地の軌道敷において芝生軌道を導入すること
は無益であるかと言えばそうでもないだろう。先
に紹介した鹿児島市の例を見れば、都市全体の緑
地計画の一部として、市街地を走る併用軌道区間
全線で芝生軌道が用いられている。断片的な芝生
軌道の採用では、緑化という言葉が先行し、その
手段として軌道敷という場所が選択されている印
象を受けかねない。しかし一見、芝生軌道には不
向きに思える箇所でも連続して芝生が存在するこ

となってしまっている。この状況下では、利用可
能な範囲の軌道敷を緑化の手段として用いている
印象を受ける上、芝生が障害物のように人の動線
を限定しているような印象をも与えかねない。
　もとより、芝生は公園等に用いられることが多
く、人の自由な往来や滞在を許容するものである。
人の立入りを避ける形での導入となってしまうの
は本意ではない。このような視点からも芝生軌道
を検討する際に、軌道敷と歩行空間の関係性も重
要な点になるだろう。

とで、マクロな視点に立てば、都市全体の緑地が
繋がれ、全体として緑地帯のような機能を担うこ
とができる。場所と場所をつなぐ性質を持つ軌道
に芝生が用いられることで、軌道敷は都市内に散
在する緑地同士をつなぐ触媒のような作用を発揮
し、都市全体に潤いをもたらす重要な要素と成り
得るだろう。都市を俯瞰する視点から導入場所を
検討する必要も十分にありそうだ。
　次項以降では、ミクロな視点に移り、前述した
芝生軌道と周辺環境の関係性に焦点を当てる。

図 5-2-1：交差点で分断される芝生軌道 ( 熊本市通町筋 ) 図 5-2-2：連続性を持つ芝生軌道 ( 鹿児島市立中郡小学校周辺 )



第 5 章 3 芝生軌道周辺の整備考

3 芝生軌道周辺の整備考
街路樹との一体的整備
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歩道との一体的整備

　街路樹の乏しい市街地では唐突な芝生の出現が
違和感を生んでいることは前述した通りだ。まず
は、軌道周辺の要素として街路樹に着目したい。
　図 5-3-1 は、台湾の高雄市を走る LRT である。
完全架線レス化を実現したことでも注目を集めて
いる同路線は、多くの区間に芝生軌道を導入して
いる。中でも図の哈瑪星地区では、LRT と歩行者
のみで形成されるトランジットモール区間におい

　歩道への芝生のはみ出しは前述した通りだが、
緑の連続性を生み出す以上に、歩行者が LRT と同
質の空間上に存在できることで、LRT をより親し
い存在として認識できる。同街路において軌道敷
への立入りは禁止されており、境界には低い草花
が植えられているが、歩道と芝生軌道を一体で整
備することで、LRT の特性を活かした歩行者中心
の街路を形成することができているのだろう。

て芝生軌道を導入している。歩道は芝生ではない
が、歩道と軌道のみが横断構成要素である為、街
路の多くを芝生が占める形態となっている。また、
歩道への芝生のはみ出しが、それを助長している。
故に街路樹と芝生が近接しており、緑が主役の街
路として一体感を持ち成立している。仮に街路樹
が豊かであっても軌道との間に多くの車道を挟む
広幅員街路では同様の一体感は生まれにくい。

　図 5-3-2 の熊本市では、SR 区間である為、歩
道と芝生軌道が隣接している。しかし、安全確保
の為、両者の間には分厚い腰上程度の植栽が設け
られており、LRT が歩行者と隔離されたような印
象を抱いてしまう。芝生軌道に限った話ではない
が、緩やかな境界表現や歩道と芝生軌道を一体で
整備することで、LRT と歩行者が共存するような
豊かな空間へを目指していくべきだろう。

図 5-3-1：歩道と一体的に整備された芝生軌道 ( 台湾高雄市哈瑪星地区 ) 図 5-3-2：分厚い植栽により分断される芝生軌道と歩道 (JR 熊本駅周辺 )
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4 芝生軌道への立入り
公園の延長線上に位置づけられる芝生軌道

30

市街地における芝生軌道の限界と可能性

国内における可能性

　図 5-4-1 は、米国ニューオーリンズの様子であ
る。前項で示した通り、街路樹の豊かなエリアに
おいて、一体的に芝生軌道が導入されている。本
項で注目する点は、歩行者が道路中央の軌道敷を
自由に往来している点である。この光景は、かね
てから言及してきた LRT が人に親しい交通機関で
あることを端的に示している。勿論、芝生軌道に
限らず、類似の光景は存在するかもしれない。し
かし、広場や公園に多く用いられる芝生を軌道敷

　綺麗な芝生軌道を保つ為には、人の立入りによ
る踏みつけのダメージを避けた方が良い。確かに、
ニューオーリンズの事例を見れば、人の往来の頻
度により、芝生は一部剥がれてしまっている。し
かし、眺めるだけの芝生に大きな魅力はない。芝
生の広がる軌道敷が公園のように機能し、LRT と
歩行者が共存する空間の方が豊かで魅力的である。
　CR 方式が一般的である国内においては、そも
そも軌道敷に立入ることが難しい。また、歩道や

に用いることで、歩行者は道路中央に公園が存在
するかのように軌道敷に自由に立入り、滞留を許
容されているような印象を一層強く持つだろう。
LRT という歩行者に親しい存在という前提の下で
あれば、芝生軌道は軌道空間を公園の延長線上の
ような空間に位置づける作用を持っているといえ
ないだろうか。これも芝生軌道に一概に当てはま
るわけではないが、然るべき箇所において前述の
ような公園を増やすような効果を発揮するだろう。

車道のアスファルト舗装から唐突に芝生へ切り替
わる為、軌道敷が切り離された空間として独立し、
立入り難い印象を受ける。そのような状況下では
あるが、鹿児島市では年に一度、おはら祭の期間
に芝生軌道を含む街路が歩行者に開放され、自由
な芝生軌道への立入りが可能となる。限られた時
間のみで見られる光景ではあるが、歩行者を締め
出し兼ねない芝生軌道が歩行者に近い存在と成り
得る可能性を感じる瞬間である。

図 5-4-1：芝生軌道を歩行する人々 (New Orleans) 図 5-4-2：芝生軌道に立入る人々 ( 鹿児島市、おはら祭 )
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5 芝生軌道がつくる街路景観
センターポールとの組み合わせ
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ライトアップが創る夜の軌道空間

　軌道敷の特異な舗装が自動車に対し、LRT の優
位性を位置づけるという論点は 27 年度報告書内
で示した通りであり、芝生軌道についても同様の
ことがいえるだろう。ここで考えたいのは舗装の
みに留まらず、他の軌道設備と組み合わせること
で新たな景観がつくられるという点である。鹿児
島市においては、芝生軌道に加えセンターポール
方式による架線処理が行われている。特異な舗装
が軌道の明示性を高めている以上に、軌道敷に対

　ここまでの内容は、主に日中の時間帯に焦点を
当てたものであった。最後に日没後の軌道空間に
ついて考えたい。芝生軌道とセンターポールの組
み合わせに加え、鹿児島市では図 5-5-2 のように
夜間に軌道のライトアップが行われている。路側
に設置されている街路灯の光量が多くないのもあ
るが、暗い街路の中で、軌道のみがスポットライ
トを当てられているかのように照らし出される。
街路灯が道路中央に設置されていれば差こそあれ、

し垂直に立ち上がり、先へと連なる列柱の存在は、
大きく軌道の存在を示す上、交差点で途切れる芝
生軌道の連続性を視覚的に補い、軌道空間の一体
感を高めている。軌道敷と架線柱の両要素により、
道路中央の軌道空間は街路軸を強調する効果を発
揮する。特に図 5-5-1 のような広幅員街路におい
てはその骨格を強く演出し、路面電車の走行する
象徴的な街路として特有の景観を創出している。

類似の事象は起こるかもしれない。しかし、三要
素が組み合わさることによって照らし出された軌
道空間は独特な景観をつくり出している。
　日中に比べれば夜間の利用者は少ない。しかし、
利用の有無に関わらず街路において一定の比率を
占める軌道空間がどのように位置づけられるかは
街路景観を考える上で重要な点である。鹿児島市
の事例は、これらのことを考える上でヒントとな
る存在といえる。

図 5-5-1：芝生軌道とセンターポールの組み合わせが強調する街路軸 ( 郡元電停周辺 ) 図 5-5-2：軌道ライトアップの様子（鹿児島市電）


