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Abstract: Re-evaluation of industrial ruins has become one of the significant issues of contemporary urban landscape. 
This issue was considered in this paper through a case of the abandoned monorail structures in the city of Himeji. The 
remaining structures were measured of their height, width, location, and visibility from the streets around the located 
areas. Owners and uses of the lots, accessibility from the surroundings, and evidences and traces showing any uses of 
the structures were also investigated. The result shows the ruins’ two sides of potential values, to be seen and to be 
used, as one of the urban landscape elements. 
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１．研究の背景と目的  
 かつての近代化を支えた産業、交通、土木の構造物の中には、

時代の変化とともに役割を終えた後も都市空間に残存し、時に独

特の景観を創り出しているものがある。産業遺構の保存活用に対

する社会的関心の高まりを受け、文化庁は1990年に「近代化遺
産（建造物等）総合調査」事業を開始し、また文化財保護法の中

心である指定制度を補いより多くの文化財を保護する目的で、

1996 年には新しく「文化財登録制度」が設けられた。それら近
代化遺産に関して、清水（1998年）は、「人々の生産の営みを示
す建造物」としての産業遺構の意義を認め、その保存活用の動向

を把握する研究を行った１）。一方、岡田は、産業構造物を都市景

観要素として新しい視点から位置づけようとする重要な一連の

研究を展開しており、テクノスケープ（人工構造物の景観）にお

ける景観異化手法２）、及び修辞的解釈による単純反復景観３）・二

元対峙景観４）の可能性の提示を行った。 
 主に視覚や記憶の対象という側面から、産業構造物の景観要素

としての評価を試みる既往研究に対して、本研究では、利用され

る対象という側面からのアプローチを提起したい。既往研究が示

したように、ある景観要素の存在価値が、例えば何らかの美意識

によって再評価されることは、それは感覚をとおして主体と対象

要素との関わりが強められるということである。関わりの度合い

が強くなるほど景観要素としての存在価値が高まるということ

であれば、触れる、物を立てかける、落書きをするといった利用

も主体との直接的な関わりを示し、景観要素としての価値の重要

な尺度になると考えられる。 
 そこで本研究は、都市空間に残存する産業遺構の事例を対象に、

視覚対象および利用対象としての両側面より分析考察し、都市景

観を構成する要素としての位置づけを試みることを目的とする。

具体的には、姫路市の中心部に残存するモノレール遺構(1)を対象 
として、１）廃線以降の事実経緯を調査して現況の背景を把握し 
た上で、２）残存する遺構の数、位置、大きさ、形状および街路

からの見え方を把握して視覚対象としての評価を試み、３）遺構

敷地の所有および管理、現況や痕跡からの利用実態の把握により、

利用対象としての評価を試み、２）３）の結果を総合して都市景

観要素としての位置づけを行い、対象遺構の今後の保存活用に向

けた有効な知見を得る。モノレール遺構は、橋脚と軌道が上空で

線状に連なるという形態的な特徴ゆえに、視覚対象としての存在

感が強いと予想されたことと、多数の橋脚が市内の各所に接地し

様々な利用形態が観察されるのではと予想されたことから、本研

究の対象とした。なお、姫路市は、橋脚や軌道をモニュメントや

看板に再活用できないか、2004年に検討を始めた。 
 
２．研究の方法 
 まず、モノレールの計画、設計、営業、撤去の各段階に関する

図面や資料 5)、を調査し、完成時の構造物について把握するとと

もに、廃線以降の撤去の過程をまとめ、現況に至る背景を把握し

た。次に、設計図面および現地での計測により、残存する橋脚と

軌道の数、位置、大きさ、形状を調査した。また、遺構周辺の街

路をその場から見える橋脚の本数を数えながら歩行し、見える本

数が変わる位置を本数の変化境界として記録した。その結果を地

図化することで、街路からど

の程度遺構が見えるのか分析

した。これらの結果から、ま

ず、視覚対象という側面から

景観要素としての位置づけを

考察した。さらに資料調査 6)

と現地でのヒアリング調査よ

り、遺構敷地の所有や占有お

よび管理に関する情報を収集

した。また、現地での観察調

査により、橋脚や軌道の利用

実態を示す状況や痕跡を収集
【写真-1】モノレール遺構 
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した。そして、利用対象という側面から景観要素としての位置づ

けを考察した。最後に、両側面での評価を総合し、この遺構の保

存活用に際して考慮すべき課題を挙げた。 
 
３．結果 

3-1. 現況に至る撤去の過程 
 図面資料調査より、完成時の路線配置および廃線以降の撤去箇

所およびその過程をまとめた（図-1）。1979年に廃止され、1984
年以降、撤去が進められてきたが、2003 年以降は行われておら
ず、現在は予算上、全体の撤去が見送られている。当初の延長

1824mから12回にわたり合計901.7ｍ分が撤去され、当初85本
あった橋脚が55本にまで減っている。撤去の要因は、８回が交
通網整備（道路拡幅、電車線路敷設など）によるもの、４回が施

設建設関係（商業施設・公共施設・立体駐車場建設など）である。

撤去は完成時の約1/2に及んだが、橋脚のみ残っている所を含め
ると、まだ約2/3が残っている。現在残存状況としては、橋脚単
体で残存する箇所を除くと、全体としては４箇所に分断されてお

り、それらは交通網との交差箇所や新に建設・整備された区域と

交互に位置している。 

【図-1】完成時の路線配置と撤去箇所および過程 
 
3-2. 遺構の計測結果 
 残存する橋脚55本分の遺構の内、立入禁止で調査が不可能な
旧駅舎内10本分を除く部分について、位置、大きさ、形状を調
査した。計測結果を橋脚ごとにまとめたのが表-1 の左半分であ
る。完成当時、軌道の1スパンすなわち橋脚の間隔は立地によっ
てかなり異なり、最小で 8.6ｍ 最大で 34mで平均すると約 20
ｍである。また撤去による抜け落ちで間隔が大きくなっていると

ころがある。そこで、橋脚の相対位置を示す数値として橋脚間の

距離を示した。       
 また、橋脚の断面は1.5～2.0ｍ×1.5～2.0ｍ、軌道の断面は0.9

ｍ×1.5ｍと規格化されているため、大きさを示す数値として立
地条件に応じて異なる橋脚の高さのみをあげた。 
 形状は、橋脚が下部：基礎部分 中間部：柱 上部：軌道桁受

けであり、軌道がPC製（一部鋼製）の桁の側面及び上部に運行
用レール・片側面に送電用レールが備えつけられており、単体と

しては差異がほとんどない。しかし、橋脚と軌道がともに連続す

る原型以外に、残存状況によって、軌道のない橋脚が連続する場

合、両隣の軌道がなく橋脚1本が孤立する場合の3通りが、相異
なる複合形として確認された。もともと一本の軌道だったものが、

いくつかの複合形に分断されるのは、撤去により間の数スパンが

抜けている為である。それぞれ、くし型、列柱型、独立柱型と分

類して示した。くし型、列柱型については延長も示した。さらに、

これら複合形が街路と接したり交差したりする場合があれば、あ

わせて記載した。 
 一方、遺構が残存する地区および周辺の街路をその場から見え

る橋脚の本数を数えながら歩行し、本数の変化境界として記録し

た結果が図-2 である。今回の調査範囲は山・建物は範囲が広く
なりすぎることが予想できるので、街路に限定して行った。なお

図において、着色がある部分が遺構を視覚的に確認できる場所、

着色のない部分は建物に遮られ確認できなかった場所を示す。着

色は見える橋脚の数を４段階に色別けしており、色が濃くなるに

つれ見える橋脚本数が多いことを示す。また０本の部分について

は軌道のみ確認できた場所である。図より分布の特徴としては、

可視橋脚本数は遺構と図の中間部で示されるように、10ｍほどの
間隔をもって平行する街路において最も多い。また全体の可視領

域の広がりは、街路が垂直に交わり、直線であればあるほど、広

範囲に及ぶことがわかる。また橋脚本数の変化は、遺構に近い街

路・平行より垂直に交わる街路ほど変化度合いが大きいことがわ

かる。 
 

【図-2】街路からの遺構の可視領域 
 
3-3. 遺構の利用実態 
 遺構敷地の所有や占有および管理に関する情報、および橋脚や

軌道の利用実態を示す状況や痕跡を収集し、利用の実態を把握し

た。それらの結果をまとめたのが表-2 の右半分である。市が所
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有し管理する橋脚や軌道は、敷地内で建物と共存する場合の他、

建物跡地、公開空地、河道内、河川管理用地、道路に立地してい

る。また、橋脚に誰でも近づくことができるのは、空地、河川管

理用地、道路に立地している場合であるが、ゴミ集積場や河川管

理用地では周囲に柵が設置され施錠管理されているところもあ

る。建物に包まれるように共存する橋脚には、その建物の関係者

しか近づけない。両岸が高さ3m以上の垂直護岸のため、河道内
の橋脚に近づくのは難しい。空間要素としてどのように利用され

ているかみてみると、建物と共存する場合は、建物内壁が橋脚の

形に出っ張り、飲食店や美容室の内観を成す。町内のゴミ集積場

や駐輪場、駐車場として利用されている空地の場合は、橋脚の足

元にものを置く拠り所として機能している。橋脚の中にはつる性

の植物が登攀し壁面を覆っている場合があるが、業界団体が壁面

を緑化している場合もある。利用の痕跡が壁面に残されている場

合としては、落書きとものを燃やした跡と紙や看板を張り付けた

跡がある。 
 
４．考察 

4-1. 視覚対象としての景観要素 
・橋脚や軌道の位置、大きさ、形状の特徴として言えること： 
図-1から遺構の位置関係は84年以降の度重なる撤去による残存
状況の変化過程が読み取れる。撤去の要因として、市の公共事業

における交通網整備・建設関係が挙げられ、撤去は全体の1/2に
及んだが、橋脚のみ残っている所を含めると、約2/3が残る。現
在の残存状況は、橋脚単体で残存する箇所を除くと、４箇所に分

けられ、交通網との交差箇所や建設・整備された区域と交互に位

置する。また図-1と表-1左半分から、読み取れた位置、大きさ、
形状の比較により、完成当時、軌道の1スパンすなわち橋脚の間
隔は立地によってかなり異なるスケールであり、また撤去による

抜け落ちで間隔が大きくなっているところが多数存在する。また、

橋脚・軌道の断面は規格化されており、全体形状は橋脚・軌道と

もに単体としては差異がほとんどない。 
・複合形のバリエーション、位置、大きさ、形状の特徴として言

えること： 
残存状況において橋脚・軌道の隣接関係は原型以外に、くし型、

列柱型、独立柱型の3通りが、相異なる複合形として確認された。
くし型は３箇所確認され全体の約9割、残り１割が列柱型・独立
柱型であり、反復景観として残存することが示された。また、こ

れら複合形としての分類は、既往研究３）において指摘された単

純反復景観の視覚的・意味的効果が創出する形骸・構成秩序の強

調という効果が、実際の遺構空間で確認できたといえる。 
・複合形がどのような景観を成すか、その特徴について： 
表-1 の街路との位置関係から、遺構が街路と垂直又は斜めに交
わる箇所や交わらず平行に位置する箇所、さらには街路上を平行

に交わる箇所があり、街路からの視点の多様化が期待できる。 
・遺構の可視領域について言えること： 
分布の特徴は、可視橋脚本数は遺構と図の中間部で示される 
ように、ある程度の間隔をもって平行する街路において最も多い。

また全体の可視領域範囲は、街路との交わり方、街路の形状、周

辺建物の分布との関係で成り立ち、橋脚本数の変化は、遺構との

距離、街路との交わり方と関係しているといえる 
 
4-2. 利用対象としての景観要素 
・遺構の立地条件の特徴： 
立地条件として建物跡地、公開空地、河道内、河川管理用地、道

路と多様化しており、建物内に入り込んでいる部分が特徴的とい

える。また河道内や河川管理用地など河川に沿って敷設された部

分が多いこと、またそれらを隣接事業所が占用していることが特

徴である。これらの特徴から遺構が生活環境との関係の中で存在

しているといえる。 
・遺構のアクセス可能性の特徴： 
立地条件の違いとの関係から、遺構へのアクセス可能性は多様化

している。多様化の要因として、立地空間が柵・建物壁・護岸ま

たは隣接事業所の利用などによって、境界が規定されていること

が挙げられる。 
・遺構の形成する空間について言えること： 
建物内観や資材置き場として、ゴミの集積場所としてや屋根を支

持する場所など、形成空間を見ることで、遺構の生活環境への浸

透が顕著に見られた。 
・遺構に見られる利用の痕跡について言えること： 
遺構表面に残る利用の痕跡としては落書きする・貼り付ける・も

のを燃やすという３つの行為が確認できたが10箇所のみであり、
他の利用実態の特徴であった多様化は、行為としては確認できな

かった。また本来期待できるアクセス可能性との関わりも希薄で

あった。考えられる理由として、今回確認できた行為は生活環境

とは逆に離れた場所で発生することが予想される。 
 
4-3. 視覚および利用の両側面から言えること 
 広範囲に及ぶ可視領域と橋脚本数変化の状況から、街路からの

遺構の見え方の変化が多様化していることが確認できた。それに

より、本遺構が都市空間において視覚対象として多様な効果を生

み出していると評価できる。また、利用対象として、場所による

空間要素の多様化と、異なる形成空間における生活環境との関係

の深さが顕著に現れた。その結果より、遺構が都市空間において

利用対象として浸透しており、生活と関わりのある景観要素とな

っていると考えられる。 
 
５．まとめ 

 本研究において、産業遺構として姫路モノレール遺構を取り上

げ、都市空間における景観要素としての位置づけを試みた。具体

的には、残存する橋脚と軌道の形状や大きさを把握するとともに、

遺構の位置および周辺空間から遺構の見える範囲（可視領域）を

特定し、視覚体験としての分析と考察を行った。さらに、遺構敷

地の管理や利用状況、周辺空間からのアクセス性、利用の実態や

痕跡の調査を行い、利用対象としての分析と考察を行った。結果

として、場所によって異なる空間要素によって、中心街における

遺構の分布状況と遺構の見え方の変化の多様化が明らかとなっ

た。さらに、利用の実態や痕跡から、遺構が日常生活に浸透して 
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【表-1】遺構の計測結果及び利用実態について 
橋脚番号 橋脚間距離 橋脚高(m) 複合形 街路との 立地 アクセス性 形成する空間 利用の痕跡

　　　  位置関係
1 10.5 独立柱型 限定（建物内） 建物内観（飲食店）
2 15.0 　直交 建物との共存 建物内観（駐車場）
3 16.2 建物内観（駐車場） 落書き
4 17.8 　 建物跡地 限定（周囲柵） ゴミ集積場
5 17.6 建物内観（美容室）
6 17.6
7 15.6 建物との共存 限定（建物内） 紙貼付け
8 13.3
9 11.7
10 10.9 建物跡地 限定（周囲柵） ゴミ集積場
11 10.7 建物との共存 限定（建物内） 建物内観（飲食店）
12 11.5 壁面緑化およびベンチ
13 10.7 公開空地 可能 壁面緑化およびベンチ
14 12.6 駐車場
15 11.1 つる植物の登攀
16 13.4 つる植物の登攀
17 13.1 　
18 13.1
19 11.3 河川管理用地（畑）
20 11.3 看板貼付け
21 11.7
22 11.7 つる植物の登攀
23 11.9
24 11.9 落書き
25 11.5
26 11.5 河川管理用地（荒地） 限定（周囲柵）
27 11.5
28 13.0  つる植物の登攀
29 12.1 つる植物の登攀
30 12.1 可能 つる植物の登攀
31 12.3 もの燃やし
32 12.8
33 11.9 資材置場
34 11.9
35 11.9 限定（周囲柵）
36 11.9 河川管理用地（荒地）
37 11.9
38 12.0 落書き
39 12.8 屋根を支持
40 14.1 屋根を支持
41 15.4 可能 駐車場＋案内標識 看板貼付け
42 16.8 駐車場 落書き
43 18.0 道路 駐車場 落書き
44 19.6 もの燃やし
45 20.6 河道 不可（河道内）

75.1
25.0
26.5
64.5
20.0
21.7
25.0
25.0
18.0
16.0
17.5
20.0
88.0
47.2
14.8
15.0
15.0
14.8
15.0
15.1
20.0
20.0
25.0
20.0
13.0
13.0
63.4
 8.6
13.0
13.0
25.0
20.7
25.0
25.0
20.0
20.0
20.0
25.0
20.2
20.0
20.0
20.0
25.0
34.0

列柱型
（51.5m）

くし型
（251.2m)

くし型
（200.7m）

独立柱型

くし型
（345.7m）

接する

斜交

河川管理用地
（隣接事業所が利用）

河川管理用地
（隣接事業所が利用）

河道

河道管理用地（荒地）

確認困難

可能

限定（周囲柵）

不可（河道内）

可能

斜交

直交

直交

斜交

直交

直交

直交

斜交

おり、都市空間の中で生活と関わりのある景観要素となっている

ことが明らかとなった。 
 
６．今後の課題 

 視覚要素としては、周辺住民に対するヒアリング調査によって

景観のインパクトや記憶などを探り、遺構景観の内面への影響を

探る必要がある。また利用対象としては、橋脚に対してのアプロ

ーチの実態を観察調査することで、実際の遺構空間と関わりが如

何に行われているかを探る必要がある。 
 
補注 
(1) 「姫路モノレール」は重化学工業の立地や、急速な都市化に伴う交通
問題の施策として、姫路大博覧会の開催に合わせ1966年に営業を開始
し、姫路駅から手柄山中央公園までの1.8㎞を運行した。全国で2番目
のモノレールとして話題になったが、赤字続きで8年後の1974年に休
止、79年に廃線。 
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