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金沢 LRT だより　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     別冊 Vol.2

金沢のまちづくりとLRT
――「新しい金沢」にふさわしい都市交通をめざして

　なお、かつての市電のように架線が上空を覆うといっ
たことにはなりません。

＊パーク＆ライド
　マイカーで郊外の駅やバス停まで行き、駐車場に車を
停め、電車やバスに乗り換えて目的地に向かうシステム。
＊信用乗車方式
　運転手が検札を行わず、利用者が IC カードをリーダに
かざすか、電停または車内の消印機で自己改札する仕組
み。ただし、係員が抜き打ち的に乗車券を確認します。（反
則金は運賃の数十倍）

　【増え続ける LRT】
　LRT は世界の多くの都市で普及しています。1978 年
から新設された都市だけでも 2011 年時点で 133 あり
ます。従来からの路面電車を改良したものも含めると
200 を優に超えます。
　日本でも、宇都宮（2016 年着工目標）、札幌（2015

年開業予定）、横浜、神戸、京都、東京、名古屋、岡山、
静岡をはじめ、多くの都市で導入が検討されています。
　とくに北陸では、2001 年に高岡の万葉線、2006 年
に富山港線（富山ライトレール）、2009 年に富山市内の
環状線（富山地鉄）が LRT 化されました（富大への延伸

構想あり）。富山駅の高架化に合わせ、富山港線と環状
線は接続される予定です。
　また、2013 年 4 月に福井～武生間の福武線（福井鉄道）

に LRV が導入されています。

　新幹線時代を迎え、都市の交通体系を抜本的に見
直す時期に来ています。金沢にも軌道系の交通シス
テムである LRT が導入されてよいでしょう。
　しかし、現状では正しい事実が理解されていると
は必ずしもいえません。たとえば、あなたはまだ、
路面電車は「走行空間を確保できない」「採算がと
れない」と思っていないでしょうか。
　実は、金沢でも LRT は必要で有効、そして可能
なのです。「新しい金沢」がはじまろうとしている
のに、幹線の公共交通をいつまでもバスに頼ってい
ていいのでしょうか。

　ライト・レール・トランジット（Light Rail Transit）の
略で、「新型路面電車を基幹として、バスとの結節機能
やパーク＆ライド駐車場を備えたトータルな交通システ
ム」のことです。
　街の中を快適に速く走ることができるよう、信号制御
から信用乗車方式まで、都市交通として効率的な仕組み
が整えられます。
　車両そのものは LRV（Light Rail Vehicle）といい、低
騒音、高速、低床で完全バリアフリーです。1 編成 2～
3 両の中量輸送機関（約 150～200 人）です。丸みを帯
びた斬新なデザインで、シンボル性が高く、観光資源と
しても期待されます。また、バスよりも乗り場やルート
がわかりやすく、ランドマーク効果もあります。

　◆ LRT とは何か

富山駅高架下の電停のイメージ（富山市 HP より）
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Ⅰ　街の交通のあり方

１．まちづくりの視点
　近年、商店街のシャッター街化が進んだり、子供たち
がゲームばかりするようになったのは、「都市交通政策
の失敗」が重要な遠因であるといわれています。
　その反省に立ち、日本においても交通にまちづくりの
視点が求められるようになっています。

２．金沢の公共交通政策
　(1)　現在の目標
　「輸送手段」としての機能を重視する。
　　①公共交通での移動を円滑化
　　②公共交通の利用促進

＊公共交通の利用者が激減
　モビリティ（移動利便性）が低く、サービスに限界。
そのため、2007 年／1984 年の対比で、バス市内線：
54％、石川線・浅野川線：57％に減少。

　(2)　これから取り組むべき目標
　「都市の装置」であることに着目する。
　　①都心軸沿線への投資を誘発

②生活のクオリティ向上

＊「都市の装置」
　公共交通は人の流れを変え、街を形成する重要な要素
です。

　◆金沢への LRT の導入について Ⅱ　必要性

１．公共交通の需要を喚起する
　金沢都市圏においては、1970 年代からスプロール化

（無秩序な開発）を防ぐために、計画的に市街地と道路の
整備が進められてきました。
　しかし、その一方で、中心市街地では空洞化が進んで
います。また、幅広い世代の人がつねに楽しめる所もな
いほど、魅力の乏しい都市になっています。
　この危機を打開するためには、街を活気づける投資が
必要です。そして、それを促すのが活発な人の流れです。
つまり、今の金沢の公共交通には、需要に応えるだけで
なく、需要を喚起することが求められているのです。
　そこで、大きく広がった市街地を貫通する幹線交通と
して、求心力の強い LRT を導入しようというのです。

＊金沢市の人口集中区域（4,000 人／㎢以上）の拡大
　2,500ha（1970 年）→ 5,940ha（2005 年）

　【想定される路線】
　LRT はコンパクトなまちづくりを促します。バスと
違って鉄軌道の路線は、簡単に改廃されないため、その
沿線に都市の諸機能が集積されやすいからです。そして、
その集積は都市の中心軸（背骨）となるべきところが望
ましく、金沢ではいわゆる都心軸が相当します。すなわ
ち、金沢港～金沢駅～武蔵ヶ辻～香林坊～広小路～有松
～三日市（13km）の都市幹線です。
　LRT は、乗り継ぎ抵抗が少なくなるよう、できるだけ
長い路線がよいのです。
　ついで、金沢城を周回する、武蔵ヶ辻～橋場町～兼六
園下～香林坊（2.5km）の都心環状線です。
　また、石川線の LRT 化（都心軸と押野で接続）、浅野川
線の LRT 化と延伸（医科大・のと里山海道まで）も考え
られます。

●都市内公共交通体系の比較

構造
コスト

構造物 施設・車両
地下鉄 地下 高 高
AGT

（自動制御の新交通） 地下・高架 高 高

GWB
（ガイドウェイバス） 地下・高架 高 安

LRT
（新型路面電車） 路面 安 高

　※地下や高架は次の理由で適当ではありません。
　　①構造物の建設コストが膨大で非現実的であること
　　②階段があり、使いづらいこと
　　③通過交通が減らないこと

④人の動きが見えないため、街に活気を感じさせないこと

結節点の岩瀬浜駅（富山市）
　富山ライトレールの終点の岩瀬浜駅からは、電車の到着に合わ
せ、接続のフィーダーバスが出発します。乗り換えは同一平面上
で楽に行え、風雨に曝されることもありません。駐輪場も整備さ
れ、交通結節点の機能を果たしています。
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　【コンパクトシティ】
　住宅、事務所、店舗、病院、公共機関や文化施設が集
約された都市の形態のこと。まちがコンパクトになるこ
とで、マイカーを使わなくても、徒歩や公共交通機関で
主要施設間を移動できます。そして、CO2 排出量の削減、
インフラの維持、ゴミ収集、消防などの行政コストの抑
制、中心市街地の活性化などの効果が期待できます。

２．街なかのマイカーを抑制する
　金沢の街は以前のように渋滞がひどいわけではありま
せん。自動車の分担率が非常に高く、街に車が溢れてい
ることが問題なのです（片町：3 万台／日）❶。
　その結果、金沢らしい街の落ち着きが失われ、環境の
悪化も招いています❷。とくに商店街や観光地では路地
にまで車が横行し、本来は歩いて楽しいはずの道路空間
を危険で不快な空間にしています。たとえば、せっかく
のオープンカフェも十分には楽しめません。
　また、「みち」が触れ合いの場でなくなり、コミュニ
ティが崩壊し、ついには来街者が減ってシャッター街化
が進んでいます。金沢市の中心部を出入りする人の動き
は、この 30 年間で 26％も減っているのです❸。
　都市の魅力とは中心市街地の魅力です。その魅力を高
めるには、人を大勢集めなくてはいけませんが、あわせ

て溢れている車を減らす仕掛けが必要になっています。
そこで、日頃はマイカーを使う人でも「乗ってみたい」
と思うほど快適で便利な交通システムが求められ、LRT
の登場となったのです。
　とくに金沢の旧市街地は広い道路が少ないため、輸送
力の大きい LRT（自動車の 6 倍、バスの 2 倍）の有用性
は富山や福井よりはるかに高いといえます❹。

３．バスでは需要喚起もマイカー抑制も難しい
　バスは構造上、モビリティが低く、マイカーからの転
換が進みません。つまり、需要が喚起されないため、沿
線への投資が誘発されないのです。

❷輸送機関別二酸化炭素排出量
　（1 人を 1km 輸送する場合。単位：g-CO2 ／人 km）

自動車 173
バス 45（自動車の 1 ／ 4）
鉄道 17（自動車の 1 ／ 10）

❸金沢市中心部の流出入トリップ（人の動き）

年次
（PT 調査）

回数
（千トリップ／日）

1974 年との
対比（％）

1974 年 254 （100）
1984 年 234 （92）
1995 年 202 （80）
2007 年 189 （74）

❶金沢市中心部流出入の代表交通手段（分担率）

手段 現況
（2007 年 PT 調査）

徒歩 8％
自転車 9％
バイク 2％
自動車 57％
バス 19％
鉄道 5％

※中心部…東西は兼六園～ JR 線、南北は犀川～浅野川の区域
（2km 四方）

❹幅員 20m 以上（4 車線以上）の道路密度
（km/km2）

　（出典）新金沢交通戦略（概要版）（2008 年）

※都市計画の標準は 4km/km2（500m メッシュ）

　　　 金沢市　　　　 福井市　　　　富山市
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　現在のバスの利用者（観光客を含む）のためだけの利
便性向上ならば、バス専用レーンや案内システムの充実、
コミュニティバスの運行といった現行の施策の延長で対
処することは不可能ではないでしょう。しかし、マイカー
の利用者に、公共交通を利用して街なかに出てきてもら
うには、バスではサービス水準に限界があります。通勤
時のパーク＆ライドも、現状ではバスとの乗り継ぎが不
便で、規模も小さく（約 400 台）、ほとんど利用されて
いません。
　また、「周遊バス」や「まちバス」は路線バスの代わ
りとして利用者には喜ばれていますが、来街者（新たな

客層）自体が大きく増えているわけではありません。
　一方、LRT のモビリティはバスよりはるかに優れてお
り、需要が喚起されます。また、重複しているバス路線
が LRT に集約され、運行の効率が良くなります。たと
えば、金沢駅～有松間のバスの数珠つなぎは解消されま
す。ただし、LRT とバスとの乗り継ぎが生じますので、
ホームを隣接させるなどスムーズな乗り継ぎを考える必
要があります。金沢駅、武蔵ヶ辻、兼六園下、香林坊、
片町、広小路、有松などがその結節点となります。

●バスと LRT の比較

モビリティ バス LRT

定時性・速達性
乗降に時間がかかる。
渋滞や天候に左右さ
れやすい。

停車時間が短い。
専用軌道、優先信号
で高速走行。

輸送力 ラッシュ時は乗り切れ
ないこともある。

中量輸送機関なので、
乗りこぼしはない。

快適性・バリアフリー

乗り心地がよくない。
乗降がスムーズでな
く、時間もかかる。
相席しづらい。

揺れが少なく、急停車
もない。
ホームからの段差がな
い。

Ⅲ　有効性

１．都市の魅力が向上する
　LRT は人の往来を活発にし、集客力があるので、その
整備は沿線への投資を誘発します。
　たとえば、官民の投資による、いろいろな魅力のある
施設の立地が期待されます。駅西エリアには、コンベン
ションなどのための国際会議場、ツエーゲンやミリオン
スターズの本拠地やコンサート会場としての「金沢ドー
ム」、フェリーや客船を迎える「金沢ポートタワー」な
どが想定されます。旧市街では、ライブハウス、演芸場、
屋台村、多目的広場などが考えられます。投資が投資を
呼び込み、「まち」は成長していくのです。
　また、LRT は専用軌道であるため、都心に用のない通
過車両（現在は全交通量の半分以上）はかなり敬遠するで
あろうと思われますので、利便性だけでなく街に落ち着
きを取り戻します。その結果、生活のクオリティを向上
させ、沿線に居住を促します。

２．中心商店街が活性化する
　マイカーでの来街には、郊外店に比べ、①駐車場を探
すのが面倒、②駐車料金が気になって長居できないと
いった欠点があり、③街なかに来ても飲酒もできません。
　実際に金沢中心部の交通機関別「私事平均滞在時間」
をみると、自動車が 93 分、バスが 118 分、鉄道が
172 分となっています（2007 年の PT 調査）。パーク＆
ライドを利用すると50分延びることもわかっています。
　LRT の導入によって、①これまで中心街に来なかっ
た新たな客層（マイカーで郊外店に行っていた人や高齢者、

学生）を開拓できること、②来街者が回遊し、賑わいが
増すこと、③来街者の滞在時間が長くなり、消費額が増
えることが期待されます。

　【車との共存】
　LRT と車とは二者択一の関係になく、共存するもので
す。そのため、LRT が導入されても、マイカーで来街す
る人のために（大通りに面する）大型駐車場を備えるこ
とは必要です。

●富山市内環状線の活性化効果（2010 年／ 2008 年比）

電車の利用者数 LRT 化により休日：20％、平日：
29％の増加（高齢者の社会参加）

買い物目的の
来街頻度

自動車利用の 4 回／月に比べ、11 回
／月（外出機会の増加）

外出ついでの買い物
または飲食

電車利用者の 32％または 29％（運転
や駐車料金を気にしなくてよい）

　◆コラム１　まちづくりの象徴
　LRT は渋滞を助長するものでも、渋滞していなけれ
ば要らないというものでもありません。定時性や快適
性を確保し、モビリティを高めるとともに、まちづく
りの新たなきっかけとして導入するものです。
　金沢で関心が高まっているのも、LRT がかつてのよ
うな人の賑わいと、金沢らしい街の落ち着きを取り戻
してくれると思われているからです。
　たとえば、LRT の集客力が、片町のビル街を一新し
てくれるのではないか、街なかの車が減って人間中心
の都市空間に変えてくれるのではないかなどと市民は
期待しているのです。
　とすれば、LRT の導入にあたって、都市経営の視点
から、金沢をどんな街に変えていくのかという議論が不
可欠です。LRT を「まちづくりの象徴」と位置づければ、
その議論は大いに進展するのではないでしょうか。
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　ただし、コインパーキングで路地にまで車を呼び込む
のはいかがなものでしょうか。買い物環境を悪化させ、
結果的に多くの人を遠ざけています。郊外のショッピン
グセンターが賑わっているのは、駐車場があるからでは
なく、そこが安全で安心な歩行者空間であるからです。
したがって、せせらぎ通りや柿木畠などの路地をライジ
ングボラード（昇降式の車止め）などによりモール化（車

両の進入規制）したほうが人は集まるでしょう。

ライジングボラード
　下方の文字は「STOP」。許可車両は、左端のポストにカードを
差し込むと真ん中のボラードが下がり、通行が可能になります。

Ⅳ　可能性

１．走行空間は確保できる
　LRT は道路の中央車線を走行するのが一般的ですが、
その場合、右折車線のある交差点では両側で 6 車線必
要となります。そのため、5 車線しかとれない国道 157
号では走行空間を確保することができません。
　そこで、発想を変えて、歩道側の車線を走行すること
にします。そうすれば、現況と同じく 5 車線あればよ
いので、走行空間を確保できます。かえって、電停が歩
道上となるので横断の必要がなく、身近で安全ですし、
迷惑駐車もなくすことができます。
　つまり、単純に現在のバス専用レーンをバスに代わっ
て電車が走行すると思えば抵抗感も少なく、渋滞を招く
ことはありません。（バスの幅 2.47m に対し電車は 2.42m

なので、十分可能です。）

　ただし、客待ちタクシーに不都合が生じますので、所
によってタクシーベイを設けるなどの工夫が必要になり
ます。（スペース的には十分可能です。）

＊バス専用レーンへの理解
　片町～武蔵交差点の休日導入実験（2011 年 9 月）では、
マイカー利用者へのアンケートで 570 人のうち約 7 割が
導入に賛同しています。

●車道幅員が最も狭い片町スクランブル交差点（単位：m）

歩道
バス

⬇
電車

車 車
（右折）

車
バス

⬇
電車

歩道

3.4 3.35 2.85 2.80 2.85 3.35 3.4
15.2
22.0

※幅員構成は現況の通りです。
※武蔵ヶ辻～広小路間の他の 6 交差点はすべて車道幅員が 16.0m
（歩道が 3.0m）あるので、空間は十分確保できます。

　◆コラム２　トランジットモール
　ストラスブール（フランス）では車の洪水（5 万台／
日）から歴史遺産や環境を守るためにも、地下鉄では
なく LRT を選択し、中心部の 500m をトランジットモー
ル（歩行者と公共交通だけの市街空間）としています。
　ただし、日本のように郊外に大規模店が多くある所
では、規制しすぎると都心に来る人が減ってしまうお
それがあり、慎重に考える必要があります。
　しかし、トランジットモールは街を活性化する上で
非常に有効な方法であり、金沢では沿道に大型駐車場
のない香林坊交差点～スクランブル交差点（300m）に
限れば、十分に成立しえます。

ストラスブール（フランス）中心部

歩道側を走るランス（フランス）の LRT（写真提供：宇都宮浄人氏）
　電車の顔はシャンパングラスを象ったもの。人が車両に触れそ
うに歩くくらい、LRT は身近な存在として親しまれています。
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　【道路の整備状況】
　①国道 157 号の拡幅
　武蔵ヶ辻～香林坊が完成し（2009 年）、唯一残ってい
る広小路～野町（約 400m）も、2014 年度から用地買
収を行う予定です。
　②迂回路の整備
　山側環状の開通（2006 年）、御影大橋～元車交差点の
拡幅（2006 年）、上堤町～三社間の完成（2010 年）な
どで、国道 157 号の渋滞はかなり緩和されました。た
だし、混雑しなくなったわけではありません。

＊中心部の交通量の変化（2007 年 PT 調査）
　2007 年の交通量は 1995 年と対比すると、犀川断面（示
野中橋～桜橋）で 5％減少、浅野川断面（磯部大橋～浅野
川大橋）で 17％減少しています。山側環状道路の供用に
より、都心を通過していた車両が環状道路へ移行したと
考えられます。（供用直前の 2006 年との対比では 20～
30％減少したのではないかと推測されます。）

２．採算性は解決できない課題ではなくなった
　「公共交通はそもそも採算性を求めるものではない（赤

字が前提）。そして、自治体の責任で行うものである」。
こう考えるのが世界の常識です。
　そのため、欧米諸国では平均すると LRT の運賃収入
は運行経費の半分程度であり、残りは公的資金で支えて
います。ましてや建設費用を含めて運賃収入で賄おうと
いう話はありえません。
　一方、日本では、大都市圏の通勤路線や新幹線の成功
体験が仇になり、鉄道事業は単体で採算が合うものとの
常識がつくられ、その整備を民間に任せてきました。
　しかし、わが国も車社会の進展により単体で採算をと
ることが難しくなったことや、そもそも公益性が強い事
業であることから、独立採算の考え方を見直し、2007
年に軌道における「上下分離」を法的に可能にしました

（「地域公共交通活性化・再生法」）。つまり、軌道や車両の
整備・保有（下）は自治体が行い、民間は施設を借りる
などして運行サービス（上）のみを担う公設民営方式が
可能になったのです。
　このスキームが整ったことで、事業の収支から初期建
設コストと維持管理費を除外できるようになりました。
すべてを運賃収入で賄えば、金沢では運賃＝ 400 ～
500 円／ 1 乗車の試算となり、事業として成立しなかっ
たのですが、そのような難点も克服されたのです。
　また、LRT は、バスに比べ乗客を増やせるとともに運
転手を減らせるため、その黒字を郊外のバス路線の増便
や新設に充てられます。
　現在、多くの都市で LRT が検討されているのも、公
設民営方式の導入が可能になり、それとともに自治体へ

の補助制度が拡充したからです。路面電車でのその最初
の導入事例が富山市の市内環状線です。

＊公設民営のメリット
　①民間企業への補助ではないので市民の理解が得られ

やすい。
　②行政が施設を保有し、維持管理するので、長期的に

安定した運行が確保できる。
　③国の補助制度が活用できる。
　④民間は、固定資産税、減価償却費の増大を避けられる。

　【公的支援（公設）の論拠】
　「都市の装置」としての公共交通には、次のような公
益性があります。
　①公平なモビリティ（移動環境）の提供
　人生 85 年とすれば、20 歳未満と 70 歳以上の 35 年、
40％の時間は電車やバスが必要です。

②自動車利用がもたらす弊害の軽減（渋滞、交通事故、

騒音、排気ガスの低減）

③集約型都市構造への誘導（中心市街地の活性化（固

定資産税等の増収）、行政コストの抑制（20 年で 2 割））

　公共交通への支援は、このような公益性の範囲で可能
であると考えられています。

３．初期投資は決して高くない
　建設コストとはインフラのほか、軌道、車両、電気設備、
基地、電停、乗り継ぎ施設などです。そのうち軌道の整
備は、一般的に 1km 当たり約 20 億円といわれています。
車両は 1 編成（3 両）で約 3 億円です。
　たとえば金沢港～有松間（8.6km）の整備であれば、
金沢駅の部分は地下（約 500m のトンネル）になること
を考慮し、また、仮に車両を 24 編成とすると、350 ～
400 億円くらいかかると想定されます。
　このうち金沢駅～有松間（4.3km）ならトンネルなし
で 180 億円くらいで済みます。
　これに対して LRT の整備は大きな便益をもたらしま
す。①所要時間の短縮、②中心市街地の活性化、③沿線
への投資の誘発などの経済効果はもとより、④自然環境

　◆コラム３　水平のエレベーター
　公共交通は、黒字や赤字を問わない道路や図書館・
美術館と同じ社会資本です。このため、LRT を運賃収
受をしないデパートやオフィスビルのエレベーターに
見立て、「水平のエレベーター」ともいいます。
　このような趣旨から、たとえばポートランド（アメ
リカ）では建設費に道路財源を充て、都心では、人を
呼び込むため LRT やバスの無料ゾーンまで設定してい
ます。
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の改善、⑤魅力的な都市景観の創出、⑥老若男女の社会
参加の促進などの貨幣換算できない多くの効果を生み出
すのです。このように LRT の建設費は、誰もが長期に
わたり豊かさを享受できるまちづくりへの投資であると
考えれば、決して高いとは思われません。
　なお、国土交通省の「LRT 総合整備事業」などによる
補助制度を活用すれば、整備費の半額程度は国費で賄え
ます。また、技術革新や量産による低廉化や補助率引き
上げなどにより、整備事業者の負担は今後さらに軽減さ
れていくものと思われます。

＊各事業の建設費は？
　たとえば、21 世紀美術館：約 113 億円、辰巳ダム：約
240 億円、金沢港大水深岸壁（整備中）：二百数十億円、
中央病院：約 350 億円（見込み）です。

４．マイカーからの転換を促すことが不可欠である
　LRT はマイカー利用者ができるだけ多く乗り換えてこ
そ導入する意義があります。そこで、マイカーからの転
換を促すため、次のような工夫をあわせて行うことが大
事です。

LRT の地下駅（ストラスブール）
　金沢駅部もこのように地下を通り抜け、駅の東西に分か
れる市街地を一直線に結びます。

　◆コラム４　金沢駅の地下トンネル
　金沢駅においては、駅ビル、コンコース、東西の広
場の地下に障害物は一切なく、トンネルをつくること
は可能です。駅周辺の一連の整備事業において、新交
通システムを通すことになっても対応できるように、
あらかじめ空間を確保しているからです。
　また、「もてなしドーム」の地下が通路でなく広場に
なっているのも、地下 2 階を新交通の駅として活用で
きるようにつくられているからです。
　いずれにせよ、36m 道路（リファーレ側）と 50m 道
路（パークビル側）をまっすぐにつなぐことは、都市
経営の観点からみて大変に重要なことなのです。

　１．マイカーより速く走れるようにする
　専用軌道で電車優先信号とし、電停以外は交差点
も止まらないようにします。ラッシュ時は 3 分間
隔で運行します。また、信用乗車方式を採用すると
ともにどのドアからも乗り降りを可能にし、停車時
間を短くします。

　２．パーク＆ライドを充実する
　市街地の外縁に数百台規模の無料駐車場を数多く
設置し、乗り継ぎを便利にします。また、利用者に
は LRT やバスの運賃を割引にします。

　３．公共交通の利便性を高める
　LRT への転換で生じた余剰のバスを郊外路線の増
便・新設に充て、LRT との乗り継ぎ環境を整えます。

　４．バスを含めた公共交通全体で料金体系を設定する
　IC カード 1 枚で LRT とバスを利用できるように
します。

　◆コラム５　新幹線効果
　金沢にとって新幹線の開業効果とは何でしょうか。
　今のところ目先の誘客効果に囚われすぎているよう
に見えます。しかし、新幹線開通に向けて長年努力し、
莫大な費用を地元で負担してきたのは観光収入を得る
ためだったのでしょうか。
　そもそも北回り新幹線の整備を望んだのは、何も観
光客が増えることを期待したわけではなく、太平洋側
との格差を縮め、日本海側の産業の発展を図るためだっ
たはずです。
　新幹線の開業効果とは本来、「経済のスパイラル」が
起こることなのです。たとえば首都圏からの企業の移
転が進み、人口が増える、すると投資が促され雇用が
増え、それがまた企業の立地につながるのです。
　その受け皿として有効な手段が LRT を核とする鉄道
ネットワークを整備することです。結局はおいしいと
ころを東京に吸い取られないよう、今すぐ地に足（レー
ル）の着いた備えを始めませんか。

パーク＆ライドの駐車場
　左後方は LRV。（ストラスブール郊外）
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Ⅴ　導入のタイミング

　都市の活力を高める鉄則は、「街が元気なうちに手を
打つ」です。投資機会を逃して将来の利得を逸すること
のないように、新幹線が開業する今が LRT を導入する
絶好のチャンスなのです。

　１．社会的要請が強まっている
①新幹線と連携した都市交通の強化（首都圏から

の移住促進、企業や首都機能移転の受け皿づくり）

②海の玄関口へのアクセスの整備（大型客船の寄

港増加などへの対応）

③ラブロ周辺再開発に合わせた交通環境の改善
（バスや車がもたらす弊害を除去）

　２．国の後押しが強くなっている
①「上下分離」方式による施設整備を法的に可能

にした。（2007 年法整備）

②企業立地や地域交流に役立つ交通網を整備する
ため、「交通政策基本法」を 2013 年 11 月に
成立させた。

③公共交通網の再編（LRT や BRT の導入）を促
すため、「地域公共交通活性化・再生法」を
2014 年 5 月に改正した。

④ハード整備等に対する総合的な支援スキームを
拡充している。

⑤富山市に続けて、全国約 10 都市で LRT を整備
したい方針を示している。

Ⅵ　実現の条件

　LRT の導入により交通全体が大幅に進化すること
　１．バス路線の再編
　　① LRT と交差することが基本となるが、乗り換え

しなくても金沢駅まで行けるルートも設定
　　②車両や運転手の余力で郊外路線を増便

③新たに空白地域へも運行し、高齢者の運転による
事故多発に対処

④ LRT との組み合わせにして定時性を確保
　２．乗り継ぎの結節点の整備

　（例）［片町スクランブル交差点］　中央通りをトン
ネルとし、地下広場にバスベイを設置

　　　  ［中央公園］　都心環状線開通に合わせ、トラ
ンジットエリアとして整備

　　　  ［有松、広小路、兼六園下、橋場］　地域の交
流拠点として積極的に整備

　３．パーク＆ライド駐車場の整備
　市街地の外縁に大規模な無料駐車場を配置

上：北陸新幹線用新型車両のエクステリアイメージ
　（本車両は、東京～金沢間の運行を予定している車両です。）
下：金沢港に入港したサン・プリンセス号（7 万 7 千トン）

　ここまで述べてきたように、LRT 導入の必要性は
自明といってかまいません。解決できない課題もな
くなりました。また、市民にとって魅力的な計画を
つくることもできるでしょう。
　交通の選択肢を増やし、より豊かなライフスタイ
ルの実現をめざしませんか。

　◆ LRT に関する基礎知識
１．道路が狭くて無理？
　①走行空間を確保できない？
　　歩道側車線を走行すれば可能である。

②渋滞を招く？
　「広い道路が少ない」、「混雑している」からこそ効

率的な交通システムが求められている。（交通とは
車ではなく人が行き来すること）

２．リスクが大きい？
　・導入が失敗だった例は世界にない。
　・金沢は富山以上の需要があり、便益も十分ある。
３．バスとの本質的な違い

　「鉄の道がずっとつながっている」、そして「地図
に載る」ことが人々に安心感と連帯感をもたらす。

４．レールバイアス効果
　マイカー依存の人でも、公共交通についてはバス

には乗らないが電車には乗るという傾向がある。
５．ミッシングリンク

　一つのリンク（連結）を付加することでネットワー
クの価値が大きく高まる。（金沢駅～野町駅間が相
当）


