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　ワークショップについては下記のITS Japanの地域ITS
のホームページ掲載の開催報告も参照されたい。
URL：http://www.its-jp.org/katsudou2014/tabid_190/its-

challenge2014ws20141028/

（3）今後に向けて
　ベンチャー企業とITS Japanの会員企業との連携・交流
の場としてスタートしたITSチャレンジであるが、今後は
地方自治体も参加する形として、地方における移動や交通
の現状や課題を、ICT/ITSの専門家が理解共有する貴重
な場としても位置付けていきたい。

　日本の都市における移動や交通の問題の背景には、まち
づくりと一体となった交通施策の難しさが見えてくる。
　どのようなまちにしたいのか、そのために交通はどうあ
るべきか、を考えて都市政策と交通政策が実施されてきた
都市の事例として、ポートランド市とモントリオール市を
訪問し調査したので報告する。

（2）モータリゼーション
　ポートランド市では、アメリカ合衆国の多くの都市と同
様に、路面電車を主要な公共交通とした街として発展した
が、1956年制定された高速道路法により全米をつなぐイ
ンターステートハイウェイの建設が進んだ。他の地域と同
様に路面の公共交通システムが破壊され、自動車交通を中
心とした都市形成が進み、郊外への住宅地拡大によるスプ
ロール化、中心市街地の衰退、公共交通利用者の大幅減少
による衰退という状況に至った。
　全米では、その後、車の排気ガスによる大気汚染が深刻
化したため、1977年の大気汚染防止法制定などによる排
出ガス規制の強化、渋滞緩和策など、さまざまな取組みが
続いたが、自家用車は圧倒的に便利な移動手段であり、ま
た車による移動が防犯的側面からも安全であるという意識

（1）ポートランド市の概要
　ポートランド市は、北米の太平洋側オレゴン州の州都
（人口約60万人：2013年）である。オレゴン州は、19世紀
に始まったオレゴン・トレイル（オレゴン街道ともいう）
を通って、中部地区から多くの移住者が、約3ヶ月かけて
幌馬車で大陸横断した西側の終着地であった。ポートラン
ド市は、その中心都市となったが、隣接する北部の都市
シアトルが20世紀初頭に太平洋側の主要港湾となるまで
は、コロンビア川、ウィラメット川を活用して太平洋側に
農林業の産物を積み出しできる最大の港湾都市の役割を
担っていた。現在は、多くの企業本社が立地する全米で
も有数の首都圏を構成しており、隣接する市と共に1992
年に樹立された広域行政機関メトロ（以下略称＝メトロ：
Portland's metropolitan planning organization）が、周辺
住民約200万人（2013年）のポートランド首都圏交通関連
行政を担っている。

4. 海外の事例

1）ポートランド市

http://www.nhusd.k12.ca.us/AMS/AMS/manifest%20destiny/
lombardpm/we8pl/Images/00trail.states.jpg

http://idahoptv.org/productions/images/bts_wagonTrain.jpg

主な議論（ワークショップ＃2）
・公共交通のオープンデータについては、欧米とは異なり公共
交通サービスが民営化されている日本らしい新しいオープン
データに対するビジネスモデルが必要で、TaxPay、UserPay
でもない新しいモデルの議論が必要である。
・オープンデータAPIは、官（オープンデータ）と民（ユーザイン
タフェース、アプリ）をつなぐ双方向の情報サービス（例：予
約システム）をイメージしている。
・京都市では、民間事業者が保有しているデータを利用するた
め、民間とのWinWinの関係を構築すべくサービス提供をして
いる（例：ユーザーに最寄りの駐車場の満空情報を提供し、
その駐車場に誘導することで駐車場の稼働率をあげる）
・デジタルデバイド対策は、基本的には『教育』である。バス停
にキオスク端末やデジタルサイネージを置いて対応している。
今後展開されるマイナンバーカードがデジタルデバイド解消
のきっかけになるのではないか。
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があった。さらに、排ガス規制対策が進み、これに応えて
車のエンジン燃焼・浄化系の技術進化などが大きく寄与し
たこともあり、自動車中心の交通社会の流れは変わること
はなかった。交通手段の選択は個人的問題であるとして、
公共交通を整備、提供する機運は盛り上がらず、公共交通
を選択しようとするインセンティブは大きくならなかった。

（3）まちづくりと交通の考え方
　一方、ポートランド市では、1972年に公共交通を優先
したまちづくりを行うことを市長が宣言し、中心市街地の
活性化とコンパクトなまちづくりをするという方針が市民
に受け入れられた。なぜこのような大きな方針転換が可
能であったかについては、2つの側面があったと聞いてい
る。第一は、全米の平均的風土とは違うポートランド地域
を形成してきた歴史的な風土が大きく寄与していること、
第二は、連邦政府のあるワシントンから遠い地であること
も寄与したのだろうとのことであった。
　従来からポートランド市では、道路や交通に関する課題
は、生活空間を共にする関係者（大陸横断を共に苦労した
仲間意識が働いている）が検討すべき対象であった。近隣
の人々が集まり、近隣の課題について主体的に考え、決
定する方法（Neighborhood：近隣住民による行政協議会）
が、歴史的に根付いていた。
　ポートランド市は、メトロ設立と同じ1992年にオレゴ
ン州の土地利用計画プログラムを受けて、都市部の機能を
指定領域内に限定し、その周辺を農林業地域として都市開
発をしないという都市成長境界線を定めた。

http://www.portlandonline.com/portlandplan/index.cfm?a= 
288083&c=52250

　この境界線の内側のみで都市開発、公共交通インフラの
敷設などをおこない、境界線の見直しは、5年毎に行なえ
ることとしている。近年は移住者が増え続けており、都市
区域の拡大が検討課題となっている。

　このような多くの移住者、住民が増える中でも、この
Neighborhoodが行政の重要な役割を担い、まちづくりに
直接参画する機能（一部の予算執行権限あり）を担ってい
る。すなわち、土地と交通を利用する人々が、自らの課題
として意見・計画案を取りまとめて、行政と一緒に仕上げ
てゆくプロセスができている。
　現在は、市民が安全に歩いて回れる「24時間ダウンタウ
ン」を理想として、そのための中心市街地の活性化、公共
交通システム基盤づくりが進められている。すなわち、歩
行者や自転車が安心して移動できるようにするために、グ
ランドレベルでの移動に重点を置いて、ゆっくりと移動で
きる交通まちづくりをめざし、低床型LRTなどを導入し
ている。

（4）全米の先例となる交通施策
　全米では、1991年になって連邦予算の枯渇問題もあ
り、すべてを連邦政府が仕切ってゆくやり方が見直され
てきた。そのひとつが、ISTEA法（Intermodal Surface 
Transportation Efficiency Act）の制定である。実は、こ
の交通関連法規の主旨は、すでにポートランド市では、行
われていることであった。ISTEA法では、
・州レベルではなく、地方レベルでの長期計画に基づいて
策定すること

・一般関係者を計画段階から参画させ、決定段階では提案
を取り入れること

・一般関係者からの環境・土地利用を考慮した提案を重視
すること
を明記していた。このISTEA法が求めているところは、
現場となる各地域あるいは各都市で抱えている課題に対し
て、具体的に地域住民の生活目線で情報共有して、解決に
共同で取組むことである。
　ポートランド市では、このISTEAの制度も活用して、
その後の公共交通機関の充実が図られた。そこでは、『交
通は、この土地に暮らす人々が必要とする価値をもたら
すものでなくてはならない』ことを第一義とし、その次に
『広く国民全体にとっても価値があるものでなければなら
ない』という順序で考えている。
　すなわち、遠距離移動（市外への移動）を減らし、近距
離移動にシフトしてもらう（市内消費を増やす）こと、そ
のためにまちづくりと公共交通を充実して、より快適な移
動をすることを目指して具体的な土地利用と交通まちづく
りがおこなわれている。

（5）交通設計の考え方
　ポートランド市の公共交通の大部分を担っている
TriMet社とポートランド市交通局を訪問し、公共交通へ
の取組み方、具体的な路線での運用実態、これまでの取組
みと新たな課題などをヒアリングした。
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　すなわち、TriMet社では公共交通の設計方針を、『恒久
的な街のアーキテクチャを創ること、それが街特有の背景
に根ざしていること、そして交通システムのみに必要なも
のではなくNeighborhoodやコミュニティに必要なもので
なければならない』と具体的に宣言している。彼らは、地
域交通計画の達成目標を
　・ 交通と土地利用計画の両立
　・ 地元のコミュニティづくり
　・ 街の経済発展
に寄与することとし、その波及効果として、地元経済の活
性化、低カーボン排出削減を上げ、これらは移動時間（長
距離移動）を減らすことによる効果であるとしている。こ
のような考え方に基づいて、どのようなまちづくり、交通
施策が行われているのかについて、交通管理機器、街路構
成など、いくつか具体的な取組みを観てきたので、以下に
報告する。

（6）具体的に見聞したこと
　今回の訪問は、ポートランド州立大に属しているNPO
法人First Stop Portlandの方に協力をお願いし、街づくり
の主要な要素、公共交通と関連施策などを散策、LRT等
で移動しながら見聞した。我々は、交通管理、ITS関連技
術などに目線が行くが、適時その底流にある考え方を現場
で説明いただき、目的の理解が深まった。

①歩行者空間づくり
　中心市街地は、オフィス、店舗などがビル群に収まって
いる街であるが、歩道の幅が広いことと、1ブロックが短
い（約60m）ためか、ビルの威圧感が少なく、街路樹の多
い散歩道を歩いているという感覚で、ビル街にいるという
実感が少ない街区構成となっている。また、すべて一方通
行の道路で、LRT、バス、一般車両がそれぞれ1車線を占
有または共有しており、中心部にも関わらず道路幅が比較
的狭い。このため、通行する車両の圧迫感も少なく、道路
向かい側の店舗も近くに感じ、歩くことに関しても安心感
につながった。

図表2-18　TriMet社からの受領資料

　また、歩道の路面は段差が少なく、自転車と歩行者は分
離されていて、すれ違いざまの恐怖を感じることは少な
い。さらに、道路幅が短いことから、道路横断も時間的に
余裕を持って渡れるなど、歩行者にとってストレスの少な
いまちづくりが行われている。
　また、住宅地や商業区域をつなぐ道では、歩行者専用
道路と街路とが並行に走っており、ここは散歩、ジョギ
ングなどにも使われる空間として閑静な落ち着きのある
空間となっている。ビル街を仕事で移動する人も、わざ
わざこちらの道を選んで、ストレス緩和をしている人も
多いとのこと。

③公共交通は便利で速い
　ポートランド市における交通マネジメントの特徴は、い
わゆるコンパクトシティを維持発展させる中で、特に住
民、旅行者など、人が中心市街地にアクセスする際の利
便性を考慮した鉄道、道路、交通手段の利便性確保に重
点が置かれているように感じた。そのための道路施策と
して、中心部はすべて一方通行で公共交通手段（LRT、バ
スなど）優先の信号制御となっており、停留所、バス停
のアクセシビリティもよい。たとえば、中心市街地内で
は、LRT駅は5ブロック（400m程度）、バス停は2ブロッ

②コミュニティの活性化
　ポートランド市では、都市成長境界線で街と農地が仕切
られている。この農地で採れた野菜などを毎週フリーマー
ケットなどに持参して、街区の人々と交流を深める広場が
いくつかある。ここは、コミュニティ間の交流の場であ
り、相互の必要性を再認識する場にもなっている。
　交通施策としてのコミュニティへの貢献としては、歩行
者空間の演出、公共交通優先の道路利用とユニバーサルデ
ザインが徹底された車両と乗降不安の低減、24時間無料
のパーク＆ライド可能な駅の増加など、市内移動を快適か
つ低コストにしている点である。これによって、誰もが移
動機会を得られ、市域での活動が活発化し、中心市街地も
活性化している。

図表2-20　毎週行われるファーマーズ・マーケット

図表2-19　中心部市街地の歩行者空間

＜TriMet社の考え方＞
　TriMet社は、自動車交通が増加して市域の公共交通利
用者が激減、多くの公共交通機関が倒産の危機に瀕する
中、1969年にポートランド都市圏を一括で運営する交通
機関として設立された。TriMet社では、以下のことを掲
げて、将来計画、交通ネットワークの充実に努めている。
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http://www.transitchicago.com/developers/gtfs.aspx

　すなわち、公共交通は、便利で安全かつ早い移動を実
現する手段として利用メリットを訴求している点が重要
である。

④交通情報のオープン化
　ポートランド市の公共交通施策が成功した要因として、
忘れてならないのは2005年にTriMet社が始めた交通デー
タのオープン化である。これは、TriMet社のIT担当者
が、自らが旅行中に気づいたことによる使命感からの取組
みに起因している。それは、不慣れな都市での交通情報の
不足と使いにくさ、サービスの質の不揃いによる利用しに
くさなどであった。一方、自動車の場合は、カーナビ地図
に道案内表示がされ、まさに公共交通が劣る所以だと考え
た。そこで、公共交通データをオープン化することで、さ
まざまなサービス事業者に活用してもらうことを考えた。
　基本的なオープンデータは、各交通手段の時刻表と路
線ルートであるが、Googleのエンジニアの協力を受けて
Google Transit Feed Specificationとして、初期のサービ
スをGoogle MAPで実現した。その後、改善を重ね、また
多くのサービスプラットフォームでも実現されるように
なり、General Transit Feed Specification（GTFS）として
認められるようになった。交通情報サービス用に適した
GTFSは、現在では全米の主要都市、事業者を始め、世界
中で広まっており、交通データのオープン化のデファクト
フォーマットとしてNo.1の地位を築いている。

2）モントリオール市

（1）モントリオール市の特長
　セントローレンス川沿いに位置し、ケベック州最大の都
市であるモントリオール大都市圏の人口は、トロントに次
ぎ340万人である。
　歴史的背景からフランスの影響を強く受けているが、ア
メリカやイギリスからの産業投資により、農業中心の暮ら
しから発展してきた。また、カナダ政府の移民政策により
多くの移民が移住しており、フランスの影響が強いのみで
なく、多国籍文化も形成されている。
　まちの魅力としては、毎年開催され、世界的にも有名な
ジャズフェスティバルや映画祭のほか、シルクドソレイユ
の本拠地でもあり、芸術都市として広く知られている。

（2）まちづくりと一体となった交通計画
　2008年には将来10年にわたり、交通計画が策定されて
いる。その計画では、質の高い生活、コミュニティの確
保、環境に配慮された経済発展が実現できるように、住
民の輸送ニーズに応えること等がまちづくりと一体で進
められ、21の開発プログラム（Transportation Plan 2008 - 
Ville de Montréal）が提示されている。
　これらの目標を達成において、車への依存を軽減して、
最適な移動を実現するために、地下鉄、バス等の公共交通
機関の利便性を向上するとともに、自転車、ウォーキング
のための道路整備への積極的な投資や、相乗り、カーシェ
アリング及びタクシーサービス利用等も奨励している。

図表2-23　ダウンタウン地区

図表2-22　��������	���
�������������������（GTFS）

　中心市街地であるダウンタウン地区には、地上及び地下
に広がるモール、フードコートやレストラン街等の複合商
業施設と住居ビルが混在し、地下鉄駅や駐車場へのアクセ
スが容易となるよう都市空間の設計がなされている。これ
らの空間は、歩行や自転車を含め、交通手段の多様化を意
識したデザインとなっている。　
　エリア内には10の地下鉄駅、2つの鉄道駅とバスターミナ
ルが2か所あり、地下道の総延長は32kmにもなっている。

（3）モントリオール市の市内交通
　もともとカナダ政府は、環境に優しい交通手段の選択を
推進することで、国民の健康と環境を守ることに力をいれ
ている。

図表2-21　公共交通優先の一方通行、LRT乗降口など

ク（160m程度）に確保されており、すべてが平面での移動
で、自転車や車椅子利用者がストレスなく利用できる停留
所、バス、LRTとなっている。
　また、交差点信号機は、一般自動車用とLRTあるいは
バス用に分けて車線毎に配備されていて、公共交通車両
が交差点で停止しなくて済むように制御されている場所
が多い。
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図表2-24　STMの路線図

　夏季は30℃に達することも多いが、冬季は最低気温が
－20℃になることもあり、寒暖の差が大きい地域である。
このため気候を考慮し、外気が直接駅舎内に入ってこない
ように設計されている。

（4）モントリオール市の ITS

○共通基盤で情報共有、小さなオフィスでスマート管理
　モントリオール市では6つの重点施策が展開されてい
る。そのなかで、代表的な施策を述べる。
　市内の交通を管理するセンターCGMU（Centre de 
Gestion de la Mobilité Urbaine：アーバンモビリティ管理
センター）は市内中心部にあり、リアルタイムで交通信号
の管理、バストラフィックを改善、路側カメラによる道路
網とインフラのモニタリング、緊急時に介入しト  ラフィッ
クを最適化、関係する交通機関との迅速な交通情報交換が
行われている。これらの情報は、担当者がオフィスを離れ
ても確認でき、情報端末を持参することで市内の各所から
必要があればコントロールできるよう工夫されている。

　また市内の交通信号、監視用カメラ及び道路情報掲示板
等を統合的に管理するために、光ファイバーネットワーク
が整備されつつあり、遠隔でのデータ収集が可能となって
いる。

　地理情報としては、通行止め、渋滞等や、公共交通の通
行障害に関わる道路状況をリアルタイムで動的に情報提供
する基盤が考えられており、緊急車両サービスや公共交通
機関等の交通管理者と交通事業者が単一の情報基盤上で情
報を共有できるよう設計されている。
○旅行者への移動手段選択情報の提供

　旅行者に対する情報提供についても、移動時の交通手段
の選択を容易にするために、道路の渋滞情報、事故や道路
閉鎖の情報を始め、利用可能な駐車スペース、バスの現在
位置や電車・地下鉄の運行情報等をリアルタイムの情報を
提供している。
○オープンなプラットフォームによるサービス連携
　前述したように自動車の過度な利用を抑制し、公共交通
の利用者増に繋がる施策として、市とSTMは連携して利
用者サービスの強化にも努めている。
　STMは利便性を高めるために、バスで16％、地下鉄で
28％総延長を延伸しており、その結果、利用者増により運
賃収入を増加させるとともに、営業外収入策として、利用
者の好みや履歴に合せて、パーソナライズされた情報を、
位置情報を加味してリアルタイムに提供するサービスにも
取組んでいる。

図表2-25　CGMUの様子

図表2-26　旅行者の移動シーン

　モントリオール市には公共交通機関として、郊外の都市
近郊から市街地に乗り入れている、ケベック州政府の公営
企業である AMT（Agence métropolitaine de transport：
モントリオール大都市圏交通局）が運営するコミュータ
トレインと、市内中心部で公営企業のSTM（Société de 
transport de Montréal：モントリオール交通局）が運行す
る地下鉄及びバスがある。
　地下鉄は4路線、営業線路長は71kmであり、68駅が全
て地下駅で、タイヤ走行の車両を使用している。
　また213のバス路線のうち160の路線が車いす対応、23
路線で24時間運行となっている。
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　そのため、日用品、食品、ドラッグストア等広告を出し
てくれる商店、グリーン化推進のため手を組んでいる交通
関連事業者（カー
シェアリング、
カープール（乗合
通勤）、タクシー、
自転車シェアリン
グ等）、そして、
市内で開催される
各種イベント業者
（オペラ、オーケス
トラ、ダンス、映

○モビリティの電子決済サービス促進
　STMでは2008年にOpusカードという非接触型スマー
トカードを導入しており、モントリオール市近郊の6つの
公共交通機関で共通に使用できるようになっている。
　このカードの特徴は、一般的な定期券や一日券としての
機能のほか、インターモーダルな移動を容易にするために
使用することを重点に置いている。そのため、移動に関
係する支払いの煩雑さを軽減し、更に市民サービス（図書
館、博物館やリクリエーションセンター等の公共施設）の
利用にも展開することを計画されている。

（5）今回見聞したこと
　今回の訪問は、カナダ政府およびケベック州政府に協力
をお願いして実現できた。CGMUやSTMとの意見交換は
短時間であったが、今後の活動を進める上で参考となる情
報が得られたと感じている。

5. 今後に向けて

　高齢化や人口減少が進む中、国によりトップダウンで全
国にインフラを展開整備する時代は終り、地域の創意工夫
で地域活性化を実現し、地方からのボトムアップで国全体
の活力を取り戻すことが求められている。
　地域ITSの視点からは、多様な知見が集まるチャンスと
見ており、その中でも各自治体、都市での行政、交通関連
データのオープン化が、ひとつの大きな扉を開く鍵になる
と考えている。一昔前では考えられないようなオープンで
使いやすいICT環境が普及しており、個人レベルで活用
できるツールも多く、先行的な自治体や関連団体、組織、
そして個人の取組みも始まっている。

　ITSはその対象領域が広がってきており、個々の交通課
題だけでなく少子高齢化や人口減少等、日本の社会全体が
抱えている将来に向けての地方の暮しの課題を解決する一
つの手段となってきている。

1）ITSの役割の広がり

2）プレーヤーの変化

　日本では、『地方創生』が大きなキーワードとして、規制
緩和や、特区制度の活用等を通じて地域の取組みを支援
し、成功モデルを創出して全国展開するべく、政府、行

3）ITSの取組みによる地域産業の振興

　地域の課題解決の担い手が国主導のトップダウンから基
礎自治体が主役となり、住民やベンチャー企業も積極的に
その役割を果たしていく時代になってきた。ICTやオープ
ンデータの利用環境が整うにつれて、比較的参入しやすい
情報通信分野を中心にベンチャー企業によるサービスの構
築や運用が行われている。行政が積極的にICTを活用し
た市民協働環境を構築しデータをオープンにすることで、
住民もまた地域の課題解決に参加できるようになってきて
いる。
　ポートランド市が経験してきたような、世界を動かす
ソーシャル・イノベーションにつながる技術、アプリケー
ションが、地方都市、あるいは産官学の有志などから生ま
れることを期待したい。

図表2-28　利用者への情報提供サービス

図表2-27　利用者ニーズに合わせた情報の提供 画、見本市等）をパートナーとしている。このサービス
は、駅広告と比較して、利用者個々のニーズに応えること
ができるとともに、パートナーにとってもリアルタイムで
集客できる情報提供として、今後もサービス拡大が期待さ
れている。
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