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Stuttgart



■ 面積：207.36ｋ㎡

■ 人口：591,000人 （2006年4月30日現在）

■ 概要：ドイツ南西部の中心都市。

バーデン・ヴェッテンベルグの州都。

１２世紀はブドウ園や手工業で栄える居城

都市。

現在はメルセデス・ベンツやポルシェなど

自動車工業・電気機械製造・精密光学機器

など各種工業部門多数のドイツを代表する

工業都市。

交通の要所として、再開発プロジェクト

（Stuttgart21）により更なる発展に期待。

シュトゥットガルトの位置

シュトゥットガルト
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シュトゥットガルト市 概要

ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄ市の中心市街地の位置

ﾄﾞｲﾂ中心市街地･都市広場に学ぶ ｰ ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨｰ ｰ

バーデンヴェッテンベルグの州都

■面積：207 ｋ㎡

■人口：587,000人 （2006年8月14日現在）

■産業：１２世紀はブドウ園や手工業で栄える

居城都市

現在はメルセデス・ベンツやポルシェ

など自動車工業・電気機械製造・精密

光学機器など各種工業部門多数



中心市街地

シュトゥットガルト中央駅

シュロスガ－テン

新宮殿と宮殿広場

シュトゥットガルト市役所



中心市街地の交通体系：

通過交通を排除するために､多くの駐車場が区域外に設けられている｡

市電（Ｕ-bahn）は地下化され､上部は歩行者のためのモールとなっている｡



ケーニッヒストラーセの歩行者専用空間：
駅前のメインストリートは歩行者専用空間となっている。



宮殿前広場に面したショッピングセンター ：
歴史的建造物をリニューアルし、オープンカフェに人々の賑わいが見える。



Stuttgart21

■再開発の概要

■スイッチバック式から通過式へ
■鉄道交通利便性の向上
■経済効果
■環境保全との両立



Stuttgart21

■スイッチバック式から通過式へ

不必要になる地上部の広大な鉄道

敷地（約100ha）が再開発される。

ゾーニング（１００ha）



■環境保全との両立

市街地を囲む丘陵地帯から流れ

下る冷却風を遮らずに市街地へ

導入できるような土地利用、施

設配置を行う。

シュロスガ－テン ・・・風の道

都市気候保全に配慮した都市計画

■経済効果

・雇用の創出

・中央駅付近は第一級のビジネス

地区となり投資効果が高い。

Stuttgart21

Stuttgart21土地利用計画



Stuttgart21

■新駅のデザイン

2008年に開業予定の地下駅のデザインは国
際コンペに勝利したインゲンホーフェン氏
のグループによるもので、駅舎のシンボル
ともいうべきボナーツ塔、鉄道敷地に隣接
するシュロスガ－テンとの調和を実現して
いる。
長さ420mのプラットホームを持つ8本のト
ラック（現在の駅舎は16本）を備え、地上
部（歩行専用空間となっている）に設けた
約30ヶ所の窓から自然光を採り入れる。



Karlsruhe



■ 面積：173.46ｋ㎡

■ 人口：285,000人 （2005年12月31日現在）

■ 概要：バーデン・ヴェッテンベルグの第三の都市。

（シュトゥットガルト・マインツに続く）

ライン川の近くに位置する工業都市。

カールスルーエ城を中心として放射状に道

路が広がる都市計画(1787)。

緑に恵まれた街並みを生かした、質・量共に

充実した緑地政策。

100年以上の歴史を持つ先進的なトラムシス

テム.。

カールスルーエ

カールスルーエの位置



運行担当事業者：KVV（カールスルーエ交通連盟）
7つの地方自治体が共同で管理運営している有限会社
トラム・Sバーン・バスはそれぞれ別個の会社（バスは

複数）が経営しているが、チケットの販売・マーケティ
ングはKVVが一括して行っている。

※ほぼすべての交通連盟が赤字だが、各自治体が補填する。

カールスルーエのトラム 概要

特徴１：ツヴァイシステムシュタットバーン＝2方式軽快電車

特徴３：カイザー通りのトランジットモール

特徴２：総延長４００ｋｍの大規模の整備により都市間交通の
役割も担っている。



カールスルーエ城
（州立博物館）

ピラミッド
（カール・ヴィルヘルム伯

が永眠している）

中心市街地



放射状に道路が広がる都市計画(1787)



カールスルーエ城（州立博物館）/市街鳥瞰



路線図/路線延長約400kmと他の都市のトラムトレインに比べ格段に規模が大きい



1961

1958～1971年にかけて市の南側へ延びるアルブタール鉄道（カールスルーエ～エトリンゲン～バートヘレンアル
プ、イータスバッハ）を路面電車と同一の軌間1435mm、直流750V電化に順次改築して乗り入れを開始。

トラムトレイン(Tram-train)の路線延伸 １



1989

北部ホシュテッテン(Hochstetten)への路線延長に際し、ドイツ連邦鉄道（DB 現在のドイツ鉄道）の貨物線であ
るハルト線を借用し軌道を共有した。 →後のカールスルーエモデルの原形となる。

トラムトレイン(Tram-train)の路線延伸 ２



1992

市街東部に全長2.8kmの連絡線を敷設、連邦鉄道クライヒガウ線のブレッテンまでの約21kmを交流15000Ｖ
16.7Hz電化、駅の増設等を実施。
シュタットバーン用車輛を鉄道線対応・交直両用化した車輌の開発。最高速度100km/h。

トラムトレイン(Tram-train)の路線延伸 ３



2004

中央駅付近と市街北西に連絡線を増設し乗り入れ区間を大幅に拡大。
走行区間の総延長は400kmに達している。

トラムトレイン(Tram-train)の路線延伸 ４



トラムトレイン(Tram-train)の路線
緑色と青色の線の区間がトラムトレインが走る鉄道線。



カイザー通りのトラム：
トランジットモール化された活気あるメインストリート。トラムの優先通行権がある
ため信号は無いのだが、トラムと人が間を縫うように行き交う様子は印象深い。



トラムの外観



車内の風景

運転席/変圧機能を持つ

打刻機



バリアフリーに配慮したプラットホーム：
乗降の段差解消に工夫が見られる。



郊外にある整備場と停車場

整備場 停車場



専用軌道の敷かれた郊外部：
中心市街地から離れると路面電車としてではなく、専用軌道化しスピードアップする。



駐車場/市街地は適切な場所に地下駐車場が配置されている
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ｵﾗﾝﾀﾞ ﾕﾄﾚﾋﾄの事例

2004年 2015年

ﾄﾞｲﾂ中心市街地･都市広場に学ぶ ｰ ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨｰ ｰ

ｼﾃｨｰｽﾞ･ﾌｫｰ･ﾓﾋﾞﾘﾃｨｰ国際会議 2007.6.10～12



Strasbourg



■ 面積：78,26ｋ㎡

■ 人口：272,800人 （2004年現在）

■ 概要：フランス北東部、ライン川左岸に位置

する都市。アルザス地域圏の首府。

ライン川の河川港を抱える交通の要衝。

現在は欧州評議会や欧州人権裁判所、

またEUの欧州議会があるなど、欧州の

象徴的な都市の一つである。

TGV東ヨーロッパ線が開業し、パリ東駅

と2時間20分で結ばれた。（ 2007.6.10）

ストラスブール

ストラスブールの位置



中心市街地地図

ストラスブールの都心は
イル川の島 世界遺産の街並み

オム・ド・フェール広場駅

ストラスブール中央駅

欧州議会



運行担当事業者：CTS(Compagnie des transports strasbourgeois,スト
ラスブール輸送会社)

ストラスブールのトラム 概要

開 業：A・B・C・D・Eの 5系統 53km
A・D系統:1994年
B・C系統：2000年
E系統：2007年



ストラスブールのトラム 概要２

１：交通サーキレーションの導入
（市街地の交通抑制）

２：歩行者空間の増大（トランジットモール化）

３：パークアンドライド方式

４：合意形成へのプロセス

５：トラムと街並みの景観の調和
（統一されたアーバンデザイン）



交通サーキレーションの導入（市街地の交通抑制）：
通過交通は川沿いの環状道路および郊外部のバイパスを通る



トラム路線図

ストラスブール中央駅
・トラムは地下化

オム・ド・フェール広場駅
・南北線・東西線の結束点
・トラムの象徴の駅

Ｅ線
・2007年に新設された路線
・欧州議会周辺を結ぶ路線

オエンナイム駅
・Ｂ線の終着駅でＰ＆Ｒ。
・バス、中距離列車との接続



トランジットモール内を走行するトラム：
デザインに重点が置かれたトラムは、大きなガラス面に街並みや人々を映し込みなが
らゆっくりと走る。



トランジットモール内を走行するトラム：
動くトラムがランドスケープとなる、次の時代の都市空間を想像させるストラスブー
ルのシンボルとなっている。



オム・ド・フェール広場駅：
ガラスのシェルターで覆われた駅のデザインは市の事業としてコンペで選択された。
アーバンデザインの傑作として高い評価を得ている。



オム・ド・フェール広場駅（朝の風景）：
南北線と東西線が頻繁に往来する。



オム・ド・フェール広場駅（地下駐車場の出入口）：
トランジットモール化された中心市街地内への車の流入は制限され、地下の公共駐車
場に駐車する。



クレバー広場（地下駐車場）：
かつて地上部の平面駐車場として使用されていた広場は、駐車場を地下化して歩行者
空間として整備されている。



緑化されたレール上を走行するＥ線のトラム：
欧州議会周辺を結ぶＥ線は２００７年に開業した新しい路線。芝生の軌道は景観に優
れ、騒音を最小限に抑えることができる。



芝生の管理を行うＣＴＳ（ストラスブール運輸会社）



オエンナイム駅：
Ｂ線の終着駅でありパーク＆ライドの拠点駅。広大な駐車場が隣接し、バスや中長距
離列車と接続する。郊外部への乗り換えに大変便利である。



オエンナイム駅（配置概要）：
トラムの路線・パーク＆ライド・幹線道路・バス・中長距離列車の配置関係。整備に
あたり国際的なコンペが行われ世界的に有名な建築家によるデザインが採用された。



柱がランダムに配置される特徴的な駅舎のデザイン。

駐輪場 バス停



パーク＆ライドの駐車場を中距離列車のホームから見る。



ストラスブール中央駅/2007年6月TGV開通に合わせてリニューアルした駅舎



ストラスブール中央駅/
駅前広場/

AREP交通拠点整備研究事務所（SNCFグループ）



内部/既存部分をガラスで覆う特徴的なデザイン、新たな内部空間は地下トラムのプラットホームと通じる。



トラムの地上出口



夜のトラム：
トラムは深夜まで運行し、大きなガラス窓から落ち着いた光が漏れている。



夜のオム・ド・フェール広場駅



トラムの車内/運転席

緑を基調とした落着いた配色の車内
大きなガラス面で明るい車内、また外の景色を楽しむ
ことができる。

運転席



プラットホームの風景/バリアフリー等

一部障害者用に0段差となっているプラットホーム
※その他の部分も段差は気にならない程度ではあるが、
特に配慮が行き届いている。

ペット・自転車は乗降可能



乗車券/ストリートファニチャー

市内１日乗車券（3人分）

円筒型の案内図



Paris



■ 面積：105.40ｋ㎡

■ 人口：2,170,000人（2007年1月現在）

■ 概要：フランスの首都。

パリ盆地のほぼ中央に位置し、市内をセ

ーヌ川が貫くかたちとなる。

城郭都市時代の城壁跡に造られた環状高

速道路の内側が市街地（86.99km2）

外側に広がる森を含めて100ｋ㎡程度。

「芸術の都」「花の都」

・・・世界屈指の観光都市

1コミューン単独で県を構成する特別市。

パリ

パリの位置

20の行政区



パリのトラムの概要

１．経緯

・1937年 ：19世紀中頃よりパリ市内に路面電車が走り始めたが、
メトロと自動車の発達に合わせて1937年に全廃。

・1970年代：エネルギー危機以降、環境に配慮した交通機関とし
て見直されてきた。（欧州全体）

・1992年～：慢性的な交通渋滞が引き起こす、大気汚染、騒音問
題の改善を図り、トラムウエイを建設。

・パリ郊外に環状に延伸する計画。中心市街地の発達したメトロ
を補う役割といった位置づけ。



パリのトラムの概要２

２．営業中の路線

区間：サンドニ～ノワジール＝ル・セック間 11km
運営：ＲＡＴＰ（パリ交通公団） 開通：1992年
平均利用者数：78,971人/日

区間：ラ・デファンス～イッシー・レ・ムリノー間 11.3km
運営：ＲＡＴＰ（パリ交通公団） 開通：1997年 旧国鉄の営業停止路線をトラムとして再開

平均利用者数：58,637人/日

区間：ガリリアーノ橋～ポルトディヴリー間 7.9km
運営：ＲＡＴＰ（パリ交通公団） 開通：2006年
平均利用者数：100,000人/日（見込み）

区間：ボンディ～オールネイ・スーボア間 7.9km
運営：ＳＮＣＦ（フランス国鉄） 開通：2006年
平均利用者数：-人/日（年間1,300万人見込み）

■Ｔ１

■Ｔ２

■Ｔ３

■Ｔ４



市街地/メトロ/LRT路線図



メトロ/LRT路線図
http://www.ratp.info/orienter/cv/carteparis.php

http://www.ratp.info/orienter/cv/carteparis.php


LRT路線図

T3

T2

T1

T4



延伸計画

（１）Ｔ１ 計4.8km(2008)
（２）Ｔ２ 計2.3km(2009)

Ｔ３と接続可能となる
（３）Ｔ３ 計2.4km(-)
（４）その他郊外

① 北部 6.6km
② 北部 9.0km
③ 南西部 14.0km
④ 南部 11.0km

（オルリー空港）

郊外地域の延伸を進め、
現在の31kmを70kmまで
伸ばす計画。



トラムＴ３号線/環境と騒音に配慮した芝生の軌道上を走行中



乗車口/段差が無く、広い開口



車内の様子/大きな窓から光を取り入れる明るい車内/バリアフリーに配慮し視認性の高い手摺を設置



打刻機/メトロの切符が共通利用可能

ＮＡＶＩＧＯ（定期券）の刻印機

切符の刻印機



貸し自転車サービス「 Vélib‘（ヴェリブ）」のステーション：
自動車渋滞による公害が問題視されているパリ市が取り組む新しい公共交通手段。 街
中のステーションにて、利用者自身が貸出・返却を行う「セルフレンタル」方式。



「 Vélib‘（ヴェリブ）」の配置状況：
約1万5000台の自転車がパリ市内に配置され、1000ほどの自転車置き場がある。各置き
場には約20台の自転車が停められている。300ｍ歩けばどこかの置き場に行き当たる。



La Défense



■ 面積：160ha

■ 延床面積：300万㎡

（商業系20万㎡）

■ 企業数：1,500

■ 就業者数：17万人

■ 概要：第2次大戦後、経済成長に伴うオフィス需要の増大を受けて、

再開発が計画。景観規制のかからない地区で高層ビルが集積

している。（パリ市内は景観法等から高層ビルは不可能）

国益事業として1958年以降開発が進められている。

国と地方自治体からなるラ・デファンス地区整備公社

（E.P.A.D.）が実施。日本の副都心構想に注目された。

ラ・デファンス地区



ラ・デファンス地区/主要な道路や鉄道が地下に配置。高層ビルが集積し、人工地盤で結ばれている。



ラ・デファンス地区全景/パリ近郊の副都心、現在も開発は続き建設途中のビルもある。



グランダルシュ（新凱旋門）/シャンゼリゼ通りの軸線上にあるデファンス地区のモニュメント建

築。オフィス、役所が入る。



グランダルシュ大階段/大階段と人工地盤は人が行き交う交流の場となる。



ラ・デファンス地区/人工地盤が各ビルを結ぶ。国立産業技術センター（ＣＮＩＴ）とオフィスビル



ラ・デファンス地区再始動プラン/半世紀の歳月を経て、成熟とともに緩やかに後退する傾向を示

した地区の再始動を目論むＥＰＡＤ、新モニュメントのシグナルタワー（301ｍ）等を建設。



シグナルタワーのコンペの結果は市民の注目を集めている。/

ＥＰＡＤのインフォにて結果を伝える。
ジャン・ヌーベル氏の設計案が採用された。

新聞やニュースでも報道されている。








