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2012 年 9 月 5 日     静岡市公共交通シンポジウム 

公共交通が「まち」「生活」を変える 
 

 

基調講演内容抜粋 「ストラスブールの LRT を中心とする総合交通対策」 

   

副題・「30 年間かけた車社会から『歩いて楽しい』まちづくりへの道 

 

 

ヴァンソン藤井由実 ・「ストラスブールのまちづくり」(学芸出版社) 著者 

 

 
                       

講演内容    

                                                                                       

1. フランスでは 22 の地方都市に LRT 

2. ストラスブール市はなぜ LRT を導入したか？ 

3. 車との共存・ストラスブール市の総合交通対策 

4. 都心への公共交通導入を可能にした社会的背景 

5. 車渋滞都心から、みんなが『歩いて楽しいまち』への歩み 

a. 市民はどのようにして公共交通を受け入れてきたか 

b. 地方のまちづくりをささえるもの 

 

 

ストラスブール市都心

を走る LRT   

都心での路面電車、 

自転車、歩行者の共存 
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1. フランス 22 の地方都市における LRT 導入への経由 

  

フランスの地方都市のまちづくりに、世界中から今高い関心が寄せられている。 公共

交通を都心に導入して、まちの中心街を活性化させ、環境、経済の双方の面から高い効果を上

げる都市整備計画に成功している自治体が多い。22 の地方都市ですでに LRT（新世代型路面電

車）が運行され、2012 年から 2013 年の間に、新たに 6 都市で LRTが開通する。さらに 13 の都

市で LRT 導入が企画されており、まさにフランスは世を挙げての路面電車時代に入った。必ず

しも大都市だけでなく、たとえば静岡市 71 万 5 千人よりもはるかに人口の少ない自治体で

も、 LRT を導入している。そしてトラム(フランスでは LRT をトラムと呼ぶ)の表情がそのまま、

それぞれの地方都市の顔となり、都心における車社会からの脱皮が進んでいる。なぜフランス

の地方都市は、競って LRTを導入してきたのだろうか？ 

 

2.  ストラスブール市はなぜ LRT を導入したか 
 

                           

ストラスブール市はパリから東へ 500Km、                               

フランス東部のアルザス地域圏の首府で、ライン川 

左岸に位置し古くから河川交通の要衝として発展して 

きた。またヨーロッパの中心的な位置にあり、 

欧州を代表する大都市が半径 500Km以内に位置する。  

EU連合の議会（736名の EU議員）、 欧州評議会、 

欧州人権裁判所など多くの国際機関を擁し、71国の 

外交代表団が市に拠点を置いている。 街の中心は、 

ライン川の支流・イル川の中州に築かれた旧市街で、 

周囲 2Km ほどの島に、観光や商業スポットが集中し、

由緒ある多くの歴史建築遺産が、ユネスコ世界遺産の 

大聖堂の周辺に温存されている。 

  

 写真・平日午前でも人に溢れる都心。大聖堂前広場 
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今では、人に溢れる歩行者専用道路が多いこの素晴らしい中心街も、実はかつては車に

占拠されていた。ストラスブールでは、1880 年にはすでに路面電車が開通し、80 年間にわたっ

て市民に利用されていたが、経済成長期に入った 1960 年代に、都市の公共空間を自動車に譲っ

た。 やがて 1980 年代に入り、自動車社会がもたらす騒音、公害などの弊害を解決するために、

都市圏に大きな輸送能力を持つ公共輸送機関、つまりトラムの復活を新たな提案として見直し

作業が始まった。それからさらに 15 年の月日が、トラム専用軌道の導入可能調査に費やされ、

地表を走るトラムか、新交通システム地下鉄（VAL）を選択するなどの議論は、長い間、政治

家や市民の間で繰り返されてきた。トラム敷設をマニフェストで訴えたトロットマン女史が選

出される市長選挙を経て、トラム敷設の決定は 1989年 12月にやっと下された。 

 

トラムの第 1 路線は 1994 年に完成し、それから 15 年の間にストラスブール市は「ト

ラム導入を伴った都市整備と、環境都市としての知的なイメージの確立に成功した代表都市」

として有名になった。 都心の歩行者専用道路の面積、大気の質、廃棄物リサイクル率、住民

一人当たりの二酸化炭素排出量、自転車専用道路と時速 30K m 以下に規制された道路の設定、

公共交通の充実度などの比較で、2009 年にストラスブールはフランス第一の「エコシティ」に

も選ばれた。2011 年のストラスブール市内の人口は 26 万 4 千人、ストラスブール郊外の 28 市

町村で構成する「広域自治体連合 CUS」の人口は 47 万 5 千人で、1990 年から 1999 年の間に

7%増加、1999 年からは年々人口が 1%増加している。 5 万人以上の学生を擁する大学都市ス

トラスブール市経済圏の雇用も、過去 17 年間に 8.8％増加した。 

 

ストラスブールでは、1．環境への配慮（大気汚染への対応） 2. 交通渋滞への対応

（バスだけでは対応しきれなくなった） 3. 福祉政策の一環（高齢化社会への準備、社会弱者

への移動権の保障） 4. まちの景観の再整備（自動車に占拠された都市空間の見直し）の 4 つ

の明確な目的を持って、正にまちづくりのツールとして LRT を導入してきた。 

 

3. ストラスブール市の総合的な都市交通計画 

 

 

 2011年のトラム路線全長は 53Km、75の駅 

 トラム導入のメリット＝環境要素、経済効果、街の景観美の再整備、交通事故の減少 
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ストラスブールのトラム導入の成功の主な要因         

       

 大量輸送が可能な 45mの長さのバリアフリー車両 

を持つトラムで、乗り降りのアクセスが大変簡単、 

乗り心地の良さと洗練されたデザイン 

       ドアが大きく開き、乗降時間を早める 

 

 利用者の利便性を第一に考えて運営 

 

o 学割、シニア料金など、利用者の社会的立場を考慮して細かく配慮、設定された

料金体系 

o 午前 4時 30分から夜の 12時 30分まで運行 

o 頻繁なトラム運行と、時速 21Kmという魅力的な速度 

o 車道に対する優先信号の備え付け 

o 監視ビデオの設置、警備員の配置等の施策を通して、乗客の安全性を向上 

 

トラム導入と並行して行われた総合的な交通政策 

 

 自動車の迂回政策（都心の通り抜けができない）と走行規制                

 駐車システムの統一 

 都心の路上駐車スペースの削減 

 商店への配慮 

 都心の住民への配慮（レジデントカードの発行） 

 浮沈式ボラート（車止め）システム 

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

浮沈式 

ボラート 

が降りている 

浮沈式ボラート  午前 10時 30分までと午後 7時以降は 

  搬入車の都心への乗り入れ可能 
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 歩行者専用空間と走行規制道路（30Km/h） 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

かつての駐車場が歩行者専用空間に                        

         

 8 つのトラムの駅に設置されたパークアンドライド 

 事故と障害者への配慮 

 アートを楽しむトラムの駅と沿線の景観整備 

 トラムと空間設計（まち全体の整備）                                  

 他の公共交通手段との整合性 

o トラム路線と上手く連結して提供されているバス路線のサービス 

 

トラムを補完する交通まちづくり 

 

 自転車専用道路 フランスで最長の 570Km 充実した貸自転車利用 

 カーシェアリング(会員式レンタカーシステム) 

o 中型車で 35Km走っても 2170円: 保険費やメンテ、車検の心配なく利用したい時

のみ使用 

 

    

 

 

 

 

 

 
      自転車専用道路      簡単にトラムに乗る自転車    レンタルサイクルショップ 

 

速度制限道路標示 
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4. 「公共交通導入をしたまちづくり」を可能にした社会的背景 （交通権と交通税） 

 

A. フランスの地方自治 

 

 大きい政府 人口約 6260万人に対して地方議員が 50万人強 

 トラムの事業主体は、ストラスブール都市共同体の中の「トラム局」 

 交通政策決定は市議会、計画の施行は役所の「都市交通事業運営管轄機関」 

 実際の運営は第三セクター （上下分離や公設民営がフランスでは実施され

ている） 

 

B. フランスの地方自治体の財源 

 

 地方団体は財政自主権を持つ 

 2007年のフランスの地方自治体の歳入の 47％が地方税 

o 不動産課税を中心とした直接税が 85％を占める 

地方 4税 ＝住居税・既建築不動産税・未建築地不動産税・事業税 

 

C. フランスの政府と地方 

 

 「1982年の地方分権法」で、地方債に対する国の事前監督権を廃止 

 地方公共団体は起債に際して国の許可を必要としないが、ただし地方債は新

規の投資部門の支出の財源としてのみしか使用できない 

 

D. ストラスブール都市共同体の 2011年度予算 ＝約 900億円 （人口 47万人） 

 

 20％を交通政策、13％を都市整備が占める 

 トラム KMあたりのコスト＝2500万ユーロ （25億円） 

 

E. なぜフランスのトラムは赤字でも良いか 

 

 交通権 「国民の誰もが、容易にできるだけ低コストで、快適に移動でき 

     る権利」の保障を、自治体に義務付けた （1982年 憲法制定） 

 交通税 従業員の給与総額に一定の税率を掛けて自治体が徴収する、 

自治体の独立課税財源 
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5. 車渋滞都心から、みんなが『歩いて楽しいまち』への歩み 

a. 市民はどのようにして公共交通を受け入れてきたか 

 

輸送能力、コスト、都市整備の点から徹底的な検証と議論を経て、ストラスブール市は

トラム導入を決定したが、現在では住民 1 人あたり年間 204 回公共交通を利用しており、2009

年には都心人口の自動車利用率が初めて 50%を下回った。トラム導入の際には、合意形成のた

めに十分なコンセルタシオン(事前協議)が行われ、住民に路線に関するあらゆる情報が伝達さ

れた。その情報開示、意見徴収、公開討論会などのプロセスは法律で定められており、また市

議及び市役所の交通局のスタッフも住民との直接の対話の機会を大切にしている。 1990 年代

には商店街の反対は、フランスでもやはり大きかったが、工事期間中の売り上げ金額の減少分

を、市当局が損害賠償するという形で、合意の上での補填作業が行われてきた。 商店街主の

アンケート結果を見ても、トラム導入には現在ではもう反対派はいない。 そして、今さら

『トラムが走行しなかった場合』と比較しての経済効果は測れないが、地方都市ストラスブー

ルの都心にシャッター通りが一本もない事実が、

都心への公共交通導入政策の成功を語っている。 

 

都心での自動車利用が半分をきったストラスブール市

（2009 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   合意形成のための、事前協議用市民対象資料 

   新路線とトランジットモールの具体的な提示 

          （ストラスブール市 2011 年） 
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b.地方のまちづくりをささえるもの 

 

 

技術的な挑戦 〔ストラスブール市の場合〕 以下の目標を設定した 

 生活環境の改善 誰でも簡単に安く移動できる 

 自然資源の保全 大気汚染の緩和、騒音対策 

 車と駐車場に占拠されていた空間を市民に開放する 都市スペースの再利用 

政治的な挑戦 

• リーダーシップを発揮する自治体首長      

• 広域行政体として機能させる 

• 専門性の高いスタッフを起用した 

組織作り 

• 地方分権化 

都市計画の挑戦 

• みんなが住みやすいコンパクトシティ 

• 環境に配慮した広域にわたる副都心整備 

市民の挑戦 

• 市政に参加する態度                                   

「これからまちがどうなればいよいか」 

「どんなふうに自分が働きたいか」 

「どんなまちを創りたいのか」 

• 持続可能な発展・次世代への責任            

• 生活様式の見直し 

車の利便性をある程度犠牲にして、新しい都市交通プランを受け入れられるか？          

           

             

 

 

 

 

色彩の調和が取れたまちづくり 芝生軌道・まちなかのアート・トラム 

公共交通移動が 7％から 13％に。 
徒歩 33%・自転車 8%・自動車 46% 
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公共空間では、相反する様々な利益がぶつかり合うので、こういったトラム路線導入計

画が政治的な駆け引きの焦点になってしまう。 店主は客足が遠のき、店舗の価値下落を心配

する。トラム沿線の住民は車両の音を心配し、都市景観整備の細部を批判する。野党を支持す

市民は、トラムのコスト、公共交通の存在意義そのものについて議論し、又数多い市民団体は

それぞれ、自分達の地域の利益を守る為に、あらゆるテーマに沿って運動を展開する。だから、

トラムプロジェクトのマネジメントは、この計画にふさわしい公開議論を企画して、市民の質

問や疑問に正確に答えていくために、市民たちのすべての関心事を考慮にいれて、「必要な事

前協議のツールを利用しながら、合意形成をすすめる」必要がある。そして私には、常にスト

ラスブール市の地方公務員たちの、真摯に市民たちと向き合う姿が印象的だった。 

 

静岡市では、LRT 導入推進の活動を行っている市民団体が、静岡市田辺信宏市長へ、早

期導入への賛意を示した市民 8300 人分の署名簿を提出しており、市民のイニシアティブによる

運動が活発だ。静岡市も 6 月 14 日に開催された「市議会新都市拠点整備・公共交通対策調査特

別委員会」にて、2012 年度内に LRT 計画案作成の方針を発表した。すでに多くの草案の研究が

進められており、市民を対象にしたシンポジウムも今年が初めてではない。今日私がご紹介し

たストラスブール市では、都市交通問題の解決のために LRT をまちづくりのツールとして活用

してきたが、導入初期に決して市民の導入嘆願運動があったわけではない。1990 年代当初は、

LRT の都心への導入は時代的に画期的な交通政策であったために、むしろ「官が民を啓蒙して

きた」面も否定できない。そうして比較すると、静岡市のように、官民一体となって LRT 早期

導入を進めていこうとするケースは、ある意味では、これからの日本の地方都市における都市

交通政策の見直しの一つのモデルにもなりうると思える。     （下記図面・静岡市提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清水 2.5Km 

静岡―清水間の距離 11Km 

葵 1Km 

駿河 2.6Km 

想定ルート

1Km 
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そして、既存の公共交通手段利用の最適化も含めて、「まちぜんたいの状況を変化させ

る」ツールとしてトラムを捉えることが重要だ。 また、専用軌道路線を持った都市交通ネッ

トワークの実現を促進させるプロジェクトの成功には、「長期的なまちづくりのヴィジョンに

裏付けられたグランドデザイン」を持つことが必須である。 フランスでは都市計画整備に一

貫性をもたせるために、マスターアーキテクトが全体の構想をまとめてから、建築家、景観デ

ザイナーがそれぞれの役割を果たしてきた。 最後にその「計画を遂行するという政治的な意

欲」が何よりも不可欠だ。 ある種の使命感が求められるだろう。このシンポジウムも静岡市

の風土を活かした「歩いて楽しいまちづくり」、高齢化社会にも対応できる「公共交通を導入

した都心整備」への考察の第一歩になれば嬉しく思う。（完） *この紙面では紹介できなかっ

た詳細な数字は、拙著「ストラスブールのまちづくり」をご参考にして頂けますと幸いです。 

        

ヴァンソン藤井由実 VINCENT FUJII Yumi    

日仏異文化経営コンサルタント 

           www.fujii.fr     yumi@fujii.fr 
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