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2016 年以降急速に普及している新たなレンタサイクルサービスの課題
－コペンハーゲン市を対象として－
Problem of New Types of Bicycle Sharing Service Expanding Rapidly since 2016
: Case Study of Copenhagen City
坂本 淳*・小笠原 誠**・笹山 和延***
Jun Sakamoto*･Makoto Ogasawara**･Kazunobu Sasayama***
Copenhagen is a well-known bicycle city; however, they have a problem of room for bicycle parking. A lot of
bicycles parked outside the bicycle parking space affect road safety and pedestrian’s accessibility. One of the reasons
is new types of bicycle sharing service. Dockless bicycle sharing service has been expanding rapidly since 2016. Since
available bicycles are parked in the public space, users can rent a bicycle anywhere. The problem is that the service is
operated without the approval of Copenhagen municipality. To solve the problem, the administrator of Copenhagen
created a guideline that valid from 2020. A dockless bicycle sharing company will be approved only if they follow a
strict rule.
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1. はじめに
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成果である．具体的には，2004 年以降にコペンハーゲン市内の民
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間企業とデンマーク政府が 2 百万 DKK を投資して市内の自転車
道を整備し，その後コペンハーゲン市も信号機の改善，自転車パ
ーキングスペースの設置を行い，現在に至っている．
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図-1 市内中心部の交通量の経年変化 2)をもとに著者が作成
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以上のように近年のコペンハーゲンの自転車施策に関する取り
組みは目覚ましいものがあるが，近年ではレンタサイクルサービ
スをめぐる新たな問題も発生している．このことについて本稿で
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2. コペンハーゲン市の自転車整備計画
読者の理解を深めるため，本題に入る前にコペンハーゲン市の
自転車計画について，主にデンマーク自転車大使館のホームペー

図-2 通勤・通学時の交通手段 2)をもとに著者が作成

ジ 1)をもとに説明する．
コペンハーゲン市内では 2016 年現在，1 日あたり 140 万 km の
自転車利用がある．市民の自転車保有台数は 675,000 台であり，
これは自動車保有台数（120,000 台）の 5.6 倍である．市内中心部
の交通量は，長期的には自転車は増加，自動車は減少しており，
2015 年頃を境として自転車が自動車を上回っている（図-1）
．通
学・通勤において自転車が占める割合は 41%であり（図-2）
，行政
が自転車レーン等の整備を実施してから自転車利用者が 15～
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図-3 コペンハーゲン市民が自転車を利用する理由 2)
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20%増加している．市民が自転車を利用する理由は，早い，楽で
ある，
運動にちょうどよいという意見が上位を占めている
（図-3）
．
また，市内では貨物自転車というユニークな乗り物を多く見か
ける．これは図-4 のように前輪部分にコンテナを装着して，自転
車でも大きな荷物を運べるようにしたものであり，2 人以上の子
供がいる家族の 4 人に 1 人が保有する程まで広く普及している．
このようにコペンハーゲンを自転車都市とした背景には行政の
積極的な自転車施策があり，近年の有名なものとしては港から高
速道路をオーバーパスする自転車専用レーン整備「Cykelslangen」
がある．これについて簡単に紹介する 3)．
Fisketorvet 地域はかねてから歩行者と自転車の錯綜問題を有し
ていた．地域内には鉄道駅（Dybbølsbr 駅）があり，対岸に居住す
る自転車利用者は，自転車レーンが設置されている橋梁

図-4 貨物自転車

（Bryggebroen 橋，2006 年供用）通過後も日常的に高速で走行し
ていた．しかしこの場所にはショッピングモールがあり，自転車
が買い物利用者を危険にさらしていることが問題となっていた

ショッピングモール

（図-5）
．
そこで市は問題解決のため，2012 年に自転車を歩行者と分離す
綜が発生している区間であるショッピングモールの 2 階部にあた

Bryggebroen橋

る高速道路のオーバーパス地点から Bryggebroen 橋までを接続す
る 220m の自転車レーンである．道路の最も高い位置は地上 5.5m
であり，勾配にも配慮されていることから，1 分足らずで快適に

Cykelslangen橋

通過できる．図-6 のように，写真右上の自転車専用道を自転車が
通行する傍ら，これまで錯綜していた左側の区間では買い物利用

図-5

者等の歩行者が，自転車の存在を気にせずに会話している状況が

至Dybbølsbr駅

供用前の
錯綜区間

る計画「Cykelslangen」を立案した．これは，歩行者・自転車の錯

Cykelslangen 橋付近の状況

確認できる．
以上のような積極的な自転車施策をさらに改善し，世界で最も
優れた自転車都市を目指すために，2025 年までに以下の目標の達
成を掲げている 1)．
自転車を用いて通勤・通学する者の割合を 50%まで増加させ



る（＝自動車利用の割合を 9%減少させる）
市内における自転車ネットワークの自転車道の数を 80%まで



増加させる
自転車の移動時間を平均 15%減少させる



安全に自転車を利用できていると思う者の割合を 90%まで増



加させる


自転車が関与する深刻な事故を 70%まで減少させる



自転車利用者が自転車道を容易に見つけることができると感




図-6

Cykelslangen 供用後の状況

じる割合を 80%まで増加させる

出しと返却を行っているものである（図-7）
．店舗で借用・返却を

自転車の文化が市内の良好な環境の形成に寄与していると感

行うため，基本的には借用・返却場所は同じである．もうひとつ

じる市民の割合を 80%まで増加させる

が，市内の専用の駐輪ポートからセルフサービスでレンタサイク

駐輪ポートに対する自転車利用者の満足度を 70%まで増加さ

ルを提供しているものである．この会社（Bycyklen）4)は 2014 年

せる

4 月から事業を開始しており(2)，
事前にインターネットで会員登録
し，図-8 に示す駐輪ポートで借用・返却するものである．自転車

3. 市内のレンタサイクルサービスの現状

のハンドル部分には液晶ナビシステムが登載されており，行きた

3.1

い場所や駐輪ポートを検索することができる．料金は借りる度に

市公認サービス

コペンハーゲン市が公認しているレンタサイクルサービスは 2

支払うプラン：30DKK／時間，一か月のサブスクリプションプラ

種類ある(1)．1 つ目は，ホテルやレンタサイクル会社が個人の敷地

ン：70DKK／140 分など 5 種類ある(3)．Bycyklen のホームページ

内・建物内に貸し出し用の自転車を用意し，そこで利用者に貸し
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では駐輪ポート毎に貸し出し可能な自転車が検索でき（図-9 中の
自転車のマークは駐輪ポートの位置）
，2018 年 9 月 22 日 8 時現在
の自転車ポート数は 106 か所，貸出可能な全自転車数は 799 台で
あった．
3.2

新たなサービス

IoT 技術を活用した新しいレンタサイクルサービス（以下，CP
（Cycle Port）無しレンタサイクルサービスとする）が，2016 年頃
からヨーロッパ，アジア，北アメリカをはじめとした世界各国で
急速に普及している 5)．このサービスは，従来のようなレンタサ
イクル専用の駐輪ポートで提供されているものではなく，道路管
理者からの許可を得ぬまま(4)公道や公共の駐輪ポートに駐輪され，
貸し借りが行われているものである．
このサービスは，スマートフォンとクレジットカードを保有し

図-7 レンタサイクル会社の例

ている者であれば誰でも簡単かつ安価にサービスを利用するこ
とができる．具体的には，個々の自転車に GPS が登載されている
ため，利用者はスマートフォンにインストールしたアプリケーシ
ョンを用いて，近くの自転車駐輪ポート等に駐輪されている貸し
出し可能な自転車を検索し，Bluetooth を用いて開錠して利用する
ことができる．返却時にも同じく Bluetooth で施錠し，クレジット
カードで自動的に支払い手続きが終了する．
以上のような世界中の誰でも簡単に利用できる基本的な技術を
採用することで利用者数は急速に増加し，新たなベンチャービジ
ネスとしてのさらなる拡大が予想されている．
3.3

問題点

CP 無しレンタサイクルサービスの利用者や利用可能な自転車

図-8

は市内中心部のみならず，郊外部でも多くの場所で確認すること

Bycyklen の駐輪ポート

ができる．著者が現地を訪問した2018 年 9 月では，この利用者を
見かける頻度は Bycyklen よりもはるかに多い印象であった．この
想定される理由としては，利用者がどこでも簡単に安く(5)自転車
を利用できることが考えられる．一方で，これが行政の自転車計
画に少なからず影響を及ぼしており，懸念される問題を 3 点述べ
る．

図-9

一点目は駐輪場の容量である．前述の通り 2000 年以降に市内

Bycyklen の駐輪ポート検索画面

に多くの駐輪ポートが整備されているが飽和状態にある
（図-10）
．
著者が現地（主にコペンハーゲン中心市街地）で確認したところ，
駅前の駐輪ポートはほぼ埋まっており，停めることができなかっ
た自転車が歩道にあふれていた．図-11 はコペンハーゲン中央駅
前であるが，自転車が歩道を占拠し，歩行者の通行が困難になっ
ていた．すなわち，CP 無しレンタサイクルを市内に常時広く駐
輪するスペースなどないということである．
二点目は自転車安全対策のインフラ整備である．前述した
Bycyklen やホテル等が提供するサービスは，都市内の比較的混雑
した場所で提供されていることから，自転車専用レーン等の整備
が行き届いた場所での利用者がほとんどである．これに対して
CP 無しレンタサイクルは貸出場所，返却場所を選ばない．これ
が利用者の利便性を高めている訳であるが，一方で自転車対策が

図-10

市内の公共の駐輪ポートは飽和状態

不十分な場所での利用を加速させることが懸念されている．
三点目は自転車のメンテナンスである．CP 無しレンタサイク
ルのサービスエリアは広大であるため，会社が全てのレンタサイ
クルを管理することが困難である．著者が使用した会社のレンタ

サイクルのアプリケーションには，故障時には自転車を交換でき
る機能があり，これを通じて会社が故障した自転車の位置の特定
が可能と考えられるが，市公認のレンタサイクルと比較してメン
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5. おわりに
2018年3月，
中国大手のレンタサイクルサービス会社
「Mobike」
が日本市場に進出することが報じられた．計 3 万台のレンタサイ
クルを全国 20 都市に投入し，コンビニ大手や飲食チェーン店等
の提携先店舗に専用駐輪場を設置することが計画されている 7)．
特に訪日外国人にとっては，言語の障壁がなく，安価でどこで
も気軽に利用できるレンタサイクルサービスは，従来型の日本の
ものよりもはるかに魅力的なものであろう．しかし，たとえ駐輪
場を整備したとしても，本稿で述べた問題点が全て解消されるわ
けではない．この膨大なレンタサイクルをどのように管理するの
か，また，違法に駐輪された自転車に対してどう対処するのだろ
図-11

駅前駐輪場にあふれる自転車

うか．
自転車の安全問題が注目され，全国の都市部では厳しい放置自

テナンスが難しいことは容易に想定できる．

転車対策が行われている中で，このサービスがもたらす影響を注
視したい．

4. 行政の対応
コペンハーゲン市は CP 無しレンタサイクルの存在を問題視し
ており(1)，2018 年 10 月 1 日の技術環境委員会において，技術環境
管理者（市）がガイドラインの提案の準備を行っていることが表
明された 6)．これは，技術環境管理者が，混雑する市中心部を除
く市内（例：中規模の都市，中央広場など）において，CP 無しレ
ンタサイクルの管理と認定要件に関する単年度許可制度を 2020
年以降から実施するというものである．
また，この制度を実施するための費用が必要とも述べられてい
る．費用は，前述の混雑地域を除く場所において，既存の公共の
駐輪ポートに CP 無しレンタサイクル用のポート増設のために割
り当てられる．
ガイドラインに示されている，レンタサイクル会社の管理認定
要件は以下のような厳しいものである．


レンタル会社は，可能な限りレンタサイクルが合法的かつ適
切に配置されていることを常に文書化できなければならない．

補注
(1) コペンハーゲン市自転車プログラム担当者のヒアリング結果
(2) Bycyklen の提案は最終的に市に許可され，現在はコペンハー
ゲン市，フレゼレクスベア自治体，デンマーク鉄道管理局の
協力を得て運営している．
(3) 2018 年 9 月時点の価格．
(4) 2018 年 10 月 1 日現在，コペンハーゲン市内では許可されて
いない．
(5) 本報告では CP 無しレンタサイクルサービス会社を特定せず
述べるため具体的な価格差については挙げないが，1 日の利
用では Bycyklen のほうが数倍高価である．
謝辞：本研究を取りまとめるにあたり，コペンハーゲン市自転車
プログラム担当者から有益な助言をいただきました．記して謝意
を表します．なお，本研究は JSPS 科研費 26420637 の助成を受け
て行われたものです．

例えば，管理者が承認した地域以外に放置された自転車は，
レンタル会社が自費で撤去しなければならない．


レンタル会社は，道路利用者を危険にさらすことがないよう
に，欠陥のある自転車を特定し整備するなどの，維持管理を
確保する責任がある



レンタル会社は，市がガイドラインの効果を監視できるよう
に，匿名データ等でレンタサイクルの管理・運営状況を提供
する必要がある



レンタル会社は，レンタサイクルの広告使用の要件を遵守す
る．
技術環境管理者は，現状のままでは CP 無しレンタサイクルを

野放しにせざるを得ず，その結果自転車数は増加し，結果として
コペンハーゲンの自転車都市としてのイメージを悪化させてし
まうことを懸念している．現在 CP 無しレンタサイクルは市内に
800 台あると想定され，これらが市内の歩行者の通行，市民の自
転車の駐輪を阻害している．技術環境管理者としては，レンタサ
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イクル事業者が新たなガイドラインに則って許可申請を行うこ
とで，この問題が解決に向かうことを期待している．
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