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地方都市の衰退の悪循環が加速

悪循環を好循環に変えるためには？

⇒公共交通から始めてはどうか

公共交通の衰退

中心市街地の衰退

都市のスプロール化

自家用車依存度の高まり

10年後、20年後のわが街の姿は大丈夫か！

～ 買い物難民、引きこもり、無縁社会・・・



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



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。
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1978年以降のＬＲＴ開業都市（2013.12現在）



世界のLRT（欧州）

 100％低床LRVが各地で普及

ウィーンの超低床車はポルシェがデザイ
ン、電停部分は車道を嵩上げ。環状道路
（リンク）の循環トラムで観光客も安心

人口15万人のフランスの小都市アンジェ
にも2011年にＬＲＴが開業



世界のLRT（欧州）

ボンは郊外の鉄道を統合したため、
高床と低床ホームを併設

マンチェスターは、旧国鉄線を利用
したＬＲＴであるため、全て高床

 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



世界のLRT（アメリカ）

ポートランドでは再開発区にLRTを導入
し、クルマの要らない住区を実現

港町タコマでは、全線2.6kmが無料
のLRTを運行、街を再活性化

 アメリカでは自動車社会ゆえに、自動車から
のシフトを政策的に実施、都市を再開発



世界のLRT（アジア）

イスタンブールでは、地下鉄、BRTと組
み合わせてLRTを整備

中国・瀋陽では、2013年夏に、架線
レスを多用したLRTを開業、運行は
フランスの交通会社

 アジアでは、トルコで急速に普及しているほか、中
国でも各地で新設。



世界のLRT（アフリカ・オセアニア）

 アフリカやオセアニアでも渋滞緩和と都市環境の整
備のためにLRTが普及

モロッコの首都ラバトは、2011年にLRT
を開業。フランス主導で、このほかカサ
ブランカ、アルジェなどでもLRTを導入

オーストラリアのゴールドコーストの
LRTは、日本の丸紅が参加,2014年
開業予定。観光客も取り込む。



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



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4,411人（平成24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*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



カールスルーエのトラムトレイン

ｶｰﾙｽﾙｰｴ都市圏全体の
利用者は15年連続で増加

資料：KVVホームページ



 コストの安さ（Inexpensive)

－ 海外の事例では1km当たり20億円
前後

 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

－ 「視える化」

－ バスよりもわかりやすい

⇔外来の人・観光客を呼び込むツール

－ 芝生軌道などによる街の美化

－ 車両・施設がアーバンデザインのパーツに

 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）



アーバンデザインとしてのLRT

北アフリカ・モロッコでも
LRTが開業。伝統の模様を電
停や車内外の装飾に使用



・ドイツでも人口減・高齢化が進む
・自動車保有台数も増加
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・ドイツでは利用者数が増加傾向
・輸送量でみると地下鉄・ﾄﾗﾑが増加
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ドイツ各地の利用者と人口の増減
運輸連合単位でみた人口と公共交通利用者の変化

（2000年→2010年）

運輸連合

ドイツでは、都市群、地域で
運輸連合が形成され、運賃統
合等を実現

2000円以降、運輸連合の圏
域が拡大しているケースも存
在

＊大中都市圏：圏域人口100万人以上

地方圏：圏域人口100万未満

（134,183)



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



富山ライトレールの成功

廃止が提案された旧
ＪＲ富山港線をLRT
化（全線7.6kmうち
1.1kmは併用軌道で
新設）

全車両低床の新車を
導入

運行頻度の大幅アッ
プ（30～60分間隔
から10～15分に、
始発終発も延長）



富山ライトレールの成功

開業前（ＪＲ富山港線
時）に比べ大幅に増加

○２3年度1日平均利用者数

平日 ４,787人
休日 3,265人

○開業前(１７年１０月)の調査

平日 2,266人/日
休日 1,045人/日
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富山ライトレール利用者の構成
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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

30

【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

環状線開業（2009年）で中心市街地
活性化に寄与

 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
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既存の富山市内線の利用者も増加

富山地方鉄道市内線の利用者数

富山ライトレール開業、市内電車環状線開業

←立山をバックに走る富山市内線



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）

（資料）TRIMET
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社会インフラとしてのLRT

公共財とは

― 道路、街灯、図書館・・・

LRTも「公共財」

－ 「公共財」であれば、道路同
様交通事業単体で、事業単体
の採算ではなく都市全体とし
ての採算が重要



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都市の
装置

水平のエレベータ

社会的便益＞社会的費用



官民の役割分担

 公共交通市場では「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

 公共交通は、公的助成を土台としつつ、運行
面で民間企業がビジネスを展開する姿に

⇒「公設民営」



費用便益分析マニュアル

（国土交通省マニュアルにおける鉄道の便益）

 所要時間の短縮

 乗換えの利便性向上

 混雑緩和

 環境改善（渋滞緩和、二酸化炭素・窒素酸化物
排出量抑制、交通事故抑制、騒音抑制）

 事業者の収益

⇒ 鉄道・LRT等の新規建設にあたっては、こ
れら便益を貨幣換算し、費用と比較

「費用便益分析」



費用便益は万能ではない

 将来の価値をどのように考えるか

現行の「マニュアル」では、17年経過で
当該社会資本の価値がほぼ半減*

＊社会的割引率=4%で17年目の割引現在価値は
51%。もし、社会的割引率=3%とすると17年
目の割引現在価値は61%。

⇒ 正解はない

しかし・・・



費用便益は万能ではない

 公共交通（とりわけ鉄軌道系）にはさ
らに測定し難い便益が存在する

☛集積効果

☛ オプション効果

☛ 人々の社会参加促進効果



集積効果

▼集積効果とは？

 公共交通の存在は、産業・雇用・観光の誘致
に繋がりビジネスを促進する効果をもつ。

－ 富山市では保険会社のコールセンターを誘致

－ 富山市の「串と団子」の理屈は、「曲がらない串」
である鉄道の集積効果

研究途上の領域であるが、イギリス、ドイツ、オラン
ダ、ニュージーランドの費用便益分析のガイドライン
では、集積効果が便益算出の項目になっている。



マンチェスターのウォーターフロント開発

マンチェスターのソルフォード港湾地区は、再開
発により、メディア、博物館、ショッピングセン
ター、オフィスが集積。

LRTは地区の基幹交通として新設



開発の「触媒」としてのLRT

アメリカでは開発の「触媒」と呼ばれ、都市再
開発にあたり、LRTを開発の初期段階で敷設

サンフランシスコの再開発エリア↓ ポートランドの再開発エリア↓



集積効果

▼集積効果はどの程度？

 テルアビブのLRTプロジェクトは通常の便益
計算に比べて2割過小評価

J. Jenkins, M. Colella, and F. Salvucci [2011], Journal of the 
Transportation Research Board 

 マンチェスターのLRT,第3期プロジェクト
（66㎞の延伸）により、159百万ポンド（約
270億円…割引現在価値）の集積効果（労働
生産性向上効果も含む）という試算も
Volterra Consulting [2008],  Economic Benefits of the
Metrolink extension



オプション価値

▼オプション価値とは？

 公共交通は、沿線住民に「利用したいときに
いつでも乗ることができる」という選択肢を
付与

－ 子供が学校に入ったときに通学に便利

－ ちょっとした買物に便利

－ いざというときに病院に通院することができる（リ
スク分散）

研究途上であるが、米国の費用便益分析のフレーム
ワークには含まれている。



オプション価値は鉄軌道の方が高いのでは

▼清水駅からバスで10分、バス停から5分の不
動産と電車で10分、電停から5分の不動産の
どちらを買いますか？

大阪・阪堺軌道線沿線の
不動産屋ホームページ ➩



オプション効果の試算例

▼オプション価値はどの程度？

 川端ほか(2009）に依れば、富山ライトレールの場
合、従来計測されてきた便益の総額と比較すると、さ
らに23～４２％、未計測のオプション価値
川端光昭、松本昌二、佐野可寸志、土屋哲（2009）「表面選択法による
LRT・地方鉄道のオプション価値測定」『土木計画学研究・講演集』Vol. 39

 藤井(2009）に依れば、秋田内陸縦貫鉄道のオプ
ション価値は、北秋田市の阿仁合駅付近の住民（鉄道
を利用しない世帯も含む）の場合、月額約1200円と
の試算（現行の月額350円の補助額より大）
藤井大輔（2009）「地方陸上旅客輸送事業におけるオプション価値の計
測」『公益事業研究』vol.168

－ 選択肢があることのリスク分散効果の高さは、東日本
大震災の際に図らずも証明



社会参加促進効果
「社会的排除（ｿｰｼｬﾙ・ｴｸｽｸﾙｰｼﾞｮﾝ）」の排除

▼社会参加促進の効果とは？

 高齢者が気軽に外出できることは、歩行障害
の発生リスクを4分の1、老年性認知症の発生
リスクを3.5分の１に減少させる
東京都老人総合研究所（2007）『老人研ニュース』No.219

 1歩あるけば医療費0.0014円節約、国民1日
平均歩数3000歩増で医療費(糖尿病、脳卒
中、心筋梗塞等)が平均5.5％減少
厚生労働省研究班試算「朝日新聞」2010年1月23日夕刊

 社会の「絆」(ソーシャル・キャピタル)も社会参加
によるコミュニケーションがベース



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（25年度）

出典）富山市資料、静岡市予算（平成25年度）

静岡市市税税目内訳

市民税

40.8%

固定資産税

42.7%

都市計画税

8.6%

その他

7.9%



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



成熟社会とは

 豊かさとは、選択肢の多い社会

“Love of Variety”
 公共交通の整備は自動車に代わるものではな
く、公共交通と自動車の「すみわけと共存」
によるまちづくりをめざすもの

－ フランスやアメリカのLRTは、中心市街地と郊外のショッピ
ングセンターを結ぶ

 日本は自動車産業が主力だから自動車優先政
策を変えることはできないという議論は、ド
イツ・フランスの事実を誤認

－ ドレスデンのフォルクスワーゲン社は、専用の路面電車を用
いて自動車部品を輸送



自動車と共存するLRT

ドレスデンの自動車運搬 CarGoTram

ミネアポリスの郊外SCを結ぶLRT

撮影：服部重敬



富山に続く日本の動き

札幌市が既存の路面電車を26年度中に延伸

福井市では、福井鉄道とえちぜん鉄道が乗入れ
したLRT化

宇都宮市ではネットワーク型コンパクトシティ
の基幹交通軸としてLRT計画を推進

岡山市では、JR吉備線をLRT化して岡山市内
線と直結を模索

高岡市では、万葉線の路線延長について検討を
開始

従来、議論のなかった長野市、名古屋市などで
も、自治体によるLRT化の検討を開始



札幌市は26年度中に延伸・環状線化
資料）札幌市ホームページ

撮影：早川淳一



 福井鉄道の
Fukuramは、街
の雰囲気を一新
し、郊外も走行

福井鉄道もえちぜん鉄道との乗り入れ
を展望したLRT化を推進



交通政策基本法が先の国会で成立
（注目すべきポイント）

 交通に対する基本的な需要の適切な充足（第二条 基
本的認識）

⇒ 民間事業による採算性とは別の視点

 交通による環境への負荷の低減（第四条）

 交通の適切な役割分担及び有機的かつ効率的な連携
（第五条）

⇒ 自動車に頼り過ぎない交通システムの必要

 まちづくり･･･その他の観点を踏まえ、･･･関係者が連
携し、及び協働しつつ、行われなければならない（第
六条 連携等による施策の推進）

⇒ 従来の縦割りの打破



(参考）
ﾌﾗﾝｽ交通法典：さらに一歩先を行く

第L1111-1条

 交通システムは、利用者のニーズを満足させなければな
らず、移動能力が小さい者・障害を持つ人を含むすべて
の個人が移動する権利、手段選択の自由、そして自身の
財を自ら輸送するのかあるいは自身が選んだ組織や企
業にゆだねるかどうかの自由もまた保障しなければな
らない。これらの目的の遂行は、共同体にとっての経済
的・社会的・環境的状況を前進させ、リスク、事故、公
害、騒音、汚染物質と温室効果ガスの排出の制限ない
し削減するという目標の尊重のもとで、実施される。



第L1221-12条

 正規の旅客公共交通サービスの財源は、ユーザー、第
L1221-3条で定められた公共団体および、利用者では
ない直接および間接的に関わりなく他の公共および民間
の利害関係者によって、負担される。

出典）南聡一郎(2013)『フランスにおけるサステイナブルな都市交通政策 -
交通財政・交通経営を中心に』京都大学大学院経済学研究科博士論文

(参考）
ﾌﾗﾝｽ交通法典：さらに一歩先を行く



まとめ

高齢社会を見据え、交通まちづくりをインパクト
を持って行い、衰退の悪循環を断ち切る必要

公共交通は都市の装置であり、一定の公的な支え
により、社会全体での最適化を図る必要

LRTは、人と環境にやさしい交通システムである
とともに、マニュアル化できない便益をももたら
し、中長期的な経済性を備えるまちづくりのツール

交通政策基本法が成立し、日本の交通政策も転換
の時期



ご清聴ありがとうございました


