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フランスにおける地球温暖化対策の概況とイル・ド・フランス地域圏の土地利用・交通戦略
Land Use and Transport Strategy of Ile-de-France Region in Tackling Global Warming
髙見淳史*・原田昇*
Kiyoshi TAKAMI*・Noboru HARATA*
France has launched broad measures toward the achievement of greenhouse gas (GHG) emission reduction to a quarter of
1990 level by 2050. First, this article overviews the current situation of GHG/CO2 emission from transport sector and national
policy measures to tackle global warming in France. Secondly, it focuses on the new regional plan of Ile-de-France region,
which is abbreviated to SDRIF, and outlines regional strategies on the integration of land use and transport in the context of
GHG emission reduction. In summary, the region intends to improve public transport and circumstances for non-motorized
modes and to accommodate new growth mainly into central urban agglomerations and along public transport. It will also be
worth mentioning that SDRIF specifies desirable densification and urbanization areas in the 25 hectare grids on the plan map.
Keywords: Ile-de-France region, Land use and transport strategy, Greenhouse gas emission reduction
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１．はじめに

通からのCO2排出量のうち約96％が自動車由来で、個人乗用

フランスではCO2を含む温室効果ガス［GHG：Greenhouse

車からの排出が６割超、都市内自動車交通からの排出が約４

Gas］の排出量を2050年までに４分の１にするという目標の

割である。なお、都市内トリップの交通手段分担率は自動車

もと、各種の地球温暖化対策が進められつつある。首都パリ

が60％と高く、徒歩が27％で続き、公共交通は９％、自転

を擁するイル・ド・フランス地域圏は、同国最大の都市圏と

車と二輪車はそれぞれ２％に過ぎない3)。

して、そして世界的大都市圏の１つとして、主導的な取り組

２-2．排出削減に向けた国レベルの方針

みが期待される立場にあると言えよう。トラムの整備や共同

削減目標の達成に向け、相対的に大きな排出割合を占める

利用自転車の導入などの交通施策で注目されることの多い同

交通部門、特に自動車交通からの排出量をどう減らすかは、

地域圏が、温暖化対策の背景の中でいかなる土地利用・交通

国レベルの政策において重要なポイントとされている。
2004年の「気候計画2004」4)では、2010年までにCO2換算

戦略を指向するのかは、興味深い事例と考えられる。
本稿では、フランスの交通部門におけるGHG・CO2排出と

で5400万トン相当のGHG排出削減（2004年から約10％の削

地球温暖化対策の現況について簡単に概観したのち、イル・

減に相当）を目標に幅広い施策が提案された。交通部門では

ド・フランス地域圏における最近の土地利用・交通戦略の方

約1600万トンの排出削減が見込まれている（表−１）。削減

向性について報告する。

量の多くは燃料や車両の改善、運転啓発によるもので、都市
構造の変革による削減量は挙げられていない。

２．フランスの交通部門からのGHG・CO2排出量と削減対策

【表−１】気候計画2004における交通部門からの排出削減量

２-1．GHG・CO2排出量の概況

項目
車両の改善
エンジン技術の改善
燃料の改善
バイオ燃料に関する指令の履行
自動車購入への影響
エネルギー消費に関する情報
（CO2ラベリング）
排出原単位に応じた報奨金・課徴金
運転への影響
制限速度の遵守
免許取得時のエコドライブ啓発
都市内交通の効率化
都市公共交通の整備
ロジスティクスの改善
都市間交通網の整備
鉄道貨物輸送
TGV網
水上貨物輸送
航空機

フランスは、京都議定書に基づき、2008〜2012年のGHG
排出量を1990年の水準に抑えることを目指している。長期
的には、１．で述べたように2050年までに1990年比75％削
減（年３％の削減に相当）という目標が定められ、2005年
のエネルギー政策指針法に盛り込まれている。
1990〜2004年の全国・全部門のGHG排出量の増加は0.8％
で、短期目標の達成に向けて順調に推移していると見ること
ができる1)。しかし、同期間に交通部門からの排出量は23％
増加して、全部門排出量の26％（1990年時点では21％）を
占めるに至り、製造業部門を抜き最大の排出源となった2)。
交通部門からのCO2排出量は2001年以降1.5億トン弱でほ
ぼ安定しているが、2004年には全部門排出量の35％（1990
年時点では30％）と、やはり最大の排出源になっている2)。
環境・エネルギー管理庁［ADEME］によると、2000年の交
* 正会員

［注］削減量の単位：百万トン eq-CO2
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導入時期

削減量

ʼ08年

3.0

ʼ10年まで進展

7.0

ʼ05年

0.2

早急に

1.0

ʼ02年から進展
ʼ05年

3.0
0.7

ʼ05年
ʼ05年

0.2
0.5

（ʼ10年以降）
（ʼ10年以降）
ʼ06年
ʼ07年

（0.7）
（0.6）
0.2
0.5

出所：参考文献 1), 4), 5)
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2007年に実施された環境グルネル会議では、気候変動を

会・経済・環境の各面において計画目標と現実の乖離（表−

テーマの１つとして多主体の参加する議論が展開され、交通

３）が見られるようになったことから、2004年以降、見直

や都市開発に関わる施策提案も行われた（表−２）。2008年

しが進められてきた。2007年２月に新しいSDRIF（目標年

10月には環境グルネル会議の成果を法制化する最初のステッ

次：2030年）の初期草案が、2008年９月には最終草案が地

プとしてグルネル第一法が可決された。同法には「2020年

域圏議会により承認された。今後、国務院のデクレでの承認

までに20％減」という中期削減目標が明記されるとともに、

後に発効となる運びである。

会議の結論を踏まえての基本的な施策方針が盛り込まれてい

3-2．イル・ド・フランス地域圏の概況
地域圏の主に交通関連の状況について、イル・ド・フラン

る。それらを実際に進めるための手法に関する規定は、後続

ス地域圏都市計画研究所［IAURIF］やパリ市道路・移動局な

の法律に委ねられている。

どから提供された資料をもとに概観する。
３．イル・ド・フランス地域圏基本計画［SDRIF］に見る

地域圏をパリ市（単独で１つの県でもある）、パリ市に隣

土地利用・交通戦略

接する近郊部３県、その外側の遠郊部４県の３区域に分け、

3-1．イル・ド・フランス地域圏基本計画とは

区域別の人口・雇用数の推移を示したものが図−１である。

イル・ド・フランス地域圏は、12,012㎢の区域に８つの県

パリ市で微減、近郊部で微増の傾向なのに比べて遠郊部での

と1,281のコミューンを擁し、中心都市パリに約217万人、

増加が目立ち、郊外部における人口・雇用の成長が大きいこ

地域圏全体では約1158万人（いずれも2007年）が暮らす大

とが把握される。

都市圏である。このEU有数の地域圏を束ねる骨格的な戦略・

郊外の成長に呼応して、郊外−郊外間のトリップは大幅に

計画として、イル・ド・フランス地域圏基本計画［SDRIF：

増えている。パリ市内々とパリ市−郊外間のトリップでは自

Schéma Directeur de la Région Île-de-France］はある。

動車に比べ公共交通が優位を維持しているものの(2)、郊外−

計画体系の中でSDRIFは、イル・ド・フランス地域圏交通

郊外間の移動手段は自動車が支配的であり、従って自動車ト

計画［PDUIF：Plan de Déplacements Urbains dʼÎle-de-France］

リップ数の増加が非常に大きい（図−２）。図とほぼ同様の

を含む部門別計画や、複数コミューンが連携して策定する広

期間における交通手段分担率の推移は、徒歩（34％（2001

域一貫スキーム［SCOT］、都市圏交通計画［PDU］などの下

年、以下同じ））と二輪車（２％）が低下傾向で、公共交通

位計画の枠組みを示し、それらを方向付ける役割を担う7)。

（19％）は横ばい、自動車（44％）は上昇傾向にある。ま

コミューンが用途その他の規制を定め、建築行為に対する直

た、地域圏内の自動車走行台キロは1976〜1997年の間に1.8

接的な拘束力を持つ都市計画ローカルプラン［PLU］にも間

倍と、人口やGDPの伸びを上回る増加を示した。

接的に（SCOTがない場合は直接的に）影響を及ぼす(1)。
本稿執筆時点（2009年１月）で有効なSDRIFは2015年を目
標年次とするもので、1994年に発効した。その後、計画策
定権限が国から地域圏議会に委譲されたり、基本計画［SD］
と土地占用計画［POS］に代えてSCOTとPLUがそれぞれ導入
されるなど、計画の枠組みが大きく変更されたことや7)、社
【表−２】環境グルネル「円卓会議」結論のまとめ（抜粋）
都市計画と国土／地域計画のガバナンス
・ 衰退する都市中心部の再活性化
・ “eco-quarter” の整備
・ 国土／地域気候変動・エネルギープランの広範な実施
（2012年末までに）
・ スプロールや農村部の破壊との戦い
・ 新規都市整備ゾーンの環境影響調査（交通、農地、自然環境
との統合）
モビリティと交通
・ 公共交通の重視： 1,500㎞超のバス路線・トラム路線、自転
車レーンを整備
・ 鉄道： 2020年までに2,000㎞の高速鉄道網を整備
・ 2012年までに鉄道貨物を25％増加
・ 在来鉄道網のアップグレード
・ “rail motorway” の整備
・ “sea motorway” の整備と内航水運の推進
・ 航空からの排出量の大幅削減
・ 航空関連の騒音の50％低減
・ 新しい私的自動車： eco-tag の導入
・ クリーンな車両の開発
・ トラックに対する対距離環境税
出所：参考文献 6)

【表−３】1994年SDRIFの計画目標と現実の乖離
1994年SDRIFの目標
・年間53,000戸の住宅を建設する
・グリーンベルトの緑地の消費を防ぐ
・農村部における都市化の制限
・ショッピングモール地表面積の安定化
・大学・高等教育のよりよいバランス
・研究の再生
・社会的・地理的な不均衡を是正する
・東部と西部のよりよいバランス

現実
・年間平均43,000戸
・制御なき消費の進行
・都市化の進行
・地表面積の増加
・不十分な結果
・不均衡の悪化
・未達成
・中心部の道路の飽和
・環状および都市核間の
公共交通リンクの欠如

・都市圏中心部の混雑緩和

出所：参考文献8)
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【図−１】地域圏における人口・雇用数の推移
出所：IAURIF（調査時入手資料）
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日トリップ数
［百万トリップ/日］

10.0
パリ市−パリ市
7.5

パリ市−近郊部

パリ市−遠郊部
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【図−２】地域圏におけるOD別私的自動車・公共交通トリップ数の推移
出所：IAURIF（調査時入手資料）

こうした傾向の要因として、地域圏議会などによる1994

用自転車システム・Vélibʼの導入など、都市空間の質を高めつ

年SDRIFの評価9)によれば、郊外部ではSDRIFにも含まれてい

つ自動車の魅力を低減させ、あるいは他の手段の魅力を高め

る環状路線「ORBITALE」など公共交通の整備・改善が計画

る施策が展開されてきている12)。結果的に、PDUIFの自動車

されてはきたが、主に財源の問題から着手が遅れた。土地利

交通量削減目標はパリ市では達成されたが、地域圏全体では

用の側に関しても、1990〜99年の新規の市街化はSDRIFに定

達成できず、交通量は逆に２％増加したとされる。

められた都市化可能ゾーンや部分的都市化可能ゾーン以外の

3-3．改訂SDRIFに見る地域圏のビジョンと土地利用・交通戦略

区域で多く起こり、交通サービスと関連づけるようなコント

2006年６月に採択された地域圏ビジョン13)は、2030年の

ロールは十分に行われなかった(3)。すなわち、郊外部におい

地域圏人口を約1140万〜1280万人（出生率や移民数の仮定

て公共交通のサービス水準が低いまま、これと連携すること

によって幅がある）と予測しており、現在より100万人ほど

なく人口や雇用の増加が進んだことが、自動車利用が増大し

増加する可能性は高いと見られる。また、地域圏の３つの大

てきた原因と認識されている。

きなチャレンジとして、①社会的・空間的な均衡の増進、②

一方で、図−２からも窺われるように、パリ市内に発地や

特に気候変動や燃料コスト上昇に伴う大きな変化や危機の予

着地（あるいはその両方）を持つ自動車トリップの実数は、

期とそれへの対応、③国際的地位を維持できるダイナミック

ここ最近は減少している。実際、パリ市内の道路や外周道路

な地域圏の形成──を挙げている。

では交通量の減少が観測されている。この背景としてパリ市

①は、2005年にパリ郊外で発生した暴動がそうであった

で実施されてきた公共交通整備が効果を挙げていることが考

ように、不均衡が社会の不安定要因となり、ひいては地域圏

えられる。しかし、自動車の平均走行速度が低下しているこ

の国際的魅力を削ぐことにつながるとの考えから、その是正

とも報告されており（図−３）、道路混雑の問題が緩和され

を意図したものである。不均衡には公共交通サービスや諸機

たわけではない。

会へのアクセシビリティの格差の問題も含まれる。②は、改

2000年に承認されたPDUIF11)では、2006年までに自動車

訂SDRIF14)において、「2050年までに75％減」という国の

走行台キロを地域圏で３％、パリ市で５％減少させることや

GHG削減目標の達成を地域圏の責任と位置づけ、公共交通の

自転車トリップを倍増させることなどが目標に掲げられ、公

利用を高め（すなわち自動車の利用を抑制し）、市街地の密

共交通や非動力系交通の奨励につながる施策が提案された。

度を高める（すなわち自然の土地の消費を減らす）ような都

これに沿って地域圏ではトラムの整備や路線バスのアップグ

市開発を奨励することにつながっている。

レード（Mobilienとよばれる）が実施されている。パリ市の
レベルでも、既に開始されていた自転車走行空間の整備(5)に

上述のチャレンジに対応すべく改訂SDRIFが掲げる主要な
目標は、IAURIFでその策定にあたったFouchierによると、

加え、通過交通を排除するとともに地区内の車両速度を抑制

• 住宅不足への対応：■25年間で150万戸（年６万戸＝ト

するグリーン地区［Quartier vert］の整備、道路空間の再配

レンドの1.5倍のペース）の住宅を建設。低所得層向け

分による市民空間［Espace civilisé］の創出、さらには共同利
［㎞/h］

［台㎞/㎞・h］
2,400
2,200

←道路延長１㎞当り
１時間当り平均交通量

• 経済的競争力の保証、成長の促進
21

2,000
1,800

17
平均速度→

環境へのアクセスを全住民に提供

23

19

1,600

の社会住宅の割合を23％から30％に
• 欧州初の“Eco-region”：■自然資源を保護し、質の高い

• 地域圏史上最も意欲的な新しい交通政策の実施：■自動
車依存を減らすため、高質で効率的な公共交通網を整備
• 質の高い施設・サービスの提供：■社会的結合を強める
ため、全地域圏でサービスにアクセスし易いことを保証

15

──の５項目である15)。以下、具体的な空間戦略提案のうち

ʼ96 ʼ97 ʼ98 ʼ99 ʼ00 ʼ01 ʼ02 ʼ03 ʼ04 ʼ05

土地利用と交通の連携の面から注目される点を概説する。

【図−３】パリ市内の道路交通量と速度の推移(4)

改訂SDRIFの提案は従来の地域圏計画と同じく多核型の都

出所：参考文献10)
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市圏構造を受け継いでいるが、今回は特にコンパクトな都市

用途の多様化を図ることとされている。また、図示されては

整備を指向している。第一に、市街化可能な空間の量は前計

いないが、鉄道駅から２㎞以内の区域や郊外都市核でも市街

画より減らされている。第二に、表−４に示すとおり、新規

化を進めることとされる。総合すると、新規市街化面積（上

市街化面積（上限値）の約８割を非農村部のコミューンに、

限値）全体の約７割、農村部を除けば約８割が、鉄道駅に近

また年間住宅建設目標６万戸の８割超を地域圏内の都市的集

いコミューンにおいて見込まれている（表−４）。以上、改

積の中心部・中央部に位置づけられるコミューンに、それぞ

訂SDRIFは公共交通沿線を中心とした市街化・高密化を目指

れ集中させる計画となっている。すなわち、農村部における

していると理解できる。

市街地の外延化を抑え、既成市街地の高密化によって多くの

こうした都市圏構造を支える交通網の整備に関しては、道
路プロジェクトが前計画から大幅に削減され15)、公共交通に

人口増加を収容する方針が取られている。
より詳細には、計画図上に、①高密化が望ましい地区、②

重点が置かれている（図−５）。その第一は、パリ市から市

市街化が望ましい地区、③条件付き市街化地区──の３種類

外近郊部へ広がった市街地にサービスする路線であり、メト

の地区がドットで示されている（図−４）。これらはGISを用

ロなどの延伸や環状公共交通の整備が計画に位置づけられて

いた25ha単位の分析に基づくもので、計画中の路線を含めた

いる。環状路線は、Arc Expressとよばれる地下鉄や既に運行

公共交通の沿線に多く設定されていることが図から読み取れ

中・事業中のものを含むトラム（北部のT1、西南部のT2、

る。②については住宅用地面積を分母とするネットの最低住

市縁辺部のT3など）などにより、複数のリングを形成する。

戸密度として35戸/ha（参考：2005年時点の地域圏内既成市

第二は、パリ市−遠郊部間において高速・高頻度で質の高

街地にの平均住戸密度は41戸/ha）という基準値が示されて

いサービスを提供する路線である。これを郊外都市核の結節

いる。③の条件としては、公共交通サービスが供給されるこ

点機能の強化、ならびにその圏域における路面公共交通の改

とや、騒音や廃棄物管理といった環境に関する事項などが挙

善と併せて行うことで、地域圏全体の一体化と郊外部の生活

げられている。

圏の強化を両立させることが意図されている。

図中の既成市街地では、一般に人口と雇用の密度を高め、
【表−４】コミューン区域区分別の住宅建設戸数・新規市街化面積
コミューンの区域区分
a) 都市的集積：中心部
b) 都市的集積：中央部
駅２㎞以内
その他
c) 都市的集積：その他の区域
都市核 か つ 駅２㎞内区域あり
都市核 または 駅２㎞内区域あり
その他
d) 農村部
駅２㎞内区域あり
その他
地域圏全体

該当コミューン数
118
285
214
71
211
38
124
49
667
154
513
1,281

(0.09)
(0.22)
(0,17)
(0.05)
(0.16)
(0.03)
(0.09)
(0.04)
(0.52)
(0.12)
(0,40)
(1.00)

新規市街化面積
の予想上限値*
［千ha］
1.4 (0.04)
16.1 (0.47)
12.5 (0.37)
3.6 (0.10)
9.2 (0.27)
3.1 (0.09)
4.9 (0.14)
1.2 (0.04)
7.4 (0.22)
2.9 (0.09)
4.5 (0.13)
34.1 (1.00)

年間住宅建設戸数［注］
［千戸］
( )内は比率（地域圏全体＝１）。
30.5
20.0

(0.51)
(0.33)

7.0

(0.12)

2.5

(0.04)

a)はパリ市と近郊部３県を主とする
市街化の進んだ高密なコミューン。
b)に属するコミューンはa)の区域の
外側に位置する。
c)はその他都市的集積と見なされる
コミューンであり、郊外部の核となる
ような市街地を含む。

* 1994年SDRIFにおける地域圏全体の
値は43,450haであった16)。

60.0

(1.00)

農地

高密化が望ましい地区

自然緑地

市街化が望ましい地区

既成市街地

条件付き市街化地区

出所：参考文献14)より著者作成

RER（既存）
RER（計画）
路面公共交通（計画）
路面公共交通（構想）

【図−４】高密化が望ましい地区・市街化が望ましい地区・条件付き市街化地区の指定
出所： 参考文献14)
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基づく。外周道路はこれに含まれないが、同様の傾向を示す。
(5) 1995年には8.2㎞に過ぎなかった自転車走行空間の総延長が
2000年には180.5㎞に、2005年には327.3㎞（2001年から自転
車走行可となったバスレーンの延長も含む）に延びた10)。2010
年にはこれを500㎞に延長する計画である。ただし、従来の走行
空間の整備だけでは自転車の利用を増やすには十分でなかった
と考えられており、これがVélibʼの導入へとつながっている。
(6) 改訂SDRIFと同時期に策定が進められてきたパリ市交通計画
［PDP：Plan de Déplacement Paris］17)（2007年２月素案承認）
では、交通に起因するCO2排出量を2013年に25％、2020年に
60％削減する（いずれも2001年比）というハイペースな目標を
掲げ、併せて同じ２時点の手段分担率や自動車交通量削減に関
する数値目標を示している。3-2．で触れた各施策はこれらの達
成に貢献するものと位置づけられる。

【図−５】公共交通を基礎にした交通戦略（概念図）
出所： 参考文献14)

４．おわりに
以上のように、改訂SDRIFでは、フランス政府が設定して
いる「2050年までに75％減」というGHG排出削減目標の達
成が地域圏の責任と位置づけられ、この目標値を受ける形で
地域圏の土地利用・交通戦略が策定されている(6)。わが国と
同様に、GHG・CO2排出量全体の中で交通部門、とりわけ自
動車交通に起因する排出量の占める割合は大きく、その削減
は極めて重要である。自動車交通量の増大が市街地の郊外化
と相俟って進んでいる傾向を鑑み、公共交通や非動力系交通
環境の整備・改善と併せて、都市核や公共交通沿線に土地利
用を集約することにより、これを是正しようとする地域圏の
戦略方針が把握された。
高密化・市街化・条件付き市街化の３つの地区区分を、地
域圏レベルの計画において、25ha単位という詳細さで計画図
上に特定している点も興味深い。その具体的な設定基準はど
のようなものか、計画策定主体が地域圏議会に移った新たな
枠組みの下で、コミューンを含むどのような議論に基づいて
合意され指定されているのか、そして各コミューンのPLUに
どう落とし込まれ、現実のものにできるのか──といった点
に関し、今後も継続的に把握していくことが期待される。
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補注
(1) 計画体系上、PLUは上位計画であるSCOT（SCOTがない場合は直
接SDRIF）に、またSCOTはSDRIFに整合することが求められる。
(2) パリ市内々トリップの非動力系を含めた手段分担率（2001年）
は、徒歩54％、公共交通29％、自動車13％、その他４％で、徒
歩が卓越している10)。
(3) 国の主導で策定された1994年SDRIFは地方政府レベルの実態や
意向を十分に反映していなかったと指摘される。このことが、
市街化がうまくコントロールされなかった一因と考えられる。
(4) パリ市内の観測装置付き道路網における７〜21時の観測結果に
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本報告は、日本交通政策研究会・総合都市交通計画プロジェクト
(2009)「総合都市交通計画に関する研究 −低炭素社会を目指した都
市構造の再編−」（日本交通政策研究会刊）の８章に収録した報告を
再構成したものである。
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