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ドイツの都市交通政策に関する調査研究

今回寛典*

Investigation on Urban Transportation Policy in Germany 

Hirofumi IMADA * 

This paper explores the art of urban transportation policies in Gerrnany， especially streetcars. 

Therefore， the questionnaire survey on urban transportation policies was conducted on one 

hundred forty fo町 citiesin Gerrnany， which have a population of more than fifty thousands. 

Replies were gotten from ninety cities. 

The obtained main results are as follows: Cities， of which population are ten to fifty thousands， 

recognize importance of s佐eetcarsas urban transportation. However， although finances of almost 

streetcars go into the red， almost municipals financially support them. 
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1.はじめに

自動車交通が都市環境に大きな影響を及ぼして

きたことは周知の事実である.特に，大気汚染に

よる健康被害，交通渋滞による交通費用の増大や

交通公害等は代表的なものであろう.

各都市が持続ある発展を願って，都市交通政策

に新たな知恵を絞っている.こういった中， ドイ

ツは環境先進国と言われ，鉄道系を重視した交通

政策(西村， 2001)を実行してきている.

特に， 1940年代後半から 1970年代にかけて多

くの国が都市交通の重要な役割を果たしてきた路

面電車 (Tramway)を廃止してきた. ドイツでも多

くが廃止されたが，路面電車を重要な都市交通機

関として活用してきた都市も非常に多い. 1950 

年代後半には，伝統的な路面電車システムを新た

なシステムに転換し始めた都市もある.この新し

いシステムは現在の LRT包括htRail Transit)シス

テムに通じるところが多い (Preiburg回答). 

1970年代，ヨーロッパでは増大する交通需要

を処理する新たな交通空間を都市の中に求めるこ

とが困難になった.既存の交通空間を有効に活用

せざるをえない状況になり，環境負荷，時間当た

りの輸送量，安価な建設コストなどから路面電車

が見直され，多くの都市で路面電車が復活，新設

されるにいたった(朝日新聞， 1997). 日本も同様

であり， 1950年代には 40近い都市に路面電車が

走っていたが，現在では 19都市である(今回，

2001) .そして，最近路面電車が見直されている

(石黒， 2005). 

1990年代になると，地球規模の環境問題が大

きな関心をもたれ， 1992年，リオデジャネイロ

で開催された国連環境開発会議で「持続可能な発

展」が共同宣言された.この中で，交通運輸が環

境に果たす役割についても議論された. 1994年，

ドイツ政府は r次世代のために自然を守る責任
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があるjことをドイツ基本法第 20条 aに加え， ド

イツ環境保護政策の方向性を示した. 2002年に

は持続可能戦略が採択され経済，エコロジー，社

会の安定化が宣言されている.その中で連邦政府

は， 2020年までに 1999年に比べて貨物輸送を

5%，自家用車の交通を 20%削減するよう努力を

する，このために環境税導入，鉄道に対する助成

をするとした(大阪・神戸ドイツ連邦領事館ホー

ムページ).

そこで，本研究は， ドイツの都市交通政策につ

いて調査し， ドイツの都市交通の現状と交通政策

を理解することに努めた.

2.調査の概要

(1)調査依頼

ドイツの人口 5万人以上の 146都市にアンケー

ト票を国際郵便で配布回収した.そのうち 90都

市から回答があった.

宛先は，市役所の都市交通担当部局 (Abt.

Stadtverkehrspolitik， RathausmarkUとし，担当部署

への転送依頼文も同封した.

(2)調査票の設計

その都市で利用できる交通機関，市当局が重視

している交通機関，公共交通の利用促進を図る都

市交通政策，路面電車政策等について情報を得る

ように調査票を設計した.

用できると回答した都市数は大きく減少する.し

かし，人口 10'" 50万人といった都市の半数は路

面電車を利用できるとしている.さらに，人口が

50万人以上になれば，全ての都市が路面電車を

利用できると回答している.また，人口 50万人

以上のような規模の都市では路面電車に加えて

LRT，地下鉄が整備されている.ただし，従来の

路面電車に LRTシステムを導入したものも含め

ている.

なお，表ー 1中のその他の交通機関としては，

自転車を指摘した都市が圧倒的に多い.また，少

数ではあるが，都市の特性を反映して，モノレー

ル，ケーブルカー，フェリーボートなども挙げら

れている.

では，日本ではどうであろうか.表-1には日

本の路面電車が運行している 19都市を対象に利

用できる交通機関について整理している.ただ

し，路面電車の場合は， 2000年の国勢調査結果

に基づいて人口規模別都市数をカウントし，その

値を母数として割合を算出している.

日本のいずれの都市においても，自動車，パス

は最重要交通手段である.一方，路面電車に関し

ては， ドイツの場合は，人口の多い都市では路面

電車はごく当たり前の都市交通手段であるが，日

本のそれは非常に少数である.日本の LRTにつ

いては分析をしていないが，現在，既存の路面電

車には LRTシステムが積極的に導入されている.

都市高速鉄道，地下鉄は建設，運営に大きなコ

ストを要し，さらに輸送量が非常に大きい.これ

らの交通機関が都市交通として存続することは都

市規模と大きく関係するので，日本とドイツの聞

に差はない.

3. 結果と考察

(1)利用できる交通機関

表-1は，その都市において利用できる交通機

関を回答した都市数を示している (2)市当局が重視している交通機関

当然のことながら，自動車，パスはいずれの都 表-2は，市当局が都市交通として重視する交

市においても重要な交通機関である.また，鉄道 通機関の重視度を都市規模別に示している.

については 70%以上の都市が利用できると回答 なお，重視度Yijを以下のように算定した.

している.

一方，鉄道以外の鉄道系の交通機関に関して

は，都市規模が小さくなれば，その交通機関を利

yリ=LWk.X ij/ni 、‘，ノ4.，A /，.‘、

Yij;都市規模iの交通機関jに対する重視度



今回寛典 59 

Wk;重視レベルk位の重み係数， 10点満点

(1位 10，2位 9，… n位;10・n-l)

X ij ，交通機関jを重視すると答えた都市規模 i

の都市数

都市規模が大きくなると，自動車の重視度は若

干低下する傾向にある.一方，都市規模が小さ

くなると，パスよりも自動車を重視している.

lli;人口規模iに該当する都市数

いずれの都市も自動車を最も重視しているが，

次に，鉄道，路面電車，都市高速鉄道に関し

ては，都市規模と重視度の関係は顕著であり，

都市規模が大きくなれば，これらの重視度も高

表一1 都市規模別利用可能交通機関(都市数)

ドイツ注2

利用可能 人口(万人)からみた都市規模

交通手段 全都市

自動車

パス

鉄道

路面電車

LRT 2(5.1) 

都市高速鉄道 6(15.4) 

地下鉄 1(2.6) 

その他 22(56.4) 

日本注3

利用可能

交通手段

自動車

バス

鉄道

路面電車注4 2ω.9) 

都市高速鉄道 。ω.0)
地下鉄 。ω.0)

注 1: ( )内は%を示す。

注2: 50万人以上の都市とその人口(万人) : H田mover;516.4、

Dusseldorr; 570.8、Stuttg;紅 t;587.2、Dortmund;589.2、Essen; 591.9、

Fran凶Irt;641.1、Koln;967.9

注3:日本の場合は、路面電車が営業している都市のみを対象

注4:=都市規槻リ路面電車都市数/都市規欄IJ都市数X100

都市規榔IJ都市数 (2000年国勢調査より) : 5'"'"'10万;224、

10'"'"'50万;206、50""'100万 ;11、100万以上;12 
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表 -2 都市規模別交通機関の重視度算定結果

重視する

交通手段

自動車

人口(万人)からみた都市規摸

全体

ノミス

鉄道

路面電車 0.9 

LRT 0.2 

都市高速鉄道

地下鉄

その他

ω
一ω
一一ω

日
一
一

ω
一
品

くなる.また， LRTや地下鉄の重視度は，都市

規模が大きく影響している.

こういった中，人口 10'" 50万人の都市で路面

電車が都市交通機関として重視されている.日

本の伺規模の都市では， 4%程度の都市が路面電

車を運行しているに過ぎず，日本とドイツの都

市交通政策の考え方の違いが顕著に表れている.

(3)都市部の自動車抑制策

都市部への自動車交通抑制政策として， P&R 

(Park & Ride) ， T 

イシング (RoadPricing)， HOV車線 (HighOc-

cupancy Vehicle)・HOT(HighOccupancy Toll)等が

シンガポール，西欧，アメリカで実行され，大

きな効果が得られている.

ここでは， ドイツで広く普及している P&Rと

T.M.について考察する.日本では， P&Rは広く

普及しているが， T.M.に関しては，社会実験が

行われた程度であり，本格的なものは存在しな

表-3は本調査で得られた両者の状況を示して

いる.回答のあった 90都市中 66都市にP&Rが

あり，さらに 11都市が検討中である.結局， 77

都市が P&Rは重要都市交通政策の一つであると

している.一方， T.M.は， 16都市に存在してい

る. 16都市中 14都市で P&Rが実施されており，

表-3 都市部の交通抑制策(都市数)

P&R 

検討イ下未実施|回答無

o 2 0 

0
一
日
一

2

O
一
5
一
1

O
一
2
一
1

表-4 T.M.を通行できる交通機関(都市数)

パス | 路面電車

16 5 

その他:自動車 ;7都市、地下鉄 ;2都市、地方鉄道;1都市

表-5 M.T.沿線の土地利用状況(13都市中の都市数)

その他:住商工混在 ;8都市、住居;1都市、工業 ;2都市

自動車利用者の T.M.への交通を保障する上で，

P&Rは必要不可欠である考えている.

このように，多くの都市が自動車抑制に取り

組む上で，都心部の魅力度および公共交通の利

便性の向上を考慮しているといえよう.

さらに， T.M.が複数箇所に存在する都市も多

くあり，一つの T.M.の延長が 500rn以上あるも

のも多くある.表-4に示されるように T.M.に

路面電車を用いている都市もあるが，その都市

数は決して多くない.調査前著者は T.M.上の

公共交通として路面電車を用いている都市が多

いものと考えていたが，大半がパスであること

が分かつた.Bremmenや Kasselのように T.M.を

通行できる公共交通機関として路面電車に限っ

ている場合もあるが，これは，少数である.路

面電車が運行している 32都市だけを対象とした

場合でも， T.M.があるのは 9都市であり， 23都

市には T.M.は存在していない.さらに，その 9

都市の中で 5都市が T.M.に路面電車を採用して

いるにすぎない.今後，詳細な研究を進める予

定であるが，車社会のアメリカでも都心部活性
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化の切り札として路面電車と T.Mを組み合わ， 表-6 路面電車の評価と路線延長計画(都市数)

公共交通を重視してきでいる(小谷， 2005). 

表-5は， T.M.沿線の土地利用状況を示してい

る.T.M.は，商店街やオフィス街を通っている

場合が多く，徒歩の交通が集中する場所である.

そもそも，世界で最初の T.M.は， 1965年アメリ

カの都市ミネアポリスで，衰退した都心の活性

化策として都心部の幹線道路から自動車を排除

し，歩行者を優先したこコレットモールが創出

されたものである.多くの人が快適で安全な空

間を求めて集まり，都心部回生に大きな効果を

示した.

また，ヨーロッパでは，都市の中心部には広

場があり，人々が集まる所でもある.広場が含

まれているのは，ヨーロッパの特徴である.

日本において T.M.を設けるためには，道路は

交通を処理するだけではなく，人々が集い，憩

い，情報交換する場でもあることを認識するこ

とが重要である.

(4)路面電車に対する評価

表-6は路面電車に対する市当局の評価をまと

めたものである.路面電車が運行している都市

のほとんどが路面電車を高く評価しており，路

線の延伸計画およびその検討もされている.

日本では， 19都市で路面電車が運行されてお

り，ドイツに比べると，路面電車の評価は低い

のが現状である.しかし，実際に路面電車を運

行している都市自体の路面電車に対する評価は

高い.

(5)路面電車の経営状況

しかし，表-7に示されるようにドイツの路面

電車の経営状況についてはいずれの都市もマイ

ナス評価である.都市環境には大きな貢献をす

る路面電車も行政の補助がなければ，運営でき

ない.

一方，日本の路面電車に関しては営業損益比

が1.0より大きい企業も多くある反面， 1.0よりか

なり小さい企業も多くある.

路線延長の計画
街の活性化に貢献

計画有 検討中 計画無

大いに貢献 23 4 2 

やや貢献 3 1 。
分からない O 1 O 

貢献小 O 1 O 

路面電車無 O 2 O 

表 -7 路面電車の経営状況(都市数)

大きな黒字 大きな赤字
評価

-・ " 
ドイツ 。 O 2 20 12 

日本注 1 5 5 4 3 

注:1日1キロ当たりの営業損益比(=鉄軌道業営業収益/

鉄軌道業営業費)で評価(平成 15年度鉄道統計年報より算出)

図-1は日本の路面電車を対象とした営業損益

別，路線規模を示している.

路面電車を 3つのタイプに分類してみる.タイ

プ1は路線延長が比較的長く，利用者とのバラン

スがとれ，収益もある.広島市は代表的なもの

である.一方，タイプ3は，路線延長当たりの利

用者数が少なく，路面電車の経営が苦しい.タ

イプ2に属する都市は多くある.それらの多くが

収益が小さく，赤字企業である.なお，図中の

・記号である中間は営業損益pが1.0>p >0.9であ

る.図-2は日本とドイツの路面電車の規模を比

較したものである.圧倒的にドイツの路面電車

の規模が大きい.路面電車の都市交通としての

重要性が理解できる.図-1に従って路面電車の

規模と利用者の関係を 3タイプに分類する.タイ

プ1は輸送量が大変大きい.タイプ 3は利用者が

非常に少ない.タイフ 2は輸送量も多く，都市交

通として重要な役割を果たしているが，企業経

営としては苦労を余儀なくされている.ドイツ

の路面電車はタイプ2が多い.日本もドイツもタ

イプ2が多い.路面電車を都市交通として重視す

るのであれば，利用者にとって便利で快適なシ

ステムへの改善，行政の支援が不可欠である.
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図 -1 我が国における損益別路面電車の営業規模

と利用者(平成 15年度鉄道統計年報)
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図-3 路面電車に対する補助

(6)路面電車に対する補助

図-3は路面電車に対する補助とその使い方を

整理している.

補助は連邦政府，洲政府，市独自のものがあ

る.連邦政府と洲政府の補助は施設拡充や新車

両の購入が主である.一方，市独自の補助は路

面電車会社の施設の維持管理，運営費，人件費

を支援することが主目的である.

このようにドイツでの路面電車支援は， 1964 

年鉱油税(阿部， 1996， 1998)が路面電車の補助

に用いられるようになったこと，最近の連邦政

府の環境政策が大きく影響している.

図-4は補助に対する市民の態度について示し

たものである.市当局の認識であるため，明確

に言及はできないが，少なくとも，市民の関心

肯定的

無関心

否定的

O 10 30 20 

都市数

図-4 補助に対する市民の態度

表 -8 都市交通政策、特に路面電車政策の事例

①公営交通運営企業の欠損を他の公営会社の

利益と相殺

(税法上の横断的連結)

②制限地区内の駐車場利益を近距離公共交通

関連事業に投資

③路面電車新路線建設費には税法上の特典と

85 %を連邦政府・州政府から補助

④路面電車交通流の優先処理

⑤より効果的な近距離公共交通手段の検討

⑥パスと路面電車による走行空間の共同利用

⑦全公共交通機関間で統一料金制の採用

⑧鉱油税を公共交通へ投資
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は高いと考えられる.

日本においても，政府，都道府県，市独自の

補助がある.基本的には日本では，路面電車企

業に対してその赤字分を補助するものである.

また，鉱油税の一つであるガソリン税は道路の

特定財源であり，公共交通および環境保全に対

して投資することができないのが現状である.

路線沿線市民等の路線継続・廃止に対する関心度

は高いが，無関心な市民が圧倒的である.した

がって，これまで多くの路線が廃止されてきた.

さらに，表-8は，赤字を抱えている企業に対

する政策についての若干の実例を示している.

大別すれば，補助，公共交通，料金等である.

都市内のいずれの公共交通にも利用できる共通

乗車券の発行，家族券の発行等公共交通利用促

進を図っている都市もある.

表-9は路面電車が運行されている都市の路面

電車に対する市行政の意見を整理したものであ

る.

路面電車に関する意見は， 10 --50万人規模の

都市から多く得られている.いずれも，路面電

車に対しては好意的な意見が多く，路面電車は，

今後とも重要な都市交通手段であると位置づけ

られる.

特に，路面電車の拡充，さらに旧来の路面電

車を LRTシステムへと転換していく，鉄道軌道

と路面電車軌道の相互乗り入れなど鉄道系公共

交通機関を都市交通機関として採用する積極的

な意見がある.現有資産を有効に活用しようと

する姿勢であろう.

表 -9 20都市から得られた路面電車に関する意見の整理

人口規模(万人)

路面電車に対する自由意見 10以下 10'""50 50以上

3都市 13都市 4都市

路面電車の再詞ヰ面・拡充 1 1 

環境・定時・輸送.'1:苅直・高速等に優れた交通手段 1 3 

路面電車は都市の活性化に貢献 2 

路面電車と他の鉄道の相互乗り入れ 2 

路面電車からU-Bahn、S-Bahn寸云換 1 3 2 

LRTシステムへの転換 1 

公共交通、自転車、自動車の各分担率を同等にする 1 1 

都市の地形から観て路面電車は不適切 1 1 

都市弱卸こ伴って路面電車弱塁 1 

空港・港 ターミナル
都市内

都市間 iその他
循環

観光地 都心部 観光地

18 3 6 12 5 9 

5 5 3 5 1 

注:路面電車が営業している 20都市中の都市数
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(7)都市構造と路面電車

表-10より，日本とドイツともに路面電車は，

主要駅で鉄道から乗り換え，都心部へ向かう交

通を担当している場合が多い.

ドイツの特徴として，郊外と都心部を結んで

いる都市が多い.これは，相互乗り入れや路面

電車の郊外部と都心部を結ぶように開発された

都市構造になっているためであろう.ドイツで

は，民間の開発は行政の許認可が条件であり，

都市構造も計画に近い形で実現するが，日本で

は指導するということであり，計画する都市交

通に適した都市構造にならない場合がある.

図-5に示されるように交通は通勤，また様々

な情報を求めて都心部へ集中する.郊外から都

心部へは，直接自動車で向かう，また鉄道駅で

鉄道以外の公共交通に乗り換えて向かう.都心

部の交通混雑は慢性的なものとなる.

図-6は，自動車抑制策の概念を図示したもの

である.P&Rで自動車から路面電車，鉄道軌道

と路面電車軌道を連結することにより郊外部か

ら都心部へ直接向かうことができる.これらに

よって図-7に示されるように都心部の交通量は

大きく減少する.さらに，自動車から電車に転

換することにより排出ガスが大きく減少し，

1997年の京都会議で採択された京都議定書を満

足しようとすることとも合致する.

また，市民がこのような自動車抑制策を納得

するためには，公共交通の利便性を高めること

は言うまでもないが， T.M.の魅力度向上，

Freiburug(今回， 2001)のような職住接近，鉄道路

線整備後の住宅開発，郊外部の鉄道網整備のよ

うな自動車から鉄道へと転換を促す都市構造へ

の改造も重要である.

4. ドイツの路面電車政策事例

ここでは，本研究で得られたドイツの都市交

通政策の代表的なものを示す.

(1) Zwickau市

図-5 都心部への交通集中

図-6 都心部自動車乗り入れ抑制策

交通量

都心部 km 

細線:自動車抑制策せず

太線:自動車抑制策実施

図一7 都心部自動車乗り入れ抑制策実施前後の

交通量の変化

1989年ドイツ統合がなされ，旧東ドイツに

あった Zwickau市 (Trabant車の生産中心地)の鉄

道系都市交通サービスが大きく改善されるよう

になった.
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図-8 1999年時の Zwickau市の鉄道系路線図 (VVansbeek，2000) 

Zwickau市には標準軌道(1435mm)の鉄道と狭

軌道(1000mm)の路面電車が運行している(図-

8参照).鉄道はZwickau市の中央駅Hauptbahnhof

(HBF)から Chemnitz，Plauen. Klingenthal， Schwarzen-

berg方面に延びている.路面電車はルート 3，6， 

7の 3路線が運行されている.特に，ルート 3は

Zwickau市の商業センター GluckAuf Centerから

Zentrum， Hauptmarkt， N eumarktの都心部を通過

している.

1999年，鉄道が HBFから GluckAuf Center， 

Zentrumへと乗り入れた. Gluck Auf Centerから

Zentrum聞の狭軌道の鉄路に標準軌道に合致する

よう新たに一本の鉄路を追加し，鉄道と路面電

車の双方が運行できるようにした(写真一1).こ

のZwickau方式は世界でもユニークな例であろう.

(2) Karlsruhe市

Karlsruhe市では路面電車の軌道が鉄道と同じ

標準軌道であったため，鉄道線路と路面電車線

路を鉄道駅で結合すれば，容易に乗り入れが可

能であった. 1992年，都心部への新たな路線延

長，新駅設置等(図-9参照，提供資料より)LRT

システムが導入された. 1993年には，路線に

よっては利用者が，相互乗り入れ前の 500%増

(Dieter Lundwig， 2000)となり，曜日に関係なく大

きく増加している.日曜日の増加は 3700% (表一
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写真一1 Zwickauの狭軌道と標準軌道のダブルゲージ化工事

Enclusion of out of way towns 

Town B 

existing 
s也tion

juncuon 

junction 

existing 
railline 

existing 
station 

new stop 

図-9 Kar1sruheの鉄道系路線図 (Heipp提供資料)
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表-11 相互乗り入れによる Karlsruhe-Bretten間の電車利用者の変化

(出典:Die Zweisystem Stadtbahn) 

ぬき事埼樹融制略総畿郵議騒ぎ齢r
ZWI誠議開踏織噌脇儲煽加藤鱒絡艇綿織機梅山態碍続勝鱒

journey not other 
executed 6% 
previously 12% 

train 25% 

図-10 Karlsruheの交通機関別分担(出典;The Karlsruhe rnodeO 

11， 出典;ABBHenschel AG)に近い伸びがあった

ことが報告されている.LRTシステム導入前の

1991年の交通機関別分担では自動車が 40%，鉄

道系が 25%であった(図-10)が，都心部への鉄

道系の乗り入れによって鉄道系，特に車から

LRTへの転換が期待されていた. ドイツでは車，

自転車，公共交通等の利用者がお互いに等しく

なること(前出の表-9参照)を期待している都

市もみられ， Karlsruhe市は大きな知見を示した

ものと考える.

日本では，広島市でみられる.路面電車が同

一企業の地方鉄道路線への乗り入れを行い，郊

外部から直接都心部へ交通が可能になっている.

今後，企業問での乗り入れの検討が望まれよう.

(3) Wuppertal市

路面電車ではないが， Wuppertal市では懸垂型

モノレールが都市の重要な交通手段として活躍
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図-11 Wuppertal市の概略図(市全域と中心部拡大) (Wuppertal市提供資料，著者一部加工)
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写真一2 Wuppertalの渓谷上を走行する懸垂型モノレール(提供資料より)

写真一3 Wuppertalの河面上を走行する

懸垂型モノレール

(出典:Wuppertal in suspension) 

69 
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写真一4 千葉市の懸垂型モノレール

し， Wuppertal市の顔になっている.

Wuppertal市は曲がりくねった渓谷に沿った古

くからの工業都市であり， Barmen地区と Elber-

feld地区(図-11) を結ぶ鉄道馬車が交通手段で

あった.しかし，急増する交通需要を処理する

ため，馬車に代わって路面電車が検討されたが，

曲がりくねった渓谷と地質上の問題から 1894年，

曲がりくねった渓谷上に当時としては画期的な

懸垂型モノレール(写真一 2.3)が計画され， 1899 

年には運行が開始された.現在の，路線延長は

13.3krnである.

日本では，懸垂型モノレールは千葉市(写真-

4)にある.やはり河川の上を走行している区間

がある. 2路線あり， 1号路線の延長は 3.2krn，2 

号路線のそれは 12krnである.

5.結 論

本研究は， ドイツの人口 5万人以上の都市の市

当局を対象にしたアンケート調査を通じてドイ

ツの都市交通政策について考察をしてきた.同

時に，日本の路面電車の現状についても分析を

行った.以下，本研究で分かつたことを示す.

(1)ドイツの市当局は，自転車は都市交通の重

要な交通手段の一つであると認識している.こ

れは，日本とは大きな違いである.

(2)人口 10""'"50万人の都市で路面電車が都市

交通機関として重視されている.日本の同規模

の都市では， 4%程度の都市で路面電車を運行さ

れているに過ぎず，日本とドイツの都市交通政

策の違いが顕著に表れている.

(3) ドイツでは，都市部で安全，快適，アクセ

ス等に優れた歩行者空間の確保に T.M.を積極的

に導入してきでいる.

わが国で T.M.を導入しようとすれば， T.M.へ

のアクセスとして鉄道系交通機関の都心部への

乗り入れ，自動車利用者の T.M.への交通を保障

する P&R整備と同時に，行政，企業，市民が道
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路は人々が集い・憩い・情報交換する場であるこ

とを認識すること等が重要である.

(4)ドイツの路面電車のほとんどは赤字経営で

あるが，行政が重要な都市交通機関として積極

的に支援をしている.鉱油税からの路面電車へ

の補助，最近の連邦政府の環境政策，いずれの

公共交通にも利用できる共通乗車券の発行，家

族券の発行等公共交通を積極的に支援している.

現有資産を有効に活用しようとする姿勢であろ

っ.
(5) ドイツでは，民間の開発は行政の許認可が

条件であり，実際の都市構造も都市基本計画に

近い形で実現される. T.M.の魅力度向上，職住

接近，鉄道路線整備を前提とした住宅地開発，

郊外部の鉄道網整備と都心乗り入れのような自

動車から鉄道へと転換を促す都市構造への改造

も重要である.

(6)日本の公共交通への補助は赤字補填の形で

ある.ドイツのそれは環境政策の一環である.

日本のガソリン税とドイツの鉱油税の使い方に

は大きな違いがある.ガソリン税に関しては今

後議論が必要である.

本研究は，都市間比較が主目的であった.こ

のことに関しては研究目的を達成できたと考え

る.今後は，具体的な都市を対象に詳細な調査

を行う予定である.
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