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シンポジウム「自転車の公共政策を斬る」

（総合司会：藤田） 皆さん、こんばんは。これから第二東京弁護士会主催のシンポジウム「自

転車の公共政策を斬る」～国・東京都の自転車政策はどうあるべきか～を開始させていただきま

す。私、本日司会を務めさせていただく、第二東京弁護士会環境保全委員会の藤田城治と申しま

す。よろしくお願いいたします。（拍手）

私の方から冒頭 3点ほどご連絡がございます。まず第 1点ですけれども、本日のシンポジウ

ム、「Ustream」で中継させていただきます。そちらにカメラがございますが、もし映りたく

ないという方がいらっしゃいましたら、カメラより後ろの方へ移っていただければと思います。

また会場でのご発言も「Ustream」で中継されますので、ご了解ください。

第 2点目でございますが、本日の配布資料のご確認です。アンケート用紙と質問票 2枚をお

配りしております。お手元にあるかご確認ください。質問票についてですけれども、本日のシン

ポの最後の 30分あるいは 25分ぐらいのところで回収させていただきます。その中でこちらの

方で選択させていただいて取り上げる形を予定しております。もしかしますと全部の質問にお答

えできないかもしれませんが、その点はご了解ください。

あと 3点目でございます。本日、登壇者として東京都の担当者も予定しており、そちらの方

は一部のご案内の方には記載もしておりました。こちらでは東京都の建設局さんの方へ出席依頼

していたんですけれども、残念ながら議会対応だということで本日は欠席ということになりまし

たのでお知らせしておきます。では主催者を代表いたしまして、第二東京弁護士会会長の山岸良

太よりあいさつ申し上げます。

（山岸） どうも皆さん、こんばんは（拍手）。本日はお忙しい中、このシンポジウムにお越し

いただき、どうもありがとうございました。本日は「自転車の公共政策を斬る」ということで、

国、東京都の自転車政策はどうあるべきかということでシンポジウムを組みたいと思います。弁

護士会のシンポジウムとして自転車関係のシンポジウムは非常に珍しいんですけれども、今日は

法務大臣の谷垣大臣にも来ていただきまして、議連の会長として冒頭でごあいさつもいただける

予定になっています。

私自身は、これは非常に恥ずかしいんですけど、私は都会の子供で小さいころからおばあちゃ

ん子だったものですから自転車に乗れなくて、そういう者がここでお話をしていいのかというこ

となんですけれども、私のそういう個人的なことはさておいて、自転車と街、都市ということで

言いますと、私は何度かヨーロッパに行ったことがあるんですが、その中でもアムステルダムに

行ったときに、あそこは運河があって、運河があるということは比較的平らなところなんですけ

れども、自転車が一種の公共交通機関として非常に整備されたところを走っていて、多数の人が

自然な日常の足として使っていると。なおかつ健康にも非常にいいような形で使われている。

そういうふうにたくさんの方が自転車を実際の生活の中で利用しているということで、非常に

よく整備されているなということで感銘を受けたことがありまして、東京も今後こういう自転車
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という非常にエコな乗り物によって公共交通の一端を担っていくような形についてぜひ今日こ

れをきっかけとしてどんどん整備していただいて、その暁には 60の手習いですけれども私もひ

ざをすりむきながら自転車に乗れるように頑張りたいと思いますので、本日の成果に非常に期待

しております。それでは本日のシンポジウム、よろしくお願いいたします。（拍手）

（総合司会） ありがとうございます。続きまして、本日は先ほどのあいさつの中にもありまし

たけれども、谷垣禎一法務大臣にもお越しいただいております。谷垣大臣は、自転車活用推進議

員連盟の会長でもいらっしゃいます。本日は自転車のネクタイをしてきていただいておりますけ

れども、谷垣大臣から冒頭のごあいさつをいただきたいと思います。大臣、よろしくお願いいた

します。（拍手）

（谷垣） 皆さん、こんばんは。ただ今ご紹介をいただきました谷垣禎一でございます。自転車

活用推進議員連盟の会長ということでご紹介をいただきましたが、もう一つ日本サイクリング協

会の会長もさせていただいておりまして、今日はいろいろ自転車の公共政策を考えていくという

ことでこの第二東京弁護士会がこういうシンポジウムを開いてくださいました。今、山岸会長か

らお話がありましたように、弁護士会でこういうシンポジウムが行われるなんて私は今まで聞い

たことがなかったんです。実は私もこの第二東京弁護士会、二弁のメンバーでございますけれど

も、さすが二弁だと、このように申し上げたいと思っております。

私は、どなたもそうだと思いますが、小学生ぐらいのとき最大のおもちゃは自転車だと、こう

いうことだろうと思いますが、小学生の頃から現在に至るまで、国会に出て最初の 10年間ぐら

いは選挙区を耕すのに自転車に乗ることはできなかったんですが、それを除きますと今年 68歳

ですが、ずっと自転車に乗ってきたわけでございます。ところがこの自転車も本当にみんなが乗

るようになったなと思うとまた何か下火になっていくというようなことを繰り返しまして、しか

し今日これだけ大勢の方が自転車というのはなかなか楽しいんじゃないか、あるいは都市交通に

役立つんじゃないか、スポーツとしても面白いんじゃないかと、自転車というものを意識してお

乗りになるような時代というのは、私は今までなかったと思います。

しかしこれだけ多くの方が自転車を愛好される、自転車を都市交通の道具として利用されると

いうことになりますと、また問題はたくさん起きてまいります。日本は経済成長していくときの

一番の切り札として自動車産業を扱ってまいりまして、そういう中で道路政策なども自動車産業

と一体化してつくられてきたという面がないわけではございません。そしてこの自動車産業が頑

張られたということは、今日の日本の経済の繁栄というかそういうものをつくる上でも非常に大

きな意味もあった。これはもう間違いございませんが、しかしクルマを中心とした道路体系のつ

くり方というのはもはや限界に来たということも私は間違いないんだろうと思っております。

最近、警察が本来の道路交通法の規定に立ち返って、自転車が走るのは車道である。自転車は

車両だから車道を走るのが本来であるということを打ち出されたのは、私は非常に大きな進歩だ

ったと思っております。ただ、保育園や幼稚園の行き帰りに前後にお子さんを乗っけて送ってお
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られるようなお母様方に全部車道を走れと言うのもいささか無理な面があることも事実でござ

いまして、こういうものを都市交通の体系の中にどうして取り込んでいくかということはまだ道

半ばでございます。

私も弁護士であるから法律は守らなきゃいけないんですが、国家公安委員長を務めました時と

ただ今法務大臣でございますから、できる限り自転車を乗る時には交通法規を完璧に順守して乗

ろうと心掛けているわけですが、時々交差点の通り方なんかは分からなくなってしまうことがあ

りまして、これは実は警察官によっても指導の仕方がずいぶん違う。おそらく警察庁の中でも本

当に細かなところまで詰めていくと、自転車をどういうふうに道路交通法上扱うのかということ

にまだ十分詰め切れてないところも残っているのではないかと、こんな気がいたしております。

また自転車を考えます時に、今日は小泉昭男参議院議員に出ていただきますが、都市づくりの

上でも自転車を生かすということはもっともっとできるんじゃないかと、こんな思いがいたして

おります。郊外型のショッピングアーケードなどは全国至るところにあるわけで、これもこれで

大変利便性のあるものですが、逆に町中の商店街はシャッター通りというのが日本はいくらもご

ざいます。

もう一回町中の活力を取り戻すためにはやはり公共交通と、それから徒歩で歩く人間とあとは

自転車、こういうものをうまく組み合わせて活用することによってもう少し町中の活性化とか町

づくりというものができるんではないかとか、あるいは私自身もしばらく 10年間ぐらい国会に

出て、その間は自転車に乗らなかった。大変体重も増えまして、いろいろな数値も悪い数値が出

てまいりました。尿酸値なんかも多くなって、このままじゃ痛風になるぞと言われておりました

が、もう一回自転車に乗り始めますと、いろいろな数値が完璧によくなったとは申しません。ま

あまあ、こんなところなら薬を飲まずにいけるんじゃないかというところ。ですから自転車に乗

ると、今は社会保障の金が、医療費などが掛かると言われているけれど、これをだいぶ抑え込む

ことができるんじゃないかとか、捕らぬ狸の皮算用みたいなことをいろいろ考えるわけですが、

現代社会と自転車の組み合わせというのはいろいろなことが考えられるのではないかと思って

おります。

最後に一つだけ申し上げますと、これだけ多くの方が都市交通の手段としても自転車にお乗り

になるようになりました。これは本当に素晴らしいことだと思いますが、中にはずいぶん交通法

規を無視し、マナーも悪い人がたくさんおります。自転車乗りの仲間として大変残念でございま

す。これだけ多くの方が乗るようになった。しかし交通法規は守らない、ルールを無視するとい

うことになると、これはこのまま放っておきますと必ず社会のどこからか、自転車乗りはけしか

らんじゃないかという声が起きてくるのではないか。やはりここは我々サイクリストがきちんと

自転車ルール、マナーというものを守って、自転車と都市交通というものがうまく発展していく

ようなことも我々は考えなければならないのではないかと考えております。

今日は私はこの後また公務で出なければなりませんが、ぜひぜひこの活発なシンポジウムを開

いていただきまして、日本の自転車政策の進歩のために皆様のご意見が生きてくることを心から
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祈っている次第でございます。大変粗辞でございますが、開会に当たりまして一言ご挨拶をさせ

ていただきました。今日はどうもありがとうございます。（拍手）

（総合司会） 谷垣大臣、ありがとうございました。

（谷垣） ありがとうございました。じゃあ、失礼いたします。（拍手）

（総合司会） それではシンポジウムの方に移らせていただきたいと思います。ご登壇者の方は

前の方にご登壇ください。ではこの時間を利用いたしまして、私の方から本日のパネリストの皆

様のプロフィルを簡単にご紹介させていただきたいと思います。まず向かって左端からですけれ

ども、当会環境保全委員会都市交通部会員の木内秀行弁護士です。（拍手）続きまして小泉昭男

参議院議員です。小泉議員は、自転車活用推進議員連盟幹事でいらっしゃいまして、同議連の自

転車活用プロジェクトチームの座長でございます。

（小泉） よろしくお願いします。（拍手）

（総合司会） 続きまして、疋田智さんでございます。疋田さんは、自転車活用推進研究会理事

で、学習院大学生涯学習センターで自転車学の非常勤講師をしていらっしゃいます。自転車ツー

キニストとして大変著名な方でございます。

（疋田） よろしくお願いします。（拍手）

（総合司会） そしてパネル司会を務めます、第二東京弁護士会環境保全委員会都市交通部会の

石黒徹弁護士でございます。

（石黒） よろしくお願いします。（拍手）

（総合司会） ではシンポジウムとなります。よろしくお願いいたします。

（パネル司会：石黒） 皆さん、本日はこのセミナーにご参加いただきまして、ありがとうござ

います。早速パネルディスカッションを始めさせていただきます。今日のテーマは自転車ですけ

れども、その前に自動車、クルマが非常に便利で有益な移動交通手段であることは申すまでもあ

りませんけれども、今の谷垣大臣のお話にもありましたように我が国の交通政策は、ややもすれ

ばクルマ重視に偏り過ぎているのではないでしょうか。地球温暖化、排気ガス、交通事故、騒音、

振動といったクルマ偏重による負の部分をどう克服していくのか。そしてその過程における自転

車の役割は何なのか。
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皆様、本日のテーマである自転車についてはどのような感覚をお持ちでしょうか。自転車にま

ったく乗らない歩行者の方々は、自転車がご自分のすぐ近くをスピードを出して通り過ぎていく

のに怖い思いをされたことがあろうかと思います。他方、自転車をよく利用される皆さんは、車

道を走ろうとすると違法駐車があるんですね。クルマに行く手を遮られて、道の中央によけると

後ろからクルマがすごいスピードで来るというので怖い思いをされたり、他方で、じゃあ、歩道

に逃げると歩行者から冷たい目で邪魔者扱いをされたりして切ない思いをされているかもしれ

ません。また自転車乗りでないクルマの運転者の方々は、車道を走っている自転車が危なっかし

くて、何で歩道を通らないのかと苦々しく思っているかもしれません。このような 3すくみの

状況は誠に不幸なことだと言わざるを得ません。

先ほどもございましたが、海外の例を見ると例えばアムステルダム市内ではクルマではなく路

面電車と自転車が中心的な移動手段となっており、こういった動きはヨーロッパ各国にどんどん

広がっているということです。一般に自転車を利用いたしますと、特に都市部においてはクルマ

よりずっと早く移動できるんですね。東京でも自転車のデリバリーサービスがこれだけ盛んとい

うことがそれを裏付けていると思いますが、それに加えて交通事故も大きく減少いたしますし、

健康増進効果、これで医療費負担が激減、あるいは空気がきれいになるといったことが報告され

ております。

2020年には東京オリンピックがやってまいります。たくさんの外国人観光客が東京を訪れる

はずです。今でさえ渋滞している首都圏の交通情勢をこれから 7年間でどのように改善して外

国人観光客を迎えるべきなのでしょうか。オリンピックに押し寄せる観光客をクルマを使って移

動させようとしたら大渋滞で都市機能がまひし、オリンピックは無残に失敗するでしょう。今の

ままでは地下鉄も大変なことになるという予想が聞かれます。そこには私たち一人一人の市民レ

ベルのおもてなしとか工夫を超えた、しっかりとした総合的交通政策が不可欠になります。その

一環として自転車の有効活用ということが間違いなく重要課題として上がってまいります。

本日のセミナーはこのような問題意識をもとにして始めますが、論客ぞろいのパネリストの皆

様からどんなお話が飛び出し、どんな方向に話がたどり着くのか、コーディネーターである私自

身が大変楽しみにしております。なお本日は、議論の対象となる地域としてこの首都圏を想定し

ております。地方都市と東京首都圏では道路の幅とか人口密集度とか、その他いろいろ道路や町

をめぐる環境、条件が大きく違っておりますので、これらを一緒くたに議論すると訳が分からな

くなるかと思われるからです。従ってこれからのパネルディスカッションは、対象地域を東京を

中心とする首都圏に限定してご議論いただきたいと思います。

それでは最初に総論的に、クルマ偏重といわれる交通政策を是正していく中で自転車の役割を

どのように考えるかという観点からパネリストの皆様のご意見をお聞きします。最初に木内さん

にお伺いいたしますが、自転車の特徴、特に東京首都圏における他の交通手段との比較で自転車

がどのような特徴とか意義を持っているかということについてご意見を伺えますでしょうか。
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（木内） 木内です。都市部における自転車利用に関してはいくつか特徴がございます。まずは

誰でも利用できると。子供からおじいさんまで分け隔てなく利用できる交通機関、こういったも

のは自転車の特徴と考えます。2番目に、時間当たりの移動距離が自動車と互角であると、都市

部においては。私は自転車を通勤に使っておりまして、10キロの道のりを信号待ち含めて 30
分程度で通っておりますが、これは地下鉄で移動する時間やクルマで移動する時間と比べまして

もまったく遜色がない移動時間だと思います。都市部においては時間当たりの移動距離が自動車

その他の交通機関と互角であると。

3番目として、温暖化ガスを出さないと。自動車に比べますと自転車が出す二酸化炭素という

のはせいぜい呼吸で出る程度。それでも二酸化炭素ガスを出すなら死ねというようなことで、温

暖化ガスを出さない交通機関と環境に優しい交通機関であるということは言えると思います。そ

れから専有する道路面積が少ない交通機関。やはり自動車 1台走る空間で自転車が数台走るこ

とができる。また自動車 1台を止めるスペースで自転車数台を止めることができるということ

で、専有面積の少ない交通機関ということも言えます。

そしてこれは重要なんですけど、健康にいい交通機関。やはり私は自転車通勤を始めて体重が

10キロ減り、健康診断の数値もだいぶいろいろとよくなりました。このように自転車を使うこ

とによって人間の体にある大油田を使い、そして体重を減らすことができる。こういう健康にい

い交通機関であるということは言えます。最後に、楽しい交通機関。やっぱり自転車で走ると楽

しいんですね。そういう意味で交通機関の手段としては早く、安く、安全に動くということがあ

ると思いますが、それに加えて健康がいい交通機関、楽しい交通機関ということが自転車の特色

であると思います。以上です。

（石黒） ありがとうございます。自転車の基本的な意義というのをおさらいしていただきまし

たが、疋田さん、お伺いします。巨大都市東京における自転車の役割はずばり何でしょうか。特

に自転車に乗れない方とか、それから今日もちょっと雨模様ですけれども、悪天候のときとか、

そういったときの他の公共交通機関との関係を含めてちょっとコメントいただければと思いま

す。

（疋田） 東京という街というのが 23区、東京市とでも言いましょうかね、東京シティここだ

けを取りますと、だいたい 980万人から 1,000万人ぐらいの人口規模だといわれるんですが、

これが東京首都圏ということで考えますと通常、街の大きさというのは、この都市圏ということ

で考えるんですが、これは実は 3,000万人ぐらいになりまして、世界最大の都市圏なんですって。

この世界最大の都市圏で自転車をどう使っていけばいいのか。これは世界でみても初体験の自

転車政策ということが言えるのかもしれません。また、自転車問題というのは実はクルマの問題

の裏返しでありまして、クルマの問題を避けては自転車問題は語れないという部分があると思い

ます。
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そこで昨今東京の中で起きていることを考えますと、一番分かりやすい昨今の事例で言います

と、若い人たちがクルマに乗らなくなったというのが 1つあるんですよ。今の若い大学生たち、

以前は、我々の若い頃はといいますか、大人になる関門として免許を取っていた時代というのは

あったと思うんですが、今は免許を取らないんですね。免許を取ったところで別にクルマに乗り

はしないと。どうやってデートしているんだというのはよく分からないんですけど。それはいい

として、とにかく今の若い人たちがクルマ離れをしている。

これはいろいろな理由がありまして、まず第一には維持費が掛かり過ぎるということなんです。

駐車場代が掛かり過ぎる。ガソリン代も高騰している。その高いコストを我慢して、渋滞を我慢

して、果たしてそのデメリットに見合うだけの利便性があるものかどうか。クルマには確かに利

便性はあるんですけれど、たぶん今曲がり角に来ているときだと思うんです。それがたぶん若者

に現れているんですよ。若者たちが、じゃあ、いったい何を選び始めたかというと、こぞって自

転車を選び始めた。これは一方の事実だと思うんです。もう悪名高いといいますか、先日来、大

きな問題になったピスト問題、ノー・ブレーキ・ピストという問題があるんですけど、あれはも

ちろんだめです。あんなものに乗って安全が守れるわけはありません。ですが、そのピストとい

うのも若者たちが自転車を選び始めたという現象の一つです。

（石黒） ピスト問題というのは何か、ちょっとご説明して下さい。

（疋田） ピストバイクという自転車は、競輪の自転車みたいな自転車でしてね、そのトラック

競技用自転車で街を走るというのがはやりました。この競輪の自転車みたいなピストバイクとい

うのはどういう自転車かというと、ペダルを前に回すと前に進むけど、後ろに回すと後ろに進む。

つまり遊びがないんです。「固定ギア」というのが使われている。固定ギアが使われているから、

あれ、足を止めれば止まれるじゃないか。ブレーキを付けないでもいいんだ。こっちがおしゃれ

なんだというようなことになったわけなんです。

これが大問題になりまして、ピストバイクは事故を頻発する若者の道具になっちゃいました。

こういうことが非常に問題になって、マスメディアでも盛んに報道されて、今は下火になってな

って収まったという形になっているんです。ですが、そもそもこれに乗り始めたのがやっぱり若

者なんですよ。クルマじゃない、自転車を選んだ。でも、実はピストだけではありませんでして

ね。ノーブレピストに乗るチョイ不良若者（笑）以外はロードバイクに乗っている、クロスバイ

クに乗っている。その結果、彼らの中でいろいろなことが分かってきた。

木内先生がおっしゃるように、自転車にいいことはたくさんあるんです。エコにもいい。それ

から谷垣さんがおっしゃるように健康にもいい。これは中でも医療費削減にものすごく効きます

から。糖尿病の予防と治療に一番効果がある運動いうのは自転車運動という説もあるぐらいでし

てね。
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それから死亡事故が減る。さらには渋滞が緩和される。そして街の活性化につながる。いろい

ろなことがあるんです。そういうことが昨今東京の街の中で分かってきた。いわば自転車にまつ

わるベネフィットが分かってきた、というのが言えると思います。

逆にその一方でネガティブな側面も分かってきた。東京の街というのが非常に自転車にとって

乗りにくい部分はかなりあるぞということもさることながら、この話はまたちょっと後でします

が、自転車にとってまず天候、雨はやっぱりまずいわけですよ。雨になるとやっぱり乗っている

のが不愉快ですし、そもそも危険ですからね。これが 1つ。

それからもう 1つ、これは多くの方は忘れている事実なんですが、自転車は実は民主的じゃ

ないんですよ。民主的じゃない。何のことかといいますと、クルマの場合はおばあちゃんがアク

セルを踏んだって、屈強な若者がアクセルを踏んだって同じスピードが出るわけです。ところが

自転車はそうじゃない。自転車はママチャリ、ロードバイク、いろいろな種類もありますが、同

じロードバイクに乗ったとしても、おばあちゃんが出すスピードと、おばあちゃんはあまり乗り

ませんけどね、おばあちゃんが出すスピードと若者が出すスピード、これは圧倒的に差があるん

です。エンジンが個々人ですから。そういう「構造的に差がある交通機関」をいったいどうやっ

てマネジメントしていくか。これが非常に難しいんですよ。

そしてその体力で左右されるこの非民主制、それから天候の不順に弱いということ、これは何

らかで補わないといけない。補う両輪となるのは、おそらく公共交通機関だと思いますね。公共

交通機関、これは例えばバスでありましょうし、路面電車でありましょうし、地下鉄でありまし

ょうし、世界中の大都市の中で東京はかなり進んだ方です。地下鉄網がこんなに整備された街っ

てほかにないと言っていいぐらい、実は自転車に向いている街という言い方ができるかもしれま

せん。

ところが、そこに障害になっているのが、何と言っても東京および日本の特殊事情、世界のど

こでもこんなことになっている地域はないんですが、自転車が歩道を通っているのが当たり前に

なっているというこの事実なんです。自転車で通る歩道、これ、たいていの方はご存じだと思い

ますが、こんなことをやっているのは世界の中で日本しかありません。この自転車＝歩道という

のが、なかなか東京をして自転車にシフトチェンジし難いものにしている。この事実はあると思

うんですよ。ここの部分を今日これからのシンポジウムでいろいろご四方語って、四方って自分

も含めか、お三方語っていただくという形になると思うんです。という感じです。

（石黒） どうもありがとうございます。今の公共交通機関については、そもそも今日の二弁会

場においでの一部の方のように自転車に乗れないという方もいらっしゃいますので、それも含め

てということになりますね。小泉さん、今自転車が歩道を走るという話が出て、これで歩行者が

怖い思いをすることも現実問題あるんですけど、そこで事故が起きるということ。他方で自転車

が本来の原則通り車道を走ろうということにするとなかなか困難な状況がこの東京には特にあ

るということ。こういう狭い首都圏の道路空間の配分の中で歩行者、自転車、クルマへのスペー

ス配分というのはどういう割合が望ましいとお考えでしょうか。
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（小泉） 参議院の小泉昭男でございます。今日は谷垣先生がおいでになりましたけれども、

谷垣先生は今 68歳になりましたが、私は 10月で 68歳になります。自転車に乗り始めてま

だわずかですけれども、今お話がありました通り歩道を走るというのは絶対危ないですね。

歩道を走っていて交差点に出ると、それまでの間車道を走っているクルマからまったく無

視の状態ですから、クルマにとっては突然自転車が出てくる。それも双方向で走ってくる

と。こんなことがこれから続いていくと、東京オリンピックの前に大変な問題になってい

くんじゃないかなと心配しているんです。

今ちなみに東京だけ考えてみますと、自動車が通行可能な道路の距離が総延長が 2 万

1,000キロ超と聞いています。この道路の面積というと 114平方キロ。川崎市の面積が 140
平方キロですから、ものすごい面積のところが道路になっているということですね。そし

てその幅員が 5メーター50以上の道路はその中の 3割ぐらいじゃないか。じゃあ、この中

で自転車の走れるレーンをどういうふうに確保していくか。

この場合にこれから少し問題になりつつあって、私ども国会としてもしっかり法改正し

なきゃいけない、また議論しなきゃいけない部分は、都市計画道路というのがあるんです

ね。これが以前平成 10年ころだったと思いますが、それ以前の道路は都市計画道路の中の

車線の指定だとかそういうのがはっきり決まってなかったんですね。だから 2 車線あるも

のを 1 車線にするのが応用の範囲内である程度できるという状況にあるんです。しかしそ

れ以降は、車線が 2 車線というともう 2 車線作らなきゃいけない。そして歩道は作らなき

ゃいけない。この中に自転車が走るレーンを作らなきゃいけない。

当然限られてくるわけですし、川崎で大きな事故がありまして、これはお母さんが前と

後ろに子供を乗せて歩道を走っていました。道路のくぼみでハンドルを取られて転倒しま

して、後ろに乗っていた 5 歳の女の子が放り出されて、走り出そうとしていたトラックの

車輪の下に行っちゃった。そのままクルマは気付かずに走って、亡くなられてしまった。

本当に悲惨な事故がありました。

それから川崎市が取り組んだのは、そこのところをどういうふうにしたらいいかという

大激論をして、車線は 2 車線いらないだろうと。だったら自転車は歩道でなくそちらに走

らすべきじゃないか。こんなことで車線を 1車線にしました。その区間だけですけれども。

それでそこに仮設にガードレールを作って自転車を走らすようにして実験した結果、違法

駐車もなくなり、また、そこはあまりスピードを出すところじゃないですから、どちらか

というと自転車と同じぐらいのスピードでクルマが走っているところですから、それで市

は決断しまして、都市計画道路以前の問題ですからね。以前から使っていた道路ですから、

そこを 1 車線に車線を定めまして自転車道を作りました。これでそのところが解決したん

ですけれども、これからまだまだたくさんそういうところがあります。

私も時々ウォーキングで多摩川の河川敷を歩きますと、脇をしゃっと自転車が通るんで

すね。私は友達に言いましたけど、帽子にバックミラーを付けられないかと。これを誰か
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発明したら、後ろに来るものが分かるんじゃないかと。そんなことを言うぐらい怖い思い

をしました。これはこれからやはり自転車を利用する側はしっかりとそのルール、またマ

ナーですね。狭いところを通るときのマナーですね。これも考えなきゃいけないと思って

います。

ちなみに、自転車レーンを幅 1メーターで長さ 1メーターをペイントするのにどれぐら

いのお金が掛かるかというと 5,000円から 6,000円と聞いていますから、わずかなお金で

できるんです。それで自転車を完全に歩道から車道に出すことができれば解決するところ

はだいぶ出てくるんじゃないかなと思います。東京オリンピックは 7年後ですから、疋田

さんの本によりますとその前にだいぶ解決できるようなものがありそうですので、私も微

力ながら努力していきたいと思っております。

（石黒） ありがとうございます。今、2車線を 1車線にしてというお話があがりまして、それ

から自転車レーンを作るコストが 1平方メートルで 5,000円から 6,000円という、この今、日

本の財政が非常に世界の中でも最も危機的な状況にある中で、財源の分配という面から見ても自

転車を中心とした交通というのが意味があるというふうに聞こえましたけれども、自民党の議員

の方々の中には国家強靱化とか消費税対策とか、それからオリンピックということに関連してま

たぞろコンクリート工事を中心とした公共事業に燃えている方もいらっしゃるやに聞こえます

が、そのあたりぜひ小泉さん、頑張って適切な税金の使い方、やっていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

それでは今日のシンポジウムのきっかけになった最近の動きの 1つとして、警察庁と国土交

通省が共同で昨年の 11月に「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」というものを発

表しております。このガイドラインの目的というのは都道府県警察等の道路管理者に向けたもの

で、安全、快適な自転車の走行環境をつくり出すためのガイドラインということなんですが、こ

れについて少しお話を伺いたいと思います。

疋田さん、自転車道というものがありますね。車道の端を柵とか置き石を置いたりして区分し

て、ここは自転車だけが走れるようにした道路空間だ、ということだと思うんですが、自転車道

は利用者にとって狭くて危なくてというので評判が芳しくないようなんですけれども、ガイドラ

インでは車の走行、進行速度が速いところでは自転車道を原則とするみたいな位置付けになって

いるかと思いますが、これについてはどういうふうに思われますか。

（疋田） 自転車道というのを最初から言いますと、いくつかの自転車の走行スペースの種類が

ありまして、1つは歩道です。自歩道と呼ばれる歩道。つまり自転車が通ってもよろしいとされ

る歩道というのが全部の歩道の中の 47％ぐらい指定されております。これが 1つ目。そしても

う 1つが、当たり前ですけど車道ですね。車道の左側。ここが本来の自転車走行空間です。そ

れに付随してありますのが、車道の左端にクルマと同じ方向に進むことを前提とした、色で塗ら

れた、もしくは白線で引かれた「自転車レーン」というのがあります。
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そして一番最後に来るのが自転車道なんです。自転車道というのは自転車しか走ることができ

ません。ですが、自転車道がある際にはほかのところを自転車が走っちゃいけないということに

なります。自転車はそこしか走れない。そしてその自転車道の要件というのは、構造物で囲われ

た上下 2車線、相互通行の、これは最近では片側通行もできるようになりましたが、基本は相

互通行の柵などで囲われた自転車オンリーのスペース、これが自転車道。

この自転車道が、意外なことにといいますか、自転車乗りにとって非常に評判が悪いんです。

ちょっとスライドでお見せしたいと思います。短いスライドでありまして、これは前の電灯だけ

消すことができれば消していただきたいんですが、できます？ 例として出しますのが、東京亀

戸にあります国道 14号線沿いの自転車道というやつです。こういうものですね。一般的に自転

車道というのはこういうものです。車道がこっちにありまして、自転車道、この場合は生け垣と

ガードレールとの間に囲われたこっち側通行、こっち側通行の自転車スペース。こっちは歩道で

すね。なぜか歩道を自転車が走っていますが、こちらのこれが自転車道であります。

ただ、この自転車道を語る際にまず前提として考えないといけないのが、右側通行が危ないと

いうことなんです。右側通行が危ない。道路全体として見たときの右側通行です。なぜ右側通行

が危ないかと言いますと、左側通行している自転車、これは緑で書いた自転車なんですが、こう

来る自転車の場合は危ないのは交差点なんですね。クルマにとって左側通行している自転車は見

えるわけです。これなんかすごく近くて邪魔で危なっかしいなと思われるかもしれませんが、し

かしこの車が危ないなと思うのは、見えているから危ないなと思うわけですね。

ところが見えない自転車というのがこれなんです。こっちから来る自転車、つまり道路全体か

ら見て右側通行する自転車、これが危ない。なぜ危ないかというと、この自転車が車から見えな

いところからわっと来てわっとぶつかる。この事故が出合い頭事故、つまり右側通行しない限り

出合い頭事故は起きないという事実があるからなんです。これ、見れば分かりますね。こっちの

自転車、これが出合い頭を起こすか。起こさないです。危ないと思ったこれだけの余裕がありま

すから、ブレーキを踏むことができますもん。ところがこの自転車は見えないところからすっと

出て、ぽんとぶつかっちゃう。これが危ない。この出合い頭事故が全部の自転車の事故の実に

71％を占めているんです。これさえなくなれば自転車の事故のかなりの部分は減るんです。こ

れが前提です。

もう 1つありますね。最近増えている自転車事故のもう 1つの例として、こうやって駐車車

両が止まっていますね。駐車車両をクルマが追い越す際、左側通行していれば、危ないなと思い

ながらも見えるわけです。ところが右側通行している自転車は、このクルマの陰になってまった

く見えない。見えないで、ふっと出てきて正面衝突でぶつかっちゃう。こういう例もあるんです。

右側通行はどう見たってやっぱり危ないんですよ。これが前提。

その上でこの自転車道を見ますと、こっち側を通る。これはいいんです。ところがこっち側を

通りますよね。こっち側を通る自転車というのは、道路全体から見て右側通行になるわけなんで

す。交差点に来るとこうなります。この中をこう通りなさい、こう通る、こう通る。こっちから
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通る自転車が道路全体から見て右側通行にならざるを得ないわけです。そうするとここから出て

くるクルマととんとぶつかっちゃう出合い頭を必ず誘発しちゃう。

だいたい相互通行の自転車道をやっている限り逆走は生まれるわけです。この人、この人、こ

れはこの自転車道が切れたときいったいどうすればいいんですか。車道を右側通行のまま放り出

す。これ、道交法違反ですよね。じゃあ、歩道に突っ込ませるか。歩行者にとっていったい何で

しょうということになっちゃうんです。自転車道は、でも基本はこの相互通行が当たり前なんで

すね。中には片側通行に規制することも可ということになりますけれど、基本はこうです。

上から見るとこうなんです。そもそも狭いですよね。歩道があって、自転車道があって、車道。

車道はこんな広いです。自転車道があって、歩道も広いです。で、せまい自転車道の中、この写

真の例では、あまりの狭さに、もうすれ違えないので降りちゃっているんですよ。こうなっちゃ

うほどの幅員で作られている。わざわざガードレールを作って縁石を作って。

こんなものを作るよりも話は簡単で、こうしちゃえばいいんです。自転車レーン、こう通せば

いいんですよ。だいたい自転車道の横にこうして駐車帯を作ってあるわけです。ガードレールの

向こうに。でも、同じ幅員があるんだったら、これを広い自転車レーンにしちゃえばいいんです

よ。

例えばここに中華料理屋さんがありますね。中華料理屋さんに食材を持ってくるトラックは必

ず止まるはずなんです。トラックが止まる際にこのガードレールのこっちにこう止まって、ここ

から台車も運べやしない、よっこいしょと言って、ふと見ると、向こうから自転車が来る。でも、

これ全部自転車レーンにして、場合によってはここに 5分間の間だけ停車させていただく。こ

ういうソリューションがあってもいいはずなんです。片側通行の自転車レーンだとできるんです

よ。自転車、ここにトラックがあったらこう走れますもん。そして向こうは向こうでこっちに走

らせればいいんです。でもやっぱり相互通行のままで「安全の新常識」と書いてあるわけです、

国土交通省は。あんまり安全といえない、新常識どころか、むしろ「珍常識」と言う方がぴった

りくるかなという気はするんですけど。

ほかのもこんなのばっかりなんです。浅草通りもそうなんです。これは上野警察署の目の前な

んですが、ここに歩道の中にこういうのを相互通行でまた作っている。自転車道。自転車、これ

はまだ自歩道の一部ですけどね。ここももともとはこういう通りでした。パーキングメーターが

こうあって、ここがほとんど使われてない車線としてあったんです。これを歩道をこう広げて、

さっきのを作っちゃったんです。でもこんなのも色を塗って自転車レーンにすれば、ものすごく

幸せな自転車走行空間になると思うんです。

ちなみにヨーロッパでは、こういうのは全部当たり前のメソッドなんです。これが当たり前。

例えばこの相互通行がいかに危ないかという例として、これはアムステルダムの例ですけれど、

道が狭くて分離がうまくいかなくて相互通行にどうしてもなってしまったというところもある

にはあるんですよ。そういう場合は、ちゃんと注意の標識が付くんです。危ないから。両側から

自転車が両側から来ますよ、危ないですよ、と。つまり相互通行にはこれだけの危なさがあると

いうことをオランダは分かっているんですね。
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右側通行が危ないデータは枚挙にいとまがありません。これは警視庁の事故データなんですが、

左側通行側、歩道を通ろうが車道を通ろうが事故は少ないです。全部比べて見ると右側通行の事

故ばっかり。だから、右側通行だけはやっちゃいけない。ところが、それを推奨している、推奨

するといいますか、ソフィスティケートしているのが自転車道ということが多いんですね。

結果、こういうことになっています。これは自転車乗車中の死亡事故の件数。アメリカ、ドイ

ツ、フランス、英国、オランダなどよりもはるかに多い日本の自転車事故。右側通行にはこうい

う危険が潜んでいるわけですね。すみません、長くなりました。

（石黒） 疋田さん、どうもありがとうございました。大変よく分かるご説明でした。木内さん、

今のに関連しましてこの映像に出ました自転車レーンというやつですね。柵とか、それから石を

置かないでペンキでばっと色を塗って、そこを自転車を通すという、これは本来の言葉だと自転

車専用通行帯というもので一般に自転車レーンと呼ばれていると思いますけれども、これがよろ

しいじゃないかというのがたぶん今の疋田さんのお話だったと思うんですけれども、そうします

ともう自転車道というのはそもそもない方がいいのか。あるいは、そうは言っても一定の場合に

は自転車道にもそれなりの意義があるのか。

例えば先ほどの小泉さんのお話で、車線を削る、あるいは相互通行を一方通行にしちゃって自

転車のスペースをたっぷりと取るというようなことも政策的にはあり得るわけですけれども、例

えばそういった場合だったらむしろそうは言っても自転車レーンより自転車道の方がいいんだ

とか、そういう考え方はあるんでしょうか。

（木内） 幅員をたっぷり取るとか極めて理想的なシチュエーションがあれば、それは自転車道

もいいのではないかと。例えば幅員を片側で 5メートル取るとか、そういう自転車のためのス

ペースをたっぷり取った、桃源郷のような自転車道であれば、それは私も賛成です。しかしリア

リティーがないんです。そういったリアリティーがない現状においては、私は自転車道は可及的

に設置すべきでないと考えております。

なぜか。先ほど疋田さんや小泉さんからあったように、自転車レーンの方が敷設が容易で費用

が掛からない。費用を掛けずに自転車の走行空間を確保して、そして安全な自転車走行を促進で

きる。これがまさに自転車レーンのいいところであって、自転車道を設けなきゃならない、ああ、

お金が掛かる。だからその逆に自転車の走行空間の促進が阻害されるということで、自転車道を

作ることにきゅうきゅうとして自転車走行空間を確保することがおろそかになる。こんなことだ

ったら現実的な自転車レーンの方がずっといいんですよ。費用が安くて敷設がしやすい。という

ことで 1つの理由として、そういう自転車レーンの方が敷設が容易なので原則として、原則と

してというか、もう自転車レーンにすべきと。それが 1つ。

もう 1つは、自転車道をどうやって作るかということで、先ほど亀戸の自転車道で柵で自転

車道を区切るという、とても人間的とは思えない。そういうことを言っちゃいけないか。自転車

抑圧手段としての自転車道としか思えないような自転車道があり、そういったことの反省を踏ま
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えてこの「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」では、できるだけそういった柵は避

けると。ただ車道と分離工作物をもって自転車道を区分けするという考え方が取られています。

その分離工作物が何かというと、原則として車道から高さ 15センチメートル以上の縁石を設置

するということで、柵ではなくて 15センチメートル以上の縁石で区切るということになってい

ます。しかしながらいくら縁石にして柵にしなかったところで、その自転車道の前方にある危険

を避けようとして縁石につまずいてけがをするとか、そういった危険性が縁石にも多分にありま

す。

しかも先ほどの疋田さんの PowerPointで自転車道の幅員の例があってすごく狭かったんで

すけど、このガイドラインにおいても同様で、原則として 2メートル以上としてくださいと。

しかしながら特別な事情があってやむを得なければ 1.5メートルまで縮小できると。実際のとこ

ろ 1.5メートルまで縮小されてしまう可能性が大きいと思います、日本の道路事情からすれば。

そういった 1.5メートルまで縮小されてしまった自転車道になってしまうと、先ほどのスライド

のように歩道とか車道に比べて自転車の走行空間が極めて狭隘、狭くなって圧迫された空間にな

ってしまう。こういった事象が生ずることから考えても、やはり自転車道には否定的な評価を下

さざるを得ないと思います。

最後に、外国の諸事例では例えばアムステルダム、オランダなどの自転車先進国においてはそ

ういった自転車道ではなく自転車レーンが普及していると。そういった自転車道を作って車道か

ら区分けするのは、むしろ自転車後進国に見られる例が多いということもございます。こういっ

たことから私は、自転車道ではなく自転車レーンをもって自転車の走行空間とすべきと考えてお

ります。

（石黒） ありがとうございます。小泉さんに伺いたいと思います。今、自転車レーンとか自転

車道という道の話をしたんですが、ここを走っているとき交通標識というのがございますけれど

も、交通標識、自転車は子供も乗りますし、それからオリンピックでなくても外国人の方も道を

走るわけですけれども、そういった方々にも容易に理解される必要があると思いますが、現在の

交通標識はいかがでしょうか。分かりやすい標識になっているのか、あるいはもう少し工夫の余

地があるのかというあたり、それから標識の問題に加えて自転車専用信号というものがあるかと

思いますが、こういった道路そのものの設計をちょっと離れたところの、しかし重要な要素につ

いてお話をいただければと思います。

（小泉） 今お話がございましたけれども、私もツーキニストをやっていまして、年間 1
万キロぐらい走ります、自転車で。自宅から国会まで 22キロですから、今朝も雨の中走っ

てきました。今日は何で雨の中走ってきたかというと、どういう危険があるかというのを

実体験しようというので、雨の日はあまり走らないんですが、やりました。小田急線の駅

の 1駅当たりのマンホールの数が 70から 110個ありました。この上に乗ると滑りますから

ね。
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それと自分は走りながら考えていたんですが、標識はあんまり子供たちも理解してない

と思うんですね。それと外国の例では自転車の専用の信号があって、その自転車が発車し

た後に、日本でも二輪車はクルマよりも前に信号で止まるようになっているところがあり

ますね。ここに自転車が止まって、自転車の信号が早く青になって数秒後にクルマが走り

だすという。こういう信号も日本ではやっぱり取り入れるべきだと思いますね。

それとあと歩道は誰のものかというと、歩行者のものなんです。自分たちが若いころは

クルマの台数も少なかったせいもありましたけれども、歩道は子供の遊び場だったんです

よ。いま一度歩道を子供の遊び場に返してやっていただけないかなと自分は思うんです。

遊ぶのに家の中でゲームに没頭したり、それからまた外でスマホをいじってうろうろした

り、そういうのじゃなくて本当の遊びを子供たちに教えてやれるのは道路だと思うんです

よ。危険も勉強になりますし。それとほかの親のしぐさも分かります。そういうことで子

供に遊び場をもう 1 回返してやりたいと。公園に行って遊びなさい、学校の校庭に行って

遊びなさい。これは野球だとかサッカーをやるにはいいと思いますが、やはり身近できょ

うだい、小さな幼子をお兄ちゃんがボール投げして遊んでやる。これは身近なところです

から、歩道を子供に返してあげたいなと思います。

そして今やっぱり大事なことは、親が手本を示すことだと思うんですね。最近やっとお

巡りさんが車道を走るようになってきました。まだお巡りさんは怖がっていますから、ぶ

るぶる震えながら走っているような気がするんですよ。もっと堂々とね。私も自転車がパ

ンクしなくなりました。これは何かというと、堂々と走るんです。怖がって端へ行けば行

くほどガラスの破片だとか危険物がありますから、1日に 3回もパンクしたことがありまし

た。しかし引いてある横の白線の外を走るんです。そうすると自動車が後ろから警笛を鳴

らしてくれるんですよ。あ、確認してくれたなと安心して走るんです。これは邪魔してい

るんじゃないですからね。

今、違法駐車もだいぶありますから、こういうことの取り締まりもしっかりやって、一

方でやむを得ない状況、例えば荷物の搬入、搬出ですね。ごみの収集車だとか、そういう

ものも含めてやはり時間制限してその時間の中で荷物の積み降しもやってもらう。こうい

う標識も必要だと思うんですね。これからやはり標識によって、先ほど疋田さんの映像に

もありましたけれども自転車の絵が描いてありますね。ああいうのも路面の標識ですから、

ああいうものをどんどん分かりやすいものを整備していく必要があると思いますので、私

たちの責任ですが、一生懸命これも前向きにやっていきたい。

そして一言あと言わせていただくと、私が自転車、真剣に考えているなと。私の名刺の

裏に、自転車活用検討プロジェクトチームの座長と書いてあるんですよ。谷垣先生の議連

の中の。そうすると、お前、こんなことをやるんじゃなくて、自転車以外にやることない

のかと、国会議員が自転車をやってどうするんだと言われる人が多いんです。それだけの

認識ですから、私も意識改革から始めてしっかりやらなきゃいけない、こういうふうにし

っかりと肝に銘じて行動してまいりました。これからもご指導いただければと思います。
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よろしくお願いいたします。

（石黒） どうもありがとうございます。確かに名刺の裏に書いてございまして、表には拉致問

題もなさっているということですが。今の自転車専用信号のお話、自転車を先にまず交差点を渡

らせて、そしてしばらくしてから自動車が動きだすというのは、これはまさに交差点における事

故を防ぐという、そのための工夫という理解でよろしいですか。

（小泉） 疋田さんの本を読んでいただくと全部分かりますから。

（石黒） 皆さんは、疋田さんの本をご覧になっていませんので。宣伝がいろいろと出ましたけ

ど、じゃあ、その疋田さんにちょっと伺いますが、このガイドライン、国交省と警察庁のガイド

ラインですが、自転車の利用ルールの徹底ということを提唱しておりますけれども、先ほどの谷

垣法務大臣のお話でも、これだけ長く自転車活用推進なさっている弁護士でもあられる、法務大

臣でもあられる谷垣さんでさえも交差点の渡り方がちょっと自分としても迷うときがあると、警

察官もよく分かってないんじゃないかというお話がありましたが、利用ルールの徹底ということ

もありますけれども、まさにまた先ほどと同じように自転車は子供も外国人も乗るとか、東京オ

リンピックがやってくるというときに、そもそもそのルールを分かりやすくしないと、徹底と言

ってもある意味では難しいことをむだな時間を使って覚えてもらうということになるんじゃな

いかと思うわけですが、今の日本のルールをもう少し単純化するというか分かりやすくするとす

ればどういうことが考えられるんでしょうか。

（疋田） ルール、難しいとは思うんです。いろいろな法律にまたがっていますし、統一性がな

かなか見えないというところがあるんですよね。ついこの間の法改正で、路側帯という、歩道の

ない道路の簡易歩道といいますか、ペイント歩道みたいなところ、ここに関しては自転車、相互

通行、つまり逆走をやめろというのが初めてできたぐらいなんです。それまで認められていたん

ですよ。路側帯は、左、右、どっちを通ってもオーケーでしたから。

（石黒） 路側帯というのは、道路にペンキで線の引いてあるものですね。

（疋田） そうです。白線が引いてある外側という、歩道がない道路の簡易歩道ということです。

そういうのも含めまして、ルールがいま一つ明確になってないというのはあるんです。警察官の

人々も、何か分かっているんだか分かってないんだか分からないというようなところもありまし

て、一番いいのは、ルールをきちんと明確化すること。それでルールを守るモデルがいることと

いうこと。これはすごくあると思うんです。

例えばさっき小泉先生がおっしゃったように、大人が子供に範を垂れるといいますか、見本を

見せるという、これはすごくありなんですが、その大人自体が自転車のルールを分かっていない
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という現実がありまして、じゃあ、誰がモデルになるべきか。これは警察官がモデルになるべき

だと思うんです。でも警察官も、なかなかそうなってない、と。

さっきようやく車道を走るようになりましたというお声もありましたけれど、本当ですかとい

うね（笑）。やっぱり歩道を走っていますよねというのが現実にありまして、下町なんかへ行き

ますと右側通行なんてのも普通です。このあたりを何とかしないといけない。何とかしなきゃい

けない、それでどんどんドミノのように倒れていくんですけれど、その諸悪の根源はいったい何

か、統一性はいったいどこに求めるべきか。実は法律というよりも、そもそもの、例えば行政の

姿勢、政治の姿勢、ここに統一性がないところだと思うんです。

短いので、もう 1回、スライドを。これですね。これは東京都の例を 2つ挙げるんですが、

まずこれは都道 316号線、浜松町と新橋の間なんです。通称、海岸通りですね。有名な通りで

す。行きますと、お、何か立っていますね、標識が。標識アップにします。おお、車道。で、こ

の車道、自転車禁止なんですよね。なるほど。でも、何で禁止にしているのかよく分からないん

ですが、とにかくここは、車道通行が当たり前なのに、自転車禁止なんです。うーん、弱ったな

と、じゃあ、歩道に行けということなんだなということなんだと思います。

歩道は歩道で、こうやって生け垣で目隠しがしてあって、非常に危ないんです。これ、木内先

生だったか、おっしゃった通り、とにかく歩道と車道の間に目隠ししちゃうと。あ、小泉先生で

すね。ここからふっと交差点に出たときに、事故が起こってしまう。毎日新聞の記事にもある通

りです。自転車事故の 7割は交差点で起きていまして、さくや木に隠れている。大きくします

と、こうです。この自転車は、このクルマにとっては見やすいんですが、見えないのはこれです。

これで覆われちゃうのが危ない。あるんですよ。

だから車道にしましょうというのが基本なんですが、車道の方が安全だという、そのことは、

今日はひとまず置いておいて、じゃあ、車道、だめだという都道、その先へ行ってみます。こう

なんですよ。自転車が先を行くと、タクシーがいっぱい止まっていて、中で居眠りしているんで

す。あるんですよ、スペース。自転車用のスペース、ちゃんと自転車レーンが作れるんです。作

れるんだけど、なぜかこれ、車道を自転車が通るの禁止なんです。禁止にする意味がさっぱり分

からない。さっぱり分からないけど、こういうことをやっちゃう。自転車は車道が原則、歩道は

例外であるにもかかわらず、意味なく車道を走れなくしちゃう。なぜ都はこういうことをやるの

か。完全に営業車両の居眠りスペースなんですよ。海岸通り、よく分かりません。

もう 1つあります。都道は実はこういうのが多いんです。昨今、整備されました山手通りに

したって、実は数々のたまらない部分があるんですが、これもかなりティピカルなので、ちょっ

と出しておきます。墓地の横に居眠り駐車帯、都道 319号線で、不思議な都道ができようとし

ているんです。どこかといいますと、青山墓地の目の前です。こっちがずっと青山墓地で、こっ

ちに都道 319号線があります。ここに自転車レーンなのかな、自転車道なのかな、実は言葉の

使い方もよく分かってないと思うんですが、こういう整備がされます。もうされました。

全幅員の中の歩道部というのがあります。歩道部がここからここまで。歩道の中に現況歩道と

自転車道が入っている。歩道の中にある限り、自転車道とは言わないと思うんですが、たぶん言
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葉の使い方を知らないんでしょう、ここにこう入っている。さらに言いますと、この車道部、こ

っちに関しては停車帯というのがずっとあるんです。そういうのを作るなら、作るなら作るんで

いいんです。問題は統一性なんですよ。

そもそも停車帯なんか作っちゃって、このお墓の横にどこに緊急停車する必然があるのかさっ

ぱり分からないんですが、それでも作るというなら作るでいいんです。だけれども、そもそもで

いいますと、おととしの 10月 25日、国ですよ、警察庁からこういう通達が出ました。自転車

は車道を徹底させる。もともと自転車は車道だったんですが、守られているとは言い難かった。

だから、今後、徹底させます。これがおととしの 10月。

その通達の中には、通達、A4で 5枚なんですけれど、この中にこういうのがあります。パー

キングメーター等を撤去する。パーキングメーターなどを撤去して、自転車道等の整備を推進す

ること。あるんです。これが国の方針なんですよ。だけれども、都の方針はこの逆でしょう。パ

ーキングメーターはこうやって車道の一番端っこ、ここを陣取っているから、自転車にとっては

危なくて仕方がない。だからこういうものはやめちゃいましょうというのが国の方針です。とこ

ろが都の方針は、パーキングメーターどころじゃない、駐車帯、停車帯を作ろう、無料で路肩を

使ってしまおう、というのが都の方針なわけです。つまり行政が、国と地方自治体で真逆のこと

をやっているわけですよ。

まだあります。例えば自転車横断帯の撤去。これも警察庁の通達にはあるんです。それで、警

察庁の、自転車横断帯というのはもちろんこれのことですね。この自転車横断帯、なぜ撤去する

か、なぜこれが危ないかというと、それまで車道を走ってきた自転車がいったん自転車横断帯の

ところにこう行ってこう行く、それでここに巻き込み事故の危険性が生まれるからなんですよ。

このクルマにとっては、あ、この自転車、左に行くんだな、ぎゅっと曲がって、ボンとぶつかる。

これが危ないから、自転車の横断帯を撤去しろと言ったんです。

ところがこの都道 319号線に関しては、自転車横断帯を設置する工事を行います。これいつ

ですか。これは去年の頭です。通達が出た 3ヶ月も後なんですよ、これ。つまり国はこうすべ

きと言っている、都はこうすべきと言っている。どっちが正しいか分かりません。分かりません

が、絶対的に言えるのは、行政があっち行けと言って、こっちの行政があっち行けと言って、そ

れで右往左往しない国民はいないということなんですよ。このあたりの統一性、ここがまず第一

かなという気がします。

（石黒） ありがとうございます。法令とかルール等自体が複雑で分かりにくいという面に加え

て、あるいはそれを上回る問題として、行政の統一的な方針ということについてのご指摘をいた

だいたんだと思います。ルールの徹底というときに、今、自転車を運転する人に対して、教習と

か啓蒙をどんどんやりましょうというようなことが、このガイドラインも含めていわれているわ

けですけれども、自転車の方にその教習、啓蒙はたぶん有効だと思うんですけれども、他方でや

っぱり車道を共有すべきクルマと自転車の関係という中で、クルマは教習の機会というのが確保

されておりますので、車道はクルマだけのものではないと、自転車を、特に自転車はクルマより
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弱い存在ですから、きちんと最大限の注意と尊重をもって自転車に対応しなければならないとい

う、そういうあたりの啓蒙も必要なんじゃないかというふうに思う次第です。

さて次に、東京都建設局が昨年 10月に自転車走行空間整備推進計画を発表しています。これ

は自転車走行空間の整備手法を提示したり、あるいは都内のどこに優先的に自転車空間を作るか

といったようなことを取りまとめたものでありますが、木内さんに伺いたいと思います。この計

画では、2020年、この計画が出たときにはまだオリンピックは決まってなかったですけれども、

2020年までに自転車走行空間を都内に 100キロ程度整備すると、こういうふうに言っておりま

すけれども、この 100キロというのはいかがなんでしょうか、十分な距離なんでしょうか。

（木内） この東京都自転車走行空間整備推進計画、これを見ると、100キロ整備するとか 200
キロ整備するとか、そういった距離の問題ではないなという感じを持っています。この東京都自

転車走行空間整備推進計画、平成 24年 10月に東京都によって出されたものですけれども、そ

れについて、これまでの整備実績というのが載っております。22ページでございます。

それによれば、これまでの整備実績として、自転車の走行空間の整備については 112.0キロメ

ートル整備しましたというふうにいっています。これをさらに 100キロ延ばすということがう

たわれていますが、その今までの整備の 100キロの内訳は何でしょう、112キロの内訳は何で

しょう。車道を活用した自転車レーンの整備、何と 8.7キロ。広い歩道における自転車走行空間

の整備 58.9キロ。水道敷や河川敷を利用した自転車道の整備 44.4キロ。合わせて 112.0キロ。

この中で、もちろん警察庁の方針が変わったこともありますが、自転車レーンであるとか、そ

ういった車道を利用した自転車走行空間の整備が、何と 112キロの中で 8.7キロです。そして

歩道を使った自転車走行空間の整備、つまり歩道を片側ペイントして、片側を自転車、片側、歩

行者というふうに、よく霞ヶ関近辺で見掛けるような、そういった整備、それとあともう 1つ、

構造物による整備、植栽、植木なんかで区切るというような歩道を使った自転車走行空間の整備

が 58.9キロですと。それで、河川敷などを利用した自転車道の整備なので、これは都市交通と

はほぼ関係がありません。

そうなると、都市交通に関係する自転車走行空間としては、自転車レーンが 8.7キロで、歩道

が 58.9キロという、何とその車道を使った整備がほぼ、ほぼというか、かなりの割合で行われ

ていないということが分かりました。そういった状況の下で、今後 100キロ、自転車走行空間

を整備することが期待できるかどうかという問題であります。

先ほども疋田さんの方から、国の施策、警察庁であるとか国土交通省の施策との東京都の施策

の関係が出てきましたけれども、実は同じ論点が東京都に関しても言えるわけで、快適で安全な

自転車利用環境創出ガイドライン、以下、ガイドラインと言いますけど、そのガイドラインにお

いて、自転車の走行空間は自転車道と、それから自転車レーン、それとあと車道における自動車、

自転車混在、こういったレベルに分けられていて、歩道を利用した自転車走行空間ということに

ついては言及されていません。
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ところが、東京都自転車走行空間整備推進計画、以下、計画と言いますけれども、こちらにつ

いては依然として自転車、歩道、車道での行動的分離、または自転車、歩行者道での視覚的分離

ということで、今まで通り歩道にペイントして終わりとか、今まで通り歩道に植え込みを置いて

終わりとか、そういったことは想定されています。これは明らかに国のガイドラインと、それか

らあと東京都の計画、これの違いであって、国と地方公共団体の自転車政策におけるスタンスの

違い、こういったものがここにも柱でも表れています。

ここでもっと象徴的なのが、この東京都自転車走行空間整備計画、以下、すみません、計画、

これの表紙です。これは東京都のホームページにアップされていますが、ここに自転車走行レー

ンが書いてあります。右の上に書いてあるのが、歩道を植え込みなどで区切ったことによってで

きた自転車の走行空間、それから左下にあるのが歩道をペイントしてできた自転車走行空間で、

一番左下が河川敷の自転車走行空間、こういうふうに国が自転車道や、あと自転車レーン、それ

から車道における自転車、車混在ということをうたっているのに対して、この東京都自転車走行

空間の計画、これにおいては依然として歩道におけるペイント、または歩道における植え込みな

どによる歩道を使った自転車走行空間がうたわれているということがございます。

これは明らかに国と地方公共団体の政策の違いです。これは、こういったスタンス、もちろん

東京都の方に言わせれば、いや、これは単に表紙なので、実際の姿勢は違うんですよとおっしゃ

るかもしれません。しかし、こういった自転車走行空間を歩道において確保するということを表

紙にうたった計画、こういったものを出す姿勢というのはいかがなものかなと。そういったとこ

ろで、100キロ延ばすとか 200キロ延ばすとかいうことをうたって、果たして本当に自転車の

円滑な利用が担保できるか、このあたりはちょっと考える余地があるかと思います。

すみません、時間超過しましたが、以上です。

（石黒） どうもありがとうございました。大変、熱のこもったご説明ありがとうございました。

先ほど疋田さんのお話の中で、自歩道という自転車と歩行者の両方が入り交じって利用するとい

うか、歩道に自転車が乗り込んでもよいとされている空間のお話があったんですけれども、これ

は本来の形ではないというお話でしたが、その関連で 1つ簡単にお願いできればと思うんです

が、日本にはママチャリというものがありまして、かなり重くて、あまりスピードが出ないとい

う世界的には特殊な自転車というふうに理解しておりますけれども、お子さんを乗せたお母さん

とかがよく利用されていて、こういった方々にとってはなかなか車道に出るのは怖い、あるいは

歩道をゆっくり走るように、重くてスピードが出ないように元々作られているという、こういう

存在があるかと思うんですが、この歩道を自転車が走るということと、このママチャリの関係に

ついて、疋田さんの思われるところをお聞きできればと思いますが。

（疋田） おっしゃる通り、日本のママチャリというのは非常に世界的に見ると特殊な自転車で

ありまして、1970年に道路交通法が改正されて、63条 4項、つまり指定された歩道ならば自転
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車で通行してもよろしいというのができたときに、ママチャリというのが実質的には生まれたん

です。

ママチャリというのは、歩道専用規格として日本オリジナルとしてどんどん進化を続けていき

まして、歩道を通る、ということは歩行者の間を縫って走らないといけない。なもので、低速で

走らないといけない。低速でも倒れにくい、重心が非常に低い、何かあったらすぐに足を地面に

べったり着くことができる、そういうような歩道専用規格として作られた自転車なんです。

これは必然的にスピードを出すことに向いていませんし、距離を走ることに向いてない。こう

いう自転車というのが走っている国というのは、実は日本と北朝鮮だけでして、なぜ北朝鮮で走

っているかというと、これはもちろん日本のごみが行っているから、北朝鮮で走っているんです。

境港の港から大量に北朝鮮に日本の放置自転車が運ばれている映像なんて見たことある方は多

いと思うんですよ、テレビなんかで。

これはちょっと余談なんですけど、いきなり余談なんですけど、そういうわけで、北朝鮮にマ

マチャリが渡りますでしょう。ママチャリが渡る。ああ、どうやって使われているのかなと思っ

て、平壌の風景とかじーっとテレビ画像で見ていたんですよ。あることに気付くんです。何に気

付くかというと、平壌市民はみんな歩道を走っているんです。世界でもまれな例で、日本だけが

歩道を走る国なんですよ、これは現実として。そこで生まれたのがママチャリ。そのママチャリ

というハードが向こうの国に渡ったんです。

渡ると、さすがにスピードが出ない。距離が走れない。その上、車道の真ん中は将軍様とかが

ビューっと走られるから、たぶん遠慮するんでしょう。それで結局、北朝鮮で日本のママチャリ

は歩道を走っているんです。普通はインフラとか法のあり方、乗り方が自転車の形態を決めるん

ですが、自転車の形態が、自転車のあり方を決めた、という世界でも珍しい例です。お、すげえ

なと思いながら見ているんですが、話題がずれました。とにもかくにも、というわけで、日本の

ママチャリというのは歩道に向いているんですよ。車道に向いてない。歩道に向いているという

ことによって、逆に言うと、あ、スピード出なくてもいいんだ、距離走らなくてもいいんだ、じ

ゃあ、安かろう悪かろうでよかろうということで、1万円内外のママチャリがこんなにはやると

いうことになっちゃったんですね。

何とか考えないといけないと思います。ただ、私はそれでもママチャリに、タイヤに空気をい

っぱい入れて、サドルを高くして、油を注して、そしてできるだけハイパーママチャリにして、

そして乗りなさいと思います。車道へできる限り行きましょうと思います。ただ、それが非常に

難しいのが、子供が乗った自転車なんですよ。子供、つまり前に幼子を乗っけて、後ろに幼子を

乗っけて、そうして走るママチャリ、これは形態はどうであれ、日本の社会の中で絶対に必要で

す。だって保育園に送り迎えに行くときに、軽自動車でもクルマでも行けないですもん。だって

駐車場がないから。渋滞が起きます、保育園の前で。自転車で行かないといけない。

そのお母さんたちに、車道に降りろと言えるか。言えないんですよ。じゃあ、どうすればいい

か。ソリューションは実は 2つありまして、重いソリューションと軽いソリューションです。1
つ目の重いソリューションはいったい何かというと、常々思ってるんですが、、そういう自転車
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を、例えば「福祉軽車両」みたいな名前で指定して、この福祉軽車両だけは歩道を通ってもよか

ろう、その代わりスピード出しちゃいけないよ、それで福祉軽車両じゃない普通の自転車はちゃ

んと車道を走りなさい、それで子乗せが付いた福祉軽車両の、例えばステッカーか何かが張って

ある自転車だけは歩道を通ってもよろしい、こういうのも 1つのあり方だと思うんです。

そしてもう 1つ、軽いソリューションというのもありまして、これはいったい何かというと、

法律の文言をちょびっと変えるだけです。どうすればいいかというと、今の日本の法律の中では、

歩道を通ってもよろしいという要件が3つありまして、1つは自歩道指定されているということ、

もう 1つは工事現場などで車道を通るのが危険でやむを得ない場合、そしてもう 1つが、13歳

未満の子供、そして 70歳以上の老人は文句なしで歩道を通ってもよろしいことになっているん

です。

これは何と書いてあるかというと「13歳未満の子供が“運転する”自転車は」と書いてある

んですよ。これを、13歳未満の子供が「乗っている」に変えてしまう。するとママが救えるん

じゃないかと思うんです。「運転する」を「乗っている」に変えちゃえば、子乗せママチャリは

歩道を安全に走ることがひょっとしたら可能なんじゃないか。

子乗せママチャリの場合はさすがに暴走できませんよ。歩道を通っていたって、ある程度許せ

るという気はするんです。

最終的には車道が自転車レーンが安全なところになって、全部の自転車が移ることが理想です。

なんだけれども、その途中の経過措置として、ママチャリに関してはそういうことを考えてもい

いのではないかなという気がします。

（石黒） なるほど。一刻も早くレーンを整備する、それまでの間のところでそういう工夫をし

ろと、こういうご指摘だと思います。

（疋田） そうですね。なので、そのレーンの上の駐車車両を一層排除して、安全な自転車レー

ンを作れた暁には。

（石黒） はい。2分でお願いしたお話、どうもありがとうございました。次に参ります。今年

のつい先日、7月から施行されております東京都の自転車の安全で適正な利用の促進に関する条

例というのがございますけれども、小泉さんに伺います。この条例の中で、事業者の駐輪場確保

義務というのがうたわれております。平たく言うと、従業員が自転車通勤する場合は、雇い主の

会社がその人の自転車通勤にちゃんと駐輪場が確保されていることをしっかり確認しなさいと、

それが事業主の義務ですよと、こういうことになっているかと思います。

一見、よさそうに思えるわけですが、1点、この事業主のそういう義務を免除するケースとし

て、就業規則で自転車通勤を禁止している、そういう事業主であれば、こういう義務はありませ

んよというふうになっています。この点について、どんなご意見でしょうか。
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（小泉） これは自転車の通勤を禁止しているという会社はずいぶん耳にします。これによって、

駐輪場を確保したりそういうものもなくなっているという話はよく聞きます。しかし社員の人た

ちは自転車で通勤したいと。内緒で乗っていくと、通勤手当てを逆にだまし取っているんじゃな

いかと、こういう話まで出ちゃうと。

今、通勤手当てが出ていることに対して、先ほど疋田さんのお話じゃないけれども、名前を通

勤手当てじゃなくて、何か努力手当てとかそういうものにして、そして自転車で行ってもそのお

金は出ると、電車、バスで行ってもそのお金は出ると、そういう形に名前を変更した方がいいん

じゃないかと思うんですよ。

それと駐輪場については、自治体もどんどん今、作っていますし、駅のそば、だいぶできてき

まして、民間の事業者が高齢者の方々の働く場を提供するということで、朝の忙しい時間と、夜

ですかね、夕方ですかね、ほとんど、その時間帯に手厚く人員を配置するということで、パート、

アルバイトの方を雇用すると。そして民間の方が積極的に駐輪場を経営する時代になってきまし

たから、そういう形で駐輪場対策ももちろん、事業者に対して、やはりそういう何かの考え方の

義務、それを変更してもらうことも必要じゃないかな、こういうふうに思います。

（石黒） 分かりました。ありがとうございました。この都条例には、第 3条で基本理念とい

う規定が設けられておりまして、ごく短く申し上げますと、自転車の安全で適正な利用が促進さ

れなくてはならない、これがこの条例の基本理念であるということなんですけれども、ただ私、

思いますのに、単に安全で適正にしようというのでは、この東京都をどういう町にするのか、都

民にどういう生活を提供するのか、あるいは都の総合交通政策としてどのような移動手段のバラ

ンスを政策的に実現するのかといったような、もう少し大きな視点に欠けているように聞こえる

なというのが私の感想でございまして、2020年のオリンピックをどう運営するかという問題も

ございますが、これはこの 2020年の夏の間の短い開催期間中だけの問題ではなくて、2020年

に向けて、東京をどういう町にしていき、海外からのお客様をどうお迎えするのか。

さらにオリンピックをきっかけに、2020年より先の将来まで見据えて、東京をどういう町に

するのかと、こういう問題だとすると、今から 7年間かけた東京都の町づくり、これと一体化

した総合的な交通政策、クルマをどうするのか、地下鉄、バス等の公共交通をどうするのか、自

転車や歩行者はどうするのか、駐車場、駐輪場はどうするのか、こういったことを考えなくては

いけないのではないかというふうに思います。

このようなオリンピック、町づくり、総合的な交通政策という文脈の中で、最後にパネリスト

の皆さんお 1人ずつに一言、5～6分程度でお話を伺いたいと思いますが、自転車通勤で大幅な

ダイエットに成功した木内さんから、まず一言お願いします。

（木内） 私は自転車通勤をもう 10年ぐらいやっていまして、始めてから半年もしないうちに、

10キロ体重を落としました。健康診断の数値もなかなかいい数値になり、あらためて自転車と

いうのは健康にいい交通機関だなという考えを持っております。自転車、交通機関としては、早
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く安全に目的地に確実に届くということが主目的ですが、それに加えて健康にいい交通機関、環

境に優しい交通機関、そして楽しい交通機関、こういった観点も含めて交通機関は考えるべきで、

その点では自転車というのは非常に有意義なものだと思っています。

それで、先ほど石黒さんからお話がありましたように、オリンピックがありますと、それでオ

リンピックを契機として、まさに都市のあり方そのものが問われていると。その中で自転車の位

置付けも従前と違ったものがあってしかるべきと思います。1964年のオリンピックのときには、

高度経済成長一直線と。高度経済成長の中で自動車の役割が重視され、高速道路が整備され、そ

してそれが 1970年代における交通戦争という非常に悲惨な事態を導き出したと。その中で、子

供たちは歩道における遊び場を奪われ、そして歩行者や自転車といった交通弱者は、自動車とい

う交通強者の前に右往左往し、そして自動車のもたらした交通事故という惨禍、こういったこと

が出てきて、自動車の便宜と裏腹に、いろいろなものを失ったと思います。

そういった高度経済成長は、現在においては影をひそめ、そしてヨーロッパの国々のような円

熟した国に日本がなりつつあるという状況の下で、従前のように高度経済成長一直線ではなく、

歩道で子供が遊び、そして自転車や歩行者が安心して通れるような、そういった自動車と自転車

と歩行者の道路を利用する人が、相互に平等に円滑に交通をできる、そういった都市設計を、オ

リンピックを契機として望みたいと思います。以上でございます。

（石黒） ありがとうございます。次は疋田さんにお願いしたいと思いますが、もしできれば、

金沢とかあるいはコペンハーゲンのシェアバイクのお話とか、あるいは尼崎、宇都宮の自転車レ

ーンのこととか、あるいはロンドンのオリンピックにおける自転車利用の取り組みとか、何かそ

のあたりで、適宜で結構ですから触れていただければと思います。

（疋田） 基本は短くですね、はい（笑）。オリンピックなんです。2005年にロンドンオリン

ピックは招致が決定しました。それから 7年たって 2012年にロンドン五輪は開催されたんです。

今の日本と実は同じなんですよ。猶予期間はわずか 7年。その 2005年、一番最初の、つまりオ

リンピック開催の 7年前に、いったいロンドンでは何が起きていたかということをいいますと、

1つは同時爆破テロというのがアルカーイダによって起きまして、バスと地下鉄が同時に爆破さ

れて、50人ちょっとの人が亡くなったわけです。

それでロンドンっ子たちはこれまで公共交通機関、ロンドンバスに乗ったり地下鉄に乗ったり

していたのが、もうみんな乗るのが怖くなっちゃって、じゃあ、どうする、でもクルマは渋滞だ

らけです。じゃあ、自転車だ。まずここで自転車だったんです。そしてもう 1つロンドン市が

考えたのが、今度の五輪はエコ五輪であると。ということは、これはドイツやオランダやデンマ

ークなどにならって、我々も自転車で町づくりをしなければならないということを目指したんで

すね。

そこから、ボリス革命と呼ばれる一連の自転車革命がスタートしたんです。なぜボリス革命か

というと、ボリス・ジョンソンさんという人がロンドン市長を務めておりまして、そのボリス・
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ジョンソンさんがものすごく強い意志を持って、あるときは強引に自転車政策を進めていったん

ですね。ところが 2005年、2006年の当初は、ロンドンの自転車人口ってあんまり多くなかっ

たですし、そもそもイギリス人って自転車に乗れない人が多くて、あんまり自転車について分か

った施策って取られてなかったんですよ。それで最初のうちは、ロンドンの自転車レーンは歩道

に敷かれていました。歩道に敷かれていたし、イギリスは日本と同じく左側通行なのにもかかわ

らず、右側通行する自転車レーンなんかが普通に敷かれていたりしたんです。大勘違いの集まり

だったんですよ。

ところがそれから、2005年から 2006年になり、2007年になり、これじゃやばい、これでは

円滑に交通が進まないとだんだん気付いてきたんです。じゃあ、デンマークはどうしている、ド

イツはどうしている、オランダはどうしている、そういうのをいろいろ学びながら、ボリス・ジ

ョンソンさんは、こうしよう、こうしようという施策をどんどん打ち出したんですね。それで、

ボリス・ジョンソンさんの下に付いた自転車政策特別顧問、クルビア・レンジャーさんという人

がいたんですね。常にターバンを巻いているインド系英国人。彼にほとんど自転車政策に関する

全権が委譲されたんですよ。

そしてそこで最も理想的な自転車政策とはというのを学んで実行し、そして今に至ったんです。

2012年のロンドン五輪の最後のマラソン大会のとき、テレビで見ていて、何てロンドンは路面

に書かれた自転車マークが多いんだ、自転車レーンが多いんだ、そもそも自転車がこんなに多い

のはいったい何でだと思った方はいっぱいいると思うんです。あれが 7年間のロンドンの成果

なんですよ。

7年間に何が起きたか。例えばサイクル・スーパー・ハイウェーというのができました。真ん

中のウェストミンスターという最も中心街から 12本、放射線状に、クルマの 1車線以上つぶし

た自転車レーンがブルーで塗られて敷かれたんですね。12本。それからシェアバイク、これは

市長の名前を取ってボリス・バイクと呼ばれるんですけど、誰が乗ってもよろしい、それで 30
分以内に返せばただというシェアバイクというのが 6,000台、導入されました。

さらに言うと、毎年、スカイライドという自転車によるパレードが行われるんです。最初は千

数百人から始まったんですって。2012年のスカイライドイベントは 8万人を集めました。それ

だけ市民が自転車に関心を持ち、そして自転車で町の交通ができたんですよ。今やシティ、つま

り日本の兜町にあたるところ、シティでは、自転車に乗ってない人の方が少数派なんです。みん

なヘルメットをかぶってロードバイクに乗っているんです。これが 7年間で起きたロンドンの

変化。

次は東京の番だと思うんですよ。東京のオリンピックだって、エコ五輪のはずです。エコ五輪

になるべきはず。だけれども自転車がこのままでは、世界のお客さんに対して本当に恥ずかしい

んですね。一度あったんですよ、洞爺湖サミット。日本で洞爺湖サミットが行われた際に、この

洞爺湖サミットはエコを話し合うサミットだといわれたんだけど、各国の首脳はみんな東京で降

りて、東京の姿を見てから洞爺湖に行くんです。東京の姿を見て、みんな何を思ったか。あ、東
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京は遅れている、東京という街は欧米の先進都市に似ているんじゃなくて、バンコクとか上海と

かあの手の街にそっくりだと言われたんですって。

それでエコが語れますかという話ですよ。実際、洞爺湖サミットではエコの話ってほとんどさ

れなかった。ほとんどとは言いませんけどね。「エコサミット」という名前から期待ほどはされ

なかったんです。今度の東京オリンピックはいったいどうなるか。実は自転車がどう扱われるか

ということによって、その評価は左右されるような気がしております。頑張りましょう。

（石黒） ありがとうございました。最後、小泉さん、国政をあずかる立場から、日本の首都で

ある東京のあり方、オリンピックを契機として、日本、東京首都圏を世界に向けてどうアピール

していくのかといったあたりを、国家戦略的にお願いします。

（小泉） 国家戦略的にと言われますと、ちょっと気持ちが高まるんですが、東京オリン

ピックからもう 50年ですね。ちょうどインフラがだいぶ大きな問題になっています。この

インフラの整備の中で、自転車に対する配慮のある道路を整備しなきゃいけないと、こう

いうふうに思っていますが、特に今、総理は汚染水の問題も IOC の中でしっかり約束しま

した。環境問題ですね。これをしっかり、原発の事故についてはしっかりと早くに収束さ

せなきゃいけない。これは国の大きな責任ですから。

それと道路の整備、これについては多額のお金が掛かりますから、今、議論されている

のは、これは現実になるかどうか分かりませんが、今の首都高速道路が東京の江戸城の外

堀を走っているという話がよくあります。あの下にずっと川のようなところが走っていた

わけですね。今度はその上の地上権を売ったらいいという話なんですよ。これを全部売れ

ばものすごいお金ができますから。そしてクルマの通る道路がその間を縫って走ればいい

んです。

当然、電気自動車の時代が来るでしょうし、もし石油産油国の副産物として出る水素、

これが輸送方法が確立されてコストが安ければ、燃料電池車も走り始めるでしょうし、コ

ストの問題ですから、あとは売れる台数の問題ですから。それと併せて、自転車の走りや

すい環境をつくらなきゃいけないと、これが一番大事だと思いますね。

それにもっと基本的な部分で、私の同僚の女性の議員の方がよく言われます。最近の若

い人の自転車、ママチャリも時々そうだけれども、ミミズ運転だと。ミミズというのは、

見ないということなんですよ。ミミズだからのろのろ走るのかと思ったら、違うんですね。

そして前も見ない、イヤホンを付けてスマホをやっている。よく出くわします、私も。そ

の場合に、ベルを鳴らす時間はありませんから、わっと大きな声を出すんですよ。そうす

ると向こうは、ぱっと瞬間的に、チキンレースじゃないですが、ハンドルを切ります。こ

れはハンドル切る方向も決めておいた方がいいんですけどね。そうでないとぶつかるから。

こういう部分をしっかりと教育して、原発事故も収束して、そして地震大国ですから、

いつ何が起こるか分かりません。リニアモーターは間に合わないということが確定的です
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けれども、部分的に走らせる可能性はあるんですね。そうしますとイメージが高まります

けれども、環境先進国としてしっかりと位置付けをして、その記憶を持ち帰っていただく

ためには、やはり自転車の存在は大きいと思うんです。

その自転車の中で、今日はまだ話に出ておりませんでしたが、タンデム、2人乗りできる

自転車、これが走れる町をつくりたいと私は思っているんです。障害のある方は、ちょっ

と目が不自由な方は後ろに乗っていれば、一緒にペダルを踏めば走れるんです。そして疋

田先生の本にもよくありますけれども、箱型の、場合によると車いすをそのまま前に載せ

ちゃって走る自転車もあるんです。こういうようなものが走れる自転車のレーンをしっか

りと作っていかなければいけないなと。

このためには、11 ある各省庁が、全部、法律解釈が別々で、警察庁の言っていることも

文科省の言っていることも別ですから、こういう部分を一元化するために、私は今回、自

転車議連の PTの座長を指名されまして、谷垣会長は一元化しようと、そして早くここでま

とめたものを国に出そうと、こういうふうに話し合っていまして、私ども、時間が限られ

ていますが、なるべく早い時期にタンデムが走れる、そして福祉の効いた町、そして空気

のきれいな町の実現を私も努力していきたい、こういうふうに思っております。以上でご

ざいます。（拍手）

（石黒） ありがとうございました。ぜひ実現の方をお願いいたします。時間も迫ってまいりま

して、先ほど質問、意見用紙というのを回収させていただきました。たくさんの方がご熱心にご

質問を書き込んでくださいまして、誠にありがとうございました。時間の関係がございまして、

なかなかたくさんいただいたご質問に対応できないんですけれども、また一部はご質問をお書き

いただいた後で、パネルの中の話題になって既に議論されたものもございますので、恐縮ではあ

りますけれども、ごく一部のご質問について、パネリストに伺ってみたいと思います。

1つ目は木内さんに対するご質問です。法的拘束力を持った免許制度をつくるのは可能かどう

か、その見込まれる効果はどうかと。あるいは自転車は交通違反に条例で行政罰を科すことは可

能かどうかというようなご質問で、これはこのフロア、会場からいただいたものですが、別途、

裁判官の坂口公一さんという方からも書面で、ちょうど何かこの 20日に異動で地方にいらっし

ゃっちゃったので、残念ながら出席できないということで、書面でご質問をいただいております

が、同じようにこの自転車の免許制度はどうかということをぜひ聞いてみたいというようなご要

望もいただいております。木内さん、お願いします。

（木内） 大きく 2つ、免許制に関する質問と、それから条例による違法自転車走行者の処罰、

こういったご質問と聞きましたので、まず免許制について。自動車の運転免許のような形で免許

を作るのは、私は反対なんです。やはり自転車のいいところというのは、老若男女、誰でも平等

に利用できる交通機関というところがいいところでありまして、自動車免許のような形で、免許

を取らないと乗れないというようなことは、その効用をそぐことになります。世界中、見回しま
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しても、そういった運転免許を自転車に課している国はございません。そういった国際的な趨勢

と、それからあと誰でも利用できる交通機関としての効用、こういった観点から、自動車のよう

な運転免許制度については反対です。

ただそうは言っても、自転車の交通ルールであるとか、そういったものについての啓発活動は

必要なわけで、その一環としての免許制というのはあってもいいかと思います。具体的には、例

えば一定の講習を受けていただいて、講習を受けた証しとして免許を交付し、その上で、例えば

東京都など地方公共団体、または国でもいいですけど、そういったところでの公共の駐輪場、こ

ういったものを講習を受けた人に優先的に利用させるというような形で、免許を認められた人に

何かしらのベネフィットを与えると。駐輪場の利用であるとか、そういう形での免許はあっても

いいかなと私は思っています。

それから、条例による処罰です。確かに私が自転車に乗っていましても、交通ルールを守らな

い自転車運転者が後を絶たず、右側通行するとか信号無視するとか、そういったとても危険な運

転者に直面します。そういった人に対して刑事罰をもって制裁を加えるということも、1つ交通

ルールを守っていただく手段としてはありだと思います。ただし、現在のところ違法の自転車走

行者に対する罰則としては、今は赤切符しかなくて、青切符とかそういう中間的な罰則がないと

いう状況があります。そういった中間的な罰則を施行することは必要だと思っていて、それを条

例で施行できるかどうかというのが問題になると思います。

私自身として、こういう交通ルールについては、条例ではなくて全国統一でやるべきではない

かと思います。もちろん交通事情というのは地方によってルールが異なることはあろうかと思い

つつも、やはり東京を自転車で走る人は、東京だけではなくて、いろいろなところから走る人も

来ております。そういった自転車交通という全国統一の必要な事項については、やはり全国統一

で同じルールを施行する方が公平であるかと思います。以上です。

（石黒） ありがとうございます。小泉さんに伺います、2～3車線の広い道路では自転車レー

ン設置の可能性がある一方で、1本裏道に入ったときはどうでしょうか。1車線の道路での自転

車と自動車の共生、共存ということですかね、これについてはどのようにお考えなのでしょうか

と。

（小泉） 生活道路ですね。ここにもクルマがかなり流れ込みます。これはクルマの走行

規制もある程度かけていかないと解決しない問題もあると思うんですね。通勤時間帯、7時

から 9 時まで絶対入っちゃいけないというところでも、捕まらなければと入っていくよう

なクルマも見掛けます。また生活道路で一番、今、邪魔になっているのが電柱ですから、

この電柱を地中化するということも、これから大事な作業の 1 つだと思っていますね。そ

うすれば道路がかなり広く使えるんです。電柱の陰で見えなくて事故になることもありま

すからね。

それからあと生活道路で、クルマと自転車だけの問題じゃなくて、猫はだいたい自由に
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歩き回っていますが、犬の散歩をされている方で、すーっと伸びる、見えるか見えないか

というロープがあるんですよ。これですーっと向こうに犬が行って、こちらに人がいると、

細いロープでつながっていますから、自転車で走っている場合でも、ボールが転がってく

ると子供が出てくるのと同じで、これは必ず注意しているんですけど、これが分からない

でロープを引っ掛けて、犬の治療費を払ったなんていう話も聞きますからね。

こういうことも含めて、生活道路では、マナーとして、子供たちの教育をしっかりとし

て、それからまたクルマの入ってはいけない時間帯には、外国では車止めを付けちゃうと

か、危ないところは道路の真ん中に木を植えてクルマを通さないとか、こういうようなと

ころもあるようで、今は ETC機能がありますから、そういうもので、そばに行けばバスな

んかはその車止めがすっと下がって通れるということも聞いていますし、緊急車両などの

許可を取ったクルマも通れると。

しかしそういう車が通った後に車止めがすっと上がるから、通っちゃいけない車はドン

とぶつかって通れない。このくらいの徹底した道路の通行規制と併せてしっかりやらない

と、なかなか自転車と子供たちと犬の散歩と自動車が共存できる道路にはならないと思う

んですね。生活道路にペイントするというのは、できるところとできないところがありま

すから、まずほとんど難しいんじゃないかなと思いますが、自転車の左側通行を徹底する

ことだと思います。

（石黒） ありがとうございました。残念ながら、最後のご質問ということになります。疋田さ

んにお願いしたいと思いますが、読み上げます。原動機付き自転車、それから電動アシスト自転

車、シルバーカー等、自転車周辺の車両について、特に海外においては電動自転車の普及が活発

な状況ですが、自動車とは本来速度に差がある車両を活用するため、原動機のある車両の区分を

見直す必要があると考えますが、どのようにお考えでしょうかと。

（疋田） 私もあると思います、それは。原動機が付く原付って、正式名称は「原動機付き自転

車」じゃないですか。もともとモペッドという形態で、ペダルがあって、それでペダルプラス原

動機でアシストして、坂道なんかを上っていくみたいなところからスタートしたんですが、今の

50CCバイクというのはもうそれ以上の性能というかを持っていますし、あれはオートバイとし

て扱うべきだなという気はするんです。一方で、電動アシスト付き自転車というのも、これもま

た昨今、ものすごく普及していまして、昨今ではオートバイ全体、原付だけじゃないです、ナナ

ハンから何からみんな含めたオートバイ全体の売り上げを、電動アシスト自転車が抜いちゃった

んですね。それだけ売れている。

それだけ売れている人々は、いったいどういうふうにそれを使っているかといいますと、8割

以上は歩道で使っているんですよ。これもちょっとたまらない問題でして、電動アシスト自転車

というのは、そもそも人が動かさないとアシストは付かない。それで時速 10キロまでは、人間

の倍のアシスト力が付く、つまり合計すると 3倍の力で走れるという力が出るというものなん
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ですね。それで、だんだん、時速 10キロから低減していきまして、時速 24キロでアシスト力

がゼロになるという話なんですが、このレギュレーションというのは、もともとやっぱり自転車

というのは「歩道を通るもの」というということを前提としたから、こういうレギュレーション

というのができているわけですよ。

ただそのレギュレーションというものが、どこまでいいものか。何が言いたいかといいますと、

この電動アシスト力というのは、これぐらいの力がないと坂が上れないんですよね。老人が坂を

上れない。それで今、一番多く使っているのは、何々が丘ニュータウンに住んでいるおじいさん、

おばあさんなんです。彼らの利用率がすごく高いんです。で、そういうニュータウンの場合、ス

ーパーマーケットが坂の下にありますから。それでわざわざ下りていって、また上っていく、こ

れは普通のママチャリじゃ不可能なわけですよ。それで電動アシストに頼る、これが 1つの現

実なんです。

ところがその同じものをフラットな歩道の中で使うと、時速 10キロまではビューンと出ちゃ

うんですよね。これは実に危ないものになっちゃう。さてこれをいったいどう考えるべきかとい

うのは、うーん、困ったもんだなという話なんです。それで、やっぱりその前提となって考える

べきは、じゃあ、自転車は歩道なのか車道なのかという部分なんですよ。歩道だからまずい、車

道だったらいいんじゃないかということになるんですよね。その車道がより安全なものであれば

ということだと思うんです。

ただ、なぜ電動アシスト自転車がここまで売れるか。スクーターを追い抜いた、オートバイも

追い抜いて、電動アシスト自転車がここまでなぜ売れるかというと、買うユーザーのこういう意

識があるからなんです。スクーターは怖い、車道に出ないといけないから。電動アシストだった

ら歩道を走れる。だから売れるんですって。だからこうなると問題も根が深いなと思わざるを得

ないですけど。

（石黒） 絡まっていますね、複雑に。

（疋田） はい。それから、ついでにもう 1つだけ言いますと、海外で売れている電動アシス

ト自転車というのは、実は日本のハイテク電動アシスト自転車とはちょっと違いまして、ペダル

は付いているんですけど、手もとにアクセルが付いているんですよ。アクセルが付いていて、そ

れでびゅーっと行けちゃう。中国なんかで使用されているのは、たいていこのタイプ。なもので、

これは日本では使えませんと、そういう話です。

（石黒） ありがとうございました。残念ながら時間が参りまして、パネルディスカッションは

ここまでということになりますが、私自身は、この自転車のパネルの司会をさせていただいてお

りますけれども、自転車乗りではございません。自転車には乗る人、乗らない人、乗れない人と、

色々な方がいらっしゃいます。一方で、都市交通における自転車の意義の高さは異論のないとこ

ろだと思いますけれども、もちろん自転車に乗らない方、乗れない方への配慮は極めて大切であ
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って、そもそも自転車乗りにしても車運転者にしても、歩道を一切利用しない人はまずいないわ

けですから、歩道上の安全、快適が何よりも重要であることは言うまでもございません。

本日は自転車の走行環境をテーマとしておりましたので、もしかしたら歩行者の安全、安心の

重要性について、ちょっと議論が足りなかったように聞こえたかもしれませんが、決してそれは

真意ではございません。自転車の活用という観点から議論をいただいたためでありまして、この

点をどうかご理解いただければ幸いに存じます。

本日は、パネリストの皆様から大変充実した有益なお話をいただくことができました。つたな

い司会にもかかわらず、素晴らしい議論を展開していただいたことについてお礼を申し上げつつ、

パネルディスカッションを終了いたします。皆さん、ご清聴ありがとうございました。（拍手）

（総合司会） パネリストの皆さん、長時間にわたってありがとうございました。もう一度、四

方のパネリストの皆さんに拍手をお願いします。（拍手）

これで本日の第二東京弁護士会シンポジウム「自転車の公共政策を斬る」を終了させていただ

きます。本日はほぼ満席に近いような形でお集まりいただいて、本当にありがとうございます。

これで終了となりますので、お気を付けてお帰りくださいませ。あと、なおこの後、懇親会を一

応予定しております。もしご出席予定の方は、このまま少々お残りいただければと思います。

＜終了＞


