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皆さん、こんにちは。 

私、今日は京都から来たんですけれども、京都は大雪でして、新幹線がおく

れて大変なことになるかなと思っていたら、静岡に来ると、やっぱり富士山き

れいですね。実を言うと、去年も1月19日にこのシンポジウムに来させてい

ただいて、あのときも富士山がきれいでした。本当に来たくなるというんです

かね。駅をおりて、本当にわくわくするような街だなというのを繰り返し感じ

ているところではありますが、私こうやって来させていただくのは本当にうれ

しいし、ありがたいと思って、この機会にお礼を申し上げるんですが、清水の

駅をおりて、友人と会うために喫茶店を探したらないんですね。やっと見つけ

たタリーズがありましたけれども、人も歩いてないし、やっぱりまずいんじゃ

ないかなと個人的には思うところがあります。 

先ほど市長からもお話があったとおり、やっぱり何かしなきゃいけないよね

という雰囲気。今日の話のテーマ、問題意識はここです。 

清水に限りませんが、地方都市の中心市街地が衰退しているケースは多々あ

ります。街がどんどん郊外に広がっている。その背景は何だというと、市長が

おっしゃったので私が言う必要はないんですが、車に過度に依存しちゃってい

る。車に依存すると公共交通に乗らなくなる。乗らなくなるから公共交通は赤

字になってサービスが減る。減るからますます車が増える。そうやっていくと、

どんどん街に人が来なくなるみたいな悪循環がぐるぐる来ちゃうわけですね。 

それでも、結構何とかなっているよね、車に乗っていれば余り関係ないよと

思われる人もいると思います。若い方は10年後もまだ大丈夫でしょうけれど

も、そうでない方もいらっしゃる。20 年後、本当に車を運転できますか。体

が悪くなったときに今の生活は大丈夫ですかということは考えなきゃいけない。 

実際、各地の地方都市、宇都宮もそうなんですけれども、買い物難民とかが

起こっているし、動けなくなれば引きこもりも起こる。そして無縁社会と呼ば

れるような寂しい社会になっている。これは現状です。多分静岡はまだましな

んじゃないかと思うけど。 

この悪循環を断ち切る、逆に言えば好循環にするためにはどうするかという

ことで、私の今日の話は交通から入ります。 
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公共交通の衰退がぐるぐる悪循環になっているのを断ち切れば、公共交通の

衰退が逆循環になる。公共交通が増える、街に人が来る、車に乗らなくても便

利になるみたいな感じになってくればいいよということで公共交通から始めて

はどうかという話になります。 

交通まちづくりという言葉の定義はいろいろあるんですけれども、やっぱり

まちづくりと交通は一体だよねという話です。さらに言えば、さっき申し上げ

たように、これからの 10 年後、20 年後、みんな年をとっていくときに公共

交通で自由に移動できないと引きこもっちゃわないでしょうかという話が大き

いんですが、もう一つは、実は別に年をとっている人間だけじゃなくて、ここ

にいらっしゃる若い人も含めて、公共交通があれば、車も乗れるけれども、公

共交通も使えるよねという選択肢がある。お酒を飲むときに車は乗れないわけ

です。あるいは学生の人は車を買えません。もちろんティーンエージャーは車

に乗れません。そういう人たちでも自由に街に出られる。あるいはふだんそれ

なりに車を運転していても、今日は電車で行ってワインを飲もうねみたいな世

界ができればいいよね。こういう意味で豊かなまちづくりにしたいなというと

きに、やっぱり交通が生きてくるわけです。 

早速 LRTの話に入りますが、それをどうしているかというと、海外は LRT

と呼ばれる新しい路面電車を核にした交通システムでどんどんまちづくりをや

っている。これは特別な例じゃないんです。1978年以来、毎年増え続けてい

て、世界で 100 都市ですよと言っていたのが、2013 年末では新しく LRT

を導入する街が140都市を超えました。 

欧州のウィーンは、車のポルシェがデザインした電車で格好いいです。この

道は狭いから車も通るんですよ。車はちょっと嵩上げされたところを通る。そ

うするとバリアフリーで、そのまま電車に乗れる。お年寄りも車椅子の方も自

由に行ける。ウィーンのリンクというところは観光客も安心して乗れるんです

ね。 

また、静岡どころか旧清水よりも小さい街のアンジェでも、こういう電車が

どんどん導入されています。 

そして、昔西ドイツの首都だったボンとイギリスのマンチェスターを見てい

ただくと、やっぱり格好いい LRT ですが、実は普通の電車と同じです。さっ

きのウィーンやアンジェは、床が低い低床路面電車でしたけれども、これはホ

ームを高くしてバリアフリーにしています。鉄道線から入ってくるから、それ

でもいいんです。静鉄線が普通の鉄道線ですけれども、あの電車が街中に入れ

ば、こんな感じということです。在来の鉄道を利用しています。 
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あと、アメリカの例もお見せしましょう。北アメリカの西海岸のポートラン

ド、あるいはさらにシアトルに近い港町のタコマ。港町は最近ウォーターフロ

ント開発はやりですが、開発区に電車を入れるんですね。そうすると、従来乗

っていなかったところに人が来るようになる。それで再開発が成功する。アメ

リカの場合、やっぱり自動車社会です。日本よりも自動車社会と言ってもいい。

それを変えてきた、政策的に実現した、それによって都市の再開発がなされる。

再開発をするために電車を入れると言っても過言ではないですね。再開発して

お客が乗るんだろうかという話がありましたけれども、そうではない。電車が

来るから再開発が成功する。 

もう一つ、アジアでもあるんです。イスタンブールではモスクの横を走って

いますし、中国の瀋陽と、どんどんできています。架線なしでも走る電車が中

国なんかでも実用化されています。中国はこれからぐーっと増えてくるでしょ

うね。 

あとは、アフリカのモロッコにもできている。日本でやろうとすると、渋滞

がひどくて電車を通すところがない。すごく渋滞している道の横を電車にしち

ゃったんですね。お金がないんだよ。モロッコなんて日本の名目所得の15分

の１ぐらいですよね。そういう国でも立派な電車を導入している。なぜならば、

お金がないからじゃなくて、まさに電車を導入することで街が豊かになってい

るわけです。私もこれに乗りました。観光客がこれに乗れるようになりました。 

オーストラリアのゴールドコーストは、何を隠そう日本の丸紅がやっている

んですね。日本でやってくれればいいのに、日本じゃなくて外国でやっちゃっ

ている。渋滞を緩和して観光客を呼び込もうということで、どんどん LRT が

進んでいる。これが世界の140の内訳ということになるわけです。 

今まで LRT という言葉を言ってきましたけれども、よくこれは何だと聞か

れるんですね。私は厳密に定義しなくてもいいと。正直言うと、工学系の学者

じゃないのでアバウトです。ただ一つ言えることは、単に新しい電車が格好い

いぞだけではなくて、広辞苑の定義にあるんですけれども、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。要するに、連続している。電車がぽんと走るんじゃなくて、例えば新

清水でちゃんと静鉄さんと連絡するよねとか、エスパルスドリームプラザへ行

くとバスが接続するみたいなことがしっかり行われるシステムであって、初め

て LRT であると。今、静岡市さんはそれを考えていらっしゃるということで

す。ちなみに、電車は LRVといいます。 

いつも聞かれるから答えますけれども、車の邪魔にならへんのか。あるいは
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バスではだめなの。今さら客が乗るの。ましてや採算とれるの。これはさっき

採算の問題じゃないよと市長がお答えを出してくれたので私が言う必要ないの

かもしれませんが、ちょっとだけ言っておきます。 

車じゃだめだよねというのは、本当にだめなんです。当然環境問題もあるし、

今まで渋滞があるから道路を広げてきたわけです。でも、考えてみてください。

車に乗っている大渋滞が公共交通に乗ってくれれば、これだけ道があくんです。

電車、LRTだったら、あとすかすかです。それぐらい車というのは物すごく空

間を占有しているわけです。今まで車を通すために道を広げて、車が入れば一

気に渋滞した。その繰り返しだった。 

三保松原へ行く道がすごい渋滞しているそうですけれども、バスや電車に乗

ったら、多分全く渋滞にならないですよね。それのみならず、本当に急ぐ人、

海外からのVIP かもしれないし、社長さんかもしれないし、あるいは足が悪く

て公共交通は無理だということで車で行く人もスムーズに行ける。むしろ公共

交通があるから車も便利になるということです。実際、東京や大阪はそうやっ

て公共交通を整備しているので、あれだけの過密都市が何とかなっているのが

現状です。 

あとは、やっぱり車は危ない。いろいろな問題があります。事故も起こる。

さっきの環境も含めると、社会的費用という言葉を経済学で使いますけれども、

実は車にかかっている費用はガソリンだけじゃないんです。それに伴って騒音

が出るよ、道路が傷むよ、あるいは事故が起こるよ、いろいろな渋滞を発生さ

せるよ。あいつが走っていなかったら俺がスムーズに行けるのにと思うかもし

れないけれども、相手から見たら、あなたが渋滞を起こしている。こういう費

用を合わせると32兆円という計算があるんです。 

32兆円はぴんとこないかもしれませんが、日本の名目GDPが 500兆円で

す。GDP が成長する、アベノミクスだと言いますけれども、実は 6％に当た

るお金が自動車によって無駄に使われている。別に自動車自体が無駄じゃない

んですけれども、少なくともそういう費用がかかる問題を考えたら、その幾ば

くかでも変えていったら世の中は変わるんじゃないでしょうかということを思

うから、世界で140都市が LRTを新たに導入しているわけです。 

そんなにいいのかということですけれども、もう一回特徴を整理しておきま

す。実は MAFFIA という言葉を、前に本を書いたときにつくりました。何が

いいのと言われたら、この6点ですと。 

Mとは中量輸送機関。つまり、日本は鉄道、東海道線という大きい電車が走
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っています。あとはバス。何でバスか鉄道しかないの。例えば世の中のサービ

スを考えてください。ホテルだってレストランだって、高級レストランもあれ

ば、学生が行く飯屋もある。高級ホテルもあれば安ホテルもある。けど、その

間にちょっといいビジネスホテルがあったり、それなりにおいしい洋食屋さん

があったり、イタ飯屋のちょっと格安のところがあったりするわけです。何で

公共交通はバスみたいな小さくてわかりにくいのと、随分大きい電車しかない

の。間、つまり大都会と小さな都市の間、まさに静岡みたいな中規模な都市に

合う交通機関があってもいいんじゃないということで、LRTが脚光を浴びてい

るんです。 

しかも、アクセシビリティ。超低床車が入って、すぐ乗れるよね。 

東海道線は本数が多いですけれども、静岡だったら５分に１本は走れない。

けど、静鉄線は結構ファブリケしてありますけれども、LRTみたいに本数が増

えればいいわけです。そうすると便利になる。５分に１本電車が来れば、これ

だったらいつでも乗れるなと。自家用車がなくても大丈夫だ。 

あと、ネットワーク。新交通というとモノレールとか、いろいろなものがあ

ったんですけれども、やっぱり既存の鉄道とネットワークが組める。例えば清

水に入れて、将来的に静鉄線と乗り入れることだって技術的には全く可能なわ

けです。そういったのをトラムトレインと呼ぶんですけれども、ネットワーク

の拡大の可能性がすごくあるわけです。 

ドイツの大聖堂で有名なケルンという街と、ボンという西ドイツのかつての

首都、ベートーベンが生まれた街は近いんですね。静岡と清水よりは遠いです。

そこはもともと普通の電車が走っていたんですけれども、ケルン市内とボン市

内のもともとの路面電車を全部統合して LRT にした。床は高いんですけれど

も、それによって便利なシステムができ上がれば、どこからでも行けちゃう。

清水のウォーターフロントから静岡市内にも行けちゃうみたいなことが実際起

こっているわけです。すごくお客さんが増える。LRTはこういうことができる

わけですので、決して悪いものじゃない。 

例えばドイツにあるカールスルーエという街では、人口は静岡よりずっと小

さい30万人弱ですけれども、お客さんがひたすら増え続ける。集落によって

はトラムトレインという市内を走っていた電車が、静鉄線みたいに郊外のほう

へ来て普通の電車で走る。これが乗り入れたら一気にお客が増えちゃったケー

スもある。 

だから、今乗っていないからじゃなくて、いいものができれば乗る。それが
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重要です。どれぐらい伸びるんですか。そんな今すぐ予測できませんけれども、

予測できないから使わなかったらドイツはどんどん自動車社会になっていく。

それを変えてきたわけです。 

もう一つ、コストが安い。Inexpensive と怪しい英語を使って何とか語呂を

合わせているんですけど。LRTというと、いいけど高いよねと思うかもしれま

せんが、そんなことないんです。清水のケースだと 60 億円でしたっけ、70

億円でしたっけ。聞くと高いじゃんと思うかもしれないけれども、ちょっと道

路をいじったりするとすぐ 100 億円とかかかるわけです。どこかで調べてき

た静岡県のバイパス工事は、7.9kmで 500億円ぐらいかかるんです。そう考

えると、LRTは 1km当たり20億円だから、清水だったら60億円とかじゃ

ないでしょうか。そういうことでいいものができるというのは、すごくいいわ

けですね。 

最後、これがまちづくりにかかわるわけですが、Amenity、街が変わってい

くよね。 

やっぱり電車はランドマークになるんです。清水の駅をおりて、ものすごい

ランドマークの電車があったら、三保松原に行くんだったら、その電車で行け

ばいいやとなると、お客さんは多分行くと思います。 

私、京都に住んでいるわけですよ。京都駅前から急に金閣寺に行きたいとい

ってバスに乗れるか。私でも乗れない。いろいろなバスがたくさん走っていま

す。だから逆に乗れない。地下鉄が1本ぱーんと通っているので、しょうがな

いので、地下鉄で行けるところなら行きます。海外の人になってみてください。

よそから来たときに、電車がぽんとあるのと、バスが行っています、何番の何

とか大学前経由何とか行きに乗ってとか、そんなのわかりっこない。そういう

意味がある。 

しかも、その電車は単にわかりやすいだけじゃなくて、芝生軌道とか、デザ

イン的にも魅力的にすることができるし、場合によってはトランジットモール

といわれるショッピング街にして、街全体を魅力的にすることができる。 

フランスのミュールーズという街では、新しく2007年にできたんですけれ

ども、工業デザイナーに頼んで架線柱をアーチのデザインにした。これは見事

でしたね。しかも停留所によって青だったり赤だったり、色が違うんですよ。

そうすると、はっと街が変わる。わかりやすい。ちなみに、ミュールーズは自

動車の街です。フランスのシトロエンの大きい工場があって、国立自動車博物

館がある街でこういうことをやるわけです。世の中が変わってきた。 
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あるいはモロッコのラバトもデザインを、フランス製ですけれども、よく見

るとアラベスク模様がついている。停留所や天井のところに伝統の模様があっ

て、そういう地元のデザインを新しいライトレールの車両に加えながら、これ

いいよねと、地元の人のみんなの思いがここに詰まる。そうすると、横のほう

でごちゃごちゃと混んでいたし、あるいは決してお金持ちでない人たちもみん

なが喜んで街がにぎわう姿になっていくわけです。 

やっぱり日本は人口が減っているよ。ここはどんどん人が増えているじゃん。

だめじゃないのというのが、最近私が日本で公共交通の関係者とお話しすると

よくあるパターン。 

さっきカールスルーエは増えていると言いましたけれども、実はドイツは日

本よりも先に人口が減り始めている。2000 年から人口が減っているんです。

60 歳以上の高齢化がどんどん進んでいる。さらに悪いことに自動車が増えて

いる。ドイツは公共交通をやりながら自動車が増えているけれども、別にいい

んです。自動車を買いたい人もいるし、自動車に乗る人もいる。自動車が増え

ても、人口は減っているのに公共交通の利用者は増えている。特にトラム関係

の人たちが増えている。トラムとは、LRT、路面電車、いろいろ指しますけれ

ども、いい公共交通であればお客さんは乗るわけです。そうやってドイツは、

車にも乗るけれども、街中へ行くときは電車、公共交通みたいなライフスタイ

ルができ上がりつつあるわけです。 

これは人口との関係を相関にしたものなので細かく説明しませんけれども、

要するに、人口が増えたり減ったりする以上にお客さんが増えているという絵

です。 

最初に市長から、採算じゃなくて、都市の装置だよとお話がありましたけれ

ども、あんなに思い切りおっしゃってくださる市はそんなにないですよ。そう

いう意味ではすばらしいなと思いましたけれども、まさに都市の装置だと考え

る。しかも公共交通は人の流れを変える。最近コンパクトシティという言葉を

聞くと思います。コンパクトに街をつくり上げる。 

これは富山市の受け売りですけれども、さすがにこんなきれいな街はできな

いから、お団子と串のまちづくりということをおっしゃった。何か。串は交通

軸にすぎません。この交通軸があると、中心市街地があるところにお団子がつ

くように、やっぱり人々は便利なところに街をつくる。こういう形でまちづく

りをしていけば、無造作に、ダイレクトに、スプロール化しない行政コストの

安い街ができ上がるよということで、富山はお団子と串のまちづくりをしてい

ます。 
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実は静岡はそれに近いところがあると思っています。山があって、東海道線、

静鉄線沿いに街が凝縮している。静岡はすごくいい感じで来ていると思います

けれども、やっぱり清水はもう一工夫欲しいなと僕は思うわけです。 

富山は静岡よりもっとだだっ広く広がっていましたから、それを変えたわけ

です。それが富山ライトレールということで、皆さんお聞きになったこともあ

るかもしれません。もともと JR 富山港線という廃線になる路線があったとこ

ろを LRT にして、街中を路面電車でつなげちゃおうぜと。そのときに変えた

こと。１時間に１本の列車じゃ乗らないよね。15 分に１本、ラッシュ時 10

分に１本、最終は23時まで延ばす。こういうことをやり、全車バリアフリー

とやると、お客さんは倍以上です。休日は３倍に増えたわけです。 

静岡でもお客が乗るのという話をしていました。富山でもここまで増えると

は誰も思っていなかったわけですが、増えたんです。増えるかどうかわからな

いからつくるのやめようと言っていたら、今の富山の話は全くなかったはずで

す。それをやった。しかも、電車で全て結ぶわけにいかないので、バスから電

車にするっと乗りかえられるような終点の駅をつくって、バリアフリーで全部

統一する。まさに接続もできる LRT というシステムになることによってお客

が増えた。実はお客だけじゃないですね。住宅開発も活発化するし、土地も上

がって、どんどん土地利用が変わっていくわけですね。これもまさにまちづく

り。 

何でそんなにお客さんが乗ったのという話が富山であるわけですけれども、

よく引用されるアンケート結果ですが、もともと電車に乗っていた人は半分弱。

バスを含めても半分強。車から転移した人の1割は大きいです。あと驚くのは

２割の新規。 

つまり、今まで最初に言った、引きこもっちゃわざるを得なかった、引きこ

もっていないかもしれないけど、週末とかに孫や子供の車でどこかの郊外のシ

ョッピングセンターに買い物へ行っていた人が、この電車だったら街にぶらっ

と出かけられるわと。LRT なので、例えば大阪屋ショップ前という駅もある。

もともと鉄道線だったところですが、スーパーマーケットの前に小さな電停を

つくったので、おじいちゃん、おばあちゃんがするっと行ける。60歳、70歳

の、暇になったおじいちゃん、おばあちゃんが平日に乗るようになる。これは

すばらしいことです。そうすると健康になるんですね。生きがいもできる。そ

のうちお金も使う。お酒を飲む。脳卒中が増えたかどうかわかりませんけれど

も、そういう形でお金が回って街が生き返る。 

ライトレールは富山市の港のほうだけ行っていたわけです。イメージとして
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は、まさに清水の港のほうだけあったんですけれども、調子に乗った富山市は

街中までくっつけちゃおうということで、街中に環状線をつくりました。 

環状線で来る人と車で来る人を比較しているんですが、このデータでおもし

ろいのだけ紹介しておくと、車で来れたからいいじゃんじゃないんです。車で

来る人は、休日に来ても 113 分で帰っちゃう。電車で来たら 145 分。何で

113分か。2時間のパーキング無料時間内に帰るんですね。結局、買い物だけ

さっとして、ささっと帰っちゃう。環状線の電車で来た人は、電車があるから、

何となくうろうろ買い物して、喫茶店に行って、最後お酒を飲むからお金も使

っちゃう。それがいいかどうかはともかく、けどいいと思います。富山市長は

ホールでワインを売れるようになったと話していましたけれども、ライフスタ

イルが変わってくる。 

どっちがいいか。もちろん車で来たい人もいるでしょうけれども、そうでな

い生活もできるようになった。これが私の考える豊かな社会じゃないかなと思

っているわけです。 

実際おもしろいことに、さっきライトレールはお客さんが増えたと言いまし

たけれども、既存にあった環状線の路面電車まで増えちゃった。そういう効果

がばんばん働いていくわけです。 

さっきもバスから転移したとありましたが、電車の話をすると、今あるバス

のお客さんは減ったのか。いろいろな外国の事例がありますけれども、アメリ

カのポートランドのグラフを見ていただくとわかりやすい。ウォーターフロン

ト開発したポートランドは頑張っていろいろなことをやってきたんですが、バ

スのお客は減っていた。電車をつくったら、もっとバスのお客がとられるかと

いうと、そうじゃない。1986年に電車ができると、バスも増え始めるんです。 

要するに、電車が便利だったら、東海道線が便利、新幹線が便利だから静岡

までバスで来る人はいると思うんですね。そういうことでいい公共交通ができ

れば、バスと電車をうまく使いながら公共交通に乗る。そうでないと車になっ

ちゃうよということで、公共交通がネットワークとして、LRTというシステム

としてできると、人々の行動も変わってくるという事例です。だから、バス会

社にとっても、このほうがいいわけです。 

さっきの都市の装置に戻りますけれども、公共財と考えると、がらっと変わ

ってくる。ポートランドに至っては運賃で収入を得ているのは25％程度です。

さっき市長からお話があったように、まさに市の道路とか図書館とかと一緒に

考えたらいいんじゃない。少なくとも事業単体で赤字か黒字かというのは違う
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よねという話になってくるわけです。 

これを端的にあわらしている言葉で、水平のエレベータという概念がありま

す。これは何か。例えばこのホールにもエレベータがあります。もちろんデパ

ートにも行けばある。オフィスビルにもエレベータがあります。エレベータに

乗るとき、皆さんお金を払いますか。3階までは100円、５階以上150円、

10階以上200円、百貨店で運賃をとっていたら、そんな百貨店に行きますか。

行きっこないですよね。考えてみれば、鉄道もそういう感じですよね。 

エレベータと鉄道は違うと言うけれども、エレベータはメンテナンスコスト

がかかっています。当たり前ですけれども、電気代、24 時間監視。最近は人

がけがして死ぬかとかありますので、すごい賃金計です。エレベータは赤字で

すか。確かにエレベータはお金をとってないけれども、その費用はどうなって

いるかというと、デパートやオフィスビルの装置にすぎないわけです。結局、

何でエレベータはただで乗せているかというと、デパートにお客さんが来ても

らうために、エレベータは赤字であっても設置しているわけです。公共交通で

あれば社会全体にもうけをもたらすと同じじゃないということで、公共交通は

水平のエレベータ。ごろんと寝かしたらそういうことだよね。 

結局、社会全体でもうかるか、あるいはそれに対して社会全体で払っている

費用のどっちが大きいんですかみたいなことを考えなきゃいけない。これが私

の専門である経済学的に言うところの投資の概念。 

要するに、単体で見ちゃだめなんです。ついつい我々は目先のことで、単体

で見たくなるけれども、社会全体で見る必要がある。一方で費用も社会全体で

見る。車はガソリン代だけじゃないとさっき言いましたよね。渋滞もある、事

故もある。そういうことも考える必要がある。それを全部市役所がやるのかと

いうことですけれども、もちろんそうはいかない。 

ただ、日本の公共交通は、たまたま静鉄さんだったり JR だったり、立派な

民間事業がありますけれども、本当のことを言うと、教科書的には市場が失敗

すると言われる典型です。だって、つくるのにも大きいお金がかかる。道路が

そうですね。だから道路は当然公共財。あるいは環境とか、さっき言った外部

効果と言われるものは、１年の収支で見るもんじゃないということで、むしろ

教科書的には民間事業の収支ベースでやるのはまずいよと。社会全体が理屈な

んです。 

日本以外の世界の国では、公的な補助が入っていないケースはないわけです。

ある意味、日本だけが非常識。非常識がいけないかどうかはともかく、やっぱ
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り JRや静鉄なり、事業者がすごく頑張ったから日本はできた。もう一つある。

人口が増えてきたという特別な時代だったからです。であれば、ちゃんと法的

に支える必要があるけれども、やっぱりお役人が、市役所の人が電車を建設し

て大丈夫かと言われるので、最近は公設民営、つまり LRT であれば、敷設は

公がやるけれども、サービスの運営は民間でやりましょうねという考え方が普

及しています。 

実はこういったことは私だけじゃなくて、国土交通省も、社会的に必要です

から協賛しますと。多分静岡でもそういうことをやっておられると思います。

マニュアルもあります。単に電車が便利になるだけじゃなくて、環境がどれぐ

らいよくなるんですかという話もある。こういうことを貨幣換算する費用便益

分析は非常に重要な言葉です。こういうことでそこをしっかりやっていこうね

という話がある。 

私の話はこれで終わらない。さらに言えば、もう一ひねり。費用便益分析が

最近またひとり歩きし始める。ところが、さっき言った社会的な便益はどうや

ってはかっているのという話です。 

例えば、将来の社会資本の価値をはかるんですけれども、今のマニュアルで

計算すると、17 年後には価値は半減するみたいな前提があるわけです。長期

的に見てどれぐらいの価値を維持できるかというのは、この計算がいいかどう

かはともかく、言いたいことは計算方法によって大きく変わる。どうするのか。

正解はない。 

しかし、万能ではないけれども、測定できない便益がある。つまり、さっき

僕は社会的に便益を考えなきゃいけないと言ったけれども、静岡市が発表して

いる社会的便益はちゃんと計算できていないと疑っちゃいます。なぜなら、マ

ニュアルにはない。厳密に言うと、実は学者は主張しているけれども、まだマ

ニュアル化できていない効果が幾つかあるんだという話をしたいと思います。 

例えば集積効果と言いますけれども、まさにさっきの串と団子であって、公

共交通があれば、そこにビジネス、産業、雇用、観光が誘致される。それでビ

ジネスが回っていくわけです。富山市にコールセンターが来ましたとなるわけ

です。しかも、バスだとすぐ路線廃止になっちゃいますけれども、電車だった

ら、一回置いたら、そう簡単に剥がせませんので、いわば曲がらない串。富山

市の串となって曲がらないんです。こういうふうにすると、実際集積する。だ

から富山はお客さんが増えたし、新規だけで海外の 140 都市、全部合わせれ

ば 300 以上ありますけれども、そういった街は電車をつくることによって街

の開発をしていくわけです。残念ながら、まだ研究途上ということで、日本の
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マニュアルにはありません。 

例えば、イギリスのマンチェスターは人口50万人程度です。周辺を合わせ

ると 200 万人いるので、静岡と比較はしにくいんですけれども、決して大き

い街じゃない。ここは産業革命発祥の地で、もともと工業都市ですから、そう

いう船が着いているところが、今やウォーターフロント開発されました。実は

ここにメディア地区があって、BBCがいるわけです。ロンドンから大BBCが

来ちゃった。こういう基幹交通としてウォーターフロントは開発されるわけで

す。 

日本だと朝の７時のニュースは、絶対東京の渋谷の「NHK スタジオです」

と始まるじゃないですか。イギリスは違うんですよ。夜のニュースはロンドン

ですけれども、朝の BBC ブレイクファストニュースはマンチェスターからで

す。静岡から7時のニュースが流れると思ってください。そんな乗りができて

しまった。 

サンフランシスコも電車で再開発しました。ここはもともと高速道路があっ

たところです。地震で壊れた高速道路を立て直さずに全部撤去しちゃって、道

路のかわりに電車で再開発したわけです。非常にいい感じになっています。あ

るいはさっきから出ているポートランドも再開発されています。 

実は LRT は再開発の触媒。化学反応を起こすときの触媒という位置づけで

す。「今お客がこれだけだから LRTは」じゃない。触媒なんです。将来反応を

起こすんです。反応が本当に起こるかというと、少なくとも日本以外のヨーロ

ッパ、アメリカの国では反応が起きているから、ますますやろうということに

なってきた。 

それが学問的には集積効果という言葉につながり、例えばイスラエルのテル

アビブのLRTプロジェクトも、単純にやれば費用便益分析はこうだったけど、

あれは２割過小評価だよと。さっきのマンチェスターのプロジェクトは 270

億円規模じゃないかと、いろいろな議論が最近出てきているわけです。 

こういうことは静岡市の発表には出ていません。市役所としてはマニュアル

にないことはできませんのでとお堅い返事しかできませんけれども、そういう

ことも見ないと、考えないと、街なんかできないわけです。 

それから、オプション価値。難しい理屈は言いません。要はオプション、何

か選べる権利。つまり、公共交通はいつでも利用したいときに利用できること

が結構重要です。日本の採算性という議論は、運賃でどれぐらいお客さんが乗

れますか、乗りましたか。例えば100円払った人が１万人乗ったら100万円
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の収益。そうではなくて、今日乗ってなくても、来年乗るかもしれない。もっ

と言えば、観光客は、今来てないけれども、観光に来たときに乗れるか乗れな

いか。もっと言えば、子供が学校に入ったときに電車が便利だよね。買い物で

きるよね。実際ここにいらっしゃる方が20年後は車を運転できなくなった。

そういう選択肢を与えるものです。 

選択肢は価値があるのか。あるんです。オプションという言葉が一番有名な

のは金融取引の世界ですけれども、要するに株価の場合は、将来株が幾らにな

ると自分で思ったら、それを売るんじゃなくて、その価格で売る権利を買うた

めにみんな一生懸命お金を投じる。 

考えてみてください。東京や大阪、私は京都ですけれども、不動産を買うと

き、やっぱり駅の近くを買うんです。何で。今度子供が学校に入るときに、あ

そこだったら通いやすいよね。今使っていないんですけれども、みんなそうし

ている。自分は車で出社している人も、将来子供の学校のために駅近くに買う。

この価値は大きいんです。駅の近くと遠くで不動産価値は全然違うわけです。

下手すれば1,000万円。 

例えば清水で考えてみましょう。清水駅からバスで10分、バス停から５分

に家がありました。下宿でもいいです。あるいはそうじゃなく、電車に乗って

10分、電停から2分。どっち買いますか。俺は車に乗るから関係ないと言う

人もいるでしょう。そういう人が8割いてもいいです。残りの２割の人。俺バ

スが好きだから、いてもいいでしょう。けど、多くの人は電車のほうが安心じ

ゃないかなと思いませんか。 

大阪に阪堺電気軌道という路面電車があるんですけれども、沿線の不動産の

広告が「夢をかなえる暮らしかえ」。こういう広告の絵にバスのケースもあるん

ですかね。私は見たことがない。電車だと、やっぱり電車で天王寺に出られる

わという安心感が、この不動産の売りになるわけですね。これがまさにオプシ

ョン価値であります。 

実際富山のケースを見ても、富山は成功していますけれども、それでもやっ

ぱり下手すれば2割～4割というのは、考えてみれば社会的便益計算してなか

ったよね。あるいは秋田のローカル線の場合だったら、実際月額 1,200 円払

っていいと思っている人もいるわけです。こういう研究がなされているし、東

日本大震災なんかでも、ふだん使わないけど、なきゃいけなかったんだよねと

気がついた方は多いんだろうなと思います。 

社会効果促進参加。学問的にはソーシャル・エクスクルージョンと聞いたこ
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とあるかもしれませんが、要は年寄りが引きこもってしまう、社会から外れて

しまう。何でや。いろいろな理由はあると思いますけれども、その大きな要因

が、やっぱり動けない。さっきの富山ライトレールのお年寄りが２割乗るよう

になったというのは、やっぱり気軽に外出できる。 

外出できると、単に便利だけじゃなくて、歩行障害の発生リスクが減ります。

あるいは認知症のリスクも4分の1になれば、医療費がぐっと減る。桁違いの

額の試算になってきます。実際１歩歩けば医療費が0.0014円節約という議論

も出ているわけです。考えてみると、こういうことがあれば、我々の社会的便

益どころか、将来の医療費、介護費が大きく変わってきます。多分富山は大き

く変わる。 

この間、富山市長に言ったら、あと10年たったらデータが出ますとおっし

ゃっていましたけれども、まだデータが出ていない。出ていないからやらない

のか、あるいはこういうことを見込んで考えるかは市民の選択です。 

もう一つ、東日本大震災のときに「絆」という言葉がありました。ああいう

不幸なことがあったわけですが、実は大学の研究者的にはこれをソーシャル・

キャピタルといいます。これだって立派なキャピタル、つまり資本、我々の財

産なんです。そのベースは何かというと、お互いが社会に出て、参加してコミ

ュニケーションがとれているか。実は車社会ではそれができない。車でできる

人もいると思いますけれども、そういうところにも公共交通が生きてくるんだ

ということです。 

費用のことですが、目先は金がかかる。また目先のことを考えちゃいけない。

富山市のデータばかりで申しわけないんですが、富山市は平成17年の段階で、

このままいったら行政コストが 12％アップすると見込んでいたんです。静岡

もそうだと思います。どんどん街が広がってくれば、そのためにお金を使って

いると思うんです。電車をつくるとなるとすごい金がかかると言うくせに、街

が広がっていくための道路にはもっとお金がかかっているとは誰も考えない。

道路だけじゃない、上下水道もかかっていますよ。街灯もつくりますよ。ごみ

掃除にも行かなきゃなりません。静岡はないでしょうけれども、富山は雪かき

もあります。そういう費用がかかる。それを考えたときに、ちょっとした投資

でそうさせないのとどっちがいいんですかというのが一つ。 

それからもう一つ、清水も空き店舗とかありますけれども、あの店舗が逃げ

ちゃったらどうなるかわかりますか。ビジネスが逃げちゃう。そこで得られて

いた市の固定資産税、都市計画税、税金がそのまま減るわけです。何だかんだ

いっても清水とか静岡市内の中心市街地は地価が高いわけですけれども、実は
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地価の高いところから得られている都市計画税、固定資産税は、静岡市の市税

の大体半分を占めています。言いかえると、もしどんどん中心市街地からお店

がなくなり、人が住まなくなり、遠くの田んぼを開発したショッピングセンタ

ーができると、そっちは安いですから収入の幾ばくかがどんどん減っていくわ

けです。我々は投資をしなきゃ大丈夫、それで節約できて満足できる。そうじ

ゃない。むしろ、その結果減っていくもののほうが多い。 

例えばさっきバイパス道路の話をしましたけれども、駐車場クラスだってす

ぐ100億円とかかかっちゃうわけです。横浜市の793台で300億円という

のも尋常じゃないんですけど。そういうことに我々は気がつかないままに、な

ぜか LRT の費用に対してだけ目くじらを立てているというのは、事実認識が

まずいことを理解しておいてほしいなと思います。 

結局どうするかというと、最初の話に戻りますけれども、やっぱり豊かな社

会にしていきたいじゃないですか。実際清水に来ると、富士山が本当にきれい

で、街もいいし、海もいいし、お魚もおいしい街に、あと何の豊かさが必要か。

一つは、私の考えですけれども、多分経済学でも言うわけですけれども、選択

肢の多い社会。 

さっきも言いました。車に乗ってもいいけれども、時には、海辺に行くとき

にはお酒も飲みたいとか、あるいはどこかで買い物したい、いろいろな選択肢

がある。これは車と対比するものじゃないんです。むしろ豊かになる投資、す

み分けと共存という言い方をしています。アメリカやフランスも実際そうなん

ですね。みんな車も乗るけれども、街中みたいなところでは車は乗らない。 

私よりももっと年配の偉い先生に言われたことがあります。そうは言っても、

君、経済学者だろう。日本というのは自動車産業で飯を食っているんだぞ。政

策を変えるのは無理だよみたいなことを言われるんですが、これも間違いです。

さっきのミュールーズはフランスの自動車工業都市だと言いましたけれども、

例えばドイツにドレスデンという街があるんですけれども、ここのフォルクス

ワーゲン社の工場と部品を結ぶ部品輸送は、ワーゲンのトラックじゃないんで

す。既存の路面電車を使っている。これはカーゴトラムというんです。車が行

くトラムとカーゴという荷物。荷物電車で既存の資産を利用しながら、いかに

環境に優しく、エコでいい企業だよと売り込むわけです。 

あるいはアメリカのミネアポリスみたいに大自動車社会で、大きなショッピ

ングモールがあるわけです。日本も大きな駐車場がたくさんありますよね。そ

の駐車場の一角にちょろっと電車の駅さえつくってもらえれば、ほんのわずか

な投資で車以外の人も行けるようになり、街中もにぎわうという投資です。 
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幸いこういう議論をしてきたら、やっと富山に加えて、次に続く都市が出て

きました。例えば札幌は、もう既に路面電車があるから静岡とは違うんですけ

れども、環状線ができます。あるいは福井も既にあるんですけれども、新しい

路線と結節させます。宇都宮市は完全に新規で LRT、ネットワーク型コンパク

トシティということで基幹交通軸を入れようとしています。岡山市は市長がか

わって、急速に議論を進めています。高岡市、そのほか各地でいろいろな議論

が起き始めており、やっとこういうことも少しずつ理解されてきたかなと。札

幌のイメージですが、こういう形になります。 

福井で実際に入った電車。もとの福井を知っておられる方は信じられないと

思いますが、市民がデザインした車両の顔と色で街の雰囲気が一新しました。

ここは FUKURAMというんです。こんな感じで福井も変わってきつつありま

す。 

最後にもう一つだけ言っておこうと思います。 

そうは言ってもねと思う方、実は国の方針が変わってきています。マスコミ

には余り載っていないんですけれども、交通政策基本法というとても重要な法

律ができた。日本は交通に関する基本法が今までなかった。都市計画はありま

した、道路もあるんですよ。ところが、なぜか交通、特に公共交通は、JR が

やっているでしょう、静鉄さんがやっているでしょう、遠州鉄道でしょうとい

う世界なんです。それが交通は違うよ、基本的な需要なんだよ、民間事業で採

算がとれるかどうかの問題じゃないんだよということが２条にあります。環境

への負荷。自動車に対して、そこはやっぱり分担しなきゃだめだよね。まちづ

くり、観光、その他の観点を踏まえ、関係者、もちろん行政だけじゃないです、

市民、企業、自治体が連携していく。だから、従来行政だけがやっていた、一

部の部局がやっていた縦割りじゃいけないよということです。 

残念ながら、今日のシンポジウムも都市局とは別に、ほかのところでやって

いるというところで、やや縦割りっぽくあるわけですけれども、これは交通政

策基本法の考え方からするといかんわけですね。これらを協働しつつ、連携し

て交通政策を行わないといけない。 

実はこれはフランスの国内交通基本法を模したものでして、フランスの交通

法典は、利用者のニーズを満足させる、個人が移動する権利とまで言っていま

す。そこまで言うかどうかはともかく、そういうことを言っているわけです。 

あと、参考までに言えば、採算云々とありますけれども、フランスは、はっ

きり言っている。公共交通サービスの財源はユーザー何とかだけではなく、利
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用者ではなく、直接及び間接的にかかわりなく、他の公共及び民間の利害関係

者に負担させる。要するに、運賃だけでどうとか考えてちゃいけないですよ。

そういう装置で考えましょうねというのが、もともとの発想だったわけです。 

高齢社会は本当に待ったなしだと思います。そのときに私が今日申し上げた

ような交通まちづくりをインパクトを持って行わなければいけない。頭でわか

っているじゃいけないんです。そういうときに LRT が一つのきっかけになる

んじゃないですか。それはまさに、繰り返し言いますが、都市の装置なんだ。

だから、公的な支えがあって、学問的にもそうなんだ。社会全体でいいものを

つくるよう最適化を図らなきゃいけない。さらに言えば、それはどうやっては

かるんですか。マニュアルだけに頼っちゃいけません。プラスアルファを、中

長期を見据える。それも市民が見るしかない。ただ、そういうことを支えてく

れる法律が今できましたよと。本当にできたばかりです。それでやれるんじゃ

ないかなと思うわけです。 

今日こういう話をあらあらとしましたが、今日来られなかった空席の方に語

っていただくと、多分そういうことだったと理解されるんではないでしょうか。 

これは去年、私が撮った富士山にフランスの電車です。こんな感じで私自身

も夢を見させていただいておりますので、皆さんのこれからのますますの御活

躍を期待したいと思います。 

長い間、御清聴ありがとうございました。 


