
（総合司会・福井） 本日はご来場いただきまして

大変ありがとうございます。総合司会をつとめさ

せて頂きます、当会公害対策・環境保全委員会委

員の福井でございます。この質問意見用紙は、こ

の後、３時からの休憩時間中に、皆さんにぜひ回

答してほしいとパネリストや質問、意見をご記入

いただいて回収したいと考えておりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。

それでは早速シンポジウムの内容のほうに入ら

せていただきますが、本日はテレビカメラの収録

が入っておりますので、その点どうぞご了承いた

だきますよう、お願いいたします。

では、最初に、当第二東京弁護士会会長であり

ます飯田隆より、開会の挨拶をさせていただきま

す。

� 開会挨拶

（飯田） 会長の飯田隆でございます。本日は土曜

日にもかからず、多数ご参加いただきまして、本

当にありがとうございます。また、パネラーの先

生方も、お忙しい中ご出席いただきまして、本当

にありがとうございます。

さて、昨年暮れの仕事納めの時期に、警察庁が

道路交通法改正試案を発表いたしました。この改

正試案におきましては、飲酒運転の重罰化、処罰

範囲の拡大が主要な改正点の１つになっておりま

して、この点は、刑法論上も非常に重要な問題を

含んだものとなっているところでございます。し

かし、本日のシンポジウムは、この改正試案の中

で自転車利用に関する規定に焦点を当てましてお

願いしたいと思っております。当会の公害対策環

境保全委員会が主体となって企画させていただき

ました。改正試案の自転車利用に関する規定は、

自転車事故の防止を目的としております。しか

し、この試案に基づく改正がなされた場合、環境

にやさしい乗物である自転車の利用促進に水を差

すということにならないかということが、本日の

シンポジウムの基本テーマでございます。地球温

暖化対策としまして、政府が２００５年４月に作成し

ました京都議定書目標達成計画におきましても、

自転車の利用促進が掲げられております。日本全

体での温室効果ガスの排出量は、基準年である

１９９０年と比べて減少するどころか増加しておりま

す。その中でも、運輸部門の排出量は、約２０％増

と突出しているわけでございます。自動車を中心

とする自動車依存の交通体系から、環境にやさし

い交通体系への転換が求められているわけでござ

います。

他方、環境にやさしい自転車につきまして、

ルール無視の横行が指摘されております。自転車

の歩行者に対する加害事故も増加しております。

もちろん自転車事故を減らすことは重要で、それ

なくしては環境にやさしい自転車の利用促進はあ

り得ないところでございます。道路交通法におき

ましては、自転車は車両の一部でありながら、一

部の歩道を通行することが認められております。

歩道には自転車が通行してよい歩道と、通行して

いけない歩道があるわけでございます。通行して

よい歩道は、標識などによりまして明示されてお

ります。しかし、社会調査によりますと、このよ

うな自転車の走行ルールは、多くの人に理解され

ておりません。ルールが周知徹底されておらず、

自転車が通行してはいけない歩道にまで自転車が

走行しているのが現状でございます。

そのような現状を踏まえまして、もともと歩道

の幅が狭く、自転車が通行してよい歩道にできな

いところでも、一定の要件を満たした場合に、そ

の通行を合法化しようというのが改正試案でござ

います。その要件の１つが、児童・幼児が自転車

に乗る場合であり、もう１つが、車道を自転車が

通行することが危険であることでございます。し

かしながら、歩道を走ってよいということは、標

識等によって示すことは予定されておりません。

そうすると、ますますルールが複雑化するととも

に、周知が困難になるわけでございます。

警察庁は、種々の人材を活用してルールの周知

徹底を図りたいとしておりますが、ルールをより

複雑にするこのような改正が、自転車事故の防止

に本当に役に立つのでしょうか。さらには、環境

にやさしい乗物である自転車の利用促進に役に立

つのでしょうか。これらの点を本日のシンポジウ

ムでご議論していただきたいところでございま

す。

それでは、本日のシンポジウムが有意義なもの

になりますように、何卒よろしくお願い申し上げ

ます。どうもありがとうございました。
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（福井） ありがとうございました。ここで１つお

願いなのですが、土曜日にもかかわらず、大変多

くの方にお越しいただきましたので、席がかなり

混み合ってまいりました。もしカバン等を席に置

いていらっしゃる方がいらっしゃれば、遅れてい

らっしゃった方のために、どうぞ空けていただき

ますよう、詰め合わせてお願いいたします。

それでは、続きまして基調講演として、一橋大

学大学院経済学研究科教授、寺西俊一様より、

「環境保全の観点から見たモーダルシフト、自転

車活用」というテーマで３０分ほどお話をいただけ

ればと思います。寺西教授です。どうぞ、拍手を

もってお迎えください。

� 基調講演

「環境保全の観点からみたモーダルシ
フト：自転車活用」

（寺西教授） ただいまご紹介にあずかりました寺

西でございます。この第二東京弁護士会のシンポ

ジウムで、私がお話しさせていただくのは、実は

二度目の機会でございます。約２年ほど前、２００５

年３月２０日に、これの第一弾にあたる都市交通シ

ンポジウムということで、その場でも基調のお話

をさせていただく機会を与えていただきまして、

そのときのシンポジウムの記録がこういう形で記

録の冊子になっております。これはまだ在庫ある

んでしょうか。もうないんでしょうか。

（福井） だいぶ僅少になっております。

（寺西教授） そうですか。そこでお話しさせてい

ただいたことが、基本的には私の言いたいことの

すべてでございまして、今日はそのときにお出で

になられた方には、ひょっとしたら重なるかもし

れませんが、私の基本的な考え方はそのときから

変わっておりませんから、大体そこと同じ話の論

旨で３０分ばかり、今日、与えられたテーマで、特

に環境保全の観点からのモーダルシフト、自転車

の活用というテーマでお話させていただきます。

その際、私としては都市と交通ということに非常

に関心がございまして、サブタイトルで「持続可

能な都市交通政策を求めて」というふうに書かせ

ていただきました。私の問題意識はそこにあると

いうことであります。

（基調講演１）

私は、専門は環境経済学でありまして、環境の

問題を政策研究としてやっているわけですが、今

皆さんご承知のとおり、環境は非常に深刻な局面

に次々と直面する形になっておりまして、最近の

話題で言えば、アメリカの大統領候補として最終

的に破れたのですが、ゴアが全世界を行脚して、

『不都合な真実』というタイトルになっています

が、温暖化問題、気象異変の問題の深刻な事態

を、アメリカのバックデータをもとにしながら映

像にしたものが日本でも今週あたりから封切りに

なるんじゃないでしょうか。試写会も去年秋から

やっておりました。

そういう意味で言うと、我々の２０世紀型のもの

の考え方、あるいは２０世紀がつくり出してきた、

よかれと思ってつくってきたもの、こういうもの

を環境から全部問い直して作り替えていかなけれ

ばならない、組み替えなければならないという課

題が非常にたくさん山積しているわけでございま

す。

その中でも特に重要な焦点のひとつが、都市を

どうするか、交通をどうするか、ということで

す。とくに都市交通のあり方の転換ということが

環境から非常に切実に求められている課題であり

ます。私はそのことを念頭に置いて、これからお

話しさせていただきたいわけであります。

次のスライドをお願いします。

4－ －



（基調講演２）

私は、まず、都市というものとモータリゼーショ

ン、とくに戦後におけるモータリゼーションとい

うものの関係の見直しというのが、非常に重要な

基本的テーマになっていると思うんですね。モー

タリゼーションというと、ちょっと気取った言い

方になってわかりにくいから、もう少し日本的な

柔らかさで言えば、要するに「クルマ社会」とい

うことですね。あるいは「都市とクルマ」と単純

に言ってもいいかもしれません。都市とクルマの

関係のあり方を今までのようなやり方、高速道路

をつくり、あるいは都市の中の都市計画道路をど

んどんつくってという、そういうことでいいのか

どうかということですが、これは先ほど申し上げ

た一昨年３月のシンポでかなり詳しく私なりの考

え方、見方をお話ししましたので、できればそち

らをご参照いただきたいのですけれども、要する

に２０世紀は概括的に言いますと、モータリゼー

ション、あるいは「クルマ社会」化というのは、

都市のあり方を大きく変えてきたわけですね。

もう少し言うと農村と都市の関係を変えてき

た。都市人口が大きくなっていくことをアーバニ

ゼーション＝都市化といいますが、モータリゼー

ションは明らかに都市化を促進させてきたわけで

すね。しかし、いわゆる都市、シティという言語

が示す本来の都市というのは、コンパクなところ

に集中して住まう、そして、その集積の利益を市

民が享受することで都市というものは成り立って

きた。それに対して農村というのは散在して住ん

で、広大な農地を耕しながら生活する場です。都

市と農村というのは対立概念だったわけですが、

自動車が入ることによって、都市と農村がダラダ

ラダラッとつながって、サブ・アーバニゼーショ

ン、サバーブというのはそれを詰めたもので、郊

外という意味ですが、都市の周辺にスプロール的

に「都市もどき」ものがどんどん拡がっていく。

これを典型的に示したのがアメリカの都市化及

びアメリカのモータリゼーションで、ご承知のよ

うに、アメリカの都市は中心部以外はとにかく車

なしには住めない。そういう意味で、郊外化、ス

プロール化というのが進んでくる。モータリゼー

ションというのがそういうものをどんどん押し進

めることによって、究極において、約１世紀経っ

てモータリゼーションはついに都市を滅ぼしつつ

あると私は思います。

ヨーロッパでは、アンチというか、ノン・アー

バニゼーションといいますか、あるいは「非都市

化」という言葉が使われていますけれども、モー

タリゼーションやクルマ社会が都市の持つ魅力そ

のもの、都市の本質そのものを破壊して、都市を

非都市化しつつあるということですね。というこ

とで、後でちょっとご紹介しますが、皆さんもご

承知のとおり、ヨーロッパ社会は、もともとクル

マ以前に都市ができていて、そして馬車と人しか

通らない、そういう都市空間だったところへ、戦

後、早くは２０世紀に入る前からそうですけれど

も、本格的になったのは２０世紀及び戦後ですね。

いわゆるクルマが都市の中へどんどん入ってくる

中で、都市とモータリゼーションの関係をめぐる

コンフリクトを、ヨーロッパは一番最初に抱えた

わけですね。そこでヨーロッパが２０年、３０年の紆

余曲折の中で選び取った最終回答は、「都市にク

ルマを入れない」ということでございます。「都

市からクルマを締め出す」ということです。これ

がヨーロッパの今の基本です。それはなぜかとい

うと、都市の中にクルマを入れると、都市が都市

でなくなってしまう。都市が破壊をされる。都市

が非都市化するということを彼らは経験上学んだ

からなんですね。

そういうことを踏まえますと、２１世紀、都市と

クルマの関係では、一言でいえば「脱クルマ」

「脱モータリゼーション」というスローガンで政

策的な基本理念を掲げなければならないと私は思

うわけです。ヨーロッパは、１９８０年からここ２０数

年の間に、ほとんどの都市がそういう方向で大体

足並みを揃えるようになりました。当初は、幾つ

かの例外的都市がそういう方向に先駆的に踏み出
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していって、都市の中はむしろ遊歩空間と考え

る。あるいは人々が賑わって交流する、人々の交

流空間だと考える。クルマだとすれ違うだけであ

って交流できないんですよね。すれ違って交流し

たら大変なんです、事故になるわけですから。ク

ルマの交流は事故という悲劇的な形で表れる。こ

れに対して、人間同士、あるいは自転車を含めた

「歩行プラス自転車」という形での交通というの

は、本来都市の内部に最もふさわしい交通のあり

方です。それは都市の遊歩空間、交流空間として

の本来の都市の賑わい、都市の活力というものを

もう一度復元させる。そういう方向でヨーロッパ

ではこの２～３０年、ほとんどの都市がそういう方

向に進んできました。

私は２０数年前にヨーロッパの都市をはじめて回

ったのですが、その頃は理念ではそういうことを

言っていた、７０年頃から言われていたんですけれ

ど、実際にはどこへ行っても広場はみんな駐車場

になっていたんですよ。何だこれはと思いまし

た。パリのシャンゼリゼ通りでも両サイドに路上

駐車があった。ところが、やはりさすがにヨー

ロッパは理念掲げると、それを何年かけてもとに

かく実現していくんですね。最近では、ほとんど

の都市はかつて駐車場化していた広場を全部市民

の賑わいの広場に取り戻し、かつての市場のとこ

ろをクルマが占拠していたのを全部排除して、ふ

たたび市場の賑わいを取り戻して、それでヨー

ロッパ都市はたそがれと言われながらも活力を取

り戻してきた。これが２１世紀初めの姿であり、未

来を示す道だと思うんですね。

とりわけ、ヨーロッパは日本以上に高齢化社会

が先に進んでおりますから、ウィーンなんかへ行

くと、もう３０年ほど前に、もう既に日本の都市が

これから直面するであろう高齢化社会になってい

ました。ですからウィーンなんかは、基本的な公

共交通として、いわゆる市電を残していますね。

そして、クルマは遠慮してその脇を通っていま

す。歩行と自転車、あるいはその他の多様な交通

がウィーンの市内では対等な形で位置づけられて

いて、とりわけ中心部のあたりは、完全に歩行者

空間として、自転車もある意味では非常に制限も

受けている。そういう優先順位をしっかり都市交

通の理念として立ててある。

そして、お年寄りとか障害者にとっても住みや

すい都市にしています。道幅は昔の城壁の跡を外

したリンクなどでは相当に大きい。お年寄りだと

１回で向こうまで渡れないんですよ。日本の信号

の時間間隔だったら半分も渡れませんね。特に大

きな幅員の道路では。 ところが、ちゃんとそれ

も考えて、途中のところへ全部緑地帯を入れて、

そして一歩ずつちゃんと渡れるようにしてある。

しかも信号の変わる時間間隔も日本の３、４倍ゆ

っくりしています。つまり、お年寄りがゆっく

り、慌てずに渡れるように、つまり都市の基本を

人間に置いている。そういう意味で、自動車に奪

われてしまった都市のコミュニティ機能の部分を

全部取り戻す。人間の側に取り戻す。そういう取

り組みが進んでいるということです。

実は２０世紀、都市論の面で我々が非常に影響を

受けた代表的な都市思想家のルイス・マンフォー

ドという人の考え方が、だんだんとル・コルビ

ジェ流の都市論に負けてきたという経緯がありま

す。ル・コルビジェというのは、ニューヨークの

マンハッタンみたいなものを「輝く未来の都市」

として描いた人ですね。東京で言えば、丹下健三

さんですかね。東京都庁舎みたいなものをガンガ

ンつくることが都市の発展だと考えてきた。とこ

ろがマンフォードはそうじゃない。たとえば浅草

のように、賑わいのある、人間味のある、そして

道もわざわざ曲がりくねっているような、そうい

うものが残っている都市空間、こういうものが人

間的都市であって、こういう都市が本来の都市

で、必ずそれが復活するんだということを言って

いました。１９６０年に「都市と自動車」という有名

な論文をマンフォードは書いています。都市は、

自動車の単なる通過空間であってはならない。そ

んな都市は滅びると書いてあります。これは非常

に格言的な言葉でありますが、そういうモータリ

ゼーションと都市の関係の見直しが今問われてい

る。

次のスライドをお願いします。
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（基調講演３）

前回、こういうことでモータリゼーションの反省

をどうするかということで、モータリゼーション

がもたらしてきた弊害をちょっとご説明しまし

た。これはもう、多分皆さんそういう思いを共有

されておられるので、これを釈迦に説法でご説明

する必要はないかと思います。１０項目ここに挙げ

ました。自動車の、あるいはモータリゼーション

のもたらす弊害。次々とこれが顕在化してきた。

これらがますます深刻化しつつある。とりわけ最

近は、一番最後あたりに挙げてありますが、化石

燃料依存の体質を経済的につくってしまう問題も

顕在化しています。ご承知のように、今石油の価

格は非常に高騰しております。これは、７３年、７８

年のオイルショックの単なる再現ではありませ

ん。明らかにこれは、ストラクチャルな、構造的

な資源高騰化であって、背景には中国その他の膨

大な資源需要がありますね。それを背景にしてガ

ソリンその他は、今までのような経済的にペイす

る安価な燃料ではなくなってきているわけです

ね。そういうものに依存しているということは、

ガソリンが途絶えたときに一遍に脆弱な体質をさ

らけ出さざるを得ないということであります。

それから、冒頭で会長ご挨拶がありましたよう

に、最近温暖化対策としても、自動車から代替的

交通手段としての自転車のようなものに転換しな

いといけない。自動車は最大の温室効果ガスの排

出部門の主役になっているということであります

から、そういう意味ではその弊害をどうやって超

えるかというのが課題であります。

次のスライドをお願いします。

（基調講演４）

私は農村出身ですが、農村からクルマをすぐにな

くせというのは、ちょっと現実的な提案にはなら

ない。支持も得られないと思います。農村にこ

そ、逆に言うとクルマは必要かもしれないと私は

思っています。つまり、大量の公共交通機関を整

備することは、それに乗る人口密度との関係で言

うと、なかなか採算性的に厳しい。それでも守る

べき基本的な足としての地方公共鉄道、あるいは

公共機関は残すべきだと思います。それでも農村

的な散在した住まい方のところでは、クルマはあ

る意味必需品かもしれないという気がするのです

けれども、他方、都市部においては、クルマは基

本的な交通手段としては失格というのが、２０世紀

の総括ではないかと思います。

そういうことから、都市交通という限られた交

通論の中で考えたとき、自動車から自転車へとい

う転換、これはおそらくまともに考えれば最も賢

明なる選択になる、それしかないと言ってもいい

かもしれない、と私は思うんですね。

実はこういう考え方を世界的に影響力ある形で

最初に提示したのがローエイという人です。

WWI、ワールド・ウォッチ・インスチュートの

研究員だった方ですが、この方は、１９８９年に「ザ

・バイスクル・ビークル・フォー・スモール・プ

ラネット」、要するに、この小さな地球という惑

星にとって、最もふさわしい乗物、これが実はバ

イスクルだという論文を書いています。彼はその

中でいわゆる化石燃料動力ではなくて、人間が足

で漕ぐペダル動力こそ、２１世紀の地球を救うとい

うことを非常に説得的に示した論文を、ワールド

・ウォッチ・インスチュートのリポートで発表し

ています。その中で彼は、ここに書いてあるよう
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なことを言っています。大気汚染とかいろんな弊

害を引き起こしているその主因である自動車中心

の輸送体系に代わる、代替的な交通手段を本気に

なって研究し、模索し、それを実現していく、そ

ういうときにもう来ているということを強調して

いるわけです。私は、彼の論文は「自転車＝ペダ

ル動力」の現代的な再評価ということをかなり説

得的に提起したものとして注目すべきだと思って

おります。

次のスライドをお願いします。

（基調講演５）

さて、自転車の利用のメリットとかデメリットと

いうのは、いろいろ議論があります。これは私が

とやかく言うよりも、この後パネリストでご登壇

される疋田さんとか小林さんのほうがはるかによ

く実感的にもご存知です。ただ、私はこの中でち

ょっとコメントだけしておきますと、意外と重要

なところは、私は経済学から見ているので言いま

すと、「空間の節約」というのは非常に大きいん

ですね。自動車というのはものすごく空間的な無

駄をつくりだしているんですよ。ロサンゼルスは

市域面積の４割を自動車関連で土地を占められて

いる。道路、それから駐車場その他関連の施設、

そういうもので完全にロサンゼルスは世界を代表

する自動車依存型都市というか、自動車そのもの

の都市になっている。ところが、そのロサンゼル

スで朝夕のラッシュ、通勤混雑はなくせないわけ

ですよ。ついにロサンゼルスも公共交通に戻ると

いうことを考えざるを得なくなった。

そういう意味で言うと、もともと日本の限られ

た国土、その中でも限られた可住地面積の中に発

達した都市のその限られた都市空間を道路の空

間、つまり自動車の通行空間としてだけしか意味

を持たないような空間をいっぱい張り巡らして、

しかもたくさんの無駄な駐車場をたくさんつくっ

て、という非常に非効率な空間利用をつくり出し

てきたのが、実はクルマ社会なんです。

この点で言いますと、クルマ１台対自転車１台

で対比すると１００分の１、自転車は１００分の１の空

間利用で移動が可能なわけですね。土地利用効率

から言うと大変無駄ということです。自転車はそ

のメリットが非常に大きいということです。それ

からエネルギーの節約。これも言うまでもありま

せん。自転車を製造するプロセスでは化石燃料を

多少使いますが、自動車を使うプロセスでは基本

的に人間のエネルギー、人間の足で漕ぎますか

ら、化石燃料は消費しない。そういう意味では、

環境からいって非常に効率がいいということで

す。大気汚染も出さない。温室効果ガスも出さな

い。これは環境的効率が非常にいいわけです。そ

れから、経済的に狭い意味でいっても、自転車と

いうのは相対的には非常に手軽に買えて、手軽に

利用できる。そういう意味で言うと庶民的な費用

で維持・利用できるものだということですね。ま

た、プラスアルファで健康増進効果があるとか、

疋田さんに聞いたら、自転車愛用でかなりの減量

に成功した、そういう意味では健康にもいいわけ

ですね。もちろんデメリットもいろいろ言われて

いるのですが、これらは基本的には克服可能なも

のだと私は思います。

次のスライドをお願いします。

（基調講演６）

そういう状況の中で現状はどうなっているのだろ

うかということですが、これについて、実は今日

のシンポジウムのために、こちらの古川弁護士さ

んから紹介していただいたのですが、一昨年の１１
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月、国土交通省の国土交通政策研究所が、国土交

通政策研究５８号の中で発表している『都市交通に

おける自転車利用のあり方に関する研究』という

報告書があります。２００ページ近くのなかなか情

報満載の報告書です。私は感心して読みましたけ

れど、そこの中でかなり重要なデータが載ってお

ります。そこから幾つかピックアップさせていた

だきました。まず、最も必要度の高い都市交通の

中で、通勤・通学にどういう交通手段を使ってい

るかの推移ですね。これで見ていただくと、自転

車がだんだん減っているわけですね。１９８０年、

８０９万６，０００人が利用していた。それが２０００年には

７５６万９，０００人。シェアも１６．４％から１２．１％に下が

っています。これに対して自家用車が２８．７％だっ

たものが４４．３％。これからさらに５年、６年経っ

ていますから、もうちょっと高くなっているかも

しれません。逆になっていっているわけです。

次のスライドをお願いします。

（基調講演７）

じゃあその自動車を使っている、その使っている

自動車の最大のメリットは、非常に遠い距離を自

由自在にいつでもどこでも移動できるというとこ

ろにあるのですが、距離別に移動手段として最適

性を発揮する、そういう交通分担の最適配分のモ

デルがありますが、それで考えたら大体５キロ圏

未満のところであれば、自転車のほうがいいんで

すね。ところが、自動車利用で６キロ未満でしか

走っていない、６キロ未満のトリップが、先ほど

見たような大変なシェアの中で、都市圏別で見る

と、なんと三大都市圏の政令市で５０．２％。これみ

んな５、６キロ以内だということですね。それか

ら三大都市圏でもそうです。地方へ行くともうち

ょっと高くなって、地方中心都市圏あたりへ行く

と、６４．１％。つまり、すぐそこの郊外のショッピ

ングセンターへ買い物に行くというようなところ

に自動車が使われている。これは実は、この報告

書でも強調されていることですが、自転車交通に

切り替えたほうが効率のいい交通部分なんです

ね。６割から５割は自転車に切り替えておかしく

ないし、自動車を使うことは本来無駄なんです

ね。無駄なことをやっているわけですね。

次のスライドをお願いします。

（基調講演８）

これはまた別の観点から見たもので、都市部にお

ける乗用車で移動している場合の移動距離のシェ

ア。５キロ未満が全国東京都全部入れて４割～３

割ですね。１０キロ未満も約４分の１占めている。

１０キロ以上は３割か４割しかない。つまり６割か

ら７割は１０キロ未満なんですね。さらにそのかな

りの部分は５キロ未満なわけですね。ですからこ

ういう部分がもし自転車に置き換えられれば、格

段に都市の大気汚染もよくなる、地球温暖化対策

にもなる。通過空間としての町のあり方も大きく

様変わりして、賑わい空間として都市が活気を持

つかもしれない。そういう転換の焦点になってい

る。

次のスライドをお願いします。
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（基調講演９）

これは、自転車を利用している人と利用していな

い人のアンケート調査ですね。自転車はこういう

理由で利用している人が多い。自由度が高いと

か、短時間で移動できるとか、コストがかからな

いというのも意外とある。健康によい。やむを得

ず、他に交通手段がないからというのが２割ぐら

いありますね。それから疋田さんみたいに自転車

そのものが楽しいという人は、１０人に１人ぐら

い、１０％ぐらいということのようですね。これは

総務庁のアンケート調査ですね。

次のスライドをお願いします。

（基調講演１０）

利用しない場合。利用していないのはなぜなのか

というと、他のほうが便利だとか、それから天候

があって雨降ったりすると、ちょっと自転車は使

いにくいというのがある。だけど、雨の件は、疋

田さんのブログか何かで見たんですが、東京だっ

たら月に３日ぐらいしか、雨で自転車を断念して

公共交通で行く、やむを得なくそういうふうにな

るというのはそれぐらいしかない。基本的に自転

車でほぼ７、８割可能です。もちろんこれは北海

道とか、もっとものすごく猛暑で暑いところへ行

くと状況が違います。そういう意味で言うと、必

ずしも画一的な議論はできないと思うんですが。

そういうことで利用しない人たちの理由も大体わ

かっています。

次のスライドをお願いします。

（基調講演１１）

じゃあ自転車を利用するかしないかという選択に

おいて、影響を与える要因としてどんなものがあ

るかということでは、やはり一番大きいのが走行

する空間の使いやすさです。つまり、自転車を快

適に使える、自転車を使うことに必要なインフラ

をきちんと整備しているかどうか。これで、４０％

の人たちは使いやすさがあれば使いたいと思って

いる。そういうようなことがここに挙がっていま

す。

次のスライドをお願いします。

（基調講演１２）

今後の意向ということで、これは私は非常に面白

いデータだなと思いました。利用環境が整備され

れば、つまり、自動車インフラが整備されれば、

もうちょっと利用してもいいと思っている人が潜
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在的に２１．５％いる。あるいは、それに関係なく利

用したい、合わせて３割ぐらいの方が利用したい

という、潜在的な意向を持っているということで

すね。

次のスライドをお願いします。

（基調講演１３）

では、以上のことを踏まえて、いま日本で必要な

ことは何かということですね。私は、環境から見

たモーダルシフト、自転車活用という方向で、都

市交通において自転車利用をもっと促進をすべき

だと思うわけですね。もっと自転車利用が都市の

中で大きく位置づけられる必要がある。そういう

意味で言うと、都市交通における自転車利用を積

極的な位置づけとして明確にする。法律でも、あ

るいは何かの形で政策理念の中にきちんと位置づ

けるということがまず重要です。そういう合意を

つくらなければいけない。あるいは政治の中でも

政策の中でも、そういう合意をきちんと入れる。

今日の後のテーマになっています道路交通改正

法は、はっきり言って、そういう大きな議論はほ

とんどなくて、やや末端の、しょうもないと言っ

たら悪いですけれども、あまり大した改正ではな

いですよね。というか、むしろ悪い改正になって

いるような印象がありますね。そうじゃなくても

っと、例えば１９８０年の自転車法の根本改正をきち

んとやるとか、あるいはもう新法として都市交通

基本法をつくって、都市というのはどういうもの

であって、その都市の交通のあり方のなかで、自

転車を末端交通の担い手としての付属物ではなく

て、歩きに次ぐ第二の基本交通だという考え方、

位置づけを優先的に明確化すべきではないかと思

います。これは理念の問題です。

それから、そういう理念を立てた上で、自転車

利用を都市交通にきちんと位置づけていって、そ

れが拡がっていくためには、インフラ整備が決定

的です。これはハードプラスソフトですね。ハー

ドということで言えば、基本的なことは自転車専

用道をきちんとつくるということが、やっぱり基

本で追求されないといけないと思うんですね。今

度の改正案の場合はそういうことを全部棚上げに

しておいて、危ない自転車は歩道上げろみたい

な、それを是認するみたいな、なんかちょっと非

常に選択肢をあえて狭くしておいて、現状維持に

しておいて、部分的な追認をするみたいな話で、

なんか姑息な改正というか、もっと大きな議論を

もっと今の時代やらなければいけないのではない

か。

ハードの面では基本は、自転車専用道の整備で

す。ヨーロッパのやり方を見ていると、ヨーロッ

パだって別に土地がたくさん余っていて自転車専

用道を整備しているわけでない。それでも、オラ

ンダなどは３万キロ以上つくっているわけです、

この２０年の間で。ヨーロッパ全体でも専用道の

ネットワーク化をすすめ、自転車でどこでもヨー

ロッパ中回れるように一生懸命積み上げているわ

けですね。これは土地があるからやっているん

じゃないですよね。ひねり出している。どこから

ひねり出しているか。既存道路を削るということ

ですよ。「既存道路の空間再配分」という考え方

です。道路をクルマに占拠されているのを自転車

に取り戻すということだけなんですね。５車線あ

ったら、両方２車線自転車道にしてしまうとか、

２車線のところでも１車線を一方通行にして、も

う１車線は自転車のために専用にしてしまうと

か、そういう「空間の再配分」ということをきち

んとハード面でやらなければいけない。そして、

それと自転車利用に伴う様々なソフト面のきめ細

かいケアが必要ですね。

非常に驚くのはヨーロッパなどでは、例えば自

転車で通勤したら、ちゃんと通勤手当を出す。そ

れから自転車で来ると、汗かきますよね。このた

め、たとえば一定人数以上の従業員のところは、

自転車通勤者のためにちゃんとシャワー室を設け

なければならないとか、そういうようなことを１

つの社会のルールにしていっているわけですね。

そういう意味ではハードプラスソフトの総合施策

のプログラムづくりをやるべきです。このための
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知見や経験はヨーロッパにいっぱいありますか

ら、専門的なメンバーを集めてやればすぐプログ

ラムができる。

そして、そこまで行けたとして、次の問題はそ

れを実現する財源です。財政、資金、税の問題。

この点で言えば、道路特定財源問題が今後どうな

っていくかかわかりませんけれども、この道路特

定財源だけで５兆８，０００億もあるわけですよね。

ちょっと読み替えれば、「道路整備」の目的の中

に自転車道整備を加えれば、そのうちの１割でも

５％でも割くことは十分可能なわけです。そうい

う意味で言えば、財源は十分ある。それから関連

する諸施策の中で、いろんな自転車に関連する関

連省庁の関連予算があります。これがばらばらに

なっているから、これを統合して使うという「関

連予算の統合化」という改革をしなければいけな

いということです。

それは誰がやるのかということで言うと、国と

地方レベルで責任ある担当所管を設置して、そこ

に権限を与えて、そしてそこに、一昨年もちょっ

と冗談で言っているんですけれど、例えば疋田さ

んみたいな人をそれの担当所管大臣にしてしまう

というようなことをやって、権限を集中して自転

車中心型の都市交通づくりのための新しいスター

トを切るというようなことが必要です。つまり、

自転車利用にかかる縦割り行政をきちんと転換す

る、総合化するということが必要ではないかと思

います。

（基調講演１４）

ちょっと時間を２、３分オーバーしましたが、

最後に、これは一昨年もちょっと紹介し、その報

告書にも載っていますのでカットしますが、オラ

ンダのデフォルトという都市は、世界で一番最初

に自転車中心型の都市づくりを１９６０年代からやり

始めて、大変きれいな町でヨーロッパでも有名で

す。その視察に行きましたので、ちょっとご紹介

しようと思ったのですが、後のパネル等の時間が

あれば、お見せします。ちょっと２、３分オー

バーして申し訳ございませんが、以上で私の基調

問題提起ということで終わらせていただきたいと

思います。どうもありがとうございました。

（福井） 寺西教授、大変ありがとうございまし

た。短い時間で明確な基本示唆を与えていただき

ました。もう一度寺西教授に大きな拍手をお願い

いたします。

補足いたしますと、先ほど私が在庫僅少と申し

上げました一昨年のシンポジウムの報告書でござ

いますが、当弁護士会のホームページに全文が掲

載されておりますので、ご興味のある方は、ぜひ

そちらをご覧ください。アドレスは簡単で、

niben.jp でご覧になることができます。

それでは続きまして、当会公害対策・環境保全

委員会委員である古川美（よしみ）より、基調報

告といたしまして、昨年１１月に自転車対策検討懇

談会が発表いたしました、提言、そしてそれに基

づいて現在提案されております道交法改正試案、

この内容の簡単なご紹介、それから現行道路交通

法において自転車の走行空間がどうなっている

か、この点を簡単にご紹介させていただきます。

古川委員です。

� 基調報告

「自転車の安全利用の促進に関する提
言・道路交通法改正試案骨子、現行道
路交通法における自転車の走行空間の
ルール」

「提言」骨子

（古川） 二弁会員の古川美です。昨年１１月の末

に、「自転車の安全利用の促進に関する提言」

が、警察庁が設置した自転車対策検討懇談会から

出されました。これは皆さんご存じだと思います

けれども、その骨子をまず簡単に説明させていた

だきたいと思います。まず自転車が被害者となる

交通事故、それから加害者となる交通事故が増加
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しているという現状があります。その中で自転車

の事故を減らすためには、自転車道が整備される

ことが必要なんだけれども、先ほど寺西教授のお

話にもありましたけれども、遅々として整備が進

んでいない。

そこで、１つの方策として、幅が狭くて、現行

法令上自転車通行を認めることができない歩道で

あっても、児童・幼児が運転する場合、それか

ら、車道が危険な場合に歩道通行を認めましょう

という提言が１つ。それから、車道の通行が特に

危険な場合は、自転車通行を禁止しましょうとい

う提言があります。

それから、自転車のマナー違反が目立つから、

交通教育の徹底を図らなければいけない。さらに

自転車の交通法規違反の摘発を強化しますという

ことです（資料１）。

（基調報告１）

これは提言から取ったグラフですけれども、自転

車の事故がふえています。

（基調報告２）

その自転車の事故、このグラフで言えば一番上が

日本ですけれども、歩行者と自転車の死者数の割

合が、自動車の死者数に比べて非常に多い。他の

国に比べて非常に多いという現状があります。

（基調報告３）

交通事故全体の発生件数も、平成７年から平成

１７年の１０年間にふえているという現状がありま

す。

（基調報告４）

これが自転車道の整備の状況ですけれども、５４

年に１万６，０００キロあまりだったものが、現在は

７万６，０００キロあまりに増加はしている。しか

し、これには「自転車歩行者道」といって自転車

が通行していい歩道７万キロあまりも含まれてい

ます。自転車専用の空間は２３００キロあまりしかあ

りません。

改正試案の骨子

次に「自転車の安全利用の促進に関する提言」

を受けて、１２月の末に「道路交通法改正試案」が

出されました。この試案についてパブリックコメ

ントが募集されています。

改正試案のうち自転車の走行空間に関しての部

分だけ説明させていただきます。改正試案は、自

転車の通行区分の明確化ということを言っていま

す。通行区分の明確化といっても何のことかよく

わからない。これを読み解くと、その１つは、道

路標識等によって普通自転車歩道通行可の規制が

なされている場合のほか、つまり、現行法では道

幅が狭くて自転車が通行してよいという標識等を
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つけることができない歩道について、児童・幼児

が普通自転車を運転する場合、車道を通行するこ

とが危険である場合は、例外的に歩道通行をする

ことができるとするものです。

改正試案の２つ目のポイントは、今まで自転車

が通ってはいけないとされていた歩道に自転車を

通すわけですから、歩道における歩行者の安全対

策というのを手当しなければいけない。そこで、

歩行者の安全を確保する必要があるときに、警察

官の判断によって歩道を進行してはならない旨を

指示することができることにする。この指示に違

反した場合は罰則が適用されます。

現行の自転車走行空間のルール

次に、現行法上の自転車走行ルールがどうなっ

ているかについて説明します。各種の社会調査に

よると、これがかなりの部分理解されていない。

自転車の走行ルールは、道路交通法で定められて

います。

（基調報告５）

道路交通法では、自転車は、車道を通行するの

が原則です。自転車は軽車両という車両に分類さ

れます。軽車両は車両であって、車両は車道を通

行しなければいけない。これが道路交通法の１７条

１項です。

ちなみに、資料の２として、今回のシンポジウ

ムのために自転車の通行空間に関する法令をまと

めてありますので、それを読んでいただきたいと

思います。自転車は車道を走るのが原則です。も

っとも、自転車道があれば自転車道を走らなけれ

ばいけないことになっています。これは、道路交

通法の６３条の３です。

（基調報告６）

ちょっと皆さんにお伺いしたいのですけれど

も、歩道を色分けしてある道があります。これは

東京地方裁判所の前の道です。ちょっと歩行者で

隠れていますが、左側にじてんしゃと書かれ自転

車マークが描いてあります。これは自転車道であ

るというふうに思われる方は、ちょっと手を挙げ

ていただけますか。ここにお集まりの方はよくわ

かっていらっしゃる。これは自転車道ではありま

せん。自転車道というのは、道路交通法に定義規

定があり、自転車の通行の用に供するために、縁

石線または柵その他これに類する工作物によって

区画された車道の部分とされています。

（基調報告７）

（基調報告８）
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ちょっと見にくいですけれども、これは提言の

９頁、図１１です。左から２番目に自転車道と記載

されているのがそれです。

ただ、この説明が不正確だと思うのですけれど

も、下のところに視覚的に分離ということで、白

線カラー塗装と書いてありますけれども、道路交

通法上自転車道というのはこの縁石線等で区別し

なければいけないということになっています。

（基調報告９）

これは、国立の駅前の大学通りです。私は、東

京にある自転車道はここしか知らないのですけれ

ども、これが自転車道です。左に車道があって、

縁石線によって区切られている。

（基調報告１０）

この真ん中が自転車道で、右側が植え込みです。

（基調報告１１）

（基調報告１２）

この植え込みのさらに右側に歩道があります。

次に、自転車道での双方向通行ができるかとい

うと、これはできるということで制限はありませ

ん。これを認める必要ないのではないかと私は思

うんですけれどね。

（基調報告１３）

それから、自転車は歩道も走ることができま

す。普通自転車は、１７条１項規定にかかわらず、

道路標識等によって通行することができるとされ

ている歩道を通行することができる。これが６３条
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４の１項です。このような標識がついている歩道

は、通行することができるということです。

じゃあ歩道とは何かというと、これも道路交通

法に定義規定がありまして、歩行者の通行の用に

供するため、縁石線または柵その他これに類する

工作物によって区画された道路の部分を言うとさ

れています。

自転車が通行していい歩道の場合、どこを通行

すればいいかというと、当該歩道の中央から車道

寄りの部分を通行しなさいとされています。ま

た、道路標識等によって通行すべき部分が指定さ

れているときは、その指定された部分を走ってく

ださいということになっています。これが６３条の

４の２項です。

（基調報告１４）

このように色分けされて、自転車と書いてあると

ころを走りなさいということです。

歩道を走る場合に、ここが一番問題なんですけ

れども、徐行しなければいけません。歩行者の通

行を妨げることになるときは、一時停止をしなけ

ればならない。これが６３条４の２項です。

（基調報告１５）

これは新橋と虎ノ門の間の歩道です。色分けして

あり右側を自転車が通行する。先には横断陸橋が

あってまっすぐ通行できないようになっていて、

指定場所からはみ出さざるを得ない。また、歩行

者優先と表示されている。これが指定された場所

ということになります。

では、歩道のなかで自転車が通っていいと指定

された場所に歩行者は立ち入っていいのかという

とだめという人はいますか。いない。これは歩道

ですから、歩行者はどこを歩いてもいいわけで

す。自転車は指定された場所を走らなければいけ

ないけれども、歩行者は歩道である以上、どこを

歩いてもかまわないということです。

これも問題だと思いますけれども、自転車は通

行していい歩道を、道路全体から見て右側の歩道

を通行しても、左側の歩道を通行してもいいのか

というと、これはできます。現行法上制限があり

ません。車道では左側通行ということになってい

ますけれども、歩道上では車道側を走ればいいだ

けで、それ以上の制限がないのです。

自転車が通っていい歩道は、道路標識等の設置

によって交通規制を行う。これは公安委員会の権

限になります。道路交通法４条１項です。

では、どういう基準で歩道を自転車が通っていい

ですよと決めているかというと、歩道及び交通の

状況により支障がないことという基準がありま

す。道路交通法施行令にこの基準が設けられてい

ます。歩道の幅は２メートル以上です。７０年の道

路交通法改正にともない道路構造令が改正がさ

れ、自転車歩行車道の幅の最低基準が２メートル

とされました。道路構造令はその後改正され、９３

年から自転車歩行者道は３メートル以上になって

います。これが道路構造令の１０条です。９３年改正

前は最低２メートルでよかった。ですから、その

基準が今も生きていて、２メートル以上あれば自

転車が通っていい道路にできるということです。

ここはちょっと頭に入れておいてもらいたいんで

すけれども、今回改正試案で出てきた歩道を通行

していい場合を拡大するということは、この最低

２メートルない歩道でも自転車が通ってもいいで

すよということなのです。

道路構造令の自転車歩行者道というのは、もっ

ぱら自転車及び歩行者の通行の用に供するため

に、縁石線または柵その他これに類する工作物に
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よって区画して設けられるとされています。自転

車歩行車道という概念は道路交通法にはありませ

ん。道路構造令で定められているもので、これは

道路交通法では歩道にあたります。

そうすると、道路交通法と道路構造令との関係

はどうなるのだということになりますけれども、

交通ルールは道路交通法で定められています。道

路構造令というのは道路法に基づく政令であっ

て、道路をつくるときの基準を定めたものです。

こういう違いがあります。道路管理者がつくった

自転車歩行者道について、交通管理者（公安委員

会）が自転車が通行してもいい歩道ですよという

指定を行うと自転車通行可の歩道になるいう関係

です。自転車歩行者道としてつくられた道路でも

自転車が通行していいと交通管理者（公安委員

会）が指定しなければ、自転車の通行していい歩

道になりません。しかし、道路をつくるときは道

路管理者と交通管理者（公安委員会）が話し合っ

てつくるので、自転車歩行者道としてつくられた

けれども自転車の通行していい歩道に指定されな

いということはありません。

改正試案の意味

改正試案では、自転車の通行区分の明確化とい

うことをうたっています。道路標識等によって自

転車、普通自転車歩道通行可の規制がなされてい

る場合のほか、児童・幼児が普通自転車を運転す

る場合、車道を通行することが危険である場合、

例外的に歩道を通行することができるといってい

ます。

この道路標識等により、普通自転車歩道通行可

の規制がなされている場合のほかという文言を、

当委員会の弁護士にそのままメールで送ったら、

これは表現が間違っているのではないですかかと

指摘されたことがあります。しかし、これは提言

そのままの表現です。これはどういう意味かとい

うと、道路標識によって普通自転車通行可、つま

り自転車が通っていいですよという指定がされて

いる歩道のことです。その指定を規制と言ってい

るわけです。そういう規制がなされている場合の

ほかというのは、自転車が通ってもいいですよと

いうことができない道路であってもという意味で

す。その歩道の幅とは、先ほども言いましたよう

に、２メートルの基準を満たさないで、歩道通行

可の指定ができない歩道でもという意味です。そ

の歩道を自転車が通行していいことにしたいと公

安委員会が判断すれば、「歩道通行可」とすれば

済むはずですが、基準を満たさないためにそれが

できない。そこで、基準を満たさない歩道でも自

転車が通行していい場合を決めるということで

す。

道路交通法規定の変遷

道路交通法改正の沿革を見ると１９７０年改正によ

ってはじめて自転車の歩道通行が認められまし

た。これについては資料の３に、１９７０年改正前の

規定と１９７０年改正によってどう変わったかをまと

めてあります。さらに７８年改正によって、現在の

規定に変わりました。７０年改正と７８年改正によっ

て自転車の走行空間についての規定が変わった

際、国会でどのような議論がなされているか議事

録を抜粋したのが資料の４です。なかなか興味深

い議論がなされています。

７０年改正で二輪の自転車の一部歩道通行を認め

た。７８年改正は何をやったかというと、歩道通行

できる自転車を三輪にまで拡大しています。この

時期に三輪の買い物自転車というものが出てき

て、それも主婦層が主に使う自転車ということ

で、これも歩道通行を認めてもいいじゃないかと

いうことで拡大されています。

７０年改正の内容ですけれども、これは公安委員

会が指定した歩道については自転車が通行できる

ようにすることです。この場合に自転車が歩道を

通行することになると、歩行者との関係での事故

が心配になる。その手当として、自転車は歩行者

の通行を妨げないような速度と方法で進行しなけ

ればいけないという規定を設けました。自転車が

歩道を通行することを認める趣旨というのは、自

動車が増えて自転車との事故がふえているから歩

道に上げちゃおうということです。

ちょっとここが注目してもらいたいのですけれ

ども、この資料の４の中に入っていますが、１９７０

年の改正のときの国会の議論の中（参議院会議録

６３回国会 地方行政委員会 昭和４５年４月２日）

で、法律的な根拠はないけれども、実際上の指導

として、歩道上の自転車を通らせているところも

ありますよということを政府委員が答えていま

す。そのような違法な実態を法改正によって認め
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るんだといっています。

１９７０年の改正のもう１つの歩行者への配慮です

が、歩道上の歩行者対自転車事故のおそれがある

ような歩道には自転車は通しませんと政府委員は

言っています。どういうところを通すかという

と、人の通行があまりなくて、しかも非常に歩道

が広いところだけを通す。だから心配はありませ

んと答えています。

ところが、７０年に改正された道路構造令では、

自転車歩行者道は２メートル以上と規定されてい

ます。その２メートルというのが非常に広いとい

えるのか大いに疑問だと思います。

７８年の改正の内容は、１つは二輪の自転車以外

の自転車は歩道通行ができないことになっていた

のを三輪の自転車についても認めたことです。そ

して、歩道を通行することができる自転車を普通

自転車として大きさ等について制限を加えまし

た。また、通行の場所として、歩道の中央から車

道寄りの部分を通行しなければならないという規

定を設けました。さらに、通行の仕方として徐行

を求めています。そして、歩行者の通行を妨げる

こととなるときは一時停止しなさいと、対歩行者

に関する条文を整理しました。

自転車が歩道を通行する場合徐行しなければい

けない。では徐行というのは時速何キロぐらいか

というと、４キロから５キロというのが国会での

答弁です。先日、警察庁でお話を伺ったときに、

時速４、５キロというのが徐行ですよねという話

をしましたが否定されていませんので、基本的に

はそういう解釈が維持されているのだと思いま

す。

この自転車が歩道を走っていい場合の通行の仕

方として、徐行、一時停止義務があります。で

は、どうやってそれを担保するかというと、罰則

規定が７０年改正当時から設けられています。しか

し、７８年改正のときの国会での政府委員の説明に

よると、罰則規定はあるけれども、適用は基本的

に考えていませんと言っています。２万円以下の

罰金、または科料という罰則はあるけれども考え

ていませんと言っています。

徐行というのは直ちに停止することができるよ

うな速度です。これが時速４キロから５キロとい

うのが国会答弁ですが、自転車にはちょっとバラ

ンスがとりにくい速度です。以上で基調報告を終

わります。

（福井） 古川委員、ありがとうございました。そ

れではここからパネルディスカッションに移りた

いと思いますので、パネル司会の方、出演者の

方々、壇上へお上がりください。

よろしいでしょうか。それでは出演者の皆さん

をご紹介させていただきます。まず、一番向かっ

て左側より、パネリストでNPO自転車活用推進

研究会の事務局長理事長でいらっしゃいます小林

成基さんです。続きまして、先ほどご登壇の寺西

教授です。そして、株式会社TBSテレビのプロ

デューサーでいらっしゃる疋田智さんです。先ほ

ど登壇の古川委員でございます。そして私のすぐ

左側が、当会公害対策・環境保全委員会、都市交

通部会長であります工藤一彦です。

それでは、このメンバーによりまして、まずパ

ネルディスカッションの第一部を行っていただき

ますが、時間は予定どおりということで３時まで

が第一部でよろしいですね。では、３時まで残り

４０分強しかありませんけれども、そこで一たん休

憩を取ることにいたしまして、ここでマイクをパ

ネル司会の工藤委員に渡させていただきます。

� パネルディスカッション

（司会・工藤） パネルディスカッションの司会を

させていただきます工藤といいます。私も疋田さ

んのホームページを見て自転車通勤を始めて、都

市交通のあり方に疑問を持つようになった一人で

す。

まず、今回の提言、それから改正試案という問

題をこれから扱っていくわけなんですけれども、

先ほど寺西教授から、自転車のメリットについて

いろいろお話を伺いましたが、小林さん、この自

転車のメリットは、ほかにも色々とあると思いま

す。この点ご説明いただけますか。

自転車利用のメリット

（小林） 自転車のメリットはいっぱいあると思う

んですけれども、地球環境の話とか、寺西教授が

おっしゃったとおりなのですが、１９８８年から９０年

頃にかけて、アメリカの日本で言う国土交通省、
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交通省なんですが、連邦の交通省が、自転車の活

用を勧めるための報告書を出しているんですね。

そこで大体５項目ぐらい出されているのですが、

渋滞だとか交通事故の防止とかということがある

んですけれども、やっぱり見ていくと地球環境の

保全の話、それから自治体が抱えている様々な問

題というのは、自転車を活用すると全部解決する

と書いてあるんですね。

それから、注目するべきなのは、先ほど寺西教

授もちょっと触れられましたけれども、医療費の

削減ができると書いてあるんです。まさにメタボ

リック症候群からどうやって脱出するかというと

ころは、たまたまこの分野ですと、名古屋市立大

学の高石鉄雄さんという助教授がおられるのです

が、この人がずっと京都大学時代から研究されて

いるのですけれども、いくら一生懸命歩いて、万

歩計で１万歩なんて歩いてもほとんど効果はない

そうです。自転車で１日５分から１０分走るほうが

寝たきりにならない確率が非常に高いと。これは

学問的に今立証して、サンプリングもしても、

近々論文にするとおっしゃっていましたので、そ

れが出てくると日本の政府も、これが根拠だから

自転車は健康のために役立つんだと言えるのです

が、残念ながら日本にはそういう根拠になる論文

がまだありません。

ただ、アメリカもヨーロッパも、健康と自転車

の関係というものを研究した論文がたくさんある

ものですから、それに基づいて政府は、ちゃんと

健康にも役に立つと言っている。メリットを挙げ

たら朝になりますので、とりあえずアメリカなん

かはそう言っているというふうにご紹介したいと

思います。

（工藤） どうもありがとうございます。疋田さ

ん、これまで話が出ているのが、地球規模とか国

家財政の問題とか、そういう大きな問題なんです

けれども、個人的に見た場合に、自転車利用とい

うのはどういうメリットがあるのでしょうか。

（疋田） 自転車のメリットというのは話せば朝ま

でなっちゃうんですけれども、とりあえず、まず

目に見えて変わるのが、さっき寺西教授から紹介

があったとおり、痩せるということなんですよ。

もともと８４キロあったのが６７キロになりまして、

それと同時に、血糖値でありますとか、尿酸値で

あるとか、コレステロール値、中性脂肪値、こう

いう生活習慣病に直結する数値があるじゃないで

すか。あれが自転車通勤を始める前はみんなC

かDだったのが、今はもう全部A判定になりま

した。だから、多分自転車を使わないその前の生

活をずっと続けていたら、今頃糖尿病だの、何と

か病だのになっていたと思うんですよ。それから

全く健康体に戻ることができたというのは、やっ

ぱりこれは自転車の大きなメリットで、これが広

い話では医療費削減につながるのかなと思ったり

しています。

ただ、そういう健康になるというのは、僕らも

自転車ということを考えると、当たり前というの

は当たり前だと思うんです。皆さんも多分自転車

乗っている方々が多いと思うので、自分で経験さ

れているとおり、中でもそこに来ていらっしゃる

作家の高千穂遙先生といらっしゃるんですけれ

ど、「自転車で痩せた人」という本まで書いちゃ

って、体脂肪率は今では１桁だそうです。すごい

ですよね。２４％から１桁ですから。それぐらいの

効果が自転車にはあると。これは、でも当たり前

といえば当たり前だと思うんですね。

もう１つ当たり前ということで言うと、健康に

いいということと、それからお金使いませんから

経済的ということもあるのですが、これも大きか

ったんですけれども、これも当たり前といえば当

たり前。

もう１つ大きかったのが、東京という町が自転

車で移動していると、一言で言うと身近になると

いうことなんです。自転車で移動していますと、

駅があって、駅のまわり、こっちの駅があって駅

のまわりというふうに、点々点々の集まりが東京

という町のとらえ方だったと思うんですよ。それ

が自転車で移動することによって、点が線になっ

て、面になって、全部が地続きでつながっている

んだということがだんだんわかってくるという点

がありますね。

その中で、例えば都市の中の季節感であると

か、ここではもう桜が咲いているとか、ここでは

銀杏が散っているとか、そういう季節感というの

をすごく感じることができるようになった。町と

町がつながっている。例えばここ霞が関と麹町な

んか行くとしましょう。霞が関から麹町だと電車

で２回ぐらい乗り換えてはじめて行ける。３０分ぐ

らいかかるところなわけですよ。ところが自転車
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だとここから１０分かからないですからね。その町

が町がつながっていて、つながっている道々の途

中に、ここにテレビでやっていた行列のできる

ラーメン屋さんはあったのかとか、ここに何とか

図書館はあったのかと、そういうことがどんどん

気づいていく。そういうよさがあるんです。

自転車というのは、さっき寺西教授の講演の中

にもありましたとおり、町を身近に、つまり都市

というもののよさというのが一番享受できる。で

も歩いているよりはスピーディー、だけど全く車

の中に閉じこもって風景としてもあまり見ないよ

うなものと違う。非常にいいところにあると思う

んですよ。この健康、それから経済的、そして町

が身近になり、都市のよさが享受できる。この３

つ。これは本当個人にとって自転車の大きなメ

リットで、このメリットを感じることによって、

おそらく人生が変わると思うんです。人生がちょ

っと楽しくなるんですよ。楽しくなってここ１０年

なんですけれど、その楽しい１０年が、今奪われよ

うとしているという気がしまして、それでこの提

言、これから喋っていくのですが、危惧している

ところだったりするんです。ちょっと長くなりま

した。

（工藤） ありがとうございました。今日配付しま

した「自転車の安全利用の促進に関する提言」の

１５頁（８７頁）をご覧いただきたいのですけれど

も、そこの上から２行目のところに、自転車は今

や国民の身近な交通手段として定着し、多様な利

用者に多様な用途・目的で利用されており、環境

負荷の少ない交通手段として、今後一層の利用の

促進が求められているというようなことが書かれ

ています。ここでは、環境負荷の少ないというこ

と、その面しか書かれていませんけれども、た

だ、やはり自転車利用を促進しなければいけな

い、そういう基本的な認識というのは、それほど

我々と違っているわけではないのかなと。基本的

には一致しているのかなと思います。

ただ、今回の提言等の動きについて、そういう

自転車の推進ということとの関係でどうなるのか

ということについて、これから検討していきたい

わけなんですけれども、基本的には配付資料の中

の警察庁作成の「今後の自転車対策の考え方」

（１６１頁）をご覧いただければと思うのですけれど

も、これに沿って、これが本当なのかどうかとい

う点について検討していきたいと考えておりま

す。

まず、背景として自転車利用の現状ということ

が書かれています。国民の身近な交通手段として

多様な利用者層に多様な用途・目的で利用されて

いるんだと。自転車の利用の増進に比して、自転

車の専用通行空間、自転車道等の整備が不十分で

あるようなことが書かれています。

小林さん、この自転車の利用の増進というの

が、例えば数の問題といった点でどのようになっ

ているか、示していただきたいのですが。

自転車利用の増加

（小林）

（パネル１）

これ、ちょっとグラフは、東京都が去年の５月

にインターネットのアンケートでとったものなん

ですけれども、やっぱり通勤・通学ですとか、仕

事、とにかく圧倒的に買い物ですよね。これはマ

マチャリですよね。それから子どもなどの送り迎

え。こういうふうに使われているわけですよね。

８，６００万台と言われていますから、中国は４億

数千万台なんですが、統計がまともじゃないと思

うので、何台かわかりませんが、アメリカが１億

２，０００万台からちょっと上、ですから日本は世界

第３位の自転車大国なんですが、９割以上がママ

チャリという、いわゆる日本的な歩道走行にちょ

っと向いている。逆に言うとヨーロッパあたりで

は、あまり重い体重を乗せられないので、危険物

として輸入禁止になってしまっている、非常に危

険な自転車を日本の人たちは使っていると。

これはちょっと話がそれてしまうかもしれませ
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んが、今やっぱり政治も行政も考えなければいけ

ない、法律も考えなければいけないのは、通勤・

通学から仕事、買い物、子どもの送り迎えなどの

ことに自転車を使っている人たちのための政策を

本当に考えるべきであって、これまでの戦後ずっ

と一貫して行われてきた道路政策というのは、河

川敷にサイクリングロードをつくるとか、どこか

の湖のまわりにサイクリングロードをつくるとか

という、ここは多分走りまくっておられる方々が

多いので、ここにあるとサイクリング１．８％とい

う、ここは多分８０％ぐらいの確率になってしまっ

ていると思うけれど、全体でいうと１．８％の人た

ちのためにしか予算が使われなかったし、そうい

う政策しか行われていなかった。逆にこの９０数

パーセントの人たちの政策というのはものすごく

大変なんですよ。ですから、やっぱり先ほど寺西

教授がおっしゃったように、根本的に思想をひっ

くり返さないといけない時期に来ていると。ちょ

っとそれてすみません。

（工藤） 今、自転車の保有台数のお話があったん

ですけれど、どういうふうに推移していますか。

（小林）

（パネル２）

これは、一番最初のあれを見るとわかるんです

が、これがそうですね。自転車の台数は、昭和３５

年あたりで２，０００万台ぐらいしかなかったのです

が、今は２００５年で８．６００万台を超えただろうと。

今８，７００万台ぐらい。ただ、伸び率はすごく落ち

ています。やや高い自転車が少し売れるようにな

ってきた。なんかチャンスがあったらお見せした

いと思うのですが、駐輪場がややいい駐輪場が少

し出てきていまして、盗まれにくくなったため

に、いい自転車を買えるようになったといういい

循環がちょっと表れているのでしょうが、そうな

っていると。車よりも約１，０００万台多いと。オー

トバイを加えると車グループのほうがちょっと多

いという現状です。

日本の場合に急激に伸びてきて、自転車がどこ

でも使われるようになって、大変密度が高いので

すが、でも人口密度というか、人口比にしても何

にしても、そうは日本は飛び抜けて高いところで

はない。欧米諸国に比べてもそうめちゃくちゃに

自転車が多すぎて困るというところではないにも

かかわらず、どうもうまく動いていない。ようや

く東京なんかでもマップ、先ほど多摩美の堀内先

生が中心になっておつくりになった地図が配られ

ていると思いますが、自転車マップみたいなもの

がようやくあちこちで登場して、自転車の使い方

は前向きにやろうというムードになっているけれ

ども、まだそこのところが自転車がいいんだ、役

に立つんだ、こういうふうになっているんだとい

うふうに意識しないで、空気みたいに、水みたい

に当たり前のものだと思っている。その辺がちょ

っと逆に認識の低さということにつながっている

んだろうと思います。

自転車走行空間の整備

（工藤） 今、ご紹介いただきましたように、自転

車の保有台数というのは、伸び率は鈍ってきたと

はいっても、まだまだ大変な数ですよね。それと

の関係で、今後の自転車対策の考え方で問題とし

ているように、自転車の専用通行空間の整備とい

うのは、こういう自転車の保有台数の伸びに比例

して、同じように伸びているのでしょうか。

（小林）

（パネル３）
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いやいや、それは伸びていないんですよ。これは

先ほど寺西教授も多分お使いになった資料と同じ

だと思うのですが、これはちょっと古いデータで

はあるのですけれども、オランダとかドイツあた

りの自転車道の延長というのは非常に大きくて、

日本は異常に少ないんですね。

（パネル４）

（パネル５）

名古屋市あたりも一生懸命やってはいるんだけれ

ども、ミュンヘンなんかでも網の目のごとく整備

をしていくわけです。

（パネル６）

それから、これもそうです。伸び率からすると、

自転車の専用道路が増えているのですが、自転車

専用道路と書いてあるのは郊外のものなんです

よ。都心にないんですよ。自転車道というのはな

かなかつくりにくい。自転車通行帯付の自歩道。

これが一番みんなが一生懸命普通につくっている

ものですね。つくりやすいということがあるんで

すね。やっぱり圧倒的に一番自歩道、自転車歩行

車道、ここにすべてのものが傾注されている。ま

すます安心して歩けない歩道、歩道というのは歩

行者のための歩く道だから歩道と書くはずなので

すが、最近地方都市へ行くと、おもしろいポス

ターがあって、笑っちゃったんですが、横浜市は

自転車も通れる遊歩道というふうに書いてあるん

ですね。遊歩道というのは、自転車通ったら、遊

歩なんかできないだろうと思うんですが、そうい

うことを堂々と書いているし、実は数年前までは

国交省もそう言っていました。だから、本来の日

本語の正しい使い方ができない状態というのがこ

こにきちんと表れてきているので、少し日本語教

育から始めたほうがいいなと、僕は思いますけど

ね。

自転車利用の問題点

（工藤） どうもありがとうございます。こういう

ような状況で、自転車対策の考え方というところ

で、警察庁は、今回提言をするにあたって、現在

の問題点、提言をしなければいけないような問題

点について、どういうふうに考えているのでしょ

うか、古川さん。

（古川） これはもう自転車が自転車に関する法規

を全然守っていないという認識があって、それを

正さなければいけないという考え方が基本にある

ようです。
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（パネル７）

提言１３頁表８ですけれども、中身を言いますと、

１７年度中の自転車にかかる指導警告票の交付件数

というのがあります。総体で１１０万件で、無灯火

がそのうち３２％、二人乗りが２９．８％、信号無視が

７．２％、一時不停止が７．３％、歩道通行者に危険を

及ぼす違反、これが８．９％、その他１４．４％となっ

ています。

（パネル８）

提言の同じ頁の表９ですね。

平成１７年中の軽車両の検挙件数というのが出て

います。検挙件数が３２６件、そのうち信号無視が

３２％、一時不停止が３４％といったところが目立っ

ています。私も自転車で通勤していますけれど

も、信号無視など法令違反は非常に多いです。そ

ういった状況を何とかしたいというのが警察庁の

考えです。

自転車が通ってはいけない歩道も自転車が走っ

ています。それはルール違反です。そういったこ

とが横行している。今回の改正でそれを何とかし

たいということです。

（工藤） もう１つ、自転車関連の交通事故の問題

もあるかと思うんですけれども、ここら辺につい

ては、警察庁からのヒアリングで何かありました

か。

（古川） 交通事故もふえていますね。自転車関係

の交通事故がふえているということです。死亡事

故というのは、交通事故全体から見ると減少はし

ているんですけれども、負傷事故を含めると交通

事故全体の数はふえている。その中でも自転車事

故はふえています。とりわけ、歩行者と自転車の

事故がふえています。

（パネル９）

これは警察庁からもらった資料ですけれども、

これをみると歩道上の自転車対歩行者の事故もふ

えている。

（工藤） 提言は、この問題について何とかしなけ

ればいけないということでたてた対策というの

が、この考え方に書かれていて、車道通行の原則

を維持ということが謳われていて、さらにその下

のほうに、車道通行する自転車の安全確保のた

め、自転車道の整備、車道における自転車走行環

境の整備、自転車運転者に対する安全教育、自転

車利用者に対する通行ルール遵守の徹底というこ

とが言われていて、今の自転車利用者に対する通

行ルールの遵守の徹底というのが、先ほどの問題

点の１つに対応するものという理解でいいのでし

ょうか。

（古川） そうですね。
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歩道通行の拡大

（工藤） もう１つ、その下に、要件を限定し歩道

通行を可能とするということが書かれているので

すけれども、今言った問題点の解決策として、こ

ういう要件を限定して歩道通行を可能とするとい

うことが、どういう問題を持つのかということに

ついて、これから検討していきたいと思います。

まず、自転車の現状との関係ということでもう

一回確認したいのですけれども、現在とどのよう

に変わるのでしょうか。古川さん。現在の法制

度、あるいは実態との関係と併せて説明くださ

い。

（古川） 警察庁の考え方は、現在自転車が通って

いけない歩道についても、自転車が走っていると

いう現状がある。それに対し自転車の交通ルール

を周知徹底し、取り締まりを強化したいというこ

とです。そうすると、歩道を走ってはいけない歩

道については、車道に出なさいという指導をする

ことになります。じゃあ自転車は全部降ろしてい

いのかということになると、ちょっとまずいので

はないかという考えです。子どもと車道が危険な

場合については除外するということです。

（工藤） 今のが警察庁の考え方なんだろうと思う

のですけれども、これについて、疋田さん、どう

いうふうに思われますか。

（疋田） すごく好意的な見方といいますか、警察

庁の言うことをはい、はいと聞いていると、そう

いうふうにもとれるのだなと思いますけどね。い

かがでしょうか。私、これを何遍も何遍も読んで

みて、最初のうちよくわからなかったんですよ。

試案もわからなければ、その前に出た提言の要旨

というのもよくわからないと。提言の全部読んで

みて、はじめて何となく浮かび上がる図式という

のが出てくるんです。これは私の解釈にすぎない

かもしれません。

ただ、私はこれ正しいと思いますので言います

けれど、今回の提言、この中に出てくるいろいろ

な美辞麗句があるわけですよ。例えば、車道通行

の原則は維持しましょうとか、自転車を安全に走

行させるためにどうこうしましょう、基本は車道

です。それ以外の通っちゃいけない歩道について

は、警察官の指示で車道に出ることを指示するこ

とができます云々かんぬんいろいろあるんですけ

れど、これは言ってみれば現行法と何ら変わって

いないわけですよ。今の法律でこれができないか

といったら、全部できちゃうわけです。ちゃんと

道交法があるんですから。

今回の提言、この中に書かれていることで、法

律を変えようというんですからね。改正しようと

いう内容なんですから、今までとどこが違うのか

というのを考えないといけないわけです。今まで

と同じ、現行法でも対処できる、そういう内容と

いうのは法改正じゃないんですよ。じゃあどこが

違うのか。明らかに違うところは２件しかありま

せん。それは、この資料の１（５６頁）、これにも

書かれているとおりなんです。資料１の�と�な
んですよ。�幅が狭く、現行法令上、自転車通行
を認めることができない歩道であっても、児童・

幼児が運転する場合や、車道が危険な場合に歩道

通行を認める。つまり、簡単に言うと、現在の自

転車が歩道通行することの条件を緩和します。こ

れがポイントですよね。このポイントが１つ目。

車道通行の禁止

そして２つ目。これは提言の４の２の４に出て

くるですけれども、車道の通行が特に危険な場

合、自転車通行を禁止するなどの措置をとること

ができる。この部分がもう１つのポイントなんで

すよ。このポイントの２つ、この２つ以外は、全

部現在と同じなんです。警察が指導してこなかっ

ただけ。今だって自歩道は４割しかないんです

よ。自歩道は４割しかなくて、６割の歩道は自転

車は通ってはだめなんです。それを警察官が指導

して車道に降ろすことはできるんですよ。だけど

やっていないというだけでしょう。やってないま

まに歩道はでたらめに自転車であふれている。そ

れが今なんですよ。

その今の現状に加えて、１、歩道の条件を緩和

します。２、車道の条件を制限します。これが加

わる。これこそがポイントなんです。これが骨子

なんですよ。あの提言、それから試案、提言の要

旨、概要というものを読んでいると、何だかよく

なるのねと思うこと思うんです。一般の人は特に

そう思いますよ。私のまわりの人々だって、今回

の提言が出た、１１月３０日各新聞の夕刊に出たんで

す。結構大きくて夕刊の一面に道交法改正への提

24－ －



言が出たという記事が載るんですよ。その記事を

読んでいる限りでは、私のまわりの人言うんで

す。疋田、よかったねと。自転車の権利が認めら

れるようになったねと言うんですよ。そう思え

ちゃうんですよ。思えちゃうんだけど、そんなな

のは嘘八百で、だってもともと現行法だってこん

な権利はあるんです。これ以上の権利があるんで

す。変わる部分というのは１と２のポイントだ

け。つまり、歩道条件の緩和、車道条件の制限、

これだけなんです。これはどう考えても、自転車

にとってのよい未来がこの前に開けているとは思

えないわけですよ。一体何でなんでしょう。

だって、この提言の中には車道のほうが歩道よ

りも安全だ。自転車は一見歩道のほうが安全のよ

うに見えるけれど、実は車道のほうが安全なんで

す。なぜかというと、自転車の事故というのはほ

とんど出会い頭だし、車から視認することができ

るのは歩道じゃなく車道だから、ちゃんと書いて

あるんですよ。書いてあるのに、でも結論は歩道

条件を緩和する。車道を制限する。おかしいと思

いませんか。問題点は一体どこにあったのか。問

題点があるから対策として改正するわけでしょ

う。問題点は一体どこなのか。

それはここにも書いてあるとおり、自転車の事

故がふえている。中でも自転車が加害者になる事

故がふえている。だから直しましょうと言ってい

るわけですよ。だから直しましょうと言っている

のに、その解決法が歩道条件の緩和ですよ。これ

は誰がどう考えてもおかしいわけで、何を考えて

いるのかと思うわけですよ。後半にまた言います

けれど、今ここでちょっと考えてほしいのは、な

ぜこんな提言が出るか。警察庁は何を考えている

のか。警察庁だってバカじゃないんですよ。日本

を代表するエリートたちが考えているわけです

よ。理由は２つあるんです。後で言いますから。

何でしょう、この２つ。謎をかけておきます。

事故を減らせるか？

（工藤） ありがとうございました。今疋田さんの

ほうからわかりやすい話があったのですけれど

も、この提言にいろいろ資料が付いていて、自転

車の交通事故がふえているということが言われて

いるのですけれど、自転車関連の交通事故という

のを２つに分類しなければいけないのかと思いま

す。１つは、歩道上の事故、それから車道におけ

る自転車と自動車との交通事故。まず、歩道上の

問題なんですけれども、歩道上の交通事故を減ら

すのに、今よりも自転車の歩道通行を認めるとい

うのは、どう考えても矛盾するように思えます

が、この点について警察庁はどういう説明をして

いたのでしょうか。古川さん。

（古川） これは新たに自転車が歩道を通ってもい

いようにしますということではなくて、現在、自

転車が通ってはいけない歩道も自転車が通ってい

ますと。それをルールを徹底すれば、そこを降り

てくださいと言わなければいけない。子供も降り

てください。車道が危険でも降りてくださいとい

うわけにはいかない。そこで、それらについては

除外しますということであって、自転車対歩行者

の事故は、ルールを周知徹底することによって防

いでいくんだと言っています。

ちなみに、自転車が通っていい歩道というのは

徐行しなければいけないわけですけれども、その

徐行というのは、先ほども言いましたように、時

速４キロから５キロとされています。それ以上の

スピードで走ってはいけないということになるわ

けですけれども、じゃあ２キロオーバーだとか３

キロオーバーだとか、どうやってわかるんですか

ということになりますよね。そうすると、かなり

オーバーして、警察庁の説明では１５キロぐらいで

走る人は車道を走ってくださいというふうに言っ

ていましたけれども、その間のスピードで走る人

たちはどうなるんだという問題が出てくるのでは

ないかと思います。

（工藤） ありがとうございます。今の警察庁の説

明というのは、結局歩道を自転車が走る場合には

４、５キロ、人が歩くのと同じ速度だから、事故

は起こらないだろうということなんだろうと思う

のですけれども、小林さん、この点どういうふう

に思いますか。

（小林） 自転車に乗っていらっしゃる方が多いか

らおわかりだと思いますが、時速４キロから５キ

ロで自転車で走るというのは至難の業ですよね。

スタンディングができなければ到底できないはず

ですよね。普通のママチャリで４キロから５キロ

で走れる人がいたら、本当にオリンピック級だな

と思いますけどね。
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だから、要するにこの５３年、その前の４５年のと

きの議論もそうですけれども、自転車に乗ったこ

とのない人たちが議論して決めたんですよ。はっ

きりわかるんです。だから、４キロから５キロで

という答弁をするというのは、要するに走るなと

いうことにしかならないわけであって、今の疋田

さんは、口を極めてこの後隠し球もあると言って

いますけれども、警察の事情というのをこれを読

んでみて非常によくわかったんです。つまり、こ

の今回の改正案というのは、実は私たち国民とい

いますか、道を使って歩いて自転車に乗っている

人たちのための改正ではないんですよ。警察によ

る警察のための改正みたいなものがあって、簡単

に考えていくと、もう警察は２０年前と今と比べる

と、刑法犯が約３倍になっているわけですよね。

１２０万件ぐらいだったものがもう３００万件超えてい

るわけでしょう。その間、警察官というのは４％

ぐらいしかふえていないわけで、やってられませ

んよ。無理ですよ。だけど、世の中で自転車と歩

行者の事故はふえる。政府が１９７０年に交通事故の

年間の死者数が１万６，０００人を超えて、これが

ピークだったのですが、これの半減計画をやっ

て、ついにこの間、小泉内閣のときに達成させ

て、またこの半分にすると。確かに去年は６，６００

人ぐらいだったですか。交通事故の死者は減った

わけですよね。だけど、自転車で死んでいる人っ

てずっと減ってないですよね。１，０００人から１，１００

人、９００人という波はあるけれども、だからどん

どんパーセンテージはふえていくわけですよ。

（パネル１０）

先ほどのグラフのどこかにあったかもしれない

けれども、警察庁がこの提言の中で言っているも

の、先ほど寺西教授がおっしゃったように、日本

の場合には、７，０００人ぐらい死ぬ人のうちの３１％

が町を歩いていて死ぬんですよ。自転車で１４％ぐ

らいが死ぬんですよ。車に乗っていて死ぬ人は

２５％なんです。つまり、車に乗っているよりも、

町を歩いているほうが死ぬ確率が高いというバカ

な国は日本だけなんです。こんな国はやっぱり文

明国じゃないと思いますので、そういう批判があ

ったから、警察は何とかしたいわけです。

やらなければいけないのは、この提言の中で大

所高所から、学者の先生たちもいたわけだから、

言わなければいけないのは国土交通省にちゃんと

そういうふうに体制をとりなさいと言うべきだ

し、厚生労働省に健康２１に基づいて自転車をもっ

と奨励しろと言うべきだし、労災もちゃんと付け

ろと言うべきだし、文部科学省に対してカリキュ

ラムにちゃんと加えろと。OECDの中で小学校

の最初のときに、本当の意味の交通安全ルールと

いうものを教えていないのは、多分日本だけです

よね。みんな手を挙げて横断歩道を渡りましょう

しか教えないわけですよ。自転車については教え

ないわけです。教えると責任が発生するので教え

ないのですけれども、そういうことが問題なので

あって、アメリカのように１９９１年に ISTEA法と

いうのをつくって、連邦法の中で５０万ドルの予算

をつくって、まずカリキュラムをつくって子ども

たちに教育を始めた。８年経ったら、アメリカの

自転車による死亡者というのは半減するわけです

よ。やっぱり先を見てちゃんとやるべきこと、目

標を立ててきちんとやっていくという作業が必要

なんですが、先ほど寺西教授はまさに見事におっ

しゃっていたけれど、縦割り行政の中で、隣は何

をする人ぞみたいなところがあって、道路ができ

ないんだから、警察の権能の及ぶ範囲の中ででき

ることは何かと考えたら、こういう結論しかな

い、これしかなくなる。これが局所最適なんで

す。だけど全体が崩壊するんだということです。

（工藤） ありがとうございます。

（古川） ちょっといいですか、関連して。警察庁

に今回出てきてもらって話ししていただきたいと

お願いしたのですけれど、パブコメを募集してい

る途中であって、参加はできませんということだ

ったので、今週の月曜日にお話を伺いに警察庁に

行ってきました。この場に警察庁の方がいないの

で、ちょっとその話をしたいと思います。
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（パネル１１）

提言の表５、これは自転車対歩行者事故で、歩

行者が重傷または死亡した事案です。総数で

２６１。

（パネル１２）

提言の表６、これはすべて提言に載っている資

料です。表６では、自転車対車両の事故で、自転

車運転者が死亡した事件。これが７６９。自転車の

歩行者の件数は、重傷または死亡で２６１。後者の

自転車対車両の事故で自転車の死者数が７６９。自

転車事故のほうが多いから、こっちを何とかしな

ければいけませんと、これが警察庁の考え方です

ね。

（疋田） ちょっといいですか。ちょっとずれるよ

うなんですけれど、ずれるといいますか、これ今

言わないと、後で言うと忘れちゃうので、言わせ

ていただきますけれど、そういうことを言うんで

すよ、警察庁って。これ１つ見てもわかるのが、

ここですよね。注目しないといけないのは。つま

り、自転車の事故のほとんど半分は、発見の遅

れ、交差点の中、つまり出会い頭という意味です

よ。出会い頭の事故がこれだけ占めている。出会

い頭だけじゃないです。交差点の中で自転車が

ツーッと来て、そこに車がぶつかる。この間の風

見しんごさんの娘さん、あの事故だってそうで

す。交差点の中に、あれは自転車じゃないですけ

れど、歩行者ですけれど。交差点の中に入って自

転車もしくは歩行者、これを自動車がはねてしま

う、この事故がもう７割５分を占めているんで

す。その事故を誘発するものは一体何かなんです

よ。

そこで、わかりますよ、警察庁が言うことは。

自転車対車がこうで、さっきの自転車対歩行者は

死傷者も含めて２００いくつにすぎないと。だから

こっちを重視するんだと。車と自転車がぶつかっ

ているんだから、自転車を歩道に上げなさいと言

っているわけですよ。非常に安易かつ単純ですよ

ね。だけど、交通事故の原因ってそんな単純なも

のじゃないんです。これでも見てわかるとおり、

出会い頭の事故というのは一体なぜ起きるか。書

いてあるんですよ、提言の中の資料にも。

提言の資料８。自転車は、歩道を走ることによっ

て出会い頭を誘発しちゃうんです。アメリカの交

通マニュアルというのが、資料８の中に載ってい

ますけれど、自転車は歩道を走ると車とぶつかる

から危ないと書いてあるんですよ。なぜそんなこ

とになるか。なぜかというと、自動車にとって一

番危ないのは、見えない、歩道にいると見えない

じゃないですか。歩道を自転車が走っていると。

立ち木があって、駐車車両があって、荷さばきし

ているトラックがあって、そういうのに阻まれ

て、

（パネル１３） 提言資料８（１０９頁）

これですね、ペンシルバニアなんてわかりやすい

ですよ。歩道は車が通らないので、自転車にとっ

ては安全だと思っている人が多い。残念ながら歩
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道は安全ではありません。その理由は書いていな

いのですけれど、理由はこうなんです。多くの自

転車と自動車の衝突は歩道で起こっています。上

でもそうですね。歩道通行は自転車と車の衝突事

故の重要な原因です。つまり、自転車は歩道を走

ると、見えない歩道から車道にくっと出てくる、

交差点にくっと出てくる。その瞬間に出会い頭に

車とぶつかっちゃうんですよ。これが自転車事故

の主な原因なんです。だから歩道通行をずっとや

っている限り、日本の自転車事故は減らないんで

すよ。

（パネル１４）

先ほどのグラフで、日本の自転車事故が他国に

比べてものすごく多いというグラフがあったじゃ

ないですか。横線の棒グラフ。

この中にも多分あると思いますけれど。その理由

はほとんどここにあるんです。だから、警察庁だ

って事故減らしたいと思っているんでしょう。そ

れはよくわかりますよ。そうなんでしょうけれ

ど、でも、対策の方法が全然違うわけですよ。歩

道を通らせることによって、歩道の条件を緩和さ

せることによって、今後さらに出会い頭の事故が

ふえることが予想されるんですよね。

そもそも、大体考えてみていただきたい。警察

庁なんかに考えてみていただきたいと思うのは、

日本が３６年間ずっと自転車歩道政策をやってきて

いるわけですよ。そんなことをやっているのは日

本だけ。そして、その日本だけ、唯一の国の日本

が、自転車事故がナンバーワンに多いんですよ。

これはどう考えてもそもそもの根本がおかしいん

じゃないかと思わないとしょうがないでしょう。

だけど今回の法改正は、そのもともとおかしい

んじゃないかと思われるものを助長させているわ

けですよ。さっきみたいな原始的な数字を持って

くるでしょう。それを根拠にするでしょう。考え

ていないんじゃないかという気すらするんですよ

ね。それ以上のことをおっしゃらないでしょう、

警察庁は。

（古川） はい。

（疋田） 言いませんよね。それは考えていないん

だと思います。ついでに言いますと、今現在、警

察庁は、パブコメが出揃って法案がまとまるまで

の２月の中旬まで、ほとんどすべてのマスコミの

取材拒否しています。全然警察庁は応じないんで

すよ。だけど、ちょっと困っちゃうのが、パブコ

メが出揃って、２月の中旬に法案がまとまる。さ

て、取材に応じますよというときには既に遅いん

ですよね。本当にここのあたりは、密室の中で法

律が決まってしまうというこのプロセスに、本当

に異議を唱えないといけないという気すらするん

ですけれど。

本当に怖いのが警察庁が出すじゃないですか。

警察庁が法案を提出します。そうすると、それが

内閣部会にかけられるんですよ。これほとんど通

っちゃいます。内閣部会を通っちゃうと、今度は

閣議了解ということになるんですよね。つまり、

今の閣僚さんたちが、この法案どうだ、どうだと

いうことになるんですけれど、これも１００％通り

ます。内閣の部会がOKだというんだから。内

閣の部会は、警察庁がOKだというんだから、

OKして通しちゃうんですよ。それを閣議了解で

通っちゃうんですよ。閣議了解を経て、内閣提出

して法案が出るんです。内閣提出して法案が出た

ら最後、与党、自民党と公明党は、全部党議拘束

で賛成票を入れないといけないんですね。この間

の郵政と同じです。

ということになると、法案が提出されたが最

後、あとはドミノ倒しにそれが通っちゃうんです

よ。その最初の法案をつくっているのが、今の警

察庁の中の密室なんですよね。だから、本当にそ

ういう粗雑な認識で、この数字を下げるために歩

道なんだとかいって、それで警察庁の密室の中で

つらつらと法案が決まっちゃって、ほいほいほい

ほいそれが提出されて、気づいたときにはいつの

まにか、歩道緩和法案が通っているわけですよ。

だから、今本当に時間がないといえば時間がない

んです。ないんですよね、小林さん。

（小林） まさに出されたら終わりなんです、それ
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は。ただ、警察というのは昭和５３年のときも、そ

の前のときもそうだったけれどうまいですよ。

オートバイの二人乗り、高速道路OKだとか、

ヘルメットの着用だとか、今回だって結局飲酒運

転の厳罰化、それから高齢者の認知症のテストや

るとか、子どもにヘルメットをかぶせるようにし

ようとか、非常にいい話とドッキングしてセット

で出てくるわけですね。それは政治家が本当によ

く透かしてみないとわからないうちに、いい話

じゃないかという話になっちゃうし、マスメディ

アもほとんどまだ、ようやく今回取り上げてもら

えるようになりましたけれど、なかなかそこに焦

点が合わない。

疋田さんおっしゃったように、もう２月の中旬

ぐらい、こういうふうにちょっと騒ぎをつくって

いけば、少し遅れ気味になる。ただ、登録でいく

と３月の１５日頃に登録がおしまいだから、そこが

タイムリミットでしょうけれど、それまでに一番

問題になってくる２つのポイントをちゃんと修正

させて閣法（政府提出法案）として出してこない

と、これは本当に我々将来、私もすぐ高齢世代の

仲間入りですけれども、安心して町を歩けなくな

る。自転車に追い立てられながら老後を過ごすと

いう惨めな思いは絶対したくないと思うので、ぜ

ひ今すぐにでもうちへ帰って、隣近所、親戚一族

郎党に全部電話しまくって、こういうことは許せ

ないと。だから、地元の衆議院議員でも参議院議

員でも誰でもいいですけれども、こんなことをや

るんだったらおまえには投票しないというふうに

圧力をかけていただきたいと思っております。

（工藤） ありがとうございます。ここで休憩を入

れさせていただきたいと思います。今３時１０分近

いところですので、３時２０分まで休憩させていた

だきたいと思います。その間に、先ほどお配りし

ました質問用紙を回収させていただいて、４時１５

分ぐらいから質疑応答に使いますのでご協力お願

いいたします。

（福井） ただいま申し上げました質問用紙につい

て、鉛筆等がお手元にない方は、どうぞ受付のほ

うでお尋ねください。

（休憩）

（再開）

（工藤） パネルディスカッションを再開させてい

ただきます。寺西教授、先程の警察庁の見解につ

いてどのようにお考えでしょうか。

（寺西） ちょっと即答しにくいのですけど、私の

経験から申し上げて、何で日本の交通関係のとこ

ろの公安委員会及び警察の交通行政のところが、

ちょっと市民の実態からかけ離れたような形にな

っちゃっているのかというのは、すごく歯がゆく

思っているんですね。私は実は２年前にこちら

の、先ほどご紹介したこの都市交通シンポジウム

のあの前後のときにこちらに呼ばれたのは、古川

さんがたまたまお越しになって、それで面識がで

きたということなんですけれども、国立市で「自

転車の似合うまちづくり検討委員会」というの

が、上原市長の音頭の下で設置され、２００４年の夏

ぐらいから翌年の３月で、約半年ちょっとかけて

７、８回の議論をやったのですが、その検討委員

会の座長を頼まれました。

（パネル１５）

その国立では自転車専用のレーンが車道それぞれ

１メーター半ぐらいずつ食い込んで、設置されて

います。言ってみれば「道路空間の再配分」をか

なり以前に思いきってやっているわけですね。そ

れで大学通りは非常にアメニティの高い道路空間

になっているんですけれど、残念ながらそれを壊

しているものが実は放置自転車問題です。

この国立では、谷保駅と国立駅、西国立駅も含

めて、結構最寄り駅がまわりにあるのですが、そ

こを全部末端交通として自転車を使う通勤・通学

があり、これが駅前放置自転車問題や、大学の歩

道が比較的広いものですから、そこにアットラン

ダムに自転車を放置してしまうという問題があっ

て通行の邪魔になったり、場合によっては一番困
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るのがお年寄りと障害者の方ですね。障害者の施

設もあるのですが、それが自転車で通行できない

とか、いろんな問題があって、放置自転車対策ど

うするかという行政側の必要もあって、そういう

委員会が設置されたのです。私自身は、先ほど私

が基調講演で申し上げたように、これからの町づ

くりにとって自転車はむしろポジティブに位置づ

ける。ポジティブな位置づけの中で自転車使用の

ルールを市民的につくって、そして歩行者にとっ

ても、自転車利用者にとっても、町全体にとって

もハッピーになるような、そういう自転車の位置

づけ方と利用のあり方というのは、ヨーロッパへ

行けばモデルがいっぱいあるわけだから、そうい

うものをポジティブに提言していく委員会だった

らいいということで、幾つか提言をまとめまし

た。ところが、最終的に困っちゃったのは、自転

車専用レーンのところでの通行が双方向になって

いるものだから、そこでいろんな事故が起こって

いるので、そこにルールもちゃんとつくらなけれ

ばいけないということになったのですが、結局そ

この車道の管理者は東京都であって、都道だから

国立市は、何も言うことできませんという行政権

限の壁の問題にぶつかりました。また、交通ルー

ルや交通標識等々のところでいろいろ改善してほ

しいことがあっても、公安との調整の問題があっ

て、一体日本の公安行政とか、交通行政というの

はどうなっているんだという思いがしました。

もう少し本当の意味での市民参加型の行政づく

り、あるいは政策決定づくりへの風穴開けていか

なければいけないと思います。

（工藤） どうもありがとうございました。先ほど

疋田さんが、歩道通行することによって自転車事

故がふえているんだと。減少を防ぐことが難しく

なっているんだというお話があったんですけれど

も、この点に関して何か補足的に言いたいことが

あるという古川さん、よろしくお願いします。

（古川） その前に今寺西教授がおっしゃっていた

国立の自転車道のお話ですけれども、あれは車道

の両側に自転車道があります。行政解釈でいく

と、それぞれ双方向通行が認められているんで

す。解釈上、左側通行を徹底することは可能だと

は思うんですけれども、行政解釈上は制限がな

い。

（寺西） 車道の一部であっても。

（古川） そうです。そういうふうに解釈されてい

ますね。というのは、仮に、自転車道が道の片側

にしかないという場合はその自転車を走らなけれ

ばいけないという規定になっているので、対面走

行をしなければいけないということのようです

ね。

（寺西） 国立の大学通りの自転車レーンは、１

メーター３０センチぐらいの幅しかないんですね。

また、道路斜面が、水が流れるように少し傾いて

いるそこを自転車と自転車が双方向にすれ違うと

きに、つっかえちゃうというか、接触事故がある

んです。そこで、駅から向こうに行くときは左側

を、駅へ向かうときは右側を通ってくださいとい

うふうな標識にしたらどうという話になったとき

に、それは、国立市ではできませんと言われたん

です。

（古川）

（パネル１６）

事故の話なんですけれども、出会い頭が多いとい

うのは、これイタルダインフォメーションの資料

ですけれども、一番左側の部分、低学年になるほ

ど出会い頭の事故が多いという統計があります。

ちょっと次のやつを出してもらえますか。

（パネル１７）

これは５キロ圏内で自転車が一番速いというもの
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ですが、その次出ますか。

（パネル１８）

これですね。歩道走行をしていると、かえって危

ないではないかということの１つの例なんですけ

れども、ちょっと次のものを出してもらえます

か。

（パネル１９）

歩道を走っている自転車が横道から出てきた自動

車と衝突する。１３件という数字が出ていますけれ

ども、このパターンが歩道を走っている事故の中

で一番多い。どうしてかというと、車の側からす

ると、左折するときに、右側から車が来てないか

ということに注意が注がれる。自転車はスピード

を出して走っている。なおかつ、歩道で双方向通

行が認められている。そうすると、左側からも飛

び出してくる。そのときに、歩道は手前にあるか

ら気がついたときには間に合わないと。こういう

事故パターンが多い。歩道走行が認められていな

ければ本来道の向こう側を自転車が走っているか

ら事故にはなり得ない。これが歩道通行が危険だ

とされる１つの理由になっています。

（工藤） ありがとうございます。小林さん、何か

補足的なことはありますか。

（小林） これもちょっと本当は出してもらいたい

んだけれど。ちょっとこれ資料を後でお見せしま

すけれども、

（パネル２０）東京新聞

例えば古くからの新聞記事をずっと検索していく

と、例えば平成１７年に携帯電話かけながら走って

いた高校生の女の子が、４０代の看護師さんにぶつ

けて、一生背負うような半身不随にしてしまった

ケースがあって、裁判所は５，０００万円の損害賠償

の判決をしたんですね。実は、自転車で歩道を走

っていて、高齢者の被害者が多いのですけれど、

自転車で歩行者をぶつけてしまった。年間に十何

件あるのですが、ことごとく大体平均で１，０００万

以上なんですよ、損害賠償は。

考えていただきたいのは、これから先高齢社会

になっていくとどんどん町を元気なお年寄りが歩

く。元気なお年寄りも自転車に乗って、老老とい

いますか、お年寄りとお年寄りの事故もふえるで

しょうけれど、警察庁が、歩道通行が当たり前

で、歩道通行のほうがいいんだよという根拠の１

つに、子どもを持っているお母さんにアンケート

をとっているのがあるんですよ。お母さんたちは
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１００％子どもに危ないから車道じゃなくて歩道を

走りなさいと教えているわけですよ。事故が不幸

にして起きてしまう。子どもが誰かに歩道上でぶ

つけてしまう。損害賠償で１，０００万来る。子育て

中の若夫婦に１，０００万円を超えるような損害賠償

請求されて、払えるはずがないですよね。一家離

散なんですよ。

先ほど議論になっているように、つまり、幅の

狭い歩道でも子どもの場合にはしょうがないじゃ

ないかということを言っているけれども、子ども

が歩道を走ることが当然視されているんだけれ

ど、子どもたちに、じゃあ人にぶつけないように

気をつけて走りなさいよといくら言っても、それ

は無理なところがあるわけですよね。そうする

と、今後そういうことがどんどん当たり前になっ

ていく。つまり、現状ですら事故が起きていて、

不幸な家庭が生まれていくことを放置しているわ

けですから、この放置している状況をこのまま追

認して、それを進めていくというのは、被害者は

もちろんかわいそうですけれども、加害者の子ど

もは一生背負うわけですよ。その家庭も一生背負

うわけですよ。そういうことを野放しにして放置

して、ずっとこのまま行くというのは、政策とし

てはあまりにも志が低い。やらなければいけない

のは、やっぱり歩道を歩行者にちゃんと返して、

自転車は車道上にちゃんとしたスペースを確保す

るという、世界中そういう流れになっているわけ

ですが、そういうところに行かなければいけな

い。そういう思想で物事を考えなければいけない

のに、車道上にちゃんとしたスペースを確保する

という、世界中そういう流れになっているわけで

すが、そういうところに行かなければいけない、

そういう思想で物事を考えなければいけないの

に、そうじゃない。とりあえず、当面の警察に危

ない、危ないと言われていることだけは、ちょっ

と修正しましたという話では、これは法律と呼ぶ

には、あまりにも情けない。そういう世界の非常

識である歩道走行を常識化させて、常態化させて

しまうことを法律で追認するというのは、文明国

のやることではないと思いますので、そこは子ど

も持っているお母さんたちも、そういうところを

ちゃんと考えないと、いつ自分たちが被害者とな

って家庭を崩壊させてしまうかもしれないという

ところを、もう一度認識してもらいたいし、そう

いうことを助長する法律をやっぱり許してはいけ

ないと思います。

（工藤） ありがとうございます。今、小林さんの

ほうから日本は世界の常識に反しているんだとい

うお話があったんですけれども、具体的に世界の

常識というのはどういうふうになっているのでし

ょうか。

（小林） すみません。ちょっと準備しますから。

（工藤） では、小林さんがいない間に、違うとこ

ろで話を進めさせていただきます。

警察庁の意図はなにか？

（疋田） さっきの答えいいましょうか。あまり隠

し球みたいな形で期待されると困ってしまうんで

すけれど、だんだんわかっていただけたと思うん

ですけれど、今回の法律改正案というのは、一体

誰のためなのかというのが謎じゃないですか。歩

行者のためにもならない。歩行者のためにはもち

ろんなりませんよね。これから高齢化が進む中

で、路上の、言ってみれば運動能力が衰えた弱者

がふえるわけですよ。そこに自転車の条件が緩和

されて、バンバン自転車が走り始めると。明らか

に歩行者のためにならない。

そしてもう１つ、自転車のためにも全くならな

いわけですよ。スピーディーな交通手段としての

自転車というのは、もう完全になくなっちゃいま

すし、自転車が歩行者を避けながら、事故を避け

ながらノロノロノロノロ走らなければいけない。

自転車のためにもならない。先ほどから出ている

とおり、歩道通行することによって、自転車と車

の事故すらふえる。一体の何のためなのか。よく

わからないんですよね。

じゃあそういう法律改正をなぜ警察庁はそこま

でしてやりたいのか。これの理由が２つありまし

て、実はさっき小林さんからちょっと言われちゃ

った部分があって、非常に情けないんですけれど

も、謎みたいなものじゃないですよ。隠し球みた

いなものでも何でもないし、２つあります。１つ

目は、この流れが出てきたのが、０３年の初頭なん

ですよ。０３年の初頭に一体何があったかと言いま

すと、小泉談話というのが発表されまして、小泉

さんが交通事故に関して年頭の所感として談話を

発表しているんです。平成１５年１月２日、ちょっ
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と読み上げますね。小泉さんの話です。

「昨年１年間の交通事故による死者数は、８，３２６

人でした。昭和４５年に１万６，７６５人が交通事故で

亡くなり、交通戦争と呼ばれた時期と比較する

と、ついに半減するに至りました。また、発生件

数と負傷者数も、それぞれ１２年ぶりに減少に転じ

る見込みです。（中略）

私は新年を迎え、今後１０年間をメドに交通事故

死者数をさらに半減する決意を固めました。」

これが小泉談話なんですよ。その心意気やよし

ですよね。あの小泉さんですから。だけど、考え

てみていただきたいのは、昭和４５年に１万６，７６５

人が死んで、そして３５年もかけてようやく半減し

たんです、８，３２６人に。この間には道路整備もい

ろいろあったでしょうし、中でも大きいのが車自

体が頑丈になって、頑丈といいますか、クラッ

シャブルーゾーンなんかがつくられるようになっ

て、車の事故で死ぬ人が減ったんですよ。その他

のこといろいろあります。昭和４５年のでたらめな

状態から、今に至るまでようやく３５年かけて半減

したんですよね。

そのときに、小泉さんはさらっと言っちゃうわ

けですよ。半減した。今後１０年でさらに半減する

決意を固めましたと。この今後１０年という根拠も

わからなければ、半減という根拠もわからない。

だけど、小泉さんってこういうことを言いがちな

んですよね。あとはもう例によって丸投げ。あと

はよろしくと言って、次の法案に行っちゃうと。

それが０３年の初頭に出された小泉談話なんです。

この総理の談話というのは、言ってみれば命令

なんですよ。この０３年の談話を受けてたまらない

と思うんです。警察庁だってたまらないんです

よ。１０年で事故半減させろと。どうすりゃいいん

だと。そのときに警察が一番注目したのが、確か

に事故は減っています。事故が減っている中で唯

一ふえているのがありますと。それが自転車だっ

たんです。自転車だけが唯一ふえている。じゃあ

この自転車を減らす。もしくは自転車の減らすと

いう努力をしているか格好を見せる。これが一番

なんですよ。時の最高権力者ですからね。総理談

話が発表されて、それを受けた警察庁は何とかし

ないといけない。とりあえず何とかならないにし

たって、何とかしていますという格好だけ見せな

いといけない。これがありきなんですよ。

そこで警察庁は考えた。そうか、自転車の事故

だけはふえているんだ。１０年間で１．３倍。中でも

車と自転車の事故というのは、７百何十件もあ

る。７百何十人も死んでいる。じゃあこれを何と

かしよう。車と自転車をぶつからないためにはど

うすればいいか。自転車を歩道に上げてしまお

う、これなんです。これが根本的に間違っている

というのは、さっきからつらつら述べたとおり。

実際これがそうなったところで事故は減りませ

ん。だけど、警察庁にとって重要なのは、事故を

減らそうとしている。自転車の事故を減らそうと

しているというポーズを示すことなんですよ。こ

れがそもそもの発端なんです。

この話を私が最初に聞いたのが０５年の頭なんで

すよ。その０５年の頭に、警察官僚は私にこう言い

ました。今国会は無理だった。だけど、早くても

来年の国会、遅くても再来年の春までにはこの法

案を提出するつもりだ。自転車の車道締め出し法

案を提出するつもりだと言ったんです。その再来

年の春というのは、つまり０７年の春、今なんです

よ。だから今出されている道路交通法の改正案と

いうのは、一番最初は０３年の小泉談話からスター

トして、自転車を歩道に上げようというポリシー

ありきなんです。だから、今回の提言には、「４

の２の４」が入っているわけですよ。

一見、自転車は適正に使いましょう。原則車道

は守りますなんていうことが書いてあるんですけ

れど、この提言の中で本当に言いたいのは「４の

２の４」、特に危険な車道は自転車通行の禁止を

するなどの措置を講ずること、ここの部分なんで

す。

１つの法案ができるには、ちゃんと歴史がある

んです。歴史というのかプロセスが。どこが発端

で、そのために警察は、法案を出そうとする人

は、どうしようとしてきたか。その結果、このも

のができた。一見、美しいものに出来上がるんで

す。だけど、本当の本当にその奥に何があるか。

これはこの法案ができる経緯を追わないとわから

ないんですよ。これが１つ目。小泉談話というの

が警察庁がこの法案にこだわる１つ目の理由なん

です。

そしてもう１つ目。これがたまらない話なんで

すけれど、今までこの法案というのか、自転車行

政に関しては、国交省は味方だったんですよ。国
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交省はむしろ自転車レーンをつくりましょう。そ

れも車道側につくりましょう、ホームページなん

かで理想的な自転車の扱い方はこうですと、ちゃ

んと出ています。今でも出ているのかな。

ところが、ここ最近国交省の人々がことごとく

警察の味方になっているんです。そう思いません

か。

（小林） まあまあ、そういうこともあるかもしれ

ませんね。

（疋田） 私はそう見えるんですけど、ここは私の

勝手な推測かもしれませんよ。それは一体なぜ

か。もう１つのソースがあるからなんですよ。自

転車が車道から追い出されないといけない理由、

もう１つ目は、３年後を目指した車両の速度制限

の緩和なんです。これは４３年間ずっと日本の車の

制限速度は変わっていないんですよ。高速道路は

１００キロ。都市内の普通一般道はどんなに高くて

も６０キロ。これは変わっていないんです。４３年前

にこの法律を決めたとき、それはもう日本の自動

車というのはまだまだポンコツに近いようなもの

で、時速１００キロも出すとホイールが飛んでいっ

てしまうようなものしかつくっていなかったわけ

ですよ。ところが今や、日本の自動車工業という

のは、世界最高のものじゃないですか。その日本

が高速道路制限１００キロにしているのはおかしい

と。確かにおかしいですよね。私だってそう思い

ます。高速道路は１４０キロをメドに上げましょう

となっているんですけれど、それは私も正しいと

思うんですよ。

ところが、このときにおかしなことになってし

まったのは、それに付随して一般道路も上げまし

ょうという考え方があるんですって。一般道路を

８０キロメドに上げましょう。そうすると車道はか

なり危険なものになりますよねと。車道には何か

知らないけれど、最近はメッセンジャーみたいな

自転車もいっぱいいるし、そういうゴミたちを掃

除してしまいましょうと、これが２つ目なんで

す。つまり、３年後の法改正、速度制限見直し、

これを見越して、まず露払いとして車道のゴミを

排除しちゃおうと。車道のゴミというのはつまり

我々自転車ですよ。自転車を車道からいなくなら

せちゃいましょう。これがもう１つの理由として

あるんです。

本当の話、私もちょっと絶望的だなと最初から

思っちゃうのが、警察としては、自転車をどうす

る、こうやって自転車の未来を考える、どのうこ

うの、そこから話が始まっているんじゃないよう

な気がするんですよね。

もともとであるのが、そういう小泉談話を実現

させるポーズを見せること。そしてもう１つが、

車両の制限速度を上げること。これが発端のポイ

ントとしてあるのであれば、何を言ったところ

で、自転車がどうした、歩道がどうした、歩行者

の安全がどうしたといったところで、警察庁が引

っ込めるわけないという気がしまして、だからこ

そ私はパブリックコメントの修正案というのを

ホームページなんかでも出しているんですけれ

ど、そこでは３の１というもの、自転車の通行空

間を決めるという、そこの部分はやはり全面削除

するしかないと。つまり、その論理でいくと、妥

協のしどころがないわけですよ。だったら、最初

から考えましょうよと。とりあえず、今のままに

しておいて、この法案を出すのをやめておいて、

もうちょっとまじめに考えませんかと。いいです

よ、制限速度アップするんだっていいです。事故

死を半減させるんだっていいんです。それだった

ら、それに見合っただけのもの。そして自転車が

まともに走れるような道路環境をつくるような法

案を一から考え直しましょうよというのが私の言

いたいことだったりするんです。

だって、今回の提言を出した懇談会なんて、全

然自転車と関係ない教授がやってきて、座長から

みんなそうですよ。自転車なんて門外漢の人が集

まり、たった６か月で、６回の会合を開いただけ

でこんな提言がちゃらっと決まっちゃうわけです

よ。このちゃらっと決まった提言をもとにして法

案を提出すると言っているわけでしょう。全く真

摯な目標達成に対する努力、深い思索に欠けてい

ると言わざるを得ないんですよ。大体提言の中で

矛盾していることがいっぱいあるんですもの。そ

ういうことをちゃんと考え、これからの自転車

の、自転車だけじゃないですよ、交通システムの

未来図を見据えた上で、もうちょっとまじめにや

りましょうよと。そういうことだと思うんです。

そういうことでした。ちょっと長くなりました。

警察庁の最初の発端のポイントはその２点があっ

たと、それが言いたかったんです。

（小林） 関連してよろしいでしょうか。警察庁が
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考えている中で、ちょっと今疋田さんおっしゃっ

たとおりなんですが、環境として違うのは、日本

の道路の中で歩道が付いている道路というのは実

は１３％ぐらいしかないんですよ。そしてその歩道

の４２％が自転車歩行者道、つまり自転車と歩行者

が混在する道路になってしまっている。関東近県

はこれが４６％まできています。ヨーロッパははっ

きり分かれていて、歩道がちゃんと確保してある

車道での制限時速は結構高いんです。７０とか、マ

イル表示でいくと結構わかるんですけれど、結構

高いんです。ただ、都市の中というのは、寺西教

授が最初におっしゃったように、テンポ３０とか、

ゾーン３０とかといって３０キロ制限に全部なっちゃ

っているわけですよね。

ご記憶だと思うのですが、去年でしたか、埼玉

の川口で、ちょっとよそ見していて、保育園児４

人をひき殺しちゃった事件がありました。あの道

は一般道路なんですよ。歩道がないんです。歩道

がなくて、通学路なんです。歩道がなくて通学路

が、あそこ制限時速６０キロなんですよね。だから

よそ見していたけれども、５５キロだったから、加

害者は実は危険運転で起訴されなかったんです

よ。単なる道路交通法違反で業務上過失致死にな

ってしまったわけですよ。被害者になった保育園

児たちのお父さん、お母さんたちは怒り狂ってま

すけれども、根本的に町の中、それから歩道のな

いところというのは、３０キロ制限が当たり前で、

歩道がちゃんと付いていて、道幅もあって、これ

は安全だねというところは例外的に６０でも７０でも

８０でもそれはかまわないと思います。高速道路も

昔道路公団の藤井総裁が、つい１４０キロにすると

口走ってクビになっちゃいましたけれど、あれは

あれで正しい方向だろうと思うんです。だけど、

人間とまるっきりスピードの違う車とが同居した

ら、いかに危ないかはみんなわかっているわけで

す。

同時に、人間が大体平均時速４キロとか５キロ

で歩いているところ、平均１５から２０というと、３

倍から４倍の自転車を同居させることが危ないと

いうことに気がついてほしいと思うんですね。疋

田さんもそうですけれども、僕ら通勤していると

きは大体２０キロですよね。２０キロで車道を走って

いると、傍らを例えば４倍のスピード、８０キロで

車がいったら怖いですよね、たまらなく怖い。そ

れが同じことが歩道上で５キロで歩いている人の

傍らを４倍のスピードで自転車が抜けていくとい

うのが当たり前になるのは、これはまずいと。だ

から警察は言うんですよ。４キロから５キロで自

転車に乗れと。無茶なことを言っているわけです

よ。

海外の自転車事情

（パネル２１）

（小林） ヨーロッパで大体皆さんヨーロッパのこ

とを調べたりして、私もごく最近調べに行ったの

でよくわかっているのですが、歩道上で子どもが

自転車にのっているんですよね。これをだめだと

いうのは、世界中誰もいないと思うんですよ。こ

れが当たり前だから、これを追認するといって、

今こんなことを文句言うやつは絶対いないわけで

すよね。そもそも、道路交通法には定義がないの

で問題だと思うのですが、日本工業標準、いわゆ

る JIS 規格には「幼児用自転車」というカテゴ

リーがあり、これは自転車と名前はついているけ

れど歩行者並みという認識があるんです。この解

釈でなんの問題も生じないはずですが、これを子

供用自転車まで歩行者並みにしたら、子どもたち

はどんどん交通事故の加害者になって一生トラウ

マを抱えて生きることになる。そんな社会を作っ

てはいけない。

諸外国は、やっぱりこういう小さい子はいいよ

というのは当り前で、これを車道を走れとは誰も

言わない。
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（パネル２２）

ちょっと大きくなるとヘルメットかぶって車道だ

とか自転車道を走りたがる。こういう環境がある

ところというのは、全部歩道があって、車道と区

分けされていて、自転車道路ないしは自転車バス

レーンというのがあるんです。

（パネル２３）

（パネル２４）

子どもを乗っけるんだって、向こうはもう例えば

これなんかひどい乗り方しています。後ろに旦那

乗っけて、多分前に子ども乗せて走っているんで

すが、こういう自転車がある。でも安全をまず考

えている。

（パネル２５）

日本の道路交通法の思想というのはこうです

よ。車椅子、ベビーカーも含めて人間がいて、自

転車というのは手軽だけれど邪魔な存在になって

いて、自動車というのがある。これは重要だよと

いうことになっている。

（パネル２６）

でも、本来必要なのは、車椅子だとか人を優先さ

せて、自転車があって、次に公共交通、バスだと

か路面電車とかそういうものがあって、それから

タクシーがあって、トラックがやや上に来て、乗

用車が来る。

だから、ヨーロッパ、アメリカが行くと、定期

運行しているバスの前に普通の車が割り込んだ

ら、捕まるんですよね。日本は、バスレーンがあ

っても、時々左に曲がるときには邪魔していきま

すよね。左折するとか右折する場合でもバスレー

ンは邪魔しないんですよ。邪魔したら捕まるんで

す。こういうプライオリティというか、思想がき

ちんとあるから、だから世の中は動いていくんで
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すよね。

日本の場合には、こういうふうによくわからな

い状況。自動車というのは何もかも全部同じ。だ

から、路線バスというのは１２万台あって、大体日

本には観光バスも入れて２６万台のバスがあるんで

すが、バスというのが渋滞に巻き込まれちゃうバ

スなんですよ。だから仕事に使えない。パリに去

年の１０月に取材に行った、某大自動車メーカーの

調査団が僕のところに来ていろいろ説明してくれ

たのですが、びっくりしていると。信号なくなっ

ちゃった。どうしてかといったら、パリ市内は全

部３０キロ制限になってしまった。だから信号がな

くても、ラウンドアバウトといって、交差点は

ロータリーになっているんですね。そうすると、

３０キロだったらロータリーグルグル回っても回れ

るわけですよ。４０だったらこれは絶対に成立しな

いんですね。３０キロにして、しかも車線をどんど

ん、普通の車が走れる場所を狭くして、どんどん

バスレーンをつくっていく。バスに乗ると移動で

きるという町をつくるわけです。その結果、バス

会社、運行時間から３分以上遅れないんです。そ

うすると仕事に使えるんです。そうするとバスの

赤字は少なくなる。日本のバス会社、定期運行の

バス会社は、全部赤字ですよね。全部我々の市町

村税から補填をしています。だから悪循環になっ

ているわけですよ。

ちょっと写真をいろいろお見せするとわかると

思うのですが、どういう道のつくり方をしている

か。

（パネル２７）

これはイギリスですけれども、これご覧いただい

てわかると思うんですが、バスレーンです。バス

とタクシーと自転車レーン。注目していただきた

いのは下です。月曜から土曜の朝７時から夜７時

までです。日本みたいに朝７時から９時半で終わ

りとか、夕方４時半から５時半で終わりというこ

とはないんです。つまり、日本は例外的にバス

レーンをつくるけれども、向こうはバスレーンが

当たり前で、そうじゃないのが例外になってい

る。これをどうやって担保するか。

（パネル２８）

これは先にいるのはロンドンタクシーです。自

転車が走っています。

（パネル２９）

ここの脇に標識があって、その下にこうなってい

るんですよ。バスレーンカメラズ、監視カメラが

あるぞと書いてあるんです。この監視カメラ見事

によくてできていまして、日本の製品が３分の１

ぐらい入っているらしいのですが、ナンバープ

レート撮って、すぐその場で陸運局と連携とっ

て、コンピューターでこの車が違反したというの

がすぐわかる。結果的に何があるかというと、す

ごいことになっているんです。
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（パネル３０）

これは去年の話ですけれども、既に４００万台のカ

メラがロンドンにあって、テロ対策にも全部使わ

れている。ロードプライシングのためにやってい

るのですが、ロンドン市民は１日３００回撮影され

ているんだそうです。BBCでその報道があった

ら、ロンドンの女性はお化粧がうまくなったとい

う話になりました。

交通裁判がほぼ絶滅したそうです。ロンドンタ

クシーは、前と後ろと運転席のバックミラーのと

ころに車内を写すカメラが着いているわけです。

ロンドンタクシーには３台のカメラが付いている

わけです。事故が起きるとすぐわかる。ロンドン

の二階建てバスありますね。あれは５台付いてい

ます。バスのカメラで写している映像は、バスの

中の階段のこっち側に液晶の画面があって、サム

ソンでしたけれども、それが見えるようになって

いるわけです。みんなが自分たちが見られている

という、日本はお天道様が見ているぞと子どもに

言ったんですが、それは今見てないですから、監

視カメラが見ているぞと脅かすしかなくなっちゃ

うような世界ですけれども、いいか悪いかは別に

して、こういう時代になってきている。

（パネル３１）

やっぱり、イギリスは都心に入るのに１，０００円

ぐらい車からお金取っているんですよね。そのシ

ステムを維持するために、こういうことをやって

いるんですが、これを全国に拡げようとしていま

す。

（パネル３２）

これは二階建てのバスの上から私が撮影したので

すが、これはお年寄りの女性でした。自転車を見

ていただいてわかりますか。ハンドルのところに

バーが出ていまして、バタンと倒すと、後ろでこ

ういう赤い標識が右折、左折を表示するんです。

道路交通法５３条に何て書いてあるか、皆さんご存

じだと思うのですが、車両は、右折または左折そ

の他動くときには、手信号をしろと書いてあるん

ですね。手信号したまま曲がりなさいと書いた片

手運転奨励法なんですが、書いてあるんですよ。

手信号か灯火か方向指示器かと書いてあるので、

方向指示器を自転車にもつけないと、そろそろ危

ない時期になりますね。向こうの人たちというの

は、ヘルメットかぶって、死にたくなければこう

いうふうに身を守るんですよ。だからこういう

ルールがちゃんとしている。

それから非常にシンプル。ルールそのものがシ

ンプルになっている。
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（パネル３３）

田舎に行くと、どんなに広い歩道があっても、自

転車の道をつくっている。

（パネル３４）

これもそうです。バスとタクシーと自転車レー

ン、いつからいつまで。ないところもこういうふ

うにあるのですが、一生懸命つくるようになって

いる。

（パネル３５）

これはベルギーですけれども、これも右側にパー

キングがあるんですね。２ユーロぐらい出して２

時間とめられるというのがあるのですが、あそこ

の駐車場に入るときに、この自転車レーンに入る

ことは許されていないんですよ。車道側、車の１

車線のここのところで渋滞しようが何しようが、

自転車が行き過ぎるのを待って入るんです。

（パネル３６）

同じようにバス、これはオランダですが、ミキ

サー車の後ろにバスがいたんですが、自転車が行

き過ぎるのを待ってバス停に入るんです。右側が

バス停です。ルールが非常にシンプルになってい

て、原則があって、例外がほとんどないんです。

（パネル３７）

これはイギリスですけれど、T字路ですね。左右

に車がいて。自転車真ん中に置かれているわけで

すよ。
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（パネル３８）

これはベルギーですね。

（パネル３９）

すべてそういうふうにバスと自転車のマークが

見えるのがわかりますか。バスレーンに自転車が

供用されている。バスは、時間通りに来れば、時

速１８キロで十分に走れるんですよ。日本のバス

は、渋滞があるものだから、６０キロで走れるとこ

ろは６０キロで走っちゃうわけ。そしたら自転車と

の共存はできません。でも、ヨーロッパはバスは

１５キロから１８キロで淡々と時間通りに進むから、

自転車と共存できるんです。

（パネル４０）

これもそうですね。

（パネル４１）

もうちょっといくと、石畳のところを自転車道路

にしているので、ちょっと問題はあるのですが、

（パネル４２）

これ見てください。これは先ほど寺西教授が、国

分寺市で都道だからできなかったという話のまさ

にそのものです。どっち向きに自転車が走るとい

うことをちゃんと示しているわけですよ。こうい

う道づくりをやっぱりやっていかなければいけな
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い。

（パネル４３）

これはロンドンですけれども、見ていただいて、

プライオリティが決まっているから、自転車を車

は邪魔しないんです。しちゃいけないんです。バ

スも邪魔しないんです。そういう町づくりという

のは、やっぱり６０キロ制限で物事が動く状況では

できないんです。

（パネル４４）

ヨーロッパ行くと文字で書いてある標識という

のはほとんどありません。それは多言語国家にな

っているからですよね。日本みたいに例外規定が

神楽坂あたりに行くとびっくりするのは、正午か

ら一方通行が逆になりますなんて書いてあって、

あれを外国から来る人に見せに行くのですが、全

員腰抜かしますよね。日本人はすごいと。これが

守れるのかと言っていますけれども、多言語国家

だと、やっぱりわからないから、

（パネル４５）

これわかりますか、右側、小さくてわかりにくい

んですが、自転車のマークのランプなんですよ。

自転車通っていいですよとちゃんと指示するわけ

ですよ。

（パネル４６）

これは地下を通るようになっているのですが、

自転車を押して歩けとちゃんと書いてあります

ね。

（パネル４７）

それから、自転車の道がちゃんと指示されてい
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る。

（パネル４８）

公園、これはイギリスですけれども、公園の中

は、自転車が通れるところと、あと散歩するとこ

ろがはっきり分かれているんですね。

（パネル４９）

（パネル５０）

これも公園の中にちゃんと自転車道路があるわ

けです。これはたしかイギリスの宮殿のすぐ脇で

すけれども、ちゃんと自転車の方向が決まってい

る。歩行者はこのレーンには入らない。ことごと

くきちんとそうなっている。

（パネル５１）

日本では名古屋でこういうふうにやっています。

これは非常にいいところです。僕はこの後、前後

写真撮りましたけれども、自転車道路かまわず、

自転車の指定された道をかまわず歩行者が歩くん

です。当たり前だと思うのですが、やっぱりさっ

きの道も含めて全部自転車の道じゃなくて歩道な

んですよ。自歩道というのは歩道なんですよ。だ

から先ほど自歩道マーク、人間と自転車のマーク

があったブルーの丸いマークがあります。下に必

ず歩行者優先と書いてありますよね。何のために

自転車を通しているか、さっぱりわからない。

（パネル５２）
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（パネル５３）

だからこういう文化が、例えばタンデムで夫婦で

ヨーロッパ一周しているそうですが、後ろに犬を

乗せて、とにかくユースホステルみたいなところ

泊まり歩いて、２人でずっと行くというようなこ

とが、文化として成立するわけです。

（パネル５４）

（パネル５５）

会社行くんだって、みんなこういう格好で行くわ

けですよ。

（パネル５６）

だからこれは先ほどの話ですけれども、歩車分

離式と書いてあるのを後ろのほうで読めますか。

歩車分離式って何ですかね。意味のわかる人はほ

とんどいないと思うのですが、歩車分離式という

のは、歩行者が渡っているときは車は止まってい

ますよという、だから車が動いているときは歩行

者は全部止まっていますよという交差点が最近ふ

えてきています。代表的な例はスクランブル交差

点です。こういうことを何の意味もなく書くわけ

ですよ。こんなことを書いたって、タガログ語し

か読めない人は読めないんですよ。中国の人は読

めるかもしれない。読んでも意味はわからないで

すね。イギリスなどでは、ちゃんとわかるように

書くんです。

（パネル５７）

43－ －



（パネル５８）

上海へ行きますと、上海はちゃんと実は自転車と

いうか、二輪車専用道路があって、こういうふう

に、これは左側、非常に危ない状況なんですけれ

ども、車の道と人の道と自転車の道は分かれてい

る。中国もできて、ヨーロッパはもちろんでき

て、それで何で日本でできないのか、その理由が

わからない。

（パネル５９）

もう１つ、寺西教授が先ほどおっしゃった町づ

くりの関係でこれ見ていただくとわかるのです

が、歩行者専用ゾーン、商店街です。商店街から

車も自転車も締め出したんです。ヨーロッパの主

要な町へ行くと、びっくりするのは二極分化がは

っきり進んでいて、こういう人がたむろして１

日、お年寄りなんか朝出てきて、お買い物して、

お昼を食べてクリニックへ行って、それから夕方

になると友達とワインでも飲んで帰ってくるとい

う、１日過ごせる商店街ができているわけです

ね。だからシャッター通りがないんですよね。

若い連中はどうするかというと、郊外のマン

ションみたいなところに住んで、郊外の大規模

ショッピングセンターに１週間に１回出かけてい

って、大量に買い物をして、冷蔵庫を満杯にし

て、仕事をし、金を稼ぎ、子育てをするんです

よ。だから、高齢社会が登場したときに必要なの

は、やっぱりこういうきちんとした、メリハリの

ついた都市設計、都市計画なんだろうと思いま

す。

（パネル６０）

（パネル６１）

だから町の真ん中に自転車で来たら自転車が盗

まれないように、ちゃんとこういう自転車駐輪設

備がちゃんとある。

（パネル６２）
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これはオランダのアパートの入り口なんですけれ

ども、自転車を屋内に持ち込むスロープです。こ

ういうものを大工道具センターに行くと売ってい

ました。安かったです。盗まれちゃうからですよ

ね。自転車が高いから。

（パネル６３）

これは日本でも時々おやりになる方がいます。前

輪外して持っていくんです。自転車が高いから盗

まれちゃうんです。

（パネル６４）

（パネル６５）

これは韓国です。韓国も、あの遅れたといって

はいけません。韓国は自転車が凄まじい状況で全

然走れません。走れるところほとんどないんで

す。 韓川沿いに８０キロぐらいの自転車道路がや

っと整備されたのですが、日本を真似したいとい

って、盛んに韓国から来て、私この間韓国の国会

へ行って、日本の真似をするなと講演してきまし

たけれども、とにかくこういうものをつくり始め

ているんです。日本はどうしてこれができないの

か。

（パネル６６）

ロンドンの地下鉄に自転車で入れるようになって

いる。

大分の社会実験

（パネル６７）

これ見てください。これは解決策の１つ。大分

県で昨年の１月に社会実験をしたときの映像で

す。大分市役所が大分の高校生、中学生の通学

路、長さ３３０メートルのところ、双方通行の

シャッター通りになってしまった商店街です。凄

まじい状況です。
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（パネル６８）

これを、これじゃいかん、事故も多いというの

で、彼らは実験的にこうしました。一方通行にし

たんですよ、５日間だけでしたけれど。こうなる

んですよね。これ、ずっと一年中このほうが僕は

いいと思うのですが、これをやったために、ほか

の道が渋滞したかというと、渋滞はなかったそう

です。それはやっぱり日本は道が狭いから道路の

再配分できないんだ、できないんだ、反対もある

んだからできないんだというけれど、人間の命と

どっちが大切かといったら言うまでもなくて、や

る方法があるんだったら、やるべきなんですよ。

これが実は先ほどから再三出てきている縦割りの

話で、国交省と警察庁と、それから自治体、そう

いうところの縦割りの中で、権利関係が錯綜し

ちゃっているものだからできない。だからヨー

ロッパもアメリカも、担当大臣のような制度をつ

くって、政策を一元化して、予算のことから道づ

くり、それから駐輪場の対策から、一部のヨー

ロッパのところでは、自転車で通勤している人

は、所得税の減免まであるという制度にまで行く

わけです。

（パネル６９）

ヨーロッパに行けば確かに電話かけながら走っ

ている人もいるし、この人もそうですし、いろん

な状況があるけれども、少なくとも日本よりはは

るかにましな状況ができている。

（パネル７０）

それはやっぱり高齢社会に対する考え方とか、車

社会に対する反省とかということからちゃんと生

まれてきているので、彼らにできることが、この

優秀な日本民族にできないはずはないと思うの

で、そのうちの最優秀の官僚たちがやっぱり思い

直してもらいたいし、その官僚を指導する政治家

をやっぱり我々の民の声で動かさなければいけな

いと思いますから、税金まけてくれるからこの人

に投票するんじゃなくて、やっぱり国民の側に立

ってものを考えてくれる人を選んで、というか、

そういう人がいないので、そういうふうになって

くれというふうに、やっぱりみんなでいわなけれ

ばいけないと思います。すみません。ちょっと長

くなりました。

（工藤） どうもありがとうございました。

道と路

（寺西） ちょっと一言だけ、今の話に関連して補

足してよろしいでしょうか。

今のお話は日本の現実から見るとうらやましい

ぐらいで、日本もやっぱりそういう方向に向かっ

ていくべきだと思うのですけれど、ちょっと私最

近読んだもので、ちょっと受け売りでご紹介しま

すが、このシンポジウムは、「道路は誰のものか」

というシリーズで、第二弾ということでやってい

るんですけれど、皆さん、「道路」という日本語

の言葉がどういう意味を持っているか、調べたこ

とがあるでしょうか。これは、「道」と「路」と

いう漢字でできています。最初の「道」は人間の

「首」に「しんにょう」、「路」のほうは足偏に
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「各」、「各」というのは一人ひとりの人を指しま

すね。最初のほうの「道」は、人がある１つの目

的のために、「しんにょう」というのは、単一、

シングルの目的に対してできるだけ一貫して早く

行こうと、こういうことなんですね。こちらの

「道」の意味は、今の自動車専用道とか、そうい

うほうに当てはまると思うんですね。

ところがもう一つの「路」の方は、足偏に人と

いう意味の各、こっちの路は、人がそこでいろい

ろと多面的な人間的要求というか、多面的なもの

を満たす場という意味なんですよね。明治の時期

に、この２つを組み合わせて、ヨーロッパで言う

「ロード」に、そういう２つの訳語を組み合わせ

て当てたということは、もともと「道路」の中に

は２つの要素があることを示しているわけです。

だからそれをきちんと切り分けて、都市の中は下

のほうの「路」、つまり、人々がここで多面的な

人間的要求を満たす場をつくることが重要です。

ヨーロッパの思想は、都市の中は足偏の人のほう

の「路」をつくっていく。他方の「道」の方は、

安全装置を付けながらできるだけ早く、スムーズ

に効率的に通すという、そういう使い分けになっ

ていると思います。

日本でも、明治から大正ぐらいまで、あるいは

戦後までの一時期は、本来、町や都市の中は、ど

ちらかというと下のほうの「路」、つまりみんな

が多面的に利用する空間、たとえば子どもの遊び

場でもあったのが、いつの間にか、もう一つの

「道」に一面化してしまったのではないか。これ

までの、道路行政は、「道」をつくることだけに

一面化されて、「路」をつくることの重要性をす

っかり無視してきたのではないか、そういうこと

をすごく感じます。

（工藤） どうもありがとうございました。時間が

あまりなくなってきたものですから、質疑応答に

入りたいのですけれど、ちょっと今までのお話を

まとめさせていただきたいと思います。

改正試案の問題点

（古川） その前に、ちょっといいですか。今回の

改正試案というのは、自転車が今まで通ってはい

けなかった歩道について、自転車を一部通しても

いいようにしましょうという改正なんですけれど

も、先ほど小林さんのほうから、ルールはシンプ

ルでわかりやすくなければいけないという話があ

りました。今現在自転車が通っていい歩道と、通

っていけない歩道というのは、標識によって一応

区別されています。ところが、今度標識がない道

路についても、通っていい場合と通っていけない

場合が出てきます。どうやって区別するんですか

と警察庁に尋ねたところ、それは標識を付ける予

定はありませんと言っています。そうするとわか

らないじゃないですかというと、いや、交通ルー

ルを徹底して、ルールが徹底すれば、それで何と

かなるんだとおっしゃる。ちょっとよく理解でき

なかったんですけれども、そのように言っていま

した。

それからもう１点、改正試案は、児童・幼児と

車道を走ることが危険な場合に限って、今まで通

ってはいけなかった歩道の通行を認めましょうと

言っています。提言をよく読んでいただきたいの

ですけれども、提言の１７ページ、下から５行目、

歩車道が分離されている道路での単路での事故、

これは交差点でない道ということですね。１１４

件。歩車道が分離されている道路で自転車対車両

の事故が１１４件あります。そのうち７４％、８４件が

車道での事故です。車道での事故が８４件。その８４

件の内訳は、自転車歩道通行可の規制が行われて

いる道路。つまり、自転車が歩道を走っていい道

路で、車道で起きた事故、これが４９件。歩道通行

可の規制がなされていない道路で３５件の事故があ

ります。

そこで、この３５件の事故のうち、幼児・児童の

事故は何件あるんですかと質問しました。それを

減らしたいという趣旨で今回の改正案が出された

ものと理解して質問したのですけれども、この３５

件のうち、幼児・児童の事故は０だということで

した。そうすると、これを減らしたいということ

ではないんです。

また、今回の改正で言われている車道が危険で

ある場合というのはどういう場合ですかと聞いた

ところ、自動車の通行量の多い等の道であるとい

う話でした。では、危険な道路ということについ

ての何か統計がありますかと尋ねたところ、そう

いった統計もないということでした。そうする

と、改正を基礎づける立法事実がないんじゃない

かと法律家は考えます。しかし、警察庁の考え方
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は違っていて、現在、自転車が通行してはいけな

い歩道を通っているから、ルールを徹底させる

と、これを車道に全部降ろさなければいけないこ

とになる。それはまずいので、降ろさなくてもい

い場合を規定するんですという発想です。では、

降ろさなくてもいい場合をどうやって見分けるの

かというと、先ほど申しましたように、普通に走

っている人にはわからないというようなことにな

ると思います。

（工藤） ありがとうございました。先ほど小林さ

んから非常に重要なことを言っていただいたと思

います。それは自転車のルールを守ってもらうた

めには、シンプルで明確でなければいけないと。

そういうふうにシンプルで明確なルールをつくる

ためには、自転車の通行空間がきちんと設けられ

てなければいけない。そうではなくて、今の日本

というのは、ルールだけでその問題を解決しよう

としているために、非常にわかりづらい。法律家

が考えても、これは通っていいのかわからない、

そういうような歩道通行を認めようというような

考え方というのは、非常におかしいんじゃないか

という点が１つです。

それから、寺西さんと疋田さんからご指摘いた

だいたように、都心の部分について、そんなに自

動車がスピードを上げて走らなければいけない理

由がどこにあるんだろうか。一番最初に寺西教授

から図を示していただきましたけれども、そんな

に長距離を移動している車は多くはないわけです

ね。５、６キロ走るのに時速８０キロで走る必要は

全然ないんじゃないか。そういうことを考える

と、今回の道交法の問題というのは、非常に問題

がある、矛盾に満ちたものだというふうに感じま

した。

もう時間もありませんので、これから質疑に入

りたいと思います。福井委員よろしくお願いしま

す。

� 質疑応答

（福井） 質問、ご意見をたくさんお寄せいただき

ましてありがとうございました。時間の関係で、

おそらく全部ご紹介することはできないだろうと

思うのですが、まず質問から先になるべくたくさ

んご紹介していこうと思います。ご意見のほう

は、今後当会の活動に、できるだけ反映させ、紹

介させていただきたいと思っております。

また、時間の関係で、出していただいたものの

一部だけご紹介する場合があることをどうぞお許

しください。

まず、寺西教授への質問です。今回のシンポジ

ウムでは、歩道を設置された道路における自転車

走行がテーマですが、実際には、歩道が設置され

ていない住宅地域での事故が多い。住宅地域で歩

行者や自転車走行者の安全を確保し、自動車を抑

制する施策と法環境の整備のキーポイントは何で

しょうか。住宅地域での歩行者自転車の安全の確

保、自動車抑制の施策のキーポイントは何でしょ

うか。

（寺西） 私への質問かどうか、私が答えるのが適

切かわかりませんが、やはり私は住宅街の中の生

活道路は、基本的に先ほどの説明で言うと、道路

のほうの下のほうの「路」なんですね。だから、そ

こを通過するにしても、生活に必要な、通過交通

以外の生活交通だけを原則優先して入れる。それ

以外のものは原則入れないという考え方を徐々に

合意をつくっていく必要があると思うんですね。

そして、入れる場合も、前回のシンポのときに

ちょっと紹介したんですけれど、そういう町づく

りを一番最初に行ったオランダのデルフトでは、

「トラフィック・カーミング・ポリシー」（交通静

穏化政策）といって、たとえば、「ボン・エルフ」

などの工夫をしています。要するに生活空間のな

かの道路は「家の庭」だという考え方です。その

庭を６０キロや８０キロで突っ走るのはとんでもない

ことであって、「庭はゆっくり静かに通りなさい」

ということで、道路構造上にもちょっとした工夫

をしている。「ボン・エルフ」は、３０キロ以上出

したら、車が飛んではねちゃうように、わざと少

しでこぼこにしてあるわけです。そういうちょっ

とした工夫で、３０キロ以内で静かに入るというふ

うにして、「路」のほうを重視している。そうい

う位置づけ方や考え方の整理をきちんとやって、

そういうものを法案化していく。あるいは何らか

の形で道交法なんかに反映させる。

将来的には都市交通基本法みたいなもの、そし

て先ほど小林さんがおっしゃられたような交通の

優先順位をわかりやすくシンプルな形で示して、

ここはどういう優先交通の場であるかということ
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を、誰もが納得する共通のルールで明確にしてい

くというような、そういう哲学づくりというか、

社会的合意づくりから始めなければいけないのか

なと思います。

（福井） 質問の方、いかがでしょうか。

では、次の質問です。小林さんと古川さん、ど

ちらでもよろしいと思うのですが、今回の提言の

意味について。提言の骨子�にある車道の通行が
特に危険な場合、いわゆる車道通行禁止できる、

車道の通行が特に危険な場合とありますが、どの

ような道路を警察はイメージしているのでしょう

か。

（古川） 警察庁は、これはごく例外的な場合、特

殊な場合というふうに言っていました。世間でこ

の点が誤解されているので、非常に心外だという

ふうに言っていました。

（小林） 国会で自転車議員連盟の先生方に、警察

庁の幹部が説明というか、いわゆる根回しをやっ

たんですが、そのときにどういうところとやっぱ

り聞かれたので、商店街と答えているようです。

だから、ショッピングモール、それはよくわかる

んです。車はだめだと。自転車も走るとやっぱり

危険だから、人間のために安全を確保するので、

車も自転車もだめよと。これはわかるんです。で

も書いてあるのは、この文面を読んでいてどうし

てもわからないのは、誰にとって危険なのかとい

うところが明確に書いていない。車にとって、自

転車にとって、歩行者にとって全部危険だという

ふうに読めるのと、もう１つは誰がこれを判断す

るかというところがわからない。だから、ここは

今のところは、私は納得できる説明をどこからも

聞いておりません。

（福井） いかがでしょうか。

（疋田） ちょっと続けていいですか。これは本当

に非常にわからないところで、問題点の１番は、

小林さんもおっしゃるとおり、誰が決めるかわか

らないところなんですよ。でも、結局のところ

は、警察当局及び公安委員会の胸先三寸になって

しまうというのは、これは火を見るよりも明らか

でして、通行特に危険な場合というのを決める際

に、住民アンケートでもとるのか、パブリックコ

メントでも集めるのか、こんなことはあり得ない

わけで、これは警察が決めるわけですよ。

じゃあその警察がいうことをどこまで信用して

いいのかというのが、実はここのすごいポイント

になるところで、古川さんがお聞きになったよう

に、ものすごく例外的な、限定された場所にすぎ

ません。ああそうですかと、黙って聞いていてい

いのかなという気がすごくするんです。

なぜかというと、例があるからなんですよ。

１９７０年代の例の道交法改正によって、すごく例外

的に自転車を歩道に上げましょうとしたじゃない

ですか。じゃあそれは例外的だったかと。今の現

状を見れば誰にでもわかるとおりですよね。自転

車が歩道を通ることが例外じゃなくなっちゃった

わけですよ、結果として。ほとんどすべての自転

車は歩道を通っているんです。それがあるにもか

かわらず、今回これが出て、なおかつ警察はあく

まで例外です、例外ですと。これをどう信用すれ

ばいいのかと。

大体白チャリ、警察官の自転車が車道を通って

いることを見たことある人がいますか。あれはみ

んな歩道をなおかつ併走して走っているわけです

よ。右も左もでたらめに。その人々がこれから

先、特に危険な車道を決めるわけです。それはほ

とんどすべての車道でしょうがと、私なんかは勘

ぐっちゃいます。

でも、ちょっと取材してみれば、何となくわか

ってくるのは、多分商店街はそうでしょう。それ

からもう１つは幹線道路なんですよ。一桁、二桁

の国道、これが一番ですね。東京首都圏でいうん

だったら、国道２０号線とか、それから国道１号

線、桜田通りとか甲州街道、水戸街道、例外的に

三桁ですけれど青山通り２４６号線、このあたりか

らスタートしてというようなことを私は聞きまし

た。これは古川さんがお聞きになったような誤解

じゃないと思いますよ。

（小林） １つ、例外、どこの道をやるかというこ

とに関しては多分そうだろうと思うのですが、表

示はしないといいましたでしょう。つまり、表示

しないんですよ。これは何のために決めようとし

ているかというと、事故が起きたときに、責任の

シェアはどうなるかということを整理するんです

よ。警察はちゃんと物事を決めました。だから今

でもそうですよね。歩道上を徐行しろと言ってい

るのに、１０キロから１５キロで突っ走って人にぶつ

けたじゃないかと。おまえが悪いという話です

よ。同じことが全部拡がるわけです。この道は危
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険だからこうなっていたと。そんな表示も何もな

いけれども、それは我々は責任を果たしたよと。

事故が起きたときに、おまえが悪いよと。エーッ

という時代が来ちゃうわけですよ。それ本当に困

った話だと思う。

だから今やっぱり確かに交通ルールの遵守とい

うのは、非常に情けないことになっていて、ここ

にお集まりの方々も、胸に手を当てれば交通違反

いっぱいやっていると思うのですが、交通違反を

やっても安全を意識してちゃんとしてやっている

限りは、まあ事故に遭わないじゃないですか。だ

けど、事故が起きたときに、警察がだらしないか

ら、ちゃんとやらないからだめなんだと言われた

くないから、こういうものをつくろうとしている

のかなというふうに勘ぐりたくなるようなやり方

ですよね。

（福井） 今徐行に関するお話がちょっと出ました

が、徐行についての質問も２件出ております。１

つはご意見です。７８年の国会答弁にある、歩道で

は時速４キロから５キロで徐行することを徹底さ

せるということであれば、そもそも歩道通行可な

どの改正など、不要ではなかったのか。要する

に、４、５キロであれば押して歩かせればよいわ

けで、歩行者扱いと考えるだけで済むからである

と。これはご意見です。

それから質問として、ちなみに多摩川サイクリ

ングロードは、時速４、５キロで走らないといけ

ない道なんでしょうか。たしか自転車通行可の歩

道だったと思いますが。これどなたかお答えいた

だけますでしょうか。

（小林） 大阪の淀川のところもそうだけれど、例

えばサイクリングロードと称されるものの中に

は、道路交通法で規定される道路じゃないものも

いっぱいあるわけですよ。河川敷に仮設された通

行帯というのがありまして、法律的に言うともの

すごく曖昧になっているんですね。現実に法律的

に言えば全部歩行者が通れるようになっていると

ころは、４キロから５キロで走るしかありませ

ん。だから、皆さん全員多分違反をしておられま

す。

（福井） いかがでしょうか。

（古川） 多摩川の自転車道ですけれども、あれは

よくわかりません。ちょっと調べていないんです

けれども、おそらく自転車専用道であろうと思っ

て見に行ったんですけれど、歩行者優先と書いて

ありますので、自転車専用道ではないですね。

（小林） 自転車専用道ではありません。

（福井） そうすると、本当は４、５キロで走らな

ければいけない。

（小林） そう。しかもあそこはオートバイがよく

走りますから、あれは言語道断。どうしようもな

いですね。

（会場から） 建設省のオートバイです。

（小林） そうですね。あれは管理のためにやって

いると言っているので。

（福井） 次に、児童・幼児については２つ質問が

出ております。どんな歩道でも自転車歩道通行を

認めるという児童・幼児の場合だが、現在の道路

を見ると、明らかに児童・幼児にとって危険で

す。私には幼い子どもがいるため、この部分につ

いては賛成です。悩んだ末、子どもには歩道を走

行させています。私は車道を走ります。この考え

は、我々の法改正反対活動に矛盾してしまうでし

ょうか。疋田さんにも子どもがいらっしゃるそう

ですが、疋田さんの考えを教えていただきたいで

す。よろしくお願いいたします。同旨意見あり。

（疋田） それは全然矛盾していないと思います

よ。さっき小林さんが出したヨーロッパの画像が

ありましたね。小さな子どもが歩道上を自転車で

走っていると。あれは全然問題ないわけですよ。

なぜならば、あの自転車が他を傷つける可能性が

あるかということなんですよね。考えないといけ

ないことは、道路というのは弱者優先の原則があ

って、その交通弱者が走るところが歩道なんで

す。弱者、もしくは非弱者、これをどこで区別す

るか。簡単なんですよ、定義は。自らが他から受

ける、傷つけられる可能性は持ちながら、自らは

他を傷つける可能性がほとんどないもの。これが

弱者なんですね。だから歩行者は弱者なんです

よ。車椅子も弱者。白い杖だって弱者。それはそ

うなんです。子どもも弱者。そして子どもが乗っ

ているあのおもちゃそのものである自転車、あれ

は完全に弱者じゃないですか。これは歩道に乗っ

て全然OKなんです。

自転車がそれなりのスピードを得るぐらい体力

を子どもが持ち、そしてそれが他を傷つける可能

性が出てきたときに、そこではじめて車道教育と

いうのが必要になってくるんですよ。同時に、車
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道に出ることによって自転車には義務と責任が生

じますから、自転車教育を受けさせないといけな

い。自転車教育を受け、そして自転車で他を傷つ

ける可能性ができるぐらいの体力を得た。そこで

はじめて自転車は歩道に行くんです。だから、子

ども、その子どもというのを児童アンド幼児をど

こに設定するかというのは、ちょっとわからない

と思うんです。日本人というのは体格がよくなり

ましたから、小学校５、６年生ぐらいになると、

結構なスピード出すガキンチョが出てきますよ

ね。だから、ひょっとしたら１０歳を前後にするな

んていうこともあるかもしれません。今の幼児・

児童ということでいうと、小学生までは児童です

から、１２歳までということになっちゃう。１２歳が

正しいのかどうか、これはまだわかりません。わ

かりませんけれど、ただ子どもが乗っている自転

車、これが歩道を走るということは、この法案反

対に関しては何ら矛盾することではないんです

よ。そこの部分に関しては賛成って質問者はおっ

しゃいましたが、そこの部分にはどころか、こん

なのは世界の常識であって、こんなことを法案に

書いてあること自体が既におかしいという認識だ

と思います。

子どもを歩道から除去する、もしくは車道だけ

しか走らせない。こんなのは世界的に見てもあり

得ない話なんです。だからここですよね。１番、

児童・幼児が普通自転車を運転する場合は歩道。

いいですよ。そのまんまここの部分はとってもい

いんじゃないでしょうか。それ以上に、これは道

路行政の単なる前提なのではないかと。例えば三

輪車考えてみればわかるじゃないですか。三輪車

に車道を通れと誰が言いますかね。それはないん

ですよ。そういう話だと思います。

（福井） いかがでしょうか。手を挙げた方がいら

っしゃる。

（会場から） 今、児童・幼児というふうに書かれ

ているのですけれど、私の経験からして、私、幼

稚園の娘は自転車に乗って交差点で青信号で亡く

なってしまった遺族なんですけれど、幼児はたし

か道交法の中だと思うんですけれど、小児用自転

車というのは歩行者扱いとされるというふうなこ

とが書かれているので、ここに出ること自体もお

かしいことなんだと思うんです。歩行者として認

められている、その扱いになっている。そういう

ものだと思うんです。

（疋田） 自転車の定義からすると、補助輪を付け

て四輪になっている自転車というのは普通自転車

じゃないですから、車道を走らなければいけない

ことになっちゃう。滅茶苦茶なんです。だから小

児用の自転車というのは、最初から車両からはず

してあるわけです。

（福井） ありがとうございました。よろしいでし

ょうか。それでは次に、自転車マナーについて、

こんなご質問が出ております。自転車活用推進研

究会はじめ、様々な民間団体が、これまでこの自

転車マナーの現状に関して、どれだけ改善の努力

をしてきたかが問われると思います。特に歩行者

を追い立てるような自転車利用者への働きかけが

どれだけされてきたかです。この点でどのように

お考えでしょうか。質問の後半だけ紹介させてい

ただきました。小林さん。

（小林） まさに名指しでうちのほうへ来ているの

で、うちも活動を始めて７年しか経ちませんか

ら、大きなことは言えないのですが、少なくとも

マナーだとか、モラルだとかという話じゃないは

ずなんです。これは例えば無灯火ですとか、ベル

鳴らして歩行者をどかすとか、一時停止をしない

とか、これマナーじゃないですよね。これ去年の

警察庁が募集してつくった標語なんか見ている

と、全部自転車のマナー、マナーと書くんです

よ。標語も全部そうです。マナーも光るとかっ

て、無灯火に対してマナー、マナーと。これ騙さ

れないでください。マナーと言っているのは、警

察がそれを指導もできなければ取り締まりもでき

ないから、マナーといってごまかしているんです

よ。これルールなんです。はっきり罰則まである

ルールなんですよ。

それがルールであるということを誰が教えてい

るのでしょうか。警察庁の、それから交通安全協

会その他の統計を見ていくと、年間に２５万人ぐら

いに教育をしているんですよ。小学校のグランド

で教えているわけですよ、子どもたちに。手信号

を教えているわけですよ。自転車に乗ったお巡り

さんが絶対やらない手信号を子どもに教えている

わけですよ。だから、自分たちができないことを

教えておいて、それでルールはこうだ、こうだと

教えておいて、ルールを教えたんだから守れと。

でも、１つの年代、１年間に生まれる子どもが今
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１００万前後ですよね。そのうちの４分の１にしか

教えていないわけでしょう。

だから、ヨーロッパもアメリカも最初に何をや

ったかといったら、教育からやっているわけです

よ。まず小学校に入ったときに、学校に通うわけ

ですから、１人で学校に通うには、危険な町の中

を歩いてこなければいけない。日本は自転車通学

を小学校は禁止しているようですけれども。だか

らそこで教えなければいけない。手を挙げて横断

歩道を渡りましょう。右を見て、左見てと同時

に、自転車の乗り方だとか、人とどういうふうに

共存するかという生きる知恵、生き残る知恵を与

えなければいけないのに、教育現場はそれを放棄

しているわけです。文部科学省、教育委員会は、

自転車について何で教えないんだと盛んに聞いた

ことがあるのですが、公式には言いませんが、自

転車通学を小学校で認めないから、教えた途端に

責任が発生すると。教えなければ、うちに帰って

勝手に走り回って何かあろうがなかろうが、先生

の責任ではない。学校の責任ではない。そんな馬

鹿な教育はあり得ないじゃないですか。教育改革

とか教育再生を言うんだったら、まず子どもたち

がどういう社会で、どういう生き方、どういう暮

らし方をするかということを最初に教えないとい

けないのですが、欧米でできたことがなぜ日本で

できないか。これは本当につらいことですけれど

も、そこをやっぱり言わなければいけない。

だから、私たちは、何回も提言書を書いたり、

本を出したりして、文部科学省に対しても申し入

れもしましたし、国会議員のメンバーと一緒にな

ってそういうヒアリングをしましたけれども、な

かなかそこは突破できません。ただ、あちこち行

って我々も少ない人数ですけれど、疋田さんなん

かもそうですけれども、あちこちで講演するたび

に、やっぱり自転車は正しく使わないと危険な部

分がありますよということを申し上げて、お子さ

んたちに正しく自転車を使うことをちゃんと教え

てください、交通ルールについてもある程度きち

んと教えてくださいと。知らない親が多いのでち

ょっと勉強してくださいということはお願いはし

ています。力不足であることは確かですが、ぜひ

ご協力をいただきたいと思います。

（疋田） すみません。これについてはちょっとも

う１つ。

（福井） 手短にお願いします。

（疋田） ものすごく誤解があるんです。私個人的

には、ルール守らないといけない、もちろんマ

ナーを守らないといけないと思いますし、現状と

して車道の例えばロードバイクはじめとする自転

車のルール遵守、マナー徹底ができているかとい

うと、そうじゃないと思うんですよ。だから、こ

れはこれから改善していくべきだと思うんです。

ただし、まわりの人によく言われませんか。確か

に自転車は本当ルール守らないから、こんな法律

ができるのは自業自得だよと、よく言われるでし

ょう。私もよく言われるんです。だけど、これは

そもそもの根本が間違っているんですよ。確かに

車道で危険な無法自転車がルール無視でワーワー

とやっていると。それが危ない。それをじゃあ歩

道に押し込めたらどうなるかと。歩道がさらに阿

鼻叫喚地獄になってしまうということじゃないで

すか。だから、問題と対策がここでもカテゴリを

違えているんですよね。

だから、ルール無視の無法自転車がいるんだっ

たら、その自転車にルールを守らせるようなこと

をしないといけない。これが当たり前なんです。

それと歩道車道の区別の話とは、カテゴリが別な

んですよ、問題の。だから、よく本当にそういう

ことを言われるんです。メッセンジャーなんかし

ょっちゅう言われるんですって。なんだけど、そ

れとこれとは話が別。これが基本だと思います。

（小林） ルールを教えないというところが問題な

んですよ、根本は。教えもしないルールをどうや

って守れというんですか。怒っちゃいけないな。

（福井） その関連で自転車の運転免許証につい

て、どうお考えですかという質問が２件ありま

す。どなたかお答えいただけますでしょうか。

（疋田） 自転車の運転免許というのは、そもそも

論の話が２つありまして、１つ目、自転車の運転

免許というのは、多分車道の自転車に免許を取る

ことを求めるということだと思うんです。これは

ちょっと違うんですよ。自転車はもともと車道を

走るもので、歩道を走る自転車にこそ免許、もし

くは認可が必要だと思うんです。私はこれはあり

だと思うんですよ。明らかに子乗せなんかが付い

たママチャリ、子育てのための自転車、こういう

ものは歩道を走ってもいいと思うんです。その場

合は、特に制限されたママチャリみたいなものに
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関しては、歩道を通ってもいい認可みたいな、ぺ

たっとシールでも何でもいいですから、そういう

のを与えるというのはありだと思うんですよ。

だけど逆に、自転車が車道を通るときに免許が

要るか。免許というのはそのとおり、免ずる、許

すなわけじゃないですか。もともと通っちゃいけ

ないものがそこを通る。そのために免許が必要な

んです。これは話の論理がちょっと違うと思うん

ですよ。もともと自転車は車道を通る権利がある

んです。あるものがわざわざ免許を取るというの

は、ちょっと実は変なんですよ。もちろんルール

を守らせる、マナーを徹底させるということのた

めに免許という発想が出てくるんでしょうけれ

ど、ただそれはどうだろうと思うんですよね。免

許というものなのか。もしくは単に講習を受ける

ということだけのものでも済むのではないか。そ

もそも車道にある以上、自転車は他を傷つけるこ

とが非常に少ないわけですよ。車になぜ免許が必

要か。それはあれだけの１トンもの重さが何十キ

ロものスピードをもって、つまりぶつかったらと

んでもないエネルギーを発生する。そういうとこ

ろが危ないから、本当は車は一般道を通っちゃだ

め。だけど、限られた、これこれだけの運転技量

があり、法律を守るということができている、そ

ういう人にだけ免許皆伝を与える。これが基本な

んですよね。

（小林） よくわかるんですけれども、僕、根本的

におかしいと思うのは、義務教育があるんです

よ、我々。つまり、義務教育を受けてきた人たち

って、世の中のルールを習熟して出てきたはずな

んですよ。つまり、免許をもらって出てきている

んですよ。義務教育課程でこれをきちんとカリ

キュラムに入れて教育していないで、免許と言わ

れたら、ちょっと待ってくれと。歩くにも免許要

るぞということになりませんか。確かに荒川警察

だとかいろんなところが独自に子どもたちに免許

証出したりして、あれはいいことだと思うんです

けれど、免許証制度にするという意味がわからな

いですよね。

（疋田） わからなくはないんですよ。私だってそ

の発想の根本はわかるんですよ。だから、こんな

にもルール守っていない、マナーが悪い自転車と

いうのがはびこっているんだから、じゃあ自転車

も免許制にしちゃって、少なくとも道路交通法ぐ

らいは徹底させろと、そういう発想だと思うんで

す。そこは私OKなんです。OKなんだけれど、

それが免許制になること自体がどうかなと。

次からが２つ目のポイントなんですけれども、

市民生活を送る上でいかに規制が少ないかという

のが、人が幸せに生きる基本だと思うんです。そ

うしたときに、やれ自転車も免許だ、場合によっ

てはおっしゃるように歩くのも免許だ、家の外に

出るのも免許だ、靴を履くのも免許だ。バカみた

いな話ですけど、でもそういう流れの中に自転車

の免許なんていうのがちょっとあるような気がす

るんですよね。だから、本当に世の中というの

は、免許みたいなものがなるたけ少ない。そし

て、なるたけ少ないんだけれども、人はそれを守

る。そういう規則を守るんだよ、こういうのが理

想じゃないですか。そうしたときに、自転車が

じゃあ免許にそぐうか、そぐわないかと。多分そ

ぐわないと思うんです。なぜかというと、もし免

許制を決めたとしたら、日本が唯一だからです

よ。

（福井） それでは、残りの時間も非常に迫ってま

いりましたので、ここからは質問や意見の内容だ

けをご紹介させていただきましょう。

後ろ向きの考えで申し訳ありませんが、今回の

改正が通ってしまった後、どうすべきなんでしょ

うか。よりよい方向への再改正を求めるにはどう

したらいいのか。また、それができない間は、素

直に法を守って、交通事故をふやしていったほう

がいいのでしょうか。それとも、法を破ってで

も、事故を減らすべく、車道通行を行ったほうが

いいのでしょうか。これぜひお答えいただきたか

ったのですが、時間の関係で先に進みます。

交通政策の転換の方法について。本来は寺西教

授への質問でした。都市交通政策の転換をするに

は、自治体の首長のリーダーシップが必要だと思

いますが、なかなか日本ではそれを促すことが難

しいことかと思われます。富山など例外がありま

すが。これを進めていくための有効な手法はある

でしょうか。この方は、２０１６年の東京オリンピッ

クがいい契機になるのではないかという、大変示

唆に富む意見をその後書いておられます。

それから、本来小林さん、疋田さんへのご質問

でしたが、歩行者や自転車が快適に通行できる空

間をつくるのには、ドライバーへの説得が不可欠
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かと思われる。この部分でよいアイデアや実例が

あればご教授くださいと。事故の危険にさらされ

るのは、自転車以上に歩行者です。これ以上自動

車を王様のように扱う時代は終わらせましょうと

いう意見が付いております。

それから、事故の原因は自転車関連事故の

７３．８％は交差点で起きている。車道では２４．２％止

まり。自転車関連事故を減少させるには交差点対

策、特に車の交差点内一時停止の厳密な禁止が最

も重要であるというようなご意見も寄せられてお

ります。

今でも歩道を自転車がわがもの顔で走っていて

危険極まりないのに、これ以上走らせるなんて狂

気の沙汰ですね。また、自動車のマナーの悪さと

いうか、自転車への悪意さえ感じる運転。それを

何とかするべきです。黒い車にしか乗っていない

方々に考えつかないことでしょう。情けないです

というようなご意見も寄せられております。

提言や試案は、不当・反対だというその先をど

うすればよいか。どうお考えでしょうか。提言の

示す理念。すなわち、自転車の走行性能などを発

揮するために、車両通行の原則を維持するという

考え方をいわば逆手にとり、有益な法改正、運用

を実現することはできないものでしょうか等々の

ご意見、質問が寄せられております。

自動車のルール無視も目立つ。これが車道を危

険にしているのだというご指摘。

疋田さんが言うとおり、歩道OKをしてしま

うと、今以上に交差点事故が増加します。歩道内

での自転車対歩行者の事故も当然ふえるはずで

す。事故に関して変えるべきは、まず自動車最優

先社会からです等々、まだまだたくさんのご意見

が寄せられているのですが、時間の関係で全部ご

紹介することができません。大変申し訳ありませ

ん。できるだけ今後の活動の中で反映、紹介させ

ていただきたいと思います。

（工藤） これでパネルディスカッションは終わら

せていただきます。パネリストの皆さん、本当に

どうもありがとうございました。

（福井） 本当にパネリストの皆さん、司会の工藤

委員、大変ご苦労さまでした。皆さん、いま一度

大きな拍手をいただければ幸いでございます。

大変長いシンポジウムここまでお付き合いいた

だきまして、誠にありがとうございました。最後

に、当会公害対策・環境保全委員長の坂元雅行よ

り、皆さんにご挨拶を申し上げます。

� 閉会挨拶

（坂元） 皆様、そしてパネリストの皆様、長時間

ありがとうございました。第二東京弁護士会公害

対策環境保全委員会は、この都市交通部会という

部会が中心になりまして、今回の法改正は緊急の

課題だということで、極めて短期間に大あわてで

このシンポジウムを企画したわけです。それにも

かかわらず、また土曜でもありますのに、本日は

１００名を超える方にご参加をいただきました。私

も後ろの受付のほうで座っておりましたけれど

も、皆様の非常に熱心で、強い関心、そして危惧

に押されてご参加いただいた様子がよくわかりま

した。

シンポジウムの内容については、非常によいま

とめもしていただいたと思いますし、その点につ

いては私は触れませんけれども、今後私どもの委

員会では、このシンポジウムの内容も踏まえて、

この法改正についてのパブリックコメントあるい

は意見書という形などで、ぜひ関係各所に働きか

けを続けていきたいと思っております。

最後になりますけれども、自転車が効率的な道

路交通のオールタナティブというだけでもなく、

また都市デザインの鍵を担うものというだけでも

なく、我々の身体的、そして精神的な健康をもた

らす存在として、また最後に、地域環境と地球環

境の保全に貢献する存在として、この都市交通部

会では、今後も自転車に注目していきたいと思っ

ておりますし、その成果を研究・調査・普及・提

言という形で今後も続けていきたいと思いますの

で、また皆さんもぜひこういう機会に参加をして

いただければと思います。今日はどうもありがと

うございました。

（福井） それではこれをもちまして、本日のシン

ポジウムを終了させていただきます。皆さん、ぜ

ひお手元のアンケートにご協力いただければと思

います。今後の様々なイベント、脱くるま社会の

視点からの活動のご案内を送らせていただきま

す。本日、拙い司会で大変失礼いたしました。あ

りがとうございました。（了）
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