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21世紀の地方都市の空間像の研究

一合理的なコンパクトシティの形態と先導策としてのパスシステムー
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本論は，近年注目を集めているコンパクトシティを，長岡市に適用し，ライフサイクノレ二酸化炭素排出量（LCC02）で評価して

環境的に合理的な形態を導きだす。引き続き，コンパクト化を先導する公共交通手段としてパスシステムのあり方を検討する。
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1 序

1. 1 問題の背景一縮小する都市

21世紀の都市形態を考えるにあたって考えなければ

ならない重大な問題は，人口構造の変化と環境問題であ

る。日本の人口構造は，今後長期にわたって人口減少と

高齢化が同時に進行する。そのような状況は当分変わる

ことなく続く。つまり，大半の都市の活動量の縮小と都

市の生産能力の減退が避けられない。これまで都市は成

長することがあっても長期にわたって縮小することなど

誰も考えなかった。人口減少は日本など多くの先進諸国

で顕著であるが，世界の 1/3の国々が人口維持に必要

な出生率を既に下回っているという。日本では 2055年

には人口は 3/4以下になり，高齢者率は現在の約2倍

の4割になる。人口減少は局地的な問題というより，グ

ローパルな問題になりつつある。人口構造の変化は，年

金や労働力などに直接影響を与えるが，結果として都市

形態に甚大な影響を与える。人口が減れば住宅だけでな

く都市施設も余り，不良ストック化する。

一方，環境問題も深刻で今のまま放置すれば近い将来

地球の気候は大きく変わるという認識が国際的に広がり，

先進諸国はとりわけ厳しい温暖化ガスの排出規制が課せ

られる。また，鉱物資源、や水，穀物などが増え続ける地

球の人口を養いきれない可能性も高まっている。当然，

個々の都市計画にあっても，地球環境へのイ ンパク トを

少なくできる都市形態に変えていかなければならない い。

このように見てくると， 21世紀の問題である環境問題

と人口問題には「縮ノl、」というキーワードが通底してい

る。それゆえ，今後は，縮小しでも人々を不幸にせず

「縮小Jによって都市の活力を失わない方法を考えなけ

ればならない。

1. 2 コンパクトシティの流行

環境問題，特に地球温暖化の原因物質の一つで、ある二

酸化炭素の排出削減を考えても，増大する高齢者の暮ら

しを考えても，問題となるのはスプロールして低密な郊

外であるという認識もまた世界中に広がっている。スプ

ロールした都市は自家用車に頼ることになり二酸化炭素

排出が多く，交通弱者となりがちな高齢者世帯には暮ら

しにくい。他方，人口が減少したときに，その分市域を

狭くしなければ一人当りのインフラ施設の維持管理費用

や運転費用が嵩む。今後の都市の将来像を考えると，ど

うしても都市のコンパクト化を考えざるを得ない。この

ようなことから， 「コンパクトシティ j に大きな関心が

寄せられているのも当然である。これは欧州発の概念で

あり， 20世紀型のスプロール都市に対するアンチテーゼ

として提案された。 日本でも，既に専門家の議論では主
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流となっているだけではなく，富山市のように都市政策

の柱として位置づけている自治体も増えている。

コンパクトシティは，都心部に人々が高密に集まって

住み，住まいの近くに日常生活に必要な店舗が集まり，歩

いて用が足せるような街である。公共交通が主役となり

自家用車への依存が減り，化石燃料の使用も減り，基盤

施設も効率的になる。スプロールした郊外住宅地では希

薄になりがちな人と人のふれあいも増え，小さい子供や

高齢者を地域が見守るというかつての近隣社会の復活も

期待される。しかも，都市周辺には田園地帯が蘇り，ま

とまった緑地が確保できる。

1. 3 コンパクトシティの問題

コンパクトシティは都市計画関係者のみならず，昨今

は社会科学者や政治家の口からも語られる程に，日本の

社会へ浸透し始めている。 しかし，イメージだけが先行

しているきらいもある。コンパクトシティは万能薬では

ない。まず，膨大な建設投資の問題。現実の日本の地方

都市の多くでは，既に住宅地と商業施設は郊外部に相当

拡散し，公共交通は貧弱で，生活は自動車に大きく依存

してしまっている。再び都心部に人口と活動を再集中さ

せようとすれば，都心部には郊外居住者が移転する住宅，

そして学校や医療施設の建設が必要になり，場合によっ

てはそれに対応して道路など基盤施設の拡充も必要にな

る。一方，郊外では，余ってしまう住宅も学校などの公

共施設も基盤施設も廃棄しなければならない。このよう

にコンパクト化には大規模な投資が不可欠なだけでなく，

大量の建設と廃棄は少なからざる無駄と二酸化炭素排出

を増やして環境改善にさほど貢献しなし、かもしれない。

この懸念が本稿に示す研究の動機の一つである。

次に社会的不公平の問題。コンパクト政策を進めれば，

郊外に住宅を建てた人や店を出した人に移転とそれに伴

う出費と精神的負担を強いなければならない。郊外では

地価の下落を作り出し，空洞化し地価も下がり続けてい

る中心部では需要を作り出し，地主はいわば漁夫の利を

得る。これを是正することは容易ではない。

最後に政策的一貫性の問題。そもそも，地方都市のス

プロールは自治体が都市機能の拡散策を取り，都市計画

を無視して，公共施設を郊外部に展開してきたことの結

果でもあるのだから，手のひらを返すように大方針を改

めるのでは朝令暮改のそしりを免れず，コンパクト化政

策，ひし、ては都市計画そのものに対する信頼を失う。

1. 4 21世紀型のコンパクトシティ

コンパクトシティを 20世紀的論理で考えていては，

21世紀の都市モテ、ルになり得ない。20世紀型の思考は

時代遅れのモデ‘ルを廃棄し最新モデルに取り替えるべき

だと主張する。20世紀の爆発的経済発展を支え，同時
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に環境問題を引き起こす原因となった発想法である。コ

ンパクトシティ論にも，スプロールが駄目ならコンパク

トだとしづ全否定の発想、が見え隠れする。しかし，本当

に郊外は諸悪の根源なのか疑ってみる必要もある。日本

に限ってみると，郊外に行っても宅地が北米や豪州など

に比べて狭小でスプロール郊外といっても相当コンパク

トであり，そもそも郊外に拡大することでようやく満足

のゆく住宅の水準に達したという側面もある。それでも，

縮小の時代には都市のコンパクト化は概ね正しい方向で

あると著者は考えるが，ではどの程度にコンパクト化す

べきなのかは幅広い議論が必要である。その際に，地球

環境問題でいえば，完成後の都市の運用から排出される

二酸化炭素の削減効果だけでなく，それを作り替えると

きの建設と廃棄に関わる二酸化炭素排出の最小化も同時

に考え，両者の合計つまり「ライフサイクノレC0 2Jの

観点から望ましい都市の形態を探らなければならない。

ただし，理想的なコンパクトシティ像ができたとして

も，コンパクト化を都市計画規制だけで実現することの

社会的な難しさが減るわけではない。めざすべきは，市

民が自然にコンパクトな都心を選ぶような状況を作り出

すことであろう。そのための有力な方策として，公共的

な交通網の充実があると考える。ただ，それは市民の交

通行動を根本から変えるほど包括的で革新的なものでな

ければなるまい。

1. 5 本研究の目的と本稿の位置づけ

本稿で示す研究は，ケーススタディとして長岡市をと

りあげ，約半世紀先の 2050年をイメージして，持続可

能な都市形態を具体的に描くことをめざす研究の一部で

ある。具体的には，コンパクトシティの環境効果を数量

的に評価し，環境的に合理的な都市形態がし、かなるもの

かを検討する。また，コンパクトシティを実現する手段

として，パスを主軸にした公共交通網のあり方を検討す

る。

なお，本研究の構想、と総括を大野が行い，伊藤がコン

パクトシティの環境効果の定量的評価，天野がパスを主

軸にした公共交通網の検討を行った。本稿の作成は大野

が行った。

1. 6 既往研究のレビュー

各種のインフラや建築物を対象とした LCA  (Life 

Cycle Assessment）研究は 90年代に進み，その聞に一

通りの研究が出そろった。都市開発や交通機関整備とい

った，多数のインフラとそれを利用して行われる活動か

ら構成される都市システムのLc Aも最近は手がけられ

るようになった。それは大きく交通システムと都市・地

域を対象とするものに分けられる。

伊藤武美他は（「ニュータウン建設にともなう二酸化
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炭素排出量に関する研究，環境システム研究」 1995）ニ

ュータウン建設・供用の環境負荷評価を試みており，こ

の分野の先駆け的研究である。林良嗣他（「都市空間構

造改変施策に伴う各種環境負荷のライフサイクル評価シ

ステム」 2000）で都市生活排水，廃棄物処理システム

を対象に時間経過を考慮、したライフサイクノレシミュレー

ションを行い，都市域マネジメン卜による環境負荷削減

効果の評価を行った。その他，松本亨，栗島英明，加藤

博和などによって様々な対象のライフサイクル評価がな

されているが，後藤直樹他による（「都市域縮退策によ

る環境負荷削減可能性検討のための推計システム」

2008）は本研究に最も近い問題意識とアプローチである。

一方，パスによる公共交通システムについては，鈴木

敦夫は（「駅の位置決め問題」 1986）や古藤浩（「最適

な駅の数について」 1987）は交通網上の最適な駅の配置

問題に取り組んで、いる。溝上章志（「路線別特性評価に

基づくパス路線網再編手法の提案」 2005）は現状の経営

収支も考慮、した合理的な路線再編の方策を提示している。

竹内伝史（「都市バスにおける公共補助の論理とその判

定指標としての路線ポテンシャルJ1991）は路線ポテン

シャルで、路線の収益性を評価している。高瀬知彦は

（「乗継ターミナルにおける活動を考慮した地方都市に

おけるパス再編の評価に関する研究～長野市のパス路線

を対象として～J2007）乗換時の心理抵抗という考え方

として導入している。総じて現状のシステムの改善法と

いう視点が強い。本論のようにLc A分析とコンパクト

化の誘導策を同時に論じた研究はない。

1. 7 長岡市の特性

1. 7. 1 長岡市の概要

旧長岡市は，江戸時代には長岡藩の城下町として栄え

たが，戊辰戦争と第二次世界大戦における爆撃の 2度に

わたって市街は壊滅的被害を受け昔の街並の面影をほと

んど残さない。現在は 2005年と 2006年の2回の大規模

合併で市域は日本海まで達し，面積は約 840km＇，人口

は約 28万3千人になった（図 1-1)。中越地方および

長岡都市圏の中心都市として国から特例市に指定されて

いる。人口 30万人級の都市としては，世界的に見ても

珍しい程の豪雪地帯にあり 記録的な豪雪を何度も経験

している。

経済面においては，関東地方との結びつきが強いが，

近傍には大都市がなく自律的な経済圏を形成する。農業

地帯にありながらも製造業を中心とした工業も盛んであ

り，また大学など教育機関も充実している。それにも関

わらず，昨今の地方都市の例に漏れず人口がそれほど増

えないなか都市域だけは拡大し，都心には昔日の面影が

ない。長岡の都市規模，経済的独立性，都市の拡散状況，

行政の積極的な姿勢などから研究対象とした。

1. 7. 2 長岡市の土地利用

居住地域は東西にわたって薄く広く分布していること

がわかる。人口密度 20人／ha以上の土地面積は

2, 533haで，この中に半分の人口が住み，平均人口密度

は 55人／ha。長岡駅付近の土地利用は郊外部と比較し

でかなり細分化されている（図 1-2）。ここには商業系

従業者人口が集中し，長岡地域全体の従業者約の約

14%が働いている。それ以外では長岡インターチェンジ

付近の新産業センタ一地区， ｝11西のロードサイドにはシ

ョッピングセンターなどで従業者密度が高い（図ト3）。

製造業の従業者は商業系よりも低密で，郊外地に分散し

ているが，南北の工業団地，特に長岡駅から約 3km北

の北長岡工業団地などに全体の製造業従業者の約 13%

が働いている（図ト4）。
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図 1-1 長岡市の行政区域
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図1-3 長岡地減の商業系従業者密度
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図1-4 長岡地減の製造業系従業者密度

1. 7. 3 長岡地域の人の流れ

長岡市の人の移動を平成 13年新都市OD (Origin 

Destination）データから探る。 OD調査は起終点調査

ともいい，一回の移動を 1トリップとし，対象地域の一

日のトリップを起点・終点・移動目的・移動手段などの

項目で集計したものである。分析に用いたOD調査では，

長岡地域の起点終点のゾーンを 15ブロックにエリア分

けしている（図 1-5）。このデータから各ゾーン聞の業

務以外の目的の一日の移動トリップ数を集計し， GI S 

(Geographic Information System）を用いて地図上に

プロットし，一日の人の流れを考察する。エリア区分が

大きいため詳細な地点聞の移動は把握できないものの，

大きな傾向として次のようなことがし、える（図 1-6）。

( 1 ）人の流れは長岡地域内で特に活発で周囲の地域か

らの出入りは少なく，長岡地域は活動の観点からも自立

した都市域を形成している。

( 2）最も集中しているのは長岡駅付近である。

( 3）しかしながら長岡駅周辺以外のエリア間でもトリ

ップ数が多く，人の流れは長岡駅周辺一極というより多

極的な人の流れが形成されている。
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図1-6 長岡地域の人の流れ

1. 7. 4 長岡市の維持・運用部門の二酸化炭素排出量

一人当りの二酸化炭素排出量全体では，長岡市は全国

平均より 6.7%ほど多い ー。 部門別では，製造業からの

排出は構成比，実数とも全国平均より幾分少なく他部門

ではいずれも長岡市が多い（図 1-7）。ここで示された

二酸化炭素排出は，長岡市の地理的空間で行なわれる全

活動の結果である。この中には，都市を物的に維持管理，

つまり，修繕，管理，更新，運用から排出される二酸化

炭素も入っている。しかし，独立した項目として集計さ

れていない。維持管理，更新を続けなければ，都市はや

がて機能しなくなってしまう。コンパクトシティの効能

を評価するためにも，現状の都市形態での維持・運用の

過程からの二酸化炭素排出量を知ることは重要である。
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念国 長調市

図 1-7 長岡市と全国の二酸化炭素排出量（一人当り）

計算は評価期間 50年間として行う。この間すべての指

標に変化はないとする “。評価対象地域は現在の長岡

市の行政区域とする。都市基盤施設の更新については，

通常の修繕，管理過程と更新による二酸化炭素排出量を

評価する。更新は寿命が来ると一斉に作り直されるとす

る。公園，港湾空港および農林水産施設については修理

をしていけば永久的に使えるものとして更新要因を見て

いない。住宅については，通常の修繕，管理過程要因を

評価する他，更新については，数量も多いことから，人

口予測で用いるコーホート法を援用した方法で更新量を

予測して評価する。実際の建物の寿命は，生物の寿命の

ように，一定ではなく分散している。分散具合は，既往

研究 』を参照し，長岡の住宅の寿命に調整してモデル化

する。長岡の住宅の平均寿命は市の統計資料から算出す

る 。寿命が来た住宅は除去Hされ，同規模の住宅が建て

替えられるとして二酸化炭素排出量を評価する。この試

算からわかるように，長岡市では，都市空間の維持・運

用に由来する二酸化炭素排出は市の総二酸化炭素排出量

の概ね 1/4を占める（図 1-8）。都市形態の再編成に

よって二酸化炭素削減の方策は，この 1/4の部分をタ

ーゲットにして削減を考えることである。

・f¥'f.:
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図 1-8 長岡市の都市空間の維持・運用に由来する

二酸化炭素排出量（一人当り）
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2. 望ましいコンパクト化のシナリオモデル

2. 1 人口の予測

冒頭で述べたように，今後日本の人口は減少する。

2050年の長岡の都市像を描く上で前提となる人口の推

計を行う。人口推計として「推計人口」と「封鎖人口J

の二種類があるが，ここでは，地域間の人口移動をない

とし自然的増減のみに基づいた予測値である「封鎖人

口Jを用いる山。 2005年の長岡市の人口総数は 28万5

千人であり，算出した 2050年の長岡市の「封鎖人口J

総数は 19万9千人である。現在の 69.7%になり，長岡

市の人口減少は全国的な傾向に近い。高齢者人口では，

2005年での高齢者比率は 22.7%に対して 2050年は 7万

人で 35.2%になる。これは全国平均の 40%より低い。

2. 2 3つのシナリオモデル

コンパクトシティの目標の一つである都市からの二酸

化炭素排出削減のためには，コンパクトシティの運用時

の削減効果でコンパク トシティに作り替える過程で排出

される二酸化炭素量を回収しなければならない。そこで，

コンパクトシティを建設する過程から排出されるC02 

量（ストック C0 2）とそのモデルが稼働したときに排

出される C02量（フローc0 2）を別々に積算し，コン

パクト化の程度によって差のある 3つのシナリオモデル

をLCC02から評価する。各モデ、ルに向けて， 2050年

までの 42年聞かけて毎年同じベースで整備したときに，

この期間に排出される C02の累積値がストック C02 

である。一方，都市形態が完成する 2050年以降の運用

に関わる排出量がフローC02である。年当りで表示す

る。この運用期間中には人口の増減はないものと仮定す

るが，建替は勘案する。注意を要すべきは，同じ施設更

新に関わる C0 2fJド出でも，前者の期間に行なわれる施

設更新はストック C02として計上され，後者の期間に

行われる施設更新はフローC02として計上されること
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である。

2. 2. 1 単心モテ。ル

このシナリオモテeルで‘は 1つの中心を想定した一定

の市街区域内にすべての都市的活動を集中させる（図

2-1)。郊外スプロールを認めず，理想的なコンパクト

シティの形成を目標とする。このモデルで、の都市空間イ

メージは，集合住宅による高密な市街地で，都市機能の

凝集が徹底し，あらゆる面で効率的な都市になる。高齢

者にとっても機能的に住みやすい都市形態になろう。基

盤施設の投資も効率的になり，集合住宅化によって住戸

のエネルギー効率も上がる。再編成を実現するためには，

強い公的イニシアチブが必須である。行政あるいはそれ

に代わる組織が中心部の土地を順次買い取り，高層住宅

を建設してゆくことになろう。現在，既に空き地化した

駐車場などが開発の種地になるが，自然発生する空き地

は小さな単位で散在しているので統合しなければならな

いし，そもそも細分化されているので，道路も含めて基

盤整備が必要になるところも多い。

図2-1 単心モデルによるコンパクト化のイメージ

2. 2. 2 多心モデ、／レ

このシナリオモテツレは郊外の存在もある程度認めるこ

とから発想される。人口減少をきっかけに， 20世紀の

日本の都市の負の遺産すなわち無秩序に拡散した郊外市

街地の適正化をはかり快適な市街地形成をめざして，現

状の郊外に既に立地する市民生活の拠点（ショッピング

モール，大規模病院，駅，市役所，学校など）を生かし

て，それを核に多心型の都市構造に再編成する（図 2-

2）。このモデルの長所は，郊外という都市形態やゾー

ニングなど現状の制度を根本的に否定することなく漸進

的に再編成を進めるので市民に受け入れやすい。また，

移転量が少ない分，単心モデ‘ルに比べて都市改造のコス

トが低いことである。ただし コンパクトシティ区域外

に都市的土地利用を認めないことは単心モテツレと変わり

ない。

2. 2. 3 市場モデ、ル

このシナリオモデルで、は，現状の日本の都市政策の延

長上にあり，徹底して市場原理を働かせ，経済的に合理

-50-

図2-2 多心モデルによるコンパクト化のイメージ

的な土地利用に落ち着くように政策的介入を最小限にす

る。このシナリオは，前述のように日本の郊外は，欧米

に比べ宅地が狭小で十分コンパクトであることから，敢

えてコンパクト化策を取る必要はないと考える（図 2-

3）。また，前2案のように都市形態の理想形に向けて誘

導することの困難さを考えて，市場原理という分かりや

すい原理に期待しようというものである。そのためには

都市の土地利用の流動性を高めるために，市民が自由に

選択できるような環境（場所に関する情報の開示，公的

補助の削減，適正な公共料金体系など）を整えることが

必要である。都市開発は民間セクターに任せるので，行

政の役害ljは自由な参入がしやすい環境づくりに専心する

ことになろう。このシナリオの長所は，モデル建設時の

経済的な合理性と公共財政の負担の少なさである。ただ，

公的負担の多寡は長期的な観点からの吟味も必要である。

図2-3 市場モデルによる将来イメージ

2. 3 各モデルシナリオから排出される二酸化炭素量の

計算

2. 3. 1 計算の条件

2. 3. 1. 1 評価対象の地理的範囲など

この 3つのシナリオモテσルは，市域面積の違いが集合

住宅と戸建住宅の比で決まるとしたモデルである。戸建

住宅は一律容積率 50%，集合住宅は単心モテマルで一律

200%，多心モデルで 100%，市場案では集合住宅によ

る建替がないとしているが，前2モデルでは集合住宅が

増える分それだけ高密になり，市域が狭くなる。 したが

って，各モデ、ノレの都市像を図として示しているが，各モ

デ、ルの数値的な評価は，人口と施設面積を元に計算され

ていて，位置や距離などの形態要素を評価する仕組みは
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組み込まれていない。例えば，同じ多心モデルでも， 飛

地の市街地がある場合とそうでない場合では交通量に差

が発生すると思われるが，本検討では，その差は評価さ

れない ，，。なお，再編成後の市域の総面積は，各施設の

規模の合計に公園緑地と道路の合計が全体の 30%にな

るように加算した面積を市域の範囲とした。これには，

鉄道敷，河川敷は含まれない。その結果，単心モデルの

市域は現状の 35%，多心モデ、ノレで、 51%，市場案は現状

の 100% （その中には利用されない宅地が 30.2%散在す

る）となる。

2. 3. 1. 2 各モデ、ル共通の計算条件

先の 1.7. 4で行った現況の長岡のC02排出量のとこ

ろで示した計算方法を踏襲しつつ，以下のような条件を

力日える。

［住宅］

1. 寿命の違いなどから木造家屋と非木造家屋に分けて

算出する。

2. 現在の一人当りの床面積が変わらないとする 制。

3. 住宅の床面積需要は人口に比例する。

4. 集合住宅は戸建住宅に比べてエネノレギー効率 71%と

する l 。

［住宅以外の建築施設］

5. 人口に応じて床面積需要は比例する。

［インフラ施設］

［交通］

6. 交通調査（平成 13年新都市ODデータによる）交通

手段別分担率は変わらないものとして，交通量は市域の

減少（面積減の平方根をとって距離の次元にする）と人

口減少分に応じて減るとする。

［他の部門］

7. 農業部門は人口減少の影響を受けない。

8. 製造業，民生業務，廃棄物。現在の各部門は人口減

少に比例する。

2. 3. 1. 3 単心モデ‘／レで‘の計算条件

1. 新規建設分は建物寿命による滅失分の補填分のみと

し，補壌はすべて新規建設RC造の高層集合住宅（容

積率 200%）だけで行う。

2. 現在中心市街地は大半が戸建住宅で構成されている

ので，集合住宅建設にあたっては基盤整備工事（宅造工

事）が全市域に必要とする ＂＇。

2. 3. 1. 4 多心モデノレで、の計算条件

l. 新規建設分は建物寿命による滅失分の補填分のみと

する。

2.木造の低層戸建住宅と高層集合住宅の比率，すなわ

ち新規戸建住宅 新規集合住宅の比率は 1 1とする。

3. その際に市域の半分に対しては基盤整備工事（宅造

工事）が必要とする。

2. 3. l. 5 市場モデルでの計算条件

1. 現状の土地利用を継承 して新規建設が行われる。

2. 住宅の更新はすべて木造戸建による。

3.人口減少に比例して，建物の床面積は減少させるが，

市域の広さもインフラ施設もそのままの規模を保つので，

建物の減少は空き地の増加になる。

2. 4 3つのシナリオモデルの LCC02からの評価

2. 4. 1 ス トック C02について

42年間のモデル建設過程から排出されるC02すなわ

ちストック C02では，大きく作り替える単心モデルが

3モデルの中で最も大きく 12,452千 t一Cになり，反対

にフローC02は3モデ、ルの中で最もノトさい。多心モデ

ノレは 9,725千 tC。RC住宅が半分で，一方，市域が半

減するのでインフラ施設量が減るので、結果的にモデ、ル建

設中のインフラ施設維持管理費が減るから市場案との差

は 700万 tーCである。再編成をしない市場モデルは， 3

モデ、ル中最小になり 9,038千 t-Cとなる。

2. 4.2 フローC02について

モデ、ル都市形態が稼働したときに排出される C02す

なわちフローC02では，市場モデノレ約 2,000千 t一Cで，

多心モデル約 1,850千 tC，単心モデ、／レ約 1,810千 t-C

である。単心モデ、ル，多心モテ守ルにおいては都市構造の

再編成によるフローC02の削減効果が現れている。な

お，本シミュレーションの作業条件では，この差は交通

量の減少と集合住宅化による冷暖房の効率化によって生

まれる。単心モデルにおいては交通部門で約 120千 t-C

削減され，全体の削減の中で最も大きい貢献をしている

（因子4）。

2. 4. 3 LC C 0 2について

単心モテ、ルはストック C02が最も大きく逆にフロー

C02は最も小さい（単心モデルのス トック C02は単

心モデ、ルのフローC02の 7年弱相当である） 。そこで，

単心モデルを基準とし，その他のモデルとのストック C

02の差を何年分のフローC02の差で回収できるかを

示すために， X軸に単心モデノレのフローC02に重ねて，

初期値をストック C02の単心モデ、／レと各モデルの差と

し，各モデルのフローC02の累積値を年次変化で示す

（図2-5）。

このグラフから，単心モデルと市場モデ‘ルでは，ストッ

クC02の差をフローc02の効率の良さで回収するた

めには 21年が必要であり， 2071年まで待たなければな

らないあることがわかる。経済的な収支は後述する。

ζ
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図2-4 3つのモデルのシナリオのストックC01と

年当りフローC01 

図2-5 3つのシナリオモデルの LC C02の収支変化

中間的な多心モテeルの場合は，ストック C02が少ない

割にはフローC0 2の抑制効果が大きく，多心モデ、ノレと

市場モデルのストック COzの差を多心モデ‘ノレのフロー

C02の効率の良さで回収できるまでには4年しか要し

ない。一方，単心モテ守ルは多心モデ、／レより LC C 02で

優位になるのに70年かかる。 これまでの都市の理念史

を顧みるならば，70年間という回収期間は長すぎる。

特に近代になってからは都市の理想の寿命も精度の寿命
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も意外と短く， コンパク卜シティという理想、を維持しつ

つ，数十年のプロジェクトを完遂できるかという問題で

ある。 市場モデ、ルは 2100年（移行後 50年）にはフロ

ーC 02の累積がストック C 02の 1.5倍近くになる。

無政策で放っておくと環境負荷も財政負担も相当大きい

ことがわかり，都市のコンパクト化策は環境的には不可

欠な課題であるといえる。

2. 5 3つのシナリオの費用からの評価

各シナリオモデルを費用面で比較を行うとどうなるだ

ろう。

移行時の建設 ・廃棄コストは移行時の建設・廃棄によ

るC02排出量を用いたときと同じ原単位 ＇＂で移行時の

建設・廃棄による C02排出量を割ることで算出する。

モデ、ル建設時（建設，廃棄 tj 更新）の費用， これを

（「ストックコスト」と呼ぶことにする）を卸売り価格

で見ると，単心モデ‘／レで、 3兆 5210億円，多心モデルは

2兆 7220億円である（図26）。市場モデル，つまり都

市形態に何も政策的介入がない場合でも維持更新のため

の費用（これを「フローコスト」と呼ぶことにする）は

42年間で 2兆5710億円要する。差からいえば， 1510億

円の追加投資で、単心モデ‘／レが出来上がるが，多心モデ、ル

であれば追加投資は 490億円で済む。長岡市の現在のG

D Pが1兆 1200億円余りなので，投資規模の見当がつ

く（図2-7）。
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ストックコストは各モデルとも半分以上が建築工事に

よるものであるが，単心モデルにおいては 1/3ほどは

土木工事が占めている。2008年度の長岡市の土木工事

予算は 311億円なので，単心モデルのストックコストで

土木工事費は 1兆2千億円にのぼり，その約 38年分に

あたる。市場モデ、ルで、も， 7千億円の土木工事費が必要

で約 23年分である。市場モデ、ルで、の土木工事費は現状

を維持した場合なので今後，現在のインフラを維持しよ

うとしたときに必要となる額である。多心モデ、／レで、は約

5千億円で済み，市場モデ、ルの約 70%であり人口の減

少に見合っている。現状の都市域を維持する市場モデ、ル

で 42年間の一人当りの土木工事費用負担は，先の人口

推計をもとにすると平均で現在の2倍の負担増になる。

一方多心モデ、ノレで、は一人当りの負担は土木工事費に関し

ては現在よりも少なくて済むことがわかる。

2. 6 市域縮小分の緑地化

コンパクト化したとき郊外に発生する空き地をどうす

るのか。農地に転換するこ とは検討されるべきだろう。

ただ一度市街化された土地を農地にするためには，既存

の建築物や道路構造物，基盤設備などの撤去，水路など

農業インフラの整備，土壌の改良など転換のコストは相

当にのぼる。農業生産でこれを賄えなければ，ここでも

公的支援が必要になるかもしれない。もう一つの転換法

は，森にすることである。費用は農地に戻す場合に比べ

ると格段に安く，都市を森で囲むことによるヒートアイ

ランドの緩和，防風・防雪林的な役割も期待できる。こ

の森は将来の都市の再成長のときに備えた事業用地とし

て確保すると考えてもよい。もう一つのメリッ トは，樹

木は二酸化炭素を固定化することである。以下に簡単に

LCC02を改善の程度を単心モテツレで、試算してみる。

市村ら l によれば緑地によるC02固定効果は一年あた

り面積 Iha当たり 30tCである。現状に対して多心モデ

ルで、は l,660haで 50千 t-C，単心モデルでは 2,390ha 

で 72千 tCが期待できる。フローC02の3%ほどに

あたる。これによって単心モデ．ノレの多心モテ守ルに対する

ストック C02の回収期間を 70年から 45年に縮めるこ

とができる。

多心モデ、／レで、発生する空き地の扱いとしては，規模が小

さいので，小規模な市民農園的な利用以外は農地として

の土地利用は家庭菜園などに限定される。森に転換する

場合は基本的に単心案と同じである。一方， 市場モデ、ル

によって発生する空き地は，基本的に宅地単位で都市内

に随所に散在することになるので，形態的には農地や森

には適さない。居住者の菜園，庭園等の利用が中心とな

るのであろう。

2. 7 最も合理的な多心モデル
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このように，完成形の性能としては合理的な単心モデ

ルも，拡散した街を再編成するという過程からの二酸化

炭素排出を考えると，必ずしも合理的ではなく，妥協的

に思える多心モデノレの方が， LCC02で比較すれば，

最も合理的な形態であることがわかる。コストで比較す

るとモデル問の差はさらに広がる。また，単心モデルで

は工場，流通施設なども集中させなければ交通量の抑制

など、モデ、ノレの真価が発揮されないが，用途の過度の混合

は公害等の発生の危険性を増す。

最後にどのような多心案が一番合理的であるかを試算

した結果を示す（図 2-8）。グラフからわかるように戸

建住宅と集合住宅の割合が 70:30の場合単心モデ、ルのス

トック C02の差の回収期間が最も長くなることがわか

る。

単位予 IC02 
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図 2-8 多心モデルにおける住宅形式の比と LCC02収支

3. コンパクト化を先導する公共交通システムの検討

3. 1 コンパクト化の前に立ちはだかる困難な問題

コンパクト化するためには，多心モデノレで、さえ現在の

郊外の居住地の一部を非市街地に変えていく困難な過程

を避けることはできない。このような人為的な土地利用

の変換を都市計画的規制によって実現するのであれば，

都心でのキャピタノレゲ‘インを郊外でのキヤヒ。タルロスに

転換する仕組みを準備しなければ市民は納得しない。従

来の方法では，公共が郊外の宅地を買収する方法あるい

は税制で補填する方法が最も考えやすいが，税制では効

果が薄く，財源は別にしても，買収価格を合理的に決め

る論理がないため政策価格になりやすく，地価が高止ま

りし，モラノレハザードも起こしやすいなど，結局市民の

利益にならない。コンパクト化による都市全体の利益増

大を上手に吸い上げ，それを合理的な方法で地権者に配

分するシステム，例えば土地の所有権の債券化なども検

討する価値がある。ただ＼今後都市の総資産額が減価す

るかもしれないときに，そのような手法が成立するのか

検討を要するところである。

3. 2 誘導によるコンパクト化の推進

規制的方法の困難さを考えると，コンパクト化が自然
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に起こるように，つまり，多くの市民にとって，郊外に

住むより（多極化した）都心に住む方が便利で快適だと

思える状況を作り出すべきである。少なくとも規制と抱

き合わせで行う必要がある。では，集中の核となる施設

は何であろうか。市役所や，病院や，ショッピングモー

ルなど単体の施設では無理である。地方中小都市で、は大

都市圏と違って鉄道駅も中心性を持てない。 日本の大都

市圏の住宅地や周辺の中小都市で、は，鉄道駅が市民の通

勤や買い物などに欠かせない足となっているので，駅近

くに住むことは確実に「便利j であり，多くの人にとっ

て他の居住条件を犠牲にしてでも住みたい場所のーっと

なっている。つまり，市場原理に任せても駅周辺の高密

居住が実現されるという意味で、の中心性を持っている。

現代都市において交通の重要性はいうまでもない。世界

中で自家用車の普及が都市の拡散を押し進めているよう

に，移動手段は都市形態、を決定する大きな要因である。

しかし，自家用車しか移動手段が選べない状況は，地球

環境問題をとりあえず脇に置いたとしても，社会的弱者，

特に自動車が持てない低収入層や運転が難しい高齢者に

とっては極めて深刻な状況である。現在，日本ではモノ

は行き渡り，地域格差は微々たるものである。しかし，

交通手段の選択肢の多様性と目的地への到達性というこ

とになると地方都市は大都市に比べて圧倒的に不利であ

る。それこそが地方都市の「弱点j なのである。もし，

地方都市でこれまでにない程に充実した公共交通網が整

備されれば，路線沿道の地区が他の地区に対して優位性

を持つことになる。それこそが，コンパク卜な人口配置

を可能にする唯一の方策ではないのだろうか。コンパク

トな人口配置と公共交通のシステムの聞の関係は鶏と卵

の関係である。

3. 3 公共交通の意義

公共交通は勿論，コンパクトシティの実現のためにだ

けあるのではない。公共交通の充実には以下のような意

義がある。環境自治体会議の試算によると全国のC02 

排出量のうち旅客交通の占める割合は約 12%におよぶ。

公共交通の充実によって，乗車効率が悪い自家用車を減

らせる。自動車による事故死者は減ってきているが，そ

れでもなお年間で約5千人の死者を出し，依然として最

も事故リスクの高い交通手段といえる け。 さらに自動

車事故による死者の 47.5%が 65歳以上の高齢者である。

高齢社会の安全性を考えると公共交通の充実が有効であ

る。公共交通には自家用車を持たない人のシビルミニマ

ムとして，モピリティを提供する役割がある。実際，自

動車社会である旧長岡市においてさえも自家用車非保有

世帯は全体の 15%を占めている。ところが，交通手段

分担率で見ると，三大都市圏に比べ地方都市の公共交通

の利用率は 1/3以下であり，長岡市では全交通の 3%
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しか分担していない（図 3-1)。
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図 3-1 交通手段別分担比率の地減比較

3. 4 公共交通を担う交通手段は何か

近年，中小都市の公共交通機関として，軽量軌道交通

(LR T ; Light Rail Transit）と呼ばれる路面電車に

注目が集まっている。国交省でも LR T導入を推奨して

いる。特徴として定時運行，大きな輸送量，低床車両な

どが挙げられる。一方，パスは渋滞など道路事情による

遅延が生じやすく，平均速度も遅くなりがちであり， 1 

台当たりの輸送人員も限られている。しかしながら，こ

うしたパスの欠点は，専用軌道を走る交通システムと一

般道路を他の車両と共用している交通システムを並べた

不公平な比較の結果である。パスでも，クリチパ市やボ

ゴタ市などで採用されている BR T (Bus Rapid 

Transit）と呼ばれる交通システムでは目覚ましい成果

が得られている。つまり，道路の中央にパス専用のレー

ンを設置して高い定時性を確保し，屋根と壁のある駅

（バス停）を設け快適性を増し，駅で改札をするシステ

ムで乗降時間を短縮し，連接バスの導入で輸送量を倍増

するなどして，パスの欠点を克服している。しかも，パ

スレーンはスペースの確保だけで軌道建設は不要のため

低費用であるだけでなく同じ車両で専用レーンのない一

般道を走ることもできる。LR Tも含めて軌道系の交通

手段は初期費用でいえば，パス交通に比べて圧倒的に高

い。キロ当たりの建設費用はLR Tでは 10～20億円，

AG  T (Automated Guideway Transit，案内軌条式鉄

道）で 70～120億円となる。維持管理費用もこれに比例

して大きくなる。また，軌道を持つLR TやAG Tはネ

ットワークの柔軟性に欠ける。長期的には人口減少下に

ある日本の中小都市で、は，ネットワークが固定される L

R TやAG Tはリスクを負うことになる。その点，パス

は需要の変化に応じて，新規ルートもバス停設置のみで‘

対応可能である。

3. 5 長岡の公共交通の現状

要はパスでも，それなりの資金を投下すれば十分都市

の公共交通手段となるのだが，それだけの予算が配分さ
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心性を持つ路線パターンである。パターンC （花弁型）

は乗換拠点と郊外の終点棺互を循環線で結んだ，非階層

的パターンである。

パス路線のモデル化図 3-2

3. 6. 2 路線パターンの比較

3. 6. 2. 1 バス停の配置

現状のバス停は概ね市域を効率的に覆っているので

、これを前提に 3つの路線網のいずれにおいてもこれら

を結ぶことを目的とする。さらに，乗換え拠点として 7

カ所を選ぶ υ （図 3-3，図 3-4）。

れていないのが実態である。社会的費用という視点から

公共交通への投資を検討してみる。社会的費用とは「第

三者あるいは社会全体に及ぼす悪影響のうち，発生者が

負担していない部分を何らかの方法で計測して集計した

額j t のことであり様々な方法で試算されている。上

岡の試算によれば ，.. ，，自動車 lkmの走行により発生す

る含めた総費用は 146円／kmとなり，そのうち自家用

車保有者が負担しているのは 46円／kmに似すぎないの

で，残りの 100円／kmは直接の恩恵を受けていない人

達の負担，つまり社会的費用となっている。見山ら l

は車種別に外部費用の推定を行っており，乗用車とパス

の社会的費用をそれぞれ 19.7円／人 km,8. 2円／kmと

している。この推定値を用いてパスと自家用車の差を求

め，長岡の現状のパス利用率から試算すると年間約 2億

円の社会的費用の削減に貢献をしていることになるが，

平成 15年の長岡市のパス交通に対する補助金額は約 8

千万円であるから，社会的費用の観点かからすれば現状

の公共交通への公共投資額は少なすぎるといえる。

→争

長岡地域の大規模店舗の配置
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どのような路線構成が望ましいか

3. 6. 1 比較検討の代替案

既に述べたように，長岡の人の流れは多極化している

のに，実際のパス路線は， J R長岡駅を単一の起点とす

る放射状になっていて，大きなずれが生じている。では，

多極化した都市に適したパス路線ネットワークとはどの

ようなものか。それは，パスに多心モデ、ノレのコンパクト

化を進める先導役を果たさせる上で不可欠なことである。

比較検討の代替案を作るために，ネットワーク理論的

な観点からパス路線をモデル化すると，路線の結節点

（ノード）の数と循環路線（ループ）の数の組み合わせ

のマトリックスでいくつかのパターンが生成できる

3-2）。現状の単一中心の放射ノξターンはマトリックス

の皿で記述されている。このパターンのパス路線で、は，

同一路線上にない 2つの地点聞を移動しようとすると，

必ず中心の駅まで、戻って乗り換えなければならないので

乗車時間が長くなるだけでなく中心に過重な交通負担が

かかる。多心型ノ号ターンのパス路線では中心を経ないで

任意の点を効率よく移動できる。そこで，市内に複数の

乗換え拠点（路線の結節点＝ノード）を設け，これを相

互に繋げると合理的である。マトリックスの一番右の列

の3種類のダイアグラムから 3つの路線パターンを作る。

パターンA （ツリ ー型）は長岡駅の中心性を残しつつ

ツリー型を多段階に構成したものである。最初に長岡駅

と各乗換拠点をそれぞれ結び，そこを起点に複数の郊外

の終点とを放射状に結ぶ。パターンB （環状型）は拠点

相Eを環状に結びつける一方拠点と複数の郊外の終点と

を放射状に結ぶパターンである。首都圏の山手線や関西

の大阪環状線と郊外私鉄線の関係に似た，分散された中

（図

3. 6 

分散した乗換え拠点
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3.6.2.2 移動ルートの設定

移動ルートの想定は，乗換え案内にも用いられる全点

間最短経路探索アルゴリズムを利用し，すべての乗客が，

バス停で、の平均待ち時間，乗換えの心理抵抗も考慮した

上で最短時間となるように移動ルート合理的に決定する

とした。

3. 6.2. 3 比較結果

3つのモテ、ル路線網に現状の路線網を加えた4つの路

線パターンの便利さ（便益性）を，交通に要する運賃・

料金の他，所要時間に時間価値を乗じたものなど，移動

にかかる様々なすべての負荷を貨幣換算したものを合計

（これを一般化費用という）して評価する。負荷要因と

しては運賃・所要時間・乗換による心理的なコストも用

いる。乗換抵抗値を説明変数として一般化費用を計算し

た結果を示す（図 3-5）。乗換抵抗は別路線に乗り換え

るときの待ち時間と心理的なコストを距離換算する。乗

換抵抗値は乗降施設の質や乗継に要する時間などに依存

するが，長野市を対象にした既往研究 J によれば約 13

分～30分の範囲になる ’。 この範囲では，パターンA

（ツリー型）よりも求心性の低いパターンB （環状型）

とパターンc（花弁型）の方が，便益性が高くなってい

る。現状の路線網が有利になるのは乗換抵抗値が通常よ

りも相当大きいときであり，便益の値は低いことがわか

る。反対に，乗換抵抗を従来よりもノトさくしていった場

合，つまり，乗換釈の心理抵抗を減らす工夫をする条件

では，便益性は高くなり，中心性の低いパターンB （環

状型）とパターンc（花弁型）の優位性が目立つ。

(1日当たり議行距蔽＝8,960l<n1の場合］

20 30 40 50 60 70 80 90 

乗換抵抗［分］

図3-5 一般化費用による4つの路線Jfターンの比較

3. 7 中央走行式パス専用レーンの検討

BR  T (Bus Rapid Transit）では中央走行式のパス

レーンは必須の構成要素であり，パス交通の弱点である

遅延による信頼性の低さを克服できる。 しかし日本では，

中央走行式パスレーンはほとんど採用されていない。日
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本で、は歩道側の車線をパス専用レーンとすることが多い

が，実際には沿道サービスのため一般車の駐停車を完全

に排除することは難しく，専用レーンとしての機能は十

分に果たしていない。

こうした日本の道路事情の下での解決策として，パス

の車体を挟幅化する一 （図 3-6）ことで専用レーンの幅

員を抑え，レーンの設置可能箇所を広げることが考えら

れる。中央走行パス専用レーンを幅員 2rnで計画できれ

ば， 4車線構成でも道路の横断構成は 18rnで成立する。

これを前提に，長岡地域の道路幅員は 2003年の住宅地

図で適用可能範囲を検討した。長岡地域では幅員 20rn以

上の道路が約 57.8krnであるのに対し，幅員 18rn以上の

道路となると約 92.6krnにまで延びる。スリムパス導入

によって専用レーン設置可能箇所が約 l.6倍に増加する

効果がある（図3-7，図 3-8）。

（口！
三立ム全2,

日；総同 7
日開~m 18JC＂叩 !G冊 聞a llXlOo・税調Or.官官

ゲプルヂッヅヲーパス トヨタRA¥'4 ミニ スリム，tス 白血車

図3 6 スリムパスの可能性の検討

昼間地織でパスレーンの位置可~な溢筒延長の比較

「 スリムパスレーン｛有与I&.)

! ｛一通常パスレーン｛費孟20・1
川町一ム ト Jー＿＿ 'J'Jl'i..肱•ll開i一一一一一一一一一ー

I : ” l ・箇圃圃圃圃幽酬剛醐剛

12o•m ~ I I I I 
車 I f I 防相
.;:.... JOO‘m ': 
坐 l9i
iii 駒酬

剖
諸 国刷

用
車 判明

蝿

l明’‘

制

酬

＇°生m

%
 。

4
 

1
1
i
i
 

: 1''2.4'm 
一一』一一・ー一一一一

C附」S斗→」』L....L...L.....J.~......1. -1ー」］何」］ムι」〕怖
10... 1』·~喫 ＂＇需 品明 白骨 ‘o .. •JI 

1 :,,,. 

通路幅員

図3-7 スリムパス導入によるパスレーンの設置拡大の効果

2・1r"2t-'..o・.司・・調，.....，
一四ω繍.，加、担よ釘曙織

一一一 瞬震 tam－＂＇π司曙J!I

s~1:200，印加

‘開

図3-8パスレーンの設置拡大の候繍道路

住宅総合研究財団研究論文集 No.36.2009年版



3. 8 パス専用レーン付き幹線の位置の検討

パス専用レーンのルートは，当然ノくス路線の中の幹線

的位置づけにするのが合理的である。そして，それは多

心的なパス路線ネットワークの一部に組み込まれるのだ

から，パターンB （環状型）の路線ノξターンの環状部を

担うことが最もシステム全体の効率性を向上させる上で

よい。そこで，このような幹線の線形の検討を行う。

幹線の線形選定の下記の 3条件から 3つの線形の代替案

を作成する。

( 1 ）既存の道路を活用し，新たな道路拡幅工事はでき

るだけ少ないこと

( 2）乗換えの結節点となる拠点地域をできるだけ多く

経由すること

( 3）特定地域への過度の交通集中を避けるため，幹線

の形状はループを用いる こと

作成した 3案については，道路拡幅の必要性と路線の

サービス人口との対応から比較すると拡幅必要な路線延

長は線形2が 3.5kmと最も少なく，低コストで早期の建

設が可能である。また基幹ルートからの徒歩圏を 300m

とした場合，この範囲内に含まれる居住人口と従業者人

口が最も多いのは線形3である（図 3-9）。
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図3-9 幹線のパターンの比較

3. 9 車両の開発とバス停

パス交通の重要性が唱えられながら，パスの車両のデ

ザインは慣習的なものが多い。車幅の狭ノj、化に加え，乗

降時間短縮と車内移動を不要にするために側面のドアの

増設，中央式パスレーン付き道路（右側乗降）と一般道

路（左側乗降）の両方に対応するための両面ドア化など

を骨子とした新型車両を開発するべきである。一方，基

幹路線のバス停で、は，雪国であることから屋根付き，側

方覆い付き，ホームドア付き，空調付きとし， パス内で

の改札を廃するためにバス停で‘の改札を原則とするなど

全く 新しい概念の設計がなされる。このようにトータル

な整備がなされるとき，初めて，自家用車を利用するよ

り効率的で快適な公共交通網が実現され，パス網沿道の

宅地の価値が高まり，コンパクト化のインセンティブが

形成されると期待される。

57一

＊本研究の一部は，環境省の地球環境研究総合推進費

(Hc-088）の支援により実施された。
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1) 私たちの研究室では，縮小に向かう日本の都市を対象

とした提案型研究として『fibercity／東京 2050』を

2005年に発表した。 fibercityは，近代都市計画のパ

ラダイムシフトを企てるメタ ・アーパンデザインであ

り，縮小を好機と捉えて都市の魅力と底力を高める都

市の再編成の提案である。fibercityの特徴は，都市

空間への線的介入，場所の履歴の尊重，漸進性などで

ある。

2) 環境自治体会議の「2003年度市町村別温室効果ガス排

出量の推計J

3) 長岡市「家屋の新増分調べJ

4) 小松幸夫，島津護 竣工記録に基づいた事務所建物の

寿命調査，日本建築学会計画系論文集第 565号，

pp. 317～322 ' 2003. 3 

5) その結果は， 2008年からの 50年間では木造住宅では

95%非木造住宅では 79%が更新改築され，それぞれ

11%と 5%分がもう］回更新改築されるというもので

ある。

6) 推計は，国立社会保障 ・人口問題研究所のサイトで提

供されている I小地域簡易将来人口推計システム」を

用いた。

7) 図 5,6, 7に示すように，空間的には各シナリオモデ

ルは長岡地域を想定している。しかし，入手できる統

計資料の制限により，モテ、ルを評価するための実デー

タは合併後の長岡市全域を対象とした統計資料である

ので空間的想定と曲目艇がある。とりあえず，幾分デー

タ採取範囲が異なっても傾向は把握でき，各モデルの

優劣の判断ができると判断した。

8) 長岡市の一人当りの住宅床面積（48m2）は全国平均

(3 7m~）よりも広いので，将来的にも改善の必要はな

いと考えた。

9) 集合住宅と戸建住宅のエネルギー効率に関しては，環

境省、発表のデータ（「地球温暖化対策推進大綱の評

価J環境省， 2004年）で世帯構成ごとのエネルギー効

率が示されている。戸建の夫婦一般では 51,069MJ，集

合住宅の夫婦一般では 36,279MJである。

10) なお，住宅の更新については寿命時更新なので，残存

住宅が 22.3%あることになるので両者は正確には整合

していないことになる。

11 ）伊香賀俊治，外岡~，本藤祐樹 建築物のライフサ

イクルアセスメント用データベースの開発，第 3回エ

コバランス国際会議論文集， pp.365～368, 1998. l l 

12）利用できる廃棄に関するデータベースがないので，建

設に対する比から害rjり出した。

13）市村↑亘士，岡田孝幸，柳井重人，丸田頼一 都市公園

における樹木の二酸化炭素固定効果に関する研究，第

34回日本都市計画学会学術研究論文集，pp.1～6, 1999 
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14) 『交通安全白書』によれば平成 19年の事故発生件数

は 83万 2454件あり，鉄道による運転事故件数の 793

件を大きく引き離している。

15）字沢弘文 自動車の社会的費用，岩波書店， 1974

16）上岡直見 自動車にいくらかかっているか，コモンズ，

2002 

17）見山真也，岸本充生 日本における自動車交通の外部

費用の概算，運輸政策研究， Vol.4, No. 2, pp. 19～30, 

2001. sum 

18）長岡地域長岡地域の市街地（市街化区域外の住宅地も

含む）において，最寄りのバス停まで 400mの距離圏

領域をとった場合，このエリアの面積は 40.6 km2と市

街地面積 45.9kni＇こ対し 89%の充足率であり， 人口は

13.4万人と，市街地内人口 13.9万人の 96%の充足率

となった。

19）長岡駅付近（多様な土地利用で中心となる地域），千

秋地区（リバーサイド千秋・ジャスコなど集客力の大

きい施設の集積と，赤十字病院が立地），新産業セン

ター地区（長岡インターチェンジ付近での業務集積に

よる従業者ι大規模商業施設による集客），北長岡

地区（北長岡工業団地など製造業の集積と多くの従業

者，川崎地区 （国道沿いのショッピングセンターと中

央綜合病院が立地），宮内地区（周囲との競合の少な

い南側にショッピングセンターが立地），長岡ニュー

タウン（周囲との競合の少ない西側にショッピングセ

ンターが立地）長岡市民の交通需要については，平成

13年新都市OD調査による徒歩以外の全手段（自動

車 ・パス ・鉄道 ・タクシー・ 二輪車）による移動の値

で代表させた。すなわち，長岡地域での自動車と鉄道

移動をすべてバスによって置き換えたときに発生する

総費用を算定することになる。

20）高瀬知彦 。乗継ターミナルにおける活動を考慮、した地

方都市におけるパス路線再編の評価に関する研究 ～ 

長野市のパス路線を対象として～，東京大学fl！士論文，

2007 

21）高瀬による心理負担の時間換算値（約 3分～約 20

分）に対し，平均的な乗換え待ち時間を約 10分と仮

定して加算している。

22）まずノミス車体について，車高は通常の路線パス（車幅

2. 3m）のままとして，パスの断面をダブルデッカーバ

スと同じプロポーションになるまで挟幅化させると ，

パスの車幅は 1.6m程度にまで縮めることができる可

能性がある。さらに併せて光学誘導装置など IT S技

術を導入するとパスレーンの車線幅の縮小も可能であ

ると考えている。
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