
　LRT は「都市の装置」と呼ばれるが、装置であるからには機能が重要である。
本来装置の機能性は定性的・定量的の両者で価値が検討されるべきであるが、日
本において LRT は公共交通という枠組みの中での定量的な評価にさらされてい
る。本章では日本初の新規 LRT 敷設に成功した富山市を例にとり、いまや日本
における特徴的な地方都市政策となったコンパクトシティ政策との関係を確認す
ることで、都市の装置として日本における LRT の将来を探る。
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第 6 章 1 本章の目的

1 本章の目的
都市における歩行者と路面電車の関係性
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コンパクトシティ政策下における LRT の可能性

コンパクトシティ政策と LRT

　都市の中心地における歩行者の重要性はすでに
多く議論されており、ここではそれらの詳細な内
容は省くが、都心部において歩行者を如何に増や
すか、どのように人々が徒歩という交通手段を自
発的に選択してもらえるようにするか、といった
問題が長らく存在する。
　しかし、現在の都心は人に対して大きすぎる、
もしくは現在の生活において徒歩という交通手段
は遅すぎるという現状があるように感じられる。
そしてそれらは徒歩で都心を巡ることを阻害して
いる要因の一つとなっているのではないだろうか。

　LRT は人間の足の延長として、徒歩を補完する
ことができると考える。その理由として挙げられ
るのが、LRT の持つ歩行者への親近性である。
　LRV 自身は排気ガスを排出しないことから、ク
リーンなイメージによる好感を得るだけでなく、
実際に近づいても人々がガスによる不快な思いを
することがない。また軌道の存在は人々に対して
進行方向の予測が立ちやすく、LRT の比較的遅い
速度と相まって、人々に安心感をもたらすことが
できる。これらの人々が抱く主観的な感想は LRT
の親近性を構成する LRT 独自の要素である。

　移動が徒歩で充足する規模の都市がかつては確
かに存在しており、その都市内で人々は徒歩での
スピード、移動時間を当たり前のものとして生活
を送ってきた。しかし様々な都市内交通の発達に
より、都市はより大きく成長し、人々はより早く
目的地に到着しなくてはいけないと感じるように
なった。一方で日本のゾーニング式の都市計画に
より空間ごとに機能が再配置され、必要移動距離
は伸びている。そんな現状下で都心歩行を促進す
るには、歩道設置やバリアフリーのような歩行空
間整備に加えて、＋αの工夫も必要である。

　富山市は JR 富山港線の LRT 化をコンパクトシ
ティのリーディングプロジェクトと位置付け、日
本初の LRT 新規敷設を達成したコンパクトシティ
先進都市として名高い。一方で LRT の運行が開始
してから一定程度の時間が経過し、LRT 敷設に対
する定量的な結果を探る動きが近年出始めている。
しかしコンパクトシティの達成には移住を伴う必
要があり、数値としての結果が目に見える形で現
れるにはかなりの時間がかかる。さらに他都市で
の LRT 敷設は検討こそされど、遅々として進ま
ない。その理由は上記のように、LRT の定量的評
価は定まっておらず、公共交通に対して費用対効
果を求める日本において、LRT がバスをはじめと
するその他の輸送手段との競合にさらされている
からであると考えられる。１本稿は日本初の新規
LRT 敷設に成功した富山市を基に、LRT という次
世代交通システムの新たな評価軸の確立を見据え、
コンパクトシティ政策下における LRT 軌道の現状
と可能性を提示することを目標とする。

1：例えば膨大な建設費用を、中心市街地のみ、公共個通利用者のみに投資する根拠を提示する必要があるという議論がある
2：富山市都市整備部路面電車推進課「富山市の LRT を中心とした公共交通活性化に向けた取り組みについて」(2016. 12) ※以下、富山市提供資料と記す

図 6-1-1：富山市の中心市街地を臨む 2



2 富山市におけるコンパクトシティ政策と LRT の展開

2 富山市におけるコンパクトシティ政策と LRT の展開
コンパクトシティという政策
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コンパクトシティ政策と LRT 計画の展開 LRT がもたらす新しい都市イメージ

　日本では地方都市における様々な問題の解決策
としてコンパクトシティが提唱されている。そこ
で特に重要なのが行政に対する「信頼感」である。
中心市街地の活性化を目指す際も同様で、住民が
移動手段として徒歩と公共交通を選択するにも、
民間事業者が都心部に投資をするにも、あくまで
各個人が主観的に都市空間をどう感じるかが行動
を決定づける。住民らにどのようなイメージを与
えるか、どのように空間をブランディングしてい
くかが今後の都市において重要である。

　富山においては LRT 敷設とコンパクトシティ政
策は切っても切り離せない関係にある。コンパク
トシティという理念が受け入れられたために LRT
敷設が成功し、逆に LRT がコンパクトシティ、ひ
いては富山市のイメージを牽引した。市内電車環
状線 ( 以下、環状線 ) 整備後には、LRT 化の効果
が不透明な時期であったにもかかわらず、2012 年
には OECD によりメルボルン市他と共にコンパク
トシティ政策の先進 5 都市として報告書に記載さ
れた。前年には「LRT などの公共交通を核として
コンパクトシティを目指す戦略的な提案であり、
地方都市の抱える課題の解決モデルになり得る」5

として、環境モデル都市に選定され、「第一次環境
未来都市計画」概要版では環状線が表紙を飾る。
以上のように、LRT は公共交通の中でも特に他人
にイメージを与える力を強く持つと考えられる。

　富山市のコンパクトシティの整備方針は 2007
年に「富山市都市マスタープラン」にて提示された。
富山市 MP には、「公共交通を活性化させ、その
沿線に居住、商業、業務、文化等の都市の諸機能
を集積させることにより、公共交通を軸とした拠
点集中型のコンパクトなまちづくり」と記述され
ている。これ以降富山市ではコンパクトシティに
関わる計画が整備されていった。
　2006 年に富山港線が LRT 化してから 2017 年
現在に至るまで、LRT は富山市のコンパクトシ
ティ政策の中心を担ってきた。その一方で、富山
市の JR 富山港線への LRT 導入の成功は富山駅の
高架化といった当時の時代背景によるものが大き
い。実際に富山ライトレール ( 以下、ライトレー
ル ) は、都市マスタープランよりも先立って開業
している。一方で都市整備コンセプトである「コ
ンパクトなまちづくり」も並行する形で具体化さ
れていっており、富山ライトレールはまちのコン
パクト化に向けた、リーディングプロジェクトと
して位置づけられている。3 このことは、市民を
はじめ多くの関係主体に根拠となる上位目標を提
供し、その目標達成の手段としての LRT 像を提示
することに成功した。LRT の導入議論とコンパク
トシティ政策の議論を同一化させることで、幅広
い合意を得ることを可能としたと考えられる。
　現在の富山市としては、都心部におけるハード
整備は富山駅整備を除き、おおむね一段落ついた
という立場である。4

　LRT のイメージの受け取り手は、直接 LRT を目
にする来街者と、写真からイメージを受け取る外
部者の二種類いると考えられる。来街者は軌道と
同一空間上で一個人である自身と LRT の関係性を
認識するため、例えば利便性や歩行者への親和性
といった、よりミクロな経験に基づいたイメージ
を得る。一方で外部者は図 6-2-2 の様に切り取ら
れたフレームから自身の身体を経由せずにイメー
ジを受け取るため、より抽象的に、マクロ的な
イメージを感じることができる。ライトレールの
LRV も「先進性」をキーワードとしてデザインさ
れ、将来の政策・施策への期待感へとつなげるこ
とに成功している。その期待感は富山ライトレー
ル開業に向けて実施されたアンケートにおける
LRT 開業への賛成率の高さからも窺い知れる。6

　このような LRT が誘発する両面的なイメージが
相補的に都市軸を作り、沿線空間が変化していく
触媒になっていくことが期待できる。
　都市内を移動する際に利用する交通手段は、都
市そのものに対するイメージにも影響を及ぼす。
コンパクトシティ政策は人口減少下における都市
の縮退の在り方であり、居住撤退など退歩的なイ
メージを持たれることも多い。しかし富山市はコ
ンパクトシティ政策のイメージとして LRT を利用
し、それが見事に成功した事例といえるだろう。
　次頁以降では各路線について、空間と軌道の関
連をより詳細に論じてみたい。

2 まちづくりの理念

現状の課題認識を踏まえ、まちづくりの理念を定めます。

これからの本市のまちづくりにおいては、今後の人口減少と超高齢化に備え、『鉄軌道をはじめとする公共

交通を活性化させ、その沿線に居住、商業、業務、文化等の都市の諸機能を集積させることにより、公共交通

を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくり』の実現を目指します。

概念図

富山市が目指すお団子と串の都市構造

串 ：一定水準以上のサービスレベル

の公共交通

お団子：串で結ばれた徒歩圏

凡 例

鉄道・路面電車・
バスサービス

鉄道サービス

バスサービス

都心

地域生活拠点

まちづくりの理念と目標 第1章 
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3：富山市へのヒアリング (2018. 1. 9 実施 ) より執筆
4：脚注 3 と同様
5：富山市「富山市環境未来都市計画」(2012.5)
6：富山港線路面電車化検討委員会「富山港線路面電車化に関する検討報告書」(2004)

図 6-2-1：富山市コンパクトシティイメージ 7 図 6-2-2：富山市環境都市計画概要版表紙 8

7：富山市「都市マスタープラン」(2008) p.23
8：脚注 5 と同様



3 環状線の演出する都心空間
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駅前広場：環状線の威厳を表す広間
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大手モール：新たな広場の創出

　富山駅から外の空間に一歩踏み出すと駅前広場
であるが、富山市という地方都市において、中心
駅である富山駅前広場の主な機能は交通手段転換
となる。自家用車、タクシー、バスといった様々
な交通手段が乗りいれる駅前広場においてまず目
に付くのが環状線の軌道である。
　軌道の両側に植栽を有し、軌道面の舗装も広場
よりもトーンが暗いことに加え、架線を支える門
型の架線柱が走行空間のテリトリーを立体的にな
ぞることにより、軌道空間が強調されると同時に
その特権性が際立っている。駅前広場という富山
市にとっても象徴的な空間においてこのような空
間整備がなされていることで、富山市ではいかに
LRT という存在が他交通機関よりも高位にある特
別な乗り物であるか、ということを感じさせる。

　日本における TM 整備には法律改正など高い
ハードルが残っているが、日本で一番実現に近い
場所は富山市の大手モールであるといえるだろう。
ただの海外事例の輸入にとどまらない日本版 TM
の創出が期待されるが、日本版 TM が新たな公共
空間として、歩行者とどのような関係性を創出し
ていくのか、今後の空間利用の期待が高まる。

　大手モールは車道や歩道の舗装素材を統一した
ことにより、歩道から車道までの一体感が創出さ
れている。特に国際会議場電停周辺は巨大な建物
が両側にひかえることから、建築に囲われたヨー
ロッパ的な広場を連想させる空間となっている。
これはまるで街路が建築の延長線上、一部屋のよ
うな感覚を人々に想起させ、様々な活動を誘発す
る可能性を有するといえる。実際に大手モールは、
越中大手広場という市民運営の定期市の場として
も利用されている。
　2017 年度以降には LRT 以外の車両を通行止め
として先述の市に合わせて社会実験場が行われた。
法律上は歩道と車道、軌道だが、市民が集まるハ
レの場として車道と軌道空間を用いる機会を作る
ことで、それらの境界はより曖昧になりつつある。
また LRT はそのハレの場に唯一侵入が許される交
通システムとして、来街者と特別な関係性を築い
ているといえるだろう。

9：富山市「富山市都市整備事業の概要」(2018) p.63
10：富山市 .「特集 トラムと『まち歩き』を楽しもう」広報とやま 2018.11.5 号より引用 . http://www.city.toyama.toyama.jp/etc/pr/mag/181105/pages/2.html 最終アクセス (2018.11.22)
11：富山地方鉄道 HP 掲載の図を筆者にて一部加工して利用 . https://www.chitetsu.co.jp/?page_id=656 最終アクセス (2018.11.19)

図 6-3-1：軌道と架線柱が特権性を表す

図 6-3-2：TM 実験時の大手モールと LRT9

図 6-3-3：TM 実験時の大手モール断面図 10

図 6-3-4：広場と一体化した軌道 (Portland)

図 6-3-5：環状線路面図 ( 水色部分 )11

歩道 車道 歩道車道



環状線の演出：富山城との関係性

36

第 6 章 コンパクトシティ政策下における LRT の可能性 3 環状線の演出する都心空間

環状線の将来：都心輪郭の演出 環状線の将来：駐車場にみる将来性

　環状線を特徴づける写真は数多くあるが、ほと
んどが富山城を背景とした写真が数多く輩出され
ている。例として先述した環境未来都市計画の概
要版表紙を飾った写真がある。( 図 6-3-6) 路面電
車は存在自体が過去とのつながりを想起できる。
そこに城という市の形成履歴を代表する中心的存
在が背景に置かれて、その手前に将来の乗り物が
街を闊歩するギャップに人はひきつけられている
のではないだろうか。
　特に国際会議場前電停から城を臨む角度から見
える景色は、環状線を象徴する景色として多数取
り上げられている。( 図 6-3-7) 富山城から軌道が
伸び、LRV がこちら側に進んでくるような錯覚を
覚える。こうした演出性の高さも、背後にあるコ
ンパクトシティという政策コンセプトをイメージ
させる装置として機能する要素であり、周辺街路
を一体的に整備した大手モールはその好例である
といえる。

　先述の効果を達成するためにはまちなかへの自
家用車の流入は切り離されるべきであるが、都心
内部に駐車空間が多数あれば、多量の車両の侵入
は防げない。また平面駐車場が直接視認できる状
態は、認識での建物密度を大きく下げるため、賑
わいが重要である中心市街地においては負の効果
をもたらすと言える。したがって駐車場問題は
LRT とは回遊的にも景観的にも重要なウェイトを
占める。
　富山市の現状としては、戦災復興都市であり戦
後約 70 年が経ったことから、ちょうど多くの建
物が建て替わりの時期を迎えている。まちなかに
も多数の平面駐車場が生まれており、市役所周囲
にも多く見られる。その一方で多くの事業者が商
業床の需要の少なさや利用者の減少を恐れて附置
義務駐車場を外部に設置するという選択をとれな
い現状がある。12 実際に中心市街地への賑わいの
創出に向けて整備された再開発事業には大規模な

　恒久的な軌道を有する環状線の存在は、従来の
都市計画において課題となる、図面上にのみ引か
れる都心地域の中心軸というラインを、物理的実
態を伴って実体化することができ、都市開発にお
いて資源集中の根拠となりうる。これはバスとい
う無軌道の交通サービスでは代替できない効果で
ある。一方で鉄道は改札や駅舎が存在する上に占
有空間において排他性が強いため、軌道とまちの
距離が遠くなる傾向があるといえ、軌道が都市を
分断する要因となってしまう。
　環状線内側における北部エリアは富山市の行政
機能が集中する地域であり、さらに南部に目を向
けると再開発の行われた総曲輪フェリオの裏手に
はアーケードのかかる商店街が続く。軌道敷を有
する道路が人を呼び込む表通りとして存在し、都
心地域の都市軸として機能すれば、軸を根拠とす
る計画の説得性が高まる。また軸となる表通りの
活性化と同時に、さらにその内側に歩行者を引き
込むような仕掛けがあれば、そこは徒歩で充足で
きるような程よい距離・スケール感が支配するエ
リアとして、回遊性の面などでもより相乗的な効
果が見込まれる。

立体駐車場が併設されている。
　一方で平面駐車場の存在は開発余地存在の裏返
しでもあり、目的地の整備という観点からみると、
今後この用地を歩行者を引き込む装置としてどの
ように環状線関連付けながら活用していくかが最
も重要な課題となる。

12：富山市へのヒアリング (2018. 1. 9 実施 ) より執筆
13：富山市提供資料を筆者にて加工
14：富山市提供資料を筆者にて加工

図 6-3-6：富山城と環状線の対比軸 13 図 6-3-7：富山城と環状線の対比軸 ( 大手モール )14

図 6-3-8：広い駐車場を有する富山県庁舎

図 6-3-9：富山フェリオとグランドプラザ



4 ライトレールの描く都市軸

4 ライトレールの描く都市軸
都心核への連続を臨む軌道軸
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都市軸と軌道敷の関係性

　ライトレールは都心核と地方拠点を結ぶ路線で
あり、将来的には富山駅を越えて中心商業地区ま
でを直接結ぶ路線となる。特に駅周辺地区では富
山駅を貫くような形で軌道敷が再配置された。
　特にアーバンホールを背景とした景色 ( 図 6-4-
2) は、ライトレールの顔写真としてもよく取り上
げられる。ユウタウン総曲輪 ( 図 6-4-1) やグラン
ドプラザ同様、地平線方向を意識した建物が軌道
の水平方向の移動をさらに強調させている。中心
商業地区、富山駅、LRV が直線的に位置するこの
場所は、乗客に奥にひかえる都心核、中心商業地
区の存在を意識させる。強い直線的な軸は都市の
連続性を感じさせるが、富山駅間の南北接続事業
達成への期待感が高まる。富山駅接続事業が終了
した後、実際に住民が移動や行動を行うかを確認
していくことが今後の課題となるだろう。

　富山駅周辺地区の軌道は、唯一芝生化されてい
るのに加え、軌道が片側に寄っており、他の区間
と差別化されている。一方で芝生軌道の緑は車道
の両側に配置される並木列に溶け込む。そのため
歩行者にとっては軌道敷の存在を把握しにくい空
間構成になっているが、特定の利用者にとってはっ
富山市内でも LRT との距離が一番近い空間でもあ
る。都市軸を構成する街路においてそれぞれの特
性を有する軌道敷の存在が街路に異なる効果を生
むため、慎重な検討が必要となる。

15：富山市提供資料を筆者にて加工
16：富山市「富山市都市整備事業の概要」(2018) p.19
17：富山市提供資料を筆者にて加工

図 6-4-2：ライトレールとアーバンホール 16 図 6-4-4：軌道上から駅前方向を望む

図 6-4-5：富山ライトレール路線簡略図 ( 水色部分 )17図 6-4-1：中心市街地の環状線とユウタウン 15

図 6-4-3：雪に覆われる芝生軌道

図 6-4-6：反対側の歩道から見る LRV



居住軸を構成する公共交通システム

38

第 6 章 コンパクトシティ政策下における LRT の可能性 4 ライトレールの描く都市軸

　中心部の外において都市構造を決定付けられる
ほどの求心力を持つ構造は少ないが、軌道などが
具体化する「公共交通沿線居住推進地区」 18 は、
ほぼ唯一の物理的な都市構造決定要素である。富
山市の居住推進地区は最大で直径 1km 以内と狭
く、その中心を公共交通が貫くという特徴がある。
　LRT をはじめ、複数の交通システムが以上の居
住軸の土台として指定されている。しかし鉄道は
駅舎や軌道により広範囲にわたり移動が規制され
てしまう上に駅前にはロータリーが配置されるた
め、LRT などと比較すると駅と地域中心との間に
空間的な距離ができてしまい、利用者、歩行者に
とっては心理的な距離も感じてしまう。一方で主
要バス路線は、需要などから国道といった高幅員
道路を通る運行形態が多い。しかし騒音や大気汚
染といった要因などから、接する道路の交通量の
多さは住環境の高さと反比例するため、沿線の居
住インセンティブは高くはない。さらに、このよ

うな大通りに面する地域では自家用車での利便性
が高く、公共交通利用のインセンティブが低い。
したがって、住居地区の中心を貫いて都市居住範
囲を定めることのできる交通システムとしては、
LRT のみがその可能性を有するといえる。

18：鉄軌道の駅から半径 500 ｍ以内の範囲もしくは、運行頻度の高いバス路線（1 日概ね 60 本以上）のバス停から半径 300 ｍ以内かつ用途地域が定められている区域
富山市 . http://www.city.toyama.toyama.jp/katsuryokutoshisouzoubu/kyojutaisakuka/kyujyuu-yuudou/koukyoukoutuu-kyojyuu/kotsuensenjigyo.html 最終アクセス (2018. 11. 2)

19：富山市「富山市都市整備事業の概要」(2018) p.14

図 6-4-7：駅前ロータリーに止まるコミュニティバス 図 6-4-10：居住推進地区 ( 濃いオレンジ内側 ) と交通結節点 ( ピンク色の円 )19

図 6-4-8：笹津駅とバス停、ロータリー

図 6-4-9：速星バス停と駐車場
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住居と軌道の共存を描く居住軸の展望

　富山市南部の地域は 2005 年に旧富山市と合併
し、新たに富山市となった旧町村から成っている。
環状線をはじめとして運行頻度の高い軌道を持つ
旧富山市部と異なり、旧町村地域は公共交通の大
部分をバスに依存している特徴を有する。例えば
八尾地域 ( 旧八尾町 ) は JR 高山線を有しているが、
運行頻度は低く、越中八尾駅は特急が停車するわ
ずかな時間に利用者が数人訪れるだけである。富
山市では鉄道駅が交通結節点や地域における生活
拠点として設定されているが、その求心力は弱い。
　他の旧町地域も同様の状況であるといえる。旧
大沢野町である大沢野地区の生活軸は国道 41 号
線となっており、交通軸として設定されるバス路
線が国道を通る。そのバス路線が居住軸を一部兼
ねる形となっているが、国道沿いに居住するイン
センティブは先述した通り低いと考えられる。一
方で地区の南端にある笹津駅は交通結節点として
設定されており、駅前ロータリーにはバス停 ( 笹
津駅前 ) も存在するが、ほとんどのバスはその手
前の国道沿いにある笹津バス停で止まってしまう。
比較的利用者の多いバスが、わざわざ駅前に乗り
入れる必要性がないためと考えられる。駅と停留
所間を埋めるように市街地が存在しており、かつ
ては駅前商業地として利用されていた面影を残す
が、現在では空き店舗が目立つ。
　運行頻度が減少している鉄道駅では集客力が低
いため、より一層地域拠点は国道沿線など、車に
とってアクセスの良い地域へと移動していく。同

　居住推進地区は徒歩圏内を圏域とするため、住
宅や住民と軌道の距離が非常に近い。軌道沿いに
住居が建ち並ぶと、来街者には周囲の住居と軌道
が一体として整備されているかのような錯覚を与
えることができる。そしてそのように整備できる
空間は、高い人間との親和性を持つ LRT 軌道の沿

時に自家用車の利用度の高さは富山市中心部への
接続性を高めてしまうため、地域の拠点自体の衰
退も招く。
　大沢野地区をはじめとする南部地域は、ライト
レールの走る市北部とは逆に、バスが主要公共交
通として機能しており、バスと鉄軌道との接続は
良くない。ライトレールとフィーダーバスの様に、
バス路線を軌道に合わせて柔軟に変更させること
は容易いが、バス路線を中心としたまちでは状況
が全く異なる。以上から、軌道を廃止してバス路
線に置き換えるというのは不可逆的な置換であり、
将来の都市内交通手段を大きく変えてしまうこと
が分かる。

線でのみ可能性を有するといえる。しかし実際に
ライトレール沿いで住宅の合間から軌道敷が覗か
れるような空間は一部区間のみ。今後はバス路線
沿線にはない路線の永続性など、軌道の特性・軌
道と住宅の近接性を活かした居住軸沿いのブラン
ド化が求められていくだろう。

図 6-4-11：賑わう国道沿いのショッピングセンター

図 6-4-12：乗客のいない病院行きのバス ( 笹津駅前 )

図 6-4-13：笹津駅前の案内板

図 6-4-14：軌道と連続したバス乗り場

図 6-4-15：軌道敷と近接した住居 ( 蓮町駅前 )

参考：深山剛 , 加藤浩徳 , 城山英明「なぜ富山市では LRT 導入に成功したのか？ - 政策プロセスの観点からみた分析 -」(2007) 運輸政策研究 Vol.10(1)


