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なぜ新たなまちづくりなのか

中心市街地の衰退

財政難

環境負荷

地方都市の問題 従来の都市計画

広域都市圏の開発

道路整備中心

ハコモノ中心

豊かな高齢社会に向けた新たなまちづくりが必要



交通まちづくりとは

高齢社会に適応したまちづくり

⇒ 公共交通により自由に移動が可能

豊かな社会のまちづくり

⇒ 公共交通を介して市民に多様な選択を提供

交通まちづくり：

交通に関連する地域の課題への対応をベースに

して、市民と行政が協働して進めるまちづくり



都市の装置としての公共交通

公共交通は人の流れを変え、街の形成の
要素となる（「都市の装置」）

－ コンパクトなまちづくりが可能

「お団子と串のまちづくり」(富山市)
同心円状のコンパクトシティ お団子と串のまちづくり



日本の地方圏の公共交通は減
少している・・・
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公共交通輸送の利用者の推移



ﾄﾞｲﾂも高齢化が顕著

18歳以下 19～59歳 60歳以上
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比率 比率



ﾄﾞｲﾂの軌道系公共交通が好調

モード別の公共交通輸送（2011年）

比率 前年比
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海外ではＬＲＴが続々誕生

ゴムタイヤ・トラムを含み、モノレール、新交通
システムは含まず。

 国別には欧州、北米のほか、
近年はアジア、アフリカの
ＬＲＴも急増 2012年12月開業のカサブランカ



世界の潮流に反する日本

 2005年の名鉄岐阜市
内線廃止時の海外の雑
誌記事 →

 静岡鉄道清水市内線は
1975年に廃止 ↓

撮影：笹目史郎



LRTとは

 LRT: Light Rail Transit

－特段、明確な定義があるわけではない

 LRTは次世代型路面電車を基幹としたトータ
ルな都市交通システム
「都市の新交通システムの一つ。路面電車の性能を
向上させるなどして、他の交通手段との連続性を高
めたもの。」（広辞苑第6版）

（次世代型路面電車）

 LRV：Light Rail Vehicle

－バリアフリー、低騒音、連結運転、高速



バリアフリーのLRT

 低床LRVが各地で普及

ストラスブール（仏） アンジェ（仏）



バリアフリーのLRT

ボン（独） マンチェスター（英）

 部分低床・高床のLRVも各地で普及

－ 在来の鉄道を活用したLRTで多くみられる



素朴な疑問

 自動車の邪魔になるLRTでは、経済活
動に支障が出るのでは？

 なぜバスだけではダメなのか？

 いまさらLRTを建設して人は乗るの
か？

 厳しい財政状況の中で、採算はとれる
のか？



自動車交通だけでは非効率（その１）

 自動車交通と鉄道では環境に対する影響に圧
倒的な差（環境効率も経済効率の一つ）

注）日本には現在17の都市に路面電車が存在

（出典）環境省「地球温暖化対策とまちづく
りに関する検討会」報告書

（出典）国土交通省ホームページ

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kankyou/ondanka1.htm



自動車交通だけでは非効率（その２）

道路混雑は解消しない

― 道路建設は道路の誘発交通を喚起

－ 路面電車が走って経済活動が低下したという
話はなし（むしろ空間利用は効率的に）

定時性の確保に限界

― 公共交通がある

からスムーズな

道路交通が可能

ストラスブール市資料



自動車交通だけでは非効率（その３）

 安全性でも鉄道と自動車交通では圧倒的な差

―自動車事故による死者（24時間以内）は
年間4,612人（平成23年中）

―道路交通事故の経済的損失額：年間６兆

７千億円（平成16年度、内閣府試算値）

 自動車の社会的費用

― 兒山真也・岸本充生(2001) 試算結果
（環境汚染＋混雑費用＋安全性の合計）

：年間 32兆円



LRTの良さ（MAFFIA その１)

 ゆとりある中量輸送機関

（Medium capacity transit）

 乗降りの容易さ（Accessibility)

－ 超低床車の導入

－ 路上から乗れることによる利便性

 本数増加による利便性（Frequency)

－ 待たずに乗れる



 柔軟なネットワーク（Flexibility)

－ 既存の鉄道とのネットワークの統合

－ 既存鉄道への乗り入れによるネットワー
クの拡大

LRTの良さ（MAFFIA その２)

トラムトレイン（カールスルーエモデル）：
鉄道線に路面電車が乗り入れる形の
都市交通ネットワーク（トラムトレイン）



ケルン・ボン鉄道のLRTへの統合

 ケルン・ボン鉄道(独)*は
1982年に各々の都市の
LRTネットワークに統合。

*隣接するケルンとボンの間の都市
間鉄道

http://www.mysnip.de/forum-archiv/thema-13803-
597740/Koeln-+Bonner+Eisenbahn+KBE+_80er_.html



 カールスルーエ(独)は、路面
電車の鉄道線乗り入れで乗客
が倍増

カールスルーエのトラムトレイン



 コストの安さ（Inexpensive)

－ 海外の事例では1km当たり20億円
前後（地下鉄の約10分の１）

 街の環境改善（Amenity)

－ 中心市街地の活性化

LRTの良さ（MAFFIA その３)



路面電車のランドマーク効果

 路面電車のランドマーク効果

－ 街におけるVisibility（視覚性）の確立

－ バスよりもわかりやすい

⇔外来の人を呼び込むツール

－ 芝生軌道などによる街の美化

 トランジットモールによるショッピング空間
の創出

トランジットモール
「公共交通と歩行者だけのショッピングモール」



アーチ型架線柱のLRT（ミュールーズ）



LRTの建設でバスの利用も増加

 ストラスブール（仏）：
LRT開業により、公共交通利用者が全体で
66％増加。そのうちバスが42%寄与。

 ルマン（仏）：
LRTの開業により、公共交通利用者が全体で
58％増加。そのうちバスが46%寄与。

 ポートランド（米）：
LRT開業によりバスの利用者が大きく増加。
データの出典は、望月真一「環境と都市生活にやさしい21世紀型の都市交通政策を求めて」『世界』
（2009年10月）、Today’s Railways 167（2009年11月）、Trimetホームページ



バスとLRTの相乗効果
（ポートランド）
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ポートランド州立大学

南部ウォーターフロント開発地区

ポートランド市のウォーターフロント開発

出典） http://www.portlandstreetcar.org/node/30 掲載資料



開発の「触媒」としてのLRT

アメリカでは、再開発地区に
まずLRTを敷設

ポートランド↓ サンフランシスコ→

撮影：服部重敬



開発の「触媒」としてのLRT

2001年 2010年

フライブルク（独）のリーゼルフェルト団地（「クルマの少
ない住宅地」として計画）は、1990年代以降に開発され、
住居が出来る前にLRTの路線を新設。

撮影：服部重敬



休 日

自動車 環状線

113分 145分

平 日

自動車 環状線

2.5回 5.6回

29

【中心部への来街頻度と消費金額】

平均消費金額（円／日・人）

買物目的の平均来街頻度（回／月）

【買物・飲食の際の平均滞在時間(分/日)】

平 日

自動車 環状線

¥11,489 ¥12,533

休 日

自動車 環状線

1.8回 6.4回

平 日

自動車 環状線

96分 101分

休 日

自動車 環状線

¥9,207 ¥14,994
自動車はＨ22、環状線はＨ23市内電車利用者へのアンケート調査より

（出典）富山市資料

富山では環状線開業で中心市街地
活性化に寄与

 2009年開業の環状線
（セントラム）の利用
者は、自動車利用者に
比べて、市街地滞在時
間、来街回数、消費金
額が大



官民の役割分担

 交通市場では「市場の失敗」が発生

・固定費の負担

・外部効果（環境改善など）

・長期の視点

⇒一般の民間事業の収支ベース
では社会的に最適な資源配分
が達成されない

→公的助成が必要



水平のエレベータ

デパートやオフィスビルの縦の交通手段
（エレベータ）は運賃収受をしない

→ メンテナンスコスト？

→ 赤字？

⇒ デパートやオフィスビルの装置

公共交通は社会全体に儲けをもたらす

社会的便益＞社会的費用

－ 公共交通を純粋な民間事業で運営している先
進国は日本だけ



都市の経営とは

何もしないことは、費用
節約にならない

－市街地の低密度化が続けば、
富山市の行政経費は上昇

中心市街地活性化は、固
定資産税等の増収になり、
都市の収入に

－静岡市の場合、固定資産税
＋都市計画税が市税収入の
半分を超える（22年度）

出典）富山市資料、静岡市予算（平成22年度）

静岡市市税税目内訳



横浜市の地下駐車場建設費

（資料）上岡直見「LRTの現状と展望」、『科学EYES』Vol.47 No.2 神奈川県立川崎図書館、
2005に加筆

市街地地下駐車場
駐車容量
（台）

建設費
（億円）

１台当た
り建設費
（万円）

伊勢佐木長者町 200 84 4,200

日本大通り 200 73 3,650

山下町 193 72 3,731

馬車道 200 72 3,600

合計／平均 793 301 3,796



LRTの可能性（アート）

北アフリカ・モロッコのラバトでも
LRTが開業。伝統の模様を電停や車
内外の装飾に使用



静岡市の場合

東西の基幹軸として鉄道に対し、静岡地
区、清水地区の回遊につながる軸がない

人口規模を考えると一定の輸送需要が見
込め、開発の「触媒」としても期待でき
る

中長期的な視点からコンパクトな都市を
目ざすとなると、「お団子」の「曲がら
ない串」が意味を持つ

⇒LRTの可能性は大きい



おわりに

高齢社会と環境を考えた交通まちづくりが
必要

公共交通は都市の装置、制度的な支援の枠
組みは整いつつある

LRTは、人と環境に優しく、中長期的な
経済性も備えるまちづくりのツール

静岡市は、都市規模、既存の鉄道インフラ
を考慮すると、LRT整備が最適の都市とい
えるのではないか



ご清聴ありがとうございました

北アフリカ・モロッコ（ラバト）の旧市街を走るLRT


