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はじめに



目次

イギリス・ロンドン
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調査概要

■目的

■調査項目

イタリア・ミラノ
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■実施期間

■ヒアリング対象

【ロンドン】

【ミラノ】



現地調査チーム
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ロンドンではいろいろなタイプの二輪車が走っている
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*注1

*注2

*注3

ロンドン中心部の通りは渋滞が慢性化している

注1：セントラルロンドンと

は、中心部の「シティオ

ブロンドン」と「ウエス

トミンスター」の2区を

合わせたエリアを指す。

注2：MVkm（Million Vehicle

kilometres）は100万台

キロメートルの意で、交

通量の単位。乗り物の走

行距離の総和を示す。10

台のバイクが10km走る

とその交通量は100台km

となる。

注3：計算すると、元資料の

パーセント数値には誤差

がみられるが、記載され

ている数値をそのまま引

用した。
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【ロンドンにおける自動車の交通量推移】

Transport for London Road Network Performance & Research Team

「Traffic levels on major roads in Greater London 1993-2005」2007年3月より

地域
94-99年の
平均値 2000 2001 2002 2003 2004 2005

94-99年の平均値
に対する

2005年実績（％）

セントラルロンドン（100万台km） 913 894 857 817 796 831 831 -9

ロンドン全体に占める割合（％） 4.5 4.3 4.2 4.0 3.9 4.1 4.2

インナーロンドン（100万台km） 5,456 5,456 5,443 5,311 5,253 5,143 5,093 -6.7

ロンドン全体に占める割合（％） 27.0 26.4 26.4 26.2 26.0 25.7 25.4

アウターロンドン（100万台km） 13,855 14,345 14,310 14,173 14,129 14,066 14,089 +1.7

ロンドン全体に占める割合（％） 45.8 47.2 47.0 45.3 43.1 40.5 39.4

ロンドン全体（100万台km） 20,225 20,696 20,609 20,301 20,178 20,040 20,013 -1.0

地域
94-99年の
平均値 2000 2001 2002 2003 2004 2005

94-99年の平均値
に対する

2005年実績（％）

セントラルロンドン（100万台km） 49 55 56 54 66 68 68 +37.6

ロンドン全体に占める割合（％） 11.6 11.8 11.6 11.7 13.0 14.0 14.1

インナーロンドン（100万台km） 180 192 202 199 221 220 223 +23.8

ロンドン全体に占める割合（％） 42.6 41.0 41.4 43.0 43.9 45.5 46.5

アウターロンドン（100万台km） 193 221 229 210 217 196 189 -2.3

ロンドン全体に占める割合（％） 45.8 47.2 47.0 45.3 43.1 40.5 39.4

ロンドン全体（100万台km） 422 468 487 463 504 484 479 +13.4

全自動車交通量

二輪車交通量

ロンドン市内の交通状況（観光客が多くバスやタクシーの数も多い）
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WM区のレクチャー

West-�
minster

ロンドンの行政区分・WM区は緑色の部分
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WM区内の交通状況
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居住者のための路上駐車場

WM交通局長
Martin Low 氏



■民間の駐車場および附置義務について

■駐車場整備に対する助成について

■自転車の駐車場について
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障害者のための駐車スペース

歩道上に整備された自転車の駐車スペース
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■駐車違反の取締りについて

駐車違反を監視するカメラを搭載した自動車
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二輪車は混雑税の対象から外されている WM区では二輪車もバスレーンの通行可能

WM区駐車サービス局長

Alastair Gilchrist 氏
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■駐車スペースの設置場所の選定

【ウエストミンスター区の駐車場整備状況】

駐車場の形態 設置箇所数 収容可能台数

四輪車用の路上駐車スペース（居住者用） ― ３２,０００台

四輪車用の路上駐車スペース（一時利用） ― ７,０４５台

四輪車用の路外駐車場 ― ４,５００台

二輪車用の路上駐車スペース 約６００カ所 ６,１００台

二輪車用の路外駐車場 １４カ所 ４００台

資料提供：ウエストミンスター区
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■駐車場設置の手続き

WM区における路上駐車場の一般的なレイアウト
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■駐車マスの大きさ

道路の両側に路上駐車スペースをレイアウトした寸法実例
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■料金徴収について

ペイバイフォンを利用した路上駐車場



■セキュリティについて

■駐車場案内と広報啓発
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ＷＭ区発行の『Park Right』

駐車規制の解説から駐車料金の支

払い方法、反則金納付の手続きま

で、わかりやすく紹介している。

セキュリテイ設備のある二輪車駐車スペース 地面に金属製の留め金が埋め込まれている

WM区のホームページ

駐車場の情報が充実している。
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ビジネス街に設置された
二輪車駐車スペース。整
然と並んで、周囲の風景
に溶け込んでいる。

住民に配慮して、小規模
のスペースをきめ細かに
配置している。
写真は高級住宅街の様子
で、数台の二輪車が止め
られるスペースが確保さ
れている。
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繁華街に近い場所では、
幹線道路のデッドスペー
スを使って、大胆に駐車
スペースをレイアウトし
ている。
WM区の中心部に、数十
台の二輪車を収容できる
スペースがあった。

民間駐車場のエントラン
スの一部がデッドスペー
スになっているため、二
輪車用にスペースを供用
しているケース。

二輪車の駐車スペースは
規制表示によって地面に
「SOLO MOTORCYCLES
ONLY」と示される。
“SOLO”は“二輪車単体”
という意味で、サイドカ
ーや三輪車などを除く。

公園の周囲を路上駐車場
として整備しているが、4
つのコーナー部分には四
輪車を止められないため
二輪車に割り当てている。
二輪車ならばこうしたス
ペースでも複数台の駐車
が可能である。
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ロンドンでは道路に対し
て垂直駐車の指定がほと
んど。

車両の通行量が少ない場
所であるためか、両側を
二輪車の駐車スペースに
している。車道の幅員は、
1車線分しか残されていな
い。こうした柔軟な取り
組みが可能である。

駐停車禁止の区間に二輪
車の駐車スペースを設置
しているケース。二輪車
のメリットを都市機能に
生かそうという戦略的な
思想がある。

斜め駐車を指定して、な
おかつ1台ずつ駐車方法指
定を行っているケース。
こうしたタイプはあまり
見かけない。
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ロンドンヒースロー空港
の二輪車駐車場。

遅くまで働く従業員にと
っては欠かせない駐車場
である。

民間の自動車駐車場に止
める二輪車は少ない。
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二輪車駐車環境レポート／ロンドンミラノ

二輪車駐車スペースは街のいたるところにある



■WM区の二輪車駐車対策のポイント
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【区の姿勢・方針】

【主な交通政策】

【二輪車駐車場の整備】
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スクーターが便利に使われている

ファッショナブルなライダーも多い

ミラノ市内の交通状況



*注
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ミラノ市担当者からのヒアリング

注：トリップは旅行回数の単

位。乗り物で移動した回

数を示す。通勤で自宅と

会社を往復した場合は、

2トリップとなる。
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ヒアリングに出席したミラノ市自治体警察の担当者
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【ミラノ市の二輪車駐車スペースの増加率】

駐車エリア数 駐車可能台数 駐車エリア数 駐車可能台数

2000年9月 ― 約5,900 ― 約3,100

2002年9月 683 9,974 444 6,774

対2000年比 ― 169.1％ ― 218.5％

2008年現在 ― 約15,000 ― ―

対2000年比 ― 254.2％ ― ―

バスティオーニ環状区ミラノ市

※資料提供：ミラノ市自治体警察

四輪車の駐車スペースを
二輪車用に転用した場所。
四輪スペースのなごり
（ライン）が残っている。



■地下駐車場にかかる整備費用について

■駐車違反取締りについて
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「今後は二輪車の駐車違反も厳しくなる」と話

す警察官。

交通指導をする自治体警察
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ミラノ市内の歩道上に設置された二輪車駐車スペース

車両を乗り入れるためのスロープ

ミラノ市特別駐車対策部長

Renzo Valtorta氏
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車道に対して平行に駐車
スペースをレイアウトし
ているのがミラノ市の特
徴。

地下鉄の入口のデッドス
ペースを使って、歩道上
に駐車スペースを確保し
たケース。

歩道に設けられた駐車ス
ペースには、鍵付きチェ
ーンを巻き付けるための
バーが設置されている。
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この写真のように銀行の
周辺など公的な場所には
二輪車駐車場が設けられ
る。

通りに立てられた銅像の
回りに時計の文字盤のよ
うにレイアウトされた二
輪車駐車スペース。
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世界一流のブティックが
立ち並ぶモンテナポレオ
ーネ通り付近。

同じくブティック街。有
名ブランドの前にも二輪
車が整然と並んでいる。

市中心部の繁華街に近い
エリアでは、二輪車より
もむしろ四輪車の駐車場
を探し出すほうが難しい。



-40-

ミラノ警察の周辺に整備
された二輪車駐車スペー
ス

歴史的遺産である「スフ
ォルツェスコ城」前にも
二輪の駐車スペースがあ
った。

ミラノのリナーテ空港に
もたくさんの二輪車を収
容する駐車スペースが設
けられている。

ミラノ大学前に整備され
たスペース
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歩道に設置された二輪車駐車スペース



■ミラノ市の二輪車駐車対策のポイント

車道に沿って二輪車の駐車スペースが延々と続く

【区の姿勢・方針】

【主な交通政策】

【二輪車駐車場の整備】
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〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30日本自動車会館
URL http://www.jama.or.jp


