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都市空間においては魅力的な質の高い公共歩行者空間が重要であるという視点から，LRT導入が進んで

いるヨーロッパ諸都市の内，ドレスデン，プラハ，ウィーン，アウグスブルグ，ミュールーズ等７都市を

対象に，LRTプロジェクトと都市景観・都市公共歩行者空間のデザイン的関わりを見出すことを目的とし

て現地調査を実施した．そして，LRT車輌やその停留所のみならず沿線の他施設にも同じカラースキーム

を応用することによって都市景観の統一性が得られること，拠点的停留所では大屋根を架けることによっ

て各々の停留所の一体化が図られ、都市の拠点となっていること，シンボリックなアーチ状架線柱は新た

な都市景観となり，周辺環境に新しいイメージを形成することができること等が明らかになった． 
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1 はじめに 

 

Light Rail Transit (LRT)が日本において取り上げられる場

合，バリアフリーであり環境に優しい公共交通機関とし

ての側面，車体自体のユニークなデザイン面，市街地活

性化に関わる交通施策1),2)，路線計画や土地利用3)に関す

る側面であることが多い．しかし，LRTプロジェクトの

魅力はそれらにとどまらず，LRT導入によってその周辺

の公共空間が，特に都市部においては魅力的な質の高い

歩行者空間，アーバン・インテリア(1)となり，アメニテ

ィの高いまちづくりや魅力的な都市景観に貢献している

ことが欠かせないと考えられる．すなわち，LER導入に

よってその周囲に，都市アメニティの大きな要素である，

気持ちよく気軽に歩きながら楽しむ空間が創出され，ま

た，視覚的にも街並みにしっくりと溶け込んでいたり，

あるいは新しいシンボルを持ち込むことによって一新さ

れた生活環境のイメージが表現される点である． 

著者を含むLRTプロジェクト研究グループは，LRT導

入が進んでいるヨーロッパ諸都市を対象に現地視察調査

を進めてきており，2009年夏に実施したフランス諸都市

の現地調査結果は「フランス事例調査に基づくLRTプロ

ジェクトと公共空間デザインの分析」4)にまとめている． 

本稿は，2011年3月に実施した，LRT導入の進んでい

るヨーロッパ諸都市におけるLRT及びその周辺のデザイ

ンに関する現地調査に基づいて，景観に着目した魅力的

都市空間創出という観点からのLRTプロジェクトとそれ

に関連する公共空間デザインの分析・考察を試みる． 

 

2 LRTプロジェクトのデザイン的特徴 

 

 (1) LRTプロジェクトのデザインと都市景観的要素 

LRTの持つ景観的要素として，青山らは「LRTの車

輌」，「LRTの電停」，「LRTの架線・軌道」の３つを

あげている5)．ここでは，これらに「景観（沿線の風景，

街並み）」を加え，車体，停留所，架線・軌道敷等，景

観の４要素について，その形状や色彩等デザインを細か

く分類し，都市ごとにその特徴を見出すこととする．対

象とするのは，ドレスデン，プラハ，ウィーン，ミュン

ヘン，アウグスブルグ，チューリッヒ，ミュールーズの

７都市である．表-１はこれらの特徴をまとめたもので

あり，写真-１には，その特徴的な写真を載せている． 

 

(2) 都市別デザイン的特徴 

a) ドレスデン 

系統数が12系統あるドレスデンでは，LRT車輌のデザ

インも複数あり，その外観の色味は黄，緑，赤と白，オ

レンジ，ピンクと様々である．グレー・ベージュ・ブラ

ウンというニュートラルな色調の歴史的街並みを背景と

して走るため，LRT車体外装の配色は街並みのアクセン

トともなっている．停留所は停留所マークとベンチに使 
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表-１ LRTプロジェクトの特徴 

51万人 119万人 167万人 129万人 26.33万人 34万人 11万人

132.4Km 141Km 188＋30.4Km 71.2Km ー 72.6Km 11.5Km

12系統 35系統 32系統＋1系統 10系統 ー 13系統 2系統

複数 複数 複数 複数 複数 複数 複数

形状(正面) 丸味あり 丸味あり／角張り 丸味あり／角張り 角張り／丸味あり 丸味あり／角張り 丸味あり／角張り 丸味あり

色
黄、緑、赤/白、オ
レンジ、ピンク

赤/ベージュ、
赤/グレイ/ダーク
グレイ、ピンク、

赤/ベージュ、
赤/グレイ

青/白、
青

白/緑/オレンジ
青、
白

青/白、
赤

黄/ダークグレイ
黄/赤、
白/青

窓パターン 凹凸 凹凸 一列 凹凸 1列、凹凸 一列、凹凸 凹凸

車体外観の広告 有 有 有 有 有 有 有

紋章／ロゴ 有 有 有 有 有 有 有

形状 角張り 角張り/丸味 丸味 丸味 丸味 角張り 角張り

色 ライトグレイ/黄
ライトグレイ/赤
ライトグレイ/黄

ダークグレイ、
ベージュ/赤

青/ライトグレイ グレイ/緑

青/シルバー/金
茶、
黄/グレイ/クリー
ム

黄/赤
黄/ダークグレイ
青/カラフルカラー

座席 グレイ/黄 グレイ/赤 木目、赤茶、 青
カラフルパターン
入りダークグリーン

青 グレイ/パターン有

フレーム ダークグレイ グレイ ダークグレイ 青
ダークグレイ、
緑

シルバー/青 ダークグレイ

ルーフ 半透明 半透明 半透明 不透明 透明/半透明 不透明 半透明

バック 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明

サイド 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明

デジタル案内 有 有 有 有 有 有 有

券売機、（色） 有 有 有 有 有 有 有

ベンチ
フレーム一体型、
床固定

フレーム一体型 フレーム一体型 床固定
フレーム一体型、
床固定

床固定 床固定

路線マップ 有 有 有 有 有 有 有

広告パネル 有 有 有 有 有 有 有

時計 ー ー ー ー ー ー ー

デザインされたゴミ箱 ー ー ー 有 ー ー 有

ダークグレイ、黄、
白

ダークグレイ
シルバー、グレイ、
赤

青 緑 青/シルバー
青/ダークグレイ/
黄

ジグザグ型バック
パネルにあわせた
ベンチも有。

拠点的停留所には
大屋根有り。大屋
根のデザインは普
通の停留所と同様
のモティーフだが、
大構造。

停留所マークのみ
の停留所の有り。

バルランドフ方面
路線では、独特な
デザインのカラフ
ルな配色の停留
所。

拠点的停留所には
大屋根がかかり、
キヨスク有り。

地上、地下とをあ
わせた停留所有
り。

拠点的停留所では
大屋根が架かり、
屋根の形状・配色
に工夫有り。

シェルターのない
停留所もあり。

拠点的停留所のデ
ザインは普通の停
留所と同様のモ
ティーフの大屋根。
中央に中庭、周囲
にキヨスク有り。

停留所マークのみ
の停留所もあり。

拠点的停留所には
大屋根・キヨスク有
り

マップや券売機が
ユニット化され、大
きな青い外観を持
つボックスになっ
て、停留所に配
置。

カラフルで大きな
アーチのシンボリッ
クな架線柱による
停留所デザイン。

有 有 ー 有 ー ー 有

無 無 無 無 無 無 無

ダークグレイ グレイ グレイ ダークグレイ 緑 ダークグレイ ダークグレイ

歴史的街並み自体
はニュートラルな
色調であり、それ
を背景にLRTが走
行。

歴史的街並みは
ニュートラルな色
調で、細やかな彫
刻の入ったファ
サードを持つ。

道路中央分離帯や
側道（LRT軌道）に
沿って芝生の緑地
帯有。

車体の広告エリア
は窓の上下エリア
に限定。

かなりカラフルな広
告パターン有り。

ほとんどの車体で
は、広告エリアは
車体上部の一定エ
リアに帯状に限
定。

ベビーカー、車い
す、自転車につい
て、○と×のマーク
の付いたドア有り。

広場的歩行者空間
がLRT軌道敷に出
会う所では、舗装
面の仕上げの違い
やボラードで区別。

ベビーカーのサイ
ンのついた場所が
ドア近くに設けられ
ている。

夜景がきれい。

停留所の広告パネ
ルは、夜は照明に
もなる。

歴史的街並みの
ファサードには、お
ちつきのあるオレ
ンジや黄等の色味
が見られる。

アクセントカラーの
青色がLRT車輌の
外観や内装、停留
所に使われ、統一
感あり。

カーゴトラムが走行

P&R建物等周辺施
設にも停留所のア
クセントカラーが応
用。

ベビーカーのマー
クについたドア有
り。

LRT車体の緑とオ
レンジを配色に用
いた独特のデザイ
ンの橋をLRTが通

歴史的街並みは
ニュートラルな色
調。

観光馬車も走る。
都心部大通りは歩
行者とLRTのみ

注）　三浦幹男ほか：「世界のLRT」、キャンブックス、から抜粋。但し、アウグスブルグのみ、「地球の歩き方　ドイツ '10-'11」より抜粋。

全体的特徴

芝生軌道

架線レスのエリア

架線支柱

他の特徴

人口注）

路線総長注）

系統数注）

軌
道
／
架
線

シェル
ター

停
留
所

外観

内装

装置

配色

車輌タイプ/デザイン

車
体
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ドレスデン、停留所 アウグスブルグ、停留所 ミュールーズ、停留所

プラハ、歴史的街並みとLRT ウィーン、歴史的街並みとLRT　夜景 ウィーン、停留所夜景

ミュールーズ ミュールーズ、LRT車体内装 チューリッヒ、車輌外観

アウグスブルグ、橋 ドレスデン、広場的空間とLRT ウィーン、緑地帯とLRT軌道等

ウィーン、地上・地下一体的拠点停留所 ドレスデン、拠点的停留所 ウィーン、拠点的停留所

ミュンヘン、拠点的停留所 アウグスブルグ、拠点的停留所 チューリッヒ、拠点的停留所

写真-１ 現地調査による各都市の特徴等 
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われている少量の黄以外はモノトーンであり，また，シ

ェクターのバック・サイドパネルには透明素材が用いら

れ，視線を遮らずすっきりとしている．拠点的停留所で

は，拠点中心部の大柱から吊るような構造で全体を覆う

ようにガラス大屋根が架けられ，いくつもの停留所を一

つにまとめるようなデザインがなされている．また，カ

ーゴトラムも同じLRT軌道は走行し，これらと並んで観

光馬車が走っている風景も見られる． 

b) プラハ 

系統数は35系統あり，LRT車体の形状も角張っている

タイプ，丸味のあるタイプ等全く異なったものが複数あ

る．車体外観には，ベージュあるいはグレイと赤，グレ

イ，ピンクが使われ，内装では，グレイと黄，または赤

が主となっている．車内の出入り口近くに，ベビーカー

マークがつけられたベビーカー用スペースが設けられて

いる車輌もある．停留所シェルターのバック及びサイド

パネルは透明で視線を遮らず，シェルターのフレームは

モノトーンであるが，場所によっては，停留所のサイン

ポールのみである．プラハ都心から映画撮影所として有

名なバルランドフ方面へは，独特のデザインを有する路

線が延びているが，これについては第３章で述べる． 

c) ウィーン 

30を超える系統数を有し，角張った形状，丸味のある

形状双方の車体を持つが，車体外装の配色は赤とベージ

ュか赤とグレイである．また内装も，ダークグレイかベ

ージュに赤がアクセントとして用いられ，座面には金茶，

赤茶が使われている．停留所シェルターのバック・サイ

ドパネルは透明であり，夜になると，広告の入ったパネ

ルのバックライトが停留所の照明ともなっている．芝生

軌道は見られなかったが，LRT軌道敷に沿って車道，自

転車道と共に緑地帯が見られる．拠点的停留所の一つに

は，サンクンガーデンを中心にその周囲の地下と地上の

両レベルに停留所が設けられている場所がある．ここの

地下停留所からは地上同様にシンボリックな聖堂を望む

ことができ，サンクンガーデンを通して繋がる視界が停

留所の一体感をもたらしている． 

d) ミュンヘン 

10系統ある．LRT車体には角張った形状，丸味のある

形状があるが，いずれも外観の配色は青と白を基調とし

ている．この青は，内装のアクセントや停留所シェルタ

ーのフレームにも使われ，LRTプロジェクト全体の一体

感を醸し出している．広告のはいった車体ではその範囲

は窓の上部か下部になっており，窓が窓として存在する

ことで，車内から外を見るときにじゃまにならず，外観

もすっきりしている．拠点的停留所では黄緑のアクセン

トカラーを持つシンボリックな大屋根が架かっている． 

e) アウグスブルグ 

車体の外観には白・緑・オレンジが，内装ではグレイ

に緑がアクセントカラーとして使われ，停留所シェルタ

ーにも，同様の緑がアクセントとして用いられている．

拠点的停留所の中央には中庭が設けられ，通常の停留所

と同じ構造と配色を応用した大屋根が架けられている．

また， LRT が走行する独特のデザインを有する橋があ

る．使われている色はLRT車体同様の緑とオレンジであ

るが，デザインにより，一方向からはオレンジ，逆方向

からは緑と，異なる色の欄干や架線柱に見える．高さの

ある架線柱は遠くからも視界に入り，シンボルとなる．  

f) チューリッヒ 

 LRT車体の外観は青と白，又は赤，内装は青あるいは

黄をアクセントカラーとし，停留所でも青がアクセント

として用いられている．車体に広告が入る場合，その位

置は車体上部，形状は帯状になっている．都心部の停留

所では，停留所シェルターがなく，サインポールのみの

ところもある．拠点的停留所ではその中心部に大屋根が

かかり，キヨスクも併設されている． 

g) ミュールーズ 

２系統の路線を持つミュールーズのLRT車輌は丸味の

ある独特のかたちで，その外観は黄にダークグレイ，あ

るいは赤のライン入りか，白と青の組み合わせである．

内装にも黄，赤，青等が使われている．停留所には，マ

ップや券売機が入った大きな青いボックスが設置され，

停留所のシンボルにもなっている．ミュールーズ独特の

アーチ状架線柱のデザインについては，第３章で述べる． 

 

(3) 全体的特徴 

全体的な特徴としては，次のようにまとめられる． 

・複数路線が集まる拠点的停留所では，中庭を設けたり，

独特のデザインを用いながら，全体的に大屋根で覆うデ

ザインが見られ，一体感を生み出すと共に、都市の拠点

としての位置付けを表している． 

・停留所シェルターのバック・サイドパネルには，透明

な素材が多用され，視界を遮らないように作られている． 

また，シェルターのサイドパネルに広告が入っている場

合，広告のバックライトが照明も兼ねることもできる． 

・車体外観の広告については，ミュンヘンでは車体の上

部と下部のみ，チューリッヒでは車体の上部のみという

ように範囲を設定しているケースもあり、広告表示範囲

やその方法等、未だ工夫の余地があると考えられる． 

・車輌のアクセントカラーを停留所や架線柱，LRTが走

る橋の欄干等にも応用することで，LRTプロジェクトに

よる地域の統一性やネットワーク性が強調されている． 

・芝生軌道は，そこをLRTが走行するのは一次的な時で

あり，ほとんどの時間は緑の帯として視界に入る．都市

景観に自然の緑や潤いをもたらすと共に，帯状に続いて

いくことから，街中に連続性をもたらし，まとまりのあ

るきれいな風景を作ることができる． 
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Hlucocepy 停留所 Geologioka 停留所 Barrandovu 停留所を望む

Chaplinovo namesti 停留所 Poloklinika Barrandov 停留所 Sidliste Barrandov 停留所

連続するアーチが生み出す新しい景観 街並みに浮かぶLRT停留所の屋根 架線柱のデザインと、周囲の住宅地

円弧状の架線柱を持つ停留所（停留所a）　 停留所aの反対側からの風景 停留所　

停留所 アーチのある都市風景 架線柱をデザインしたアーティストの署名

写真-２ プラハ，バルランドフ方面への路線 

写真-３ ミュールーズ アーチ状架線柱を持つ停留所 

写真-２ プラハ，バルランドフ方面への LRT路線 
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3 景観的シンボルとなるデザイン 

 

(1) シンボル的デザイン 

同じ配色や形状が繰り返されることによって，一つの

デザインのまとまりを作り，その形状が比較的大きく目

立つ場合，ＬＲＴが走行しているエリアのシンボルとな

っていくことができる．ここでは，ＬＲＴを導入するこ

とによって新しい生活環境や都市イメージが生まれるこ

とを表現しているデザインとして，今回の調査で見出さ

れた，プラハ，ミュールーズの事例を紹介し，これらの

デザインについて分析する．（写真-２，写真-３参照） 

 

(2) プラハ 

プラハ都心部からプラハ映画で有名なバルランドフの

地域とを結んでいる路線では，架線柱は全て，大きなア

ーチを描く形状で作られている．LRTが走行している事

そのものを都市景観の新たなシンボルとしてデザインし

ていることが見出される．沿線には停留所が６カ所ある．

全ての停留所で，メタルフレームを主とした軽快なデザ

インが用いられている反面，デザインディテールやカラ

ースキームは停留所ごとに独自性を持って構成されてい

る．停留所ごとの色は白，黄，青，赤，緑，白と赤であ

り，主としてメタルフレームの色として用いられている． 

停留所間距離の長いHlubocepy－Geologioka間では特に，

大きくカーブしていく高架橋の上にいくつもの大きな白

いアーチの架線柱が連なり，きれいな風景を作り出して

いる．それ以降の起伏のあるエリアでは，停留所間にト

ンネルが設けられているが，それぞれのトンネルの出入

り口には，停留所のアクセントカラーがラインとして使

われ，今どこにいるのかが無意識にわかる． 

また，停留所のアクセントカラーは周辺のP&R建物，

そこへ行くまでの通路，隣接する停留所や歩道橋，その

周辺の建物のアクセントカラーにも使われ，周囲との一

体感が図られている．停留所及びその周辺の公共歩行者

空間での大胆な色使いや，オブジェのような印象も与え

る高さのある独特のデザインは，遠くからも望む事がで

き，大きなデザインインパクトをもたらし，周辺環境に

新しいイメージを与えていると考えられる． 

 

(3) ミュールーズ 

 一つの路線を通して，停留所シンボルとして，停留所

の両端に大きなアーチを描く架線柱を設けている．架線

柱自体は四角柱であり，４面全てに異なる着色がなわれ，

停留所を見る方向によって，違う色が見えてくる．使わ

れているのは青，緑，黄，赤，ピンク，黒と白の縞模様

等であり，どの架線柱も鮮やかな色の組み合わせを持つ．

ベージュやライトブラウンのようなニュートラルな色調

の，箱形の建物を持つ街並みの中では，停留所の両端部

をシンボリックに示す大きなカラフルなペアのアーチは

人の目を引き，街に新しい景観・イメージを創出してい

ると考えられる． 

 

4 まとめ 

 

 LRT沿線に，LRTが走ることによって生み出された公

共空間のデザインや新しい景観を，LRTの車輌や軌道敷

等のデザインを併せて分析することによって，アーバ

ン・インテリアも含めた全体的なデザインの特徴，新し

く生み出された景観的特徴を探ることができた． 

LRT車輌の配色計画が停留所や沿線の橋や架線柱等に

まで応用させることで，ある種の連続性が生まれること，

拠点的停留所では大屋根を架けることによって，複数路

線の一体感という効果が得られていること，車体の広告

も入れ方によってはきれいに見えること等が見出された． 

また，プラハやミュールーズで見られた景観的シンボ

ルとなるような大胆な形状や配色計画は，今までとは異

なる新しい都市景観を創出しており，新たな環境を生み

出す装置として意義あるデザインであると思われる． 

 

参考文献 

1) 坂井清志：「イギリス，フランス及び日本のトラムの現

状と課題に関する分析」日本都市計画学会都市計画論文

集，No41-3，pp19－24，2006 

2) 野口健幸：「フランスにおける都市鉄道計画の策定プロ

セス －イルドフランス地域における事例－」2000年度第

35回日本都市計画学会学術研究論文集，pp601－606 

3) 田部井隆通ほか「リヨンにおける LRTの路線計画と土地

利用二関する考察」日本建築学会大会学術講演梗概集，

pp251－252，2004年 8月日本道路協会：道路橋示方

書・同解説 IV 下部構造編，pp110-119，1996 

4) ペリー史子ほか：「フランス事例調査に基づくLRTと公共

空間デザインの分析」第41回土木計画学研究梗概集，2010 

5) 青山吉隆ほか：「LRTと持続可能なまちづくり」学芸出版

社，2008年 

 

補注 

(1) アーバン・インテリアとは，筆者らが「都市的機能を有するイン

テリア空間，あるいはインテリアのような空間」と規定している空間

である．都心の，建物に囲まれた広場的な空間は囲まれることによっ

て内部性を有し，アーバン・インテリアに該当する．そして，LRT 停留

所空間やその周囲に広がる歩行者空間などはアーバン・インテリアの

一部として捉えられる． 
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