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●都市の魅力･賑わいと日本の都市行政・・・現状 

日本全国ほぼ例外なく中心市街地の全国一律の停滞、空洞化にあえいでいる。 

    →→日本の都市行政、都市計画制度がうまくいっていないと考えるのが自然。 

    →→社会として、抜本的実施する意思が希薄。（事業主体と市民双方） 

   （高齢化社会の問題とか、個々の商業者の努力という他の条件はいろいろあるが） 

 

●街とは？活性化とは？ 

＜街がにぎわう ＝ 活発な都市活動（経済、文化、社会）が行われている＞ 

 １．現象としては たくさんの人が街にいること 

   ①そこに住む    都心居住 多様な社会層の維持/社会住宅の確保 

   ②そこに来る    都市交通 都市公共交通/徒歩自転車優先・・人の交通権 

 ２．街の魅力・イメージ  生活の質 環境/景観/歴史 安全/快適/ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ 

  

一方、ヨーロッパ諸国の都心再生の成功 

70年代オイルショックの時、都心部の深刻な空洞化問題は、クルマへの過度な依存に気づいた。 

（当時の都心部は、歴史的地区の老朽化もあり、車中心の都市整備で空洞化していた。） 

 

車優先社会を修正 →→  都市の再活性化  に成功。 

 

 

●車社会の修正と都市の活性化 

○都市における車を認識する。 

自動車は、２０世紀は自動車の時代であった。経済成長の牽引、個人生活の豊かさを演出してきた。 

一方、様々な問題も多い。（環境、健康、経済、安全、そして、都市活動） 

（エネルギー消費にしめる自家用車の割合は47％、二酸化炭素排出割合においても自家用車が55.1％を占める。） 

（ヨーロッパの「車のない日」の紹介では、自動車は１／２は３ｋｍ以内の移動で１／８が５００ｍ以内と説明。） 

―車の魅力・有効性  

○利便性にすぐれた交通機関 利用機会の自由性、door-to-door の便利さ、個人所有の安心感 

○優れた性能   速度、移動距離、荷物の運搬、安全性、４から８人収容 

○個人所有の大きな道具   ステータスシンボル、消費意欲、行動の拡大、空間価値（収納等） 

○利便性・自由度に対する経済性 比較的安価なランニングコスト、拡散した土地利用でも利用可能 



―都市における車の問題……最も高度利用すべき都心部の空間浪費、都市活動停滞の元凶 

○車の稼働時間    マイカーの利用時間は、機械寿命の５％に満たない。ほとんどが駐車時間。 

○必要な空間量 移動空間 ……徒歩や自転車の５－２０倍の空間が必要。その空間は危険で利用できない。 

        駐車空間 ……路上で１５ｍ２、建築物内では、２５－３０ｍ２を必要とする。 

○歩行者空間を削減 道路は都市空間を現象ばかりでなく、分断する。 

○その他 大気汚染による建造物への害、騒音・景観問題、健康、経済、安全等 

経済活動、社会活動、文化活動等人のための都市が、単なる交通の道具である車に浸食されている。（有

効な土地利用の阻害、都市空間の分断、街中の歩行距離の増大、密度の低減化の促進） 

 

○北区王子のカーシェアリングの社会実験より(日本最初のカーシェアリング)…2001年 

  －出先でタクシーのように使う(シティカー)のでなく、マイカーのように使う車の共同利用－ 

・車所有者は、走行距離は1/10となった。(利用のたびに利用料がかかる。でも、経済的) 

・１台当たり会員数は、17人/台で十分。  

（カーシェアリングの車１台が成立すると、周辺にマンション 4-10戸さらに建設できる） 

 

●＜車社会の修正がすべてのスタート＞ ←←｢車が王様の社会｣のパラダイムシフト 

○都市交通・・・今日的時代背景 

20世紀「オートモビルの時代」、「経済発展」を目指した時代から、 

21世紀「環境」と「市民世界」の時代構築に向けた都市交通システムを考える 

←高齢化社会の到来 

←建設の時代から、ストックの活用の時代 

←市民生活の質的向上へ都市行政の方向転換 

     新しい価値観、考え方、すすめ方による都市交通行政、都市交通計画の必要性 

 

○都市交通は何のためか？ 都市内移動をどう考えるか？（都市交通計画の課題） 

←都市における市民の都市活動を支える「移動」の支援 

・・・「人の交通権」、市民の足の確保 

都市の活性化の道具？ 

      トラムの前に、まず、公共交通、都市交通、都市計画全体を考える必要 

 

○大都市での変革 

  1.パリ   ……渋滞回避、自動車優先の道路利用の転換 

・延長100kmの自転車道路整備…1997年から2年で整備 

・5.2m幅（4.5m+ 0.7m）のバス専用レーン（バスの廊下)整備 

…2001年春から2003km末には25km 

  2.ロンドン ……自動車利用の抑制・渋滞税(ロードプライシング)の適用 

   ・現在、22km2の中心部に入るたびに、課金するロードプライシング 

・一日、8ポンド(約1600円)(2003年スタート時は5ポンド) 

   ・2－40％の交通量減といわれている。 



○バスあるいは、タイヤ トラム 

１．ディジョン 都市圏人口25万人  

・バス網だけで十分な公共交通サービス提供（９割が１分以内早いか３分以内遅れの運行を達成） 

・都心居住の重点整備と市街地拡大抑制策を徹底（バス停から300m以内に人口95%が住む） 

・都心部の700mの歩行者専用道路に1300本のバスで、1日50000人を運んでいる。 

  2.ルーアン、クレモン・フェランの光追尾式タイヤ トラム 

・バス専用道路で、 2両編成だがほぼトラムに匹敵する輸送力。何より安価。 

・停留所へは時速15kmで自動走行し、ホームとの間隔は6cm 。 

・ルーアンの東西ルートは、南北のトラムに迫る一日 3.5万人を乗せている。 

 
●フランスの成功から・・都市交通の総合的計画と運営/公共交通の強化と都市空間の再配分 

１．フランスにみる車社会の修正 

○ LOTI  (国内交通の方向づけの法律：1982年) の制定 

・人の交通権 ・・・いかなる経済的、肉体的条件にもかかわらず都市を移動する権利。 

・徒歩、自転車、公共交通重視・・・ 様々な交通手段を自由に選択する権利があり、車に占拠され

た都市空間を徒歩や2輪車へ配分する。 

・公共交通の強化・・・公共交通を重視し強化する、 

・都市交通計画ＰＤＵの策定・・・複数のコミューンにまたがる場合、生活圏として一体的な圏域を

PTU地区と設定し、都市交通計画を策定する。(10万人以上都市圏) 

                  
2.フランスの都市交通の特徴 

公共交通の整備は、①都市交通環境の改善にとどまらず、②生活環境の質的改善を目指し、 

③都市空間の整備、街のイメージづくりとして重要 

・公共交通は都市行政における中心的な行政サービスである・・・・都市生活のインフラ 

・都市交通計画は土地利用と連携をとること。 

・公共交通（地下鉄、トラム、バス等）は、利用者の便を考え統合的運営する。 

・広域行政体の責務において、都市公共交通のサービスレベルを保証し、統括する。 

・様々な関係者が一体となった体制で事業を進め、徹底したコンセルタシオンを進めている。 

・都市交通計画の重要課題に公共交通網の整備があり、専用空間（ＴＣＳＰ）の確保が第一歩。 

・ＶＴ（交通負担金）…公共交通の促進のための目的税的なもの 

 ９人以上の事業所が給与の上限1.75%(パリは 2.5%)を直接 AO(交通当局)に納付。 

 

３．フランスのトラムと街づくり ・・トラムと都市整備/公共交通の強化と都市の活性化 

トラムの街づくり“フランス派”  ＜トラムは街づくりの道具＞  

ストラスブールで確立した、フランスの交通街づくりの基本概念 

・トラムへの期待 

高齢化社会（低床式）、人の交通権（税金投入等）、クリーンエネルギー、経済性（輸送量と工事費（軌

道・駅））、導入の自由度、環境への影響（騒音、排気ガス）、安全性、高速性、他交通と連携、街並み

との一体性、景観形成、文化財保護、街のにぎわい。 



     ＊復活の経緯   ……３都市現存、11都市で復活（１０都市程度で構想中） 

              

○柔軟で、強力な路面公共交通・トラム 

・一日８万人程度の移動を可能にする、  

動く歩道的感覚の公共交通 

・専用、共用空間走行等状況に応じて 

 導入可能 

・都心部の歩行者専用空間や郊外部の 

一般鉄道軌道も走行可能。 

・架空線のないトラムも運行している。 

 

 

●トラムで街をつくるストラスブ－ル・・トラムネットワークとしては24.8ｋｍ、４６駅 

・プロジェクトチームを設置し、事業（政策、計画、運営）の総合性と決定を体系化している。 

・トラム、バス、パーク＆ライド駐車場等の交通事業者を一本化している。 

・沿道整備、道路空間、車両等の設計、道路軌道関連等工事等を、計画決定から５年で実現し

ている。 

・トラムの導入により次のことが期待されている。 

 高齢化社会（低床式）、人の交通権（税金投入等）、クリーンエネルギー、経済性（輸送量と

工事費（軌道・駅））、導入の自由度、環境への影響（騒音、排気ガス）、安全性、高速性、他

交通と連携、街並みとの一体性、景観形成、文化財保護、街のにぎわい。 

 

・都市圏人口約４５万人、トラムA線開通 1994年12.5km B,C線開通2000年12.6km 

…トラム導入と都市整備の成功例    「都市整備の道具」 

・パイロットチーム…政治的決定ができる責任者と各種の専門家のリーダーを核としたチームが決定

する。事業（政策、計画、運営）の総合性と決定の体系化 

・交通事業者の一本化…トラム、バス、パーク＆ライドの駐車場は同一事業者。 

・都市イメージの価値を認識…アーバンデザイン、車両デザイン、再開発 

・効率的社会の達成……計画決定から５年で実現。沿道整備、道路空間、車両等の設計、建築、地下

工事、10kmにわたる道路軌道関連等工事、数百回に上る住民との協議をへて実現。 

 

●フランスの都市交通施策の流れと特徴 

0.背景・環境等 ・ＡＯ（都市交通局） …都市圏の公共交通に関わる行政権限の責務 

 （計画、整備、運営に関わる行政サービス） 

 ・ＶＴ（交通負担金） …都市交通のための目的税的事業税の一種 

 （概ね１/３程度に相当） 

 ・コンセッション等官民協力 …完全な公共責任のもと民間のノウハウの活用 

１．計画段階  ・ＰＤＵ（都市交通計画）策定 …他計画と整合性のある実施計画 

 ・コンセルタシオン …仏の住民参加、行政責任の明確化のもと 

 ・体制づくり …横断的な議論。決定内容は実質的に事業化する 



  (パイロット委員会、技術委員会等) 

 ・総合的、統合的整備 …公共交通、都市交通全体のシステム形成 

２．実施計画の工事段階  …財政、技術、デザイン等全てが横断的プロセス 

 ・他計画事業との整合性 …土地利用計画、住宅政策、再開発事業等 

 ・TCSPと基幹公共交通システム …最も条件を整えるべき基本事項 

 車よりも安く、早く、安全、快適に 

 ・工事期間の短縮化 …市長任期６年内の実現 

（ボルドーでは一度に工事をし、短期化） 

 ・運営委託（入札による） …行政の責務のもとに運営を民間会社に入札 

３．運営段階  ・生活の質を支える行政サービ

ス 

…バリアフリー、活性化、環境、都市文化、景観、 

 快適性、利便性 

 

 

●フランスの新しい都市公共交通システム(ルーアンは既存トラムも参考のため記載) 

  ルーアン カーン ボルドー 

都市圏人口 40万人 22万人 66万人 

基幹公共交通 トラム M 
タイヤトラム 

（T1～T3) 
タイヤトラム トラム（架線レスタイプ） 

特徴 内地下区間2.2ｋｍ 光学式追尾システム 一本レール 架空線/地上の2通りの集電方式 

路線数 2 3 1 3（第一期） 3（第二期） 

開業年 1994 2001（T2,T3） 2002末 2003,2004 2007（予定） 

    2002（T1）       

路線延長（ｋｍ） 15.4ｋｍ 25.6ｋｍ 15.7ｋｍ 24.5ｋｍ 43.5ｋｍ 

        (架線レス部11.0km) 

乗降客数（日） 6万人 6.2万人 
34万人 

(Max48万人) 
（14万人）   

車両数 28 38＋2 24 44 70 

    （57（2007年））       

車両 CITAOIS AGORA CIVIS TVR CITAOIS 402 CITAOIS 302 

幅（ｍ） 2.3   2.55 2.5 2.4 2.4 

長さ（ｍ） 29.4 17.6 18.5 24.5 43.9 29.6 

高さ（ｍ） 3.37 3 3.35 3.4 3.27 3.27 

床高（ｃｍ） 34   32.34 32 35 35 

 一部低床(70％) 一部低床 全低床 一部低床 全低床 

乗客定員(4人/㎡） 172 110 120 150 300（230） 218（170） 

輸送力（人/時） 3,440 2,200 2,400 3,000 4,500 3,500 

表定速度(km/h) 19.5 17.8 20.0 20.0 

工事費（ユーロ/km） 3,100万 （250-350万？） 1,450万 2,400万 

その他     今後生産はなし     



●総合的な都市整備におけるトラム交通の導入の成立条件…日本の問題点  

  
 ・「クルマは王様｣の価値観の転換  都心部における歩行者優先の実現 

                  公共交通、自転車の重視と異なる交通手段間の連携 

  ・公共交通は行政サービス     市民の足の確保、人の交通権 

                   公的資金投入とサービスレベルの向上 

  ・総合的効果的計画の策定と実施  車が中心でない総合的な都市交通計画の策定 

                   計画の確実な実施と公共交通の効果的運営 

   ・公正な合意形成        ルールに基づく公正でオープンなプロセス 

                                   徹底した広報活動と住民の意見への対応 

   ・時間制限のない行政主体を避ける  無数の課題を抱えるトラム事業は、100年かかる 

  時間と費用の条件内で最大効果を達成する民間活力 

 

＜参考＞「街で車を使わない日」（カーフリーデー） 

(97年ラ・ロッシェルの「車のない日」が初、98フランス、2000年よりEU。) 

・エネルギー、環境、都市活動、都市交通等これからの「都市生活のあり方」を考える国家的、地球的試み。 

・ 国土整備・環境省の呼びかけに賛同した都心部を対象とし地区設定が最初のステップ。 

・実施の狙い  ①大気汚染の問題を認識する     ②人と自転車の空間を主張する 

        ③公共交通の強化と利用体験の促進  ④地域の資産を再認識 

・現在 57％のフランス人が毎日車を使い、通勤交通の 69％を占める、一方で、64％が都市内の交通状況に不満

を持ち、69％が中心部の進入禁止に賛同している。 

 (半分以上の人が3km以内の車利用で、1/8が500m以内なので、必ずしも街中で使う必要性は少ない。) 

・車がなくても日常生活に大きな支障を引き起こさないことを実証することが重要とし、平日の実施に意味があ

った。交通の問題を考えるための市民へのレッスンとして社会的啓蒙の意義は大変大きい。 

・2000年は、750都市が参加し2001年には正式参加 970都市、１億人が関わった。賛同都市は 1300程度、2002

年には正式参加1300都市の世界的イベントである。一週間のモビリティウイークもEUのイベントとしてスタ

ートし 300都市を超えた参加となっている。 

・2003年には台北が正式参加。日本は2005年、5都市賛同都市として参加。 

・2004年あたりから、単なる社会啓発のイベントではなく、新しい施策の展開を伴う催しとなること

に移行。 

   http://www.cfdjapan.org 


