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【静岡市の交通施策】 

まず、静岡市では数年前からまちづくりの方向性、特に交通システムの方向性についてかなり議論が

進んでおり、一定の段階まで来ています。その上でのＬＲＴの研究であるということを共通認識とさせ

ていただきたいと思います。 

 

まず、都市全体を集約連携型都市構造という、先ほど市長がおっしゃったような、コンパクトであま

り車に頼らないで済むような都市づくりを目指そうという方向性がすでにうたわれています。 

 

【基調講演】「LRT とまちづくり」 

埼玉大学大学院 教授  久保田 尚
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都心に着目してみた場合、静岡のほうでは「人がまんなか都心づくり」といった歩いて楽しめる都心

づくりを目指そうということがうたわれております。 

 
都心の交通に関しては、上図のように環状的な幹線道路で周りを囲みまして、中は歩いて暮らせる、快

適に歩いて楽しめる都心づくりといったような方向性が打ち出されています。二番目が「自転車を利用

しやすい都心づくり」、三番目が「誰もが利用できる利便性の高い都心内の公共交通を作っていく」とい

うふうに打ち出されております。 
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清水のほうでは、先ほど市長がおっしゃった新清水と港の方をちゃんと結んでいこうという交通体系

が打ち出されております。 

 
それぞれに、このような施策をこれから考えていこうじゃないかという絵が既に出来ています。 
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上図が今日のシンポジウムの大きな基盤になる絵ですけれども、静岡の交通システムとしてまずこの

紫のところの都心間を結ぶ基軸となる公共交通が、ＪＲと静鉄であります。それに都心内の基幹となる

公共交通軸、その先に郊外に行く幹線の公共交通軸があり、そこに向かってアクセスしていくローカル

な交通があるという、4 段階の交通システムを考えています。 

 
ＪＲ・静鉄がこの基幹となるもので、都心内を回遊する公共交通軸、この辺りが幹線となる公共交通

軸ということで、今日話題となるＬＲＴというのは、このあたりで検討されるべきかと思います。 
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次にバス優先レーンです。ご存知のように、江川町交差点から籠上の交差点まで朝、登り方向にバス

優先レーンが出来ました。最近、我々の研究室でその評価を調査しました。なぜ今日この話をするかと

いうと、理由は２つありまして、１つは静岡市民がそもそもバスという公共交通と、どういうお付き合

いをしているのかです。あるレーンを交通規制すると一般車はどかなきゃいけないですね。そういう交

通規制に対して、市民の方がどういう反応をされるかということを知るのは、１つの大きなヒントにな

ると思います。もう１つの理由は、ご存知の方多いと思いますけれども、実はこの路線がまさに昔の静

岡の路面電車のルートであり、そのルートが今、公共交通軸のひとつとしてバス優先レーンになってい

るのです。そのバス優先レーンがどのように使われているかを今からご紹介します。 

実はバスレーンを入れる 2 年前に実証実験をやりました。その時のデータと、バス優先レーンを入れ

た直後のデータ、2002 年と、2004 年と、2011 年で 3 時点の評価をしてみます。 
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上の写真がバス優先レーンです。一番左の車線はバス優先ですから、一般車は入ってもいいけれども、

バスが後ろから来たらどかなければいけないという、道路交通法上の規制がかかっている路線です。 

 
まず、バスの遅れ時間を見ますと、2002 年、2004 年、2011 年、バスレーンが始まる前は 4～5 分、

ある区間でバスが遅れていましたが、バスレーンを入れた途端にそれが 2～3 分に変わりまして、今年測

ったところでは 1 分くらいになっています。ですから、かなりバスレーンの遵守性も高まってきている

ように見られます。 
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では、バス優先ではない第二車線は混んでいるかというと、ご覧のように全くと言っていいほど渋滞

がなくなっております。けっこうびっくりしますよね。バスレーンもすいすいバスが走っていますが、

一般の車線も混まないようになっていることが分かってきました。それぞれこの 2 地点で交通量を測っ

てみました。 

 
上図に一般車線を走っている車の量とバス優先レーンを走っている車の量が示されております。例え

ば、普通自動車は普通の車線では 1,128 台走っていますけれど、バスレーンでも 213 台走っています。

ただ、バスが来るとたいていはどいてくれます。バスが来てもどかなかったのは少数でありまして、バ

ス優先レーンをみなさん非常に尊重して走っています。ということで、例えば全体の普通自動車でいう
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と、全体の交通量のうちの 18％くらいがバス優先レーンを走っているけども、バスが来たらちゃんとど

いてくれる。どうしてもどいてくれないのはこのくらいにとどまっているということで、非常にうまく

機能しているように見えます。 

 
上のグラフは、今回のアンケートの結果です。この路線を使っている方にまず、バス優先レーンを知

っていますかと聞いてみると、やっぱり皆さんよくご存知であります。評価を聞くと、4 分の 3 の方が「良

い」という評価をされています。 
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なぜいいと思いますかと聞くと、バスの定時性が向上したとおっしゃっている方が 35％いて、これは

納得できる答えですけども、ちょっと私も驚いたのですけども、それに準じて多いのは一般車両からバ

スへの転換が図られて交通円滑化、環境問題に役立っているということです。身近でバスレーンが上手

く機能しているということから、クルマ通勤からバス通勤に変えた方がどうもいらっしゃるみたいです。

そういうことが皆さんの共通認識になり始めているのではないかと思います。 

 

では、まわりの道に車が通って混んでいるかというと、そんなことはないのです、悪化したのではな

いかという人は 10％位しか居ないということになっております。 
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このアンケートに答えた方がバスレーンを入れる前と入れた直後と現在で、どういう交通手段であの

道を通っていますかと聞いています。上のグラフのとおりに「バス」という人が 27％程、増えておりま

す。話を聞いたのがバスに乗っている人ですから当然バスに乗っている人が多いのですけども、過去の

ことを聞くと以前はバスじゃなかった、車だったという人が 14％程います。これを見ると変わってきて

いるということが分かります。従って、バスレーンというのは非常に、このデータを見る限り上手く機

能しているというように、私は今のところ判断しております。 

日本中、バス優先策などに対する需要性がよく問題になるのですが、静岡市民というのはこういうこ

とに非常に適応していただいて、しかも上手く使っていただく素質があるんじゃないかと私は判断をし

ております。ということで、今日のＬＲＴの議論を進めていきたいと思います。 
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【グルノーブルの事例紹介】 

 

日本も少しＬＲＴの気運が高まってきましたけれど、やはりなんと言っても本場にはまだまだかない

ませんので、今日は題材ということで本場の国の状況を一緒に見ていきたいと思います。 

まず、グルノーブルというところがありまして、かなり昔、1987 年からこのＬＲＴが走っているとこ

ろです。ここは、パリから行くＴＧＶ等が通る鉄道駅の駅前広場からＬＲＴが出発します。今はもう見

慣れた感じになってきましたが、当時は非常に斬新でみんながびっくりしたデザインの低床型のＬＲＴ

が、グルノーブルで今から二十数年前に走り始めたわけであります。 
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【アンジェの事例紹介】 

 
皆さんご存知のように、ストラスブールとかナントとかフランスの都市は相当な数のＬＲＴを導入し

ました。フランスは都市と都市との競争心が非常に強くて、あそこが入れたならうちも、ということか

ら常識的なブランドになっていまして、ＬＲＴがないというとちょっと肩身が狭いくらいのことになっ

ているように見えます。 

そんな中、最近耳寄りな話を聞いたので、残りの時間はアンジェという都市のＬＲＴの話をしたいと

思います。アンジェというのは、つい最近動き始めたところで実は私もまだ行っていないのですが、非

常に見るべきものがあります。というのは、グルノーブルあたりではまだまだ法律も、いろんな導入の

仕組み、お金の仕組みがほとんどないまま試行錯誤だったのですが、だんだんやり方が慣れてきまして、

アンジェでは進め方において完成された気がします。したがって、議論の最初から開業までの「ものが

たり」を勉強するというのは、非常に役にたつと思いました。この方にお願いしていろんな情報をもら

ってきましたので、を今からご紹介します。 
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アンジェはパリからＴＧＶで 1 時間半くらいのところです。人口がわずか 15 万人で、周辺を入れて

30 万人弱という、日本でここにＬＲＴを入れるというのはちょっと考えられないような規模の都市であ

ります。ここでＬＲＴがつい最近入りました。 

 
過去数十年、もちろん市街地がどんどん拡大していきますけども、その拡大の方向が放射状なのでや

はり中心性は低くならないで、中心市街地には圧倒的に人がいる。
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しかも、拡大した都市のいろいろな行き来の、常に真ん中に中心市街地があるので、その中心市街地

をどう扱うかということがまず路線選定の中のポイントになったということです。 

 
このような話をするとちょっと理屈っぽくなりますが、フランスではＰＤＵというある種の都市交通

の計画を立てる義務が都市にあります。アンジェは 2000 年にＰＤＵという計画方針を作りました。その

中にはっきりと公共交通を評価するというのをうたったわけです。その背景として、大気汚染、環境問

題に配慮するということで、車から公共交通、自転車という今我々も共有するような価値観で計画を立
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てました。2001 年からどういう交通システムにしようかという議論が始まりました。 

 
しかし最初は、「なんであんな不便なものを復活させるのか」との意見がありました。昔路面電車が走

っていたようですけども、不便だから止めていたのです。ただ、やはり将来を見据えると自動車に依存

した社会は無理だということで、何か要るだろうとなったのです。その次は「なぜＬＲＴなのか」と。

例えばバス、いわゆるＢＲＴ(バス・ラピッド・トランジット)でもいいじゃないかという比較の議論もあ

ったようです。けれども、バスは既存の道路を通るので街路が再整備できない。それよりＬＲＴを通す

ことによって敢えて道路を拡幅することを伴わせたほうが、むしろまちにとってはプラスだと。更にＬ

ＲＴが走ると都市のアイデンティティが高まるじゃないかということで、ＬＲＴを選択したわけであり

ます。 
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2001 年から始まりまして、ずっときて今年の 6 月に運転が始まったという、ちょうど 10 年を要した

のでございます。 

 
最初は、路線のシナリオパターンをいくつか描きまして、どのパターンで行くのかとの選択があり、

まず開業したのがこの南北の１号線であります。延長 12 ㎞、25 駅、2 億 8 千万ユーロ。 
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今、1 ユーロが 100 円ちょっとになりましたか。ですからまあ 300 億円でこの路線を作ったわけであ

ります。 

市民と議論をする中で、虹がいいじゃないかということでこの色になりました。路線選定が非常に巧

みだと思います。大学のあるところとか、アパートとか、まず間違いなく毎日乗ってくれるだろうとい

う施設を結びつつ走っていくということで、非常に都市計画的な視点ですね、いわゆる公共交通志向型

開発として、この沿線にいろいろな都市開発も一緒にやって、都市の開発を集中させていこうとしてい

ます。 
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虹色がいいかどうかは色々評価もあろうかと思いますけども、市民が決めた色であります。 

 
上の写真以前の様子で、市民の方と整備イメージのＣＧを作成し、実際に出来あがったのが下の写真

です。 

例えばこの地区は、トランジットモールではないスタイルですので車も走ります。ですから、ここは

歩道であるとともに駅です。プラットホームです。そういう非常に面白い道路の作り方になっています。 
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先ほど言いましたように、道路を拡幅したところがけっこうあって、あえて周りの土地を買って広い

芝生の空間を作ること自体に彼らは価値があると考えています。それから両側に自転車レーンを付けて

いまして、目標のひとつである自転車を優遇するということも、道路を拡幅したことで成し遂げていま

す。 

 
上の写真のように、自転車の空間、車道は１車線に絞ってＬＲＴと自転車というように、いわゆる道

路の幅員構成を変えているわけであります。 
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ここはいわゆる鉄道駅ですけれども、ＬＲＴだけしかアクセスできないような駅に改造しています。 

 

上の写真ではアパートを通っています。 
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上の写真のように大きな交差点も歩道を拡幅してコンパクトにしつつ、ＬＲＴを通しています。 

 

川を渡るのに、ＬＲＴ専用の橋を一本架けております。 
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面白いポイントのひとつは、都心部をどう通すかということで、環状線をまわしたほうがいいという

人と、やっぱり都心の中に突っ込んだほうがいいという人がいました。実は都心は道がけっこう狭いの

です。そこを通すか通さないかで議論して、結果的には通そうということになりました。 

 
上図の黄色いところ環状道路で、結果的には非常に狭い中に突っ込んできています。 
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これが昔の路面電車が走っていた頃の都心部の広場であります。 

 

以前はここを車がいっぱい走っていましたけど、全部締め出してＬＲＴだけがこの広場を入っていく

スタイルに変えました。 
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上の写真のように以前、車が広場にいっぱいあったのを全部締め出してＬＲＴだけが入ってくるとい

うスタイルになります。 

 
一番狭いのは幅が 10ｍもない道ですね、ここにＬＲＴを通さなければならないということで、どうし

たか。 
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これは実はアムステルダムにおいてやっておりますが、狭いところに行くときは単線にして通すので

す。 

 

ロエ通りは上の写真のように単線になっています。道が狭くてもこういう工夫が有り得るということ

です。 



H23.11.12 静岡市公共交通シンポジウム 
人と環境にやさしい公共交通の展望 

「～市民が育て、まちを育てる公共交通を目指して～」 
 

 26

 
ご覧のように、都心のところは架線がないのです。景観上、架線があってはいけないと架線レスにな

っています。都心の部分は架線を取るということで、郊外のほうから架線付きで走ってきました車両が、

架線をたたみ、その後は地表から電気を取るスタイルに変わり、都心の架線のない方へ走って参ります。 

  

これで都心は、完全に景観的にすっきりとした広場を走っていくということが可能になったというわ

けであります。 
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今流行のコミュニティサイクルなんかも駅でやっています。 

 

また、当然駐輪場も駅にあります。 
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さて、私がどうしても皆さんにお話したかったのは、市民との対話をものすごくやっていることです。

上の三つはフランスの法律上やらなければいけない市民参加でありますが、それだけじゃなくてコミュ

ニケーション専従員という人が 3 人、コミュにケーターという人が 5 人、合計 8 人がそれだけのために

8 年間活動しました。この人たちは地元にずっといまして、地元の方からの声を行政に伝える、行政から

のお知らせを地元の方に伝えるということだけをやったのです。希望者がいれば毎週必ず説明会をやる

とかですね。トラム館という説明のための施設を作りまして、そのための費用が全体の 1.5％、300 億円

×1.5％をこの活動だけに使ったのです。やはりここまでやると、市民と行政との間が滑らかにいくとい

うことで、私はこれがひとつの到達点じゃないかなと思います。今までいろいろな都市でいろいろな試

行錯誤をやった到達点は、この 1.5％じゃないかと思います。 
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上の写真がトラム館です。こういうところに入っていくといろいろな説明が出てきて、人口が 28 万人

しかいない中で来場者が 5 万 5 千人、これは大変なものだと思います。 

 
これが 300 億円の内訳でありまして、補助金、自己資金がわずかでありますが、基本的には銀行から

の借入れでほぼ全体をまかなっています。 
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現在 2 号線、東西線も計画中であります。 

 

【まとめ・交通まちづくりと LRT】 

 

このグルノーブルもアンジェも明らかなのはＬＲＴだけをやったわけじゃないということです。公共

交通以外に歩行空間、自動車交通、駐車場、自転車。 
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このようなものを全部考えてひとつのシステムを作ったということは、たとえばトランジットモール

のような歩行空間をどう考えるのか、自動車との住み分けをどうするのかと、あるいは駐車場をどうす

るのか、パークアンドライドをどこでやるのかとか、自転車とＬＲＴを考えた街路空間というのはどう

いう空間なのかということを、ＬＲＴを考える上では全部考える必要があるのです。あと都市計画の視

点も必要で、いわゆる都市の開発とＬＲＴの路線をどう考えるのか。こういうところまで考えたから、

たったあれだけの人口のところでも完璧な路線が出来たのではないかと思います。 

 

以上で終わります。ありがとうございました。 
 
 
 


