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要  旨 

 

20 世紀は「自動車の世紀」であった。1960 年代より日本でも本格的となった自動車

化は、「マイカー・ブーム」を呼び起こし、「クルマ社会」を形成するにいたった。今や

生活の隅々にまで浸透した自動車は、その存在すら意識されない、生活の影のようなも

のとなった感がある。都市交通に職業的に関わるものを別にすれば、自動車化が日本人

の生活をどう変えてきたか。 

本論文では、日本の自動車化の歴史を概観し、自動車化が意味したものを交通行動と

都市構造、流通、商業、観光という角度から、より具体的に概観、整理する。そのうえ、

環境、高齢、少子化、情報化の視点から、自動車化を捉まえ直している。これらに続く、

中国に与える経験と教訓をくみたててみたい。 

キーワード：自動車 都市 交通 環境 

             

摘  要 

 

    二十世纪是汽车的世纪。六十年代日本开始了真正的汽车化，掀起了私家车发展的热

潮，并逐渐形成了汽车化社会。现在，汽车已经渗透到生活的各个角落，有时人们甚至意

识不到它的存在。除了职业上与城市交通有关的人士之外，恐怕很少有人去思考这样一个

问题，即汽车是如何改变人们的生活的。 

    本文概括了日本汽车化的历史，从交通行为、城市构造、流通、商业、观光等角度出

发，更加具体地概括和整理了汽车化的影响。然后从环境、老龄化、少子化和信息化的角

度出发进一步审视了日本的汽车化。最后总结了日本汽车化提供给中国的可用于借鉴的经

验和教训。 

关键词：汽车化 城市 交通 环境 
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はじめに 

 

20 世紀は「自動車の世紀」であった。1960 年代より日本でも本格的となった自動車

化は、「マイカー・ブーム」を呼び起こし、「クルマ社会」を形成するにいたった。今や

生活の隅々にまで浸透した自動車は、その存在すら意識されない、生活の影のようなも

のとなった感がある。都市交通に職業的に関わるものを別にすれば、自動車化が日本人

の生活をどう変えてきたか。 

 自動車化は単に交通手段の変化を意味したのみではない。結果として、自動車の普及

に伴い、低密度な土地利用が促進され、郊外化が進展した。戦後の都市化の過程で、住

居が郊外へと移り出、商業施設がこれに続くなか、求心的な交通パターンが拡散、公共

交通は弱体化し、古典的な都心の比重は低下した。自動車化が進行するなか、中小都市

圏では旧市街地が凋落し、公共交通は自動車に駆逐された感がある。 

 自動車化に伴う様々な変化は、日本人にいったい何をもたらしたのだろうか。 

 日本の戦後半世紀以上にわたり、産業基盤としての自動車交通施設が整備され、通過

交通量の最大化を旨として道路施設が運営されてきた。これが日本の経済的発展に寄与

したことは疑いないが、結果として生じた自動車交通の増大は、環境汚染、交通事故、

歩行環境の劣化等の問題を生み、必ずしも生活の質の向上は得られなかったという認識

が台頭した。21 世紀の道路と自動車のあり方を、より広い視点から再定義することが、

豊かな生活に導く都市交通を築き上げるために、不可欠ではないだろうか。 

本文が意図するのは、自動車化の意味とそれがもたらした諸問題を、可能な限り的確

に捉え、21世紀の都市交通への展望を切り開くことである。まず、第１章で日本の自動

車化の歴史を概観し、自動車交通の問題点と都市交通が志向すべき方向を論じる。これ

に続き、自動車化が意味したものをより具体的に、交通行動と都市構造、流通、商業、

観光という角度から概観、整理する、第２章からは自動車化が戦後の日本の都市にもた

らした変化を、広い視野から、かつ根源的に認識することを図ってみたい。環境、高齢、

少子化、情報化の視点から、自動車化を捉まえ直している。これらに続く第３章では、

これらの議論を踏まえ、中国に与える経験と教訓をくみたててみたい。 
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日本の自動車化について 

 

第 1 章  日本の自動車化と都市生活の変遷 

1.1  自動車化の発展と停滞 

 

自動車の到来を多くの日本人に告げたのは１９０３年３月から７月まで大阪で開か

れた第五回内国勧業博覧会で、米国製の蒸気自動車、電気自動車８台が展示された。一

方、国産自動車生産の動きも生じ、１９０７年には、有栖川宮殿下の命を受け、銀座双

輪商会により「国産吉田式」ガソリン自動車第一号車が完成している。その後、１９３

０年代を中心にフォード、シボレー車が日本でノック·ダウン生産されているが、本格

的な自動車生産が始まるのは戦後数年を経てからである。 

１９５０年代は２１世紀までの日本の道路整備の枠組みが決定された時代であった。

その間、日本政府はたくさんの法律を制定した。こうした道路行政の積極化は、実質的

にも精神的にも国民の自動車への関心を高めるのに効果的であった。『警察庁交通安全

白書昭和４１年度版』によると、６０年には２２９万８０００台だった保有台数は７０

年には１８１６万４０００台に達した。１９７９年の第二次オイルショックを経た１９

８０年、日本の自動車生産台数は７１７万６２５０台に達し、米国の６４３万４０６８

台を凌ぎ、世界第一位となったという。 

これと同時に、１９８０年代に入ると車の「陳腐化」とも言える現象が始まる。自動

車雑誌の売れ行きが低下し、大衆の心が車から離れていく。車が面白くなくなったので

ある。これは当然起こるべくして起こったといえよう。しかしこのことは、日常生活の

一部となった自動車が住民の生活の一部始終に影響を及ぼし、都市の形態を根本的に変

え始めたことを意味した。 

このように進展してきた自動車化は、都市生活のあらゆる側面に大きな影響を与えて

きた。それら影響の多くは生活の利便性を高め、経済規模の拡大を促すものであったが、

同時に自動車化の進行に伴い、道路混雑をはじめとする諸問題が誰の目にも明らかとな

った。環境、エネルギーの観点からは自動車が望ましい交通手段とは映らないであろう。

しかし、低密度地域では、逆に公共交通機関の効率は極めて低く、至極使い勝手の悪い

ものとなる。したがって、自動車化そのものが問題なのではなく、メリハリなく、いた

る所で自動車交通を進展させようとする発想に問題があるといえよう。 



本科生毕业设计（论文） 

 5 

 

1.2  沿道商業の発展と背景 

 

自家用車の普及ならびに道路整備の充実を主要因として消費行動は時間的にも空間

的にも多様な広がりの可能性を持つことになった。流通業の立場からすれば、これは空

間的競争環境の変革を意味し、その競争環境は広域化することとなった。この中で、急

激に増加するクルマでの移動に対応した形での出店の動きが見られたことは当然のな

りゆきだろう。いわゆるロードサイドでの出店である。そして広い駐車場を完備した郊

外型ショッピング·センターの建設は、日本の各地で商業核の立地移動を引き起こし、

市街地中心の伝統的商店街を衰退させた大きな要因の一つとされる事態に至っている。 

 １９７０年代に入りその状況に変化が見られ、特定業種、業態の店がロードサイドに

出店するよううになった。１９８０年代、ロードサイド全盛期となった。ロードサイド

ビジネス急成長の因としてまず第一に挙げられるのが、自動車化の進展·定着および幹

線道路の拡張·整備であることは言うまでもない。特に女性の自動車免許保有の一般化

は、自家用車の複数台保有の広まりとともに、伝統的買い物行動の主役である主婦層の

積極性を飛躍的に高めた。それまでは買い物といえば徒歩ないし自転車が中心で、車を

使えるとしても週末だけだった状況が一変した。また、道路整備が進展することで、そ

れまで何の商業施設もなかった地域にも出店することが可能になった。狭隘な旧国道沿

いに人家や商店が集まっていたような伝統的町並みも、それを迂回するかのように、新

たな道が整備され、人やものの流れはそちらに移動し、自動車公害と混雑でいたんだ旧

道沿いの伝統的な市街地が住民の高齢化とともに衰退していく。さらに老朽化した各種

公共施設も、より広い敷地を求めて新道沿いに移動して、この傾向を助長するといった

ことが各地で見られた。 

以上をまとめれば、自動車化は日本人に消費行動に当たっての選択肢を大幅に増加さ

せ、これまで独占的地位に安穏としていた旧態依然たる商業の退出を促し、ロードサイ

ドショップといった新たなる空間を提供した。その一方で、ロードサイドビジネスが必

ずしも外部費用を内部化していたわけでないこともあって、その成長が過ぎたことによ

る弊害も発生している。そして車だけに依存した形でのロードサイドビジネスの巨大化

については、相当に周到な計画があっても、費用面ないし空間面で自ずと限界があり、

これだけに依存した方向で商業を誘導することは現実的でないだろう。 

 

1.3  速達の物流への影響 

 



本科生毕业设计（论文） 

 6 

貨物輸送の自動車化は、それまで牛、馬車や海運、鉄道に依存していた産業活動およ

び国民生活の構造を一変させた。中でも毛細血管で身体の隅々まで血液を送るような輸

送を可能とする「宅配便」の登場は、近年の物流変革と国民のライフスタイルの変化に

少なからず影響をあたえている。スピード、確実性、利便性、広域性とで発展する宅配

便による小荷物輸送サービスは、今や産業発展ならびに豊かな国民生活になくてはなら

ない物流インフラとしての位置付けを確保しつつあるように思える。このことは、宅配

便の登場によって経済社会が自動車化への依存から容易に脱却しえない状況をもたら

してきているとさえいえる。 

 しかし、1973年に発生した第一次石油ショックを契機とする日本経済の高度成長の終

焉は、輸送需要の量的拡大に依存して供給力を拡大し続けたトラック運送業界の経営姿

勢を一変させた。そのムードが高まる中で「宅配便」が登場したのである。 

 宅配便とは、家庭ないしは企業から発生する少量の貨物を対象として、基本的には家

庭に配達する輸送サービスをいう。でも、駅頭、郵便局への持ち込みの必要性、受付窓

口の不親切な対応、梱包規則の煩わしさ、到着時間の不明確さ等があり、消費者にとっ

て積極的に活用したいというサービスではなかった。宅配便が急速な成長軌道に乗るの

は、1981年ごろからである。サービスは、地域によって異なるが、翌日ないしは翌々日

配達のスピードと確実性を保証するものであった。そのサービスの利便性と信頼性から

消費者ならびに企業に強く支持され、急速に日常的生活や企業物流に浸透していった。

そしてその浸透過程において、新たなサービス形態が追加されていった。具体的にはゴ

ルフ宅配、スキー宅配、保冷宅配、時間帯指定宅配、時間内配達、絵画宅配、産地直送

品宅配、書籍宅配、代金引換、投げ込み宅配といったサービス形態がある。このような

サービス商品の開発が少なからず今日までの宅配便の取扱量増加を支えてきたことは

否めない。 

上記のように、宅配便サービスの浸透は、ライフスタイルの変化に影響をあたえつつ

ある。インターネットを利用したサイバーショップが消費者の購買行動の一つとして定

着してくることも考えられる。当然に、このような購買行動の広がりも、宅配便の信頼

性高いサービスと多様な代金決済サービスが前提となることは言うまでもない。 

 

1.4  都市旅行への影響と発展の方向 

 

都市は、人々の交流·交易を通じた社会的経済的諸活動のための空間として発展して

きたが、こうした交通の基本的な形態の一つに「観光」がある。自動車による観光は、

鉄道·バスなど公共交通機関のダイヤや路線に縛られることがなく、観光する主体が時
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間と空間を自由に選択できることに最大の特徴がある。これは、アクセス交通や回遊行

動における移動距離や時間の制約を小さくし、観光の目的である多様な時間体験·空間

体験の機会を増やすことに寄与する。特に公共交通機関の整備が不十分な地域への観光

は、自動車が支えているといっても過言ではない。 

京都市は幸い大きな戦災を免れ、多くの文化財も残された。こうした気運のもとで、

道路整備が産業とともに観光の観点から議論されることも多かった。京都市でも、もと

もと計画あるいは着工されながら整備が遅れていた道路についても、この機会に整備さ

れたものも多くあり、道路建設が一気に進捗した時代であった。自動車交通量の増加に

よる道路交通渋滞、交通事故の多発、大気汚染などが顕在化してきた。京都市において

も都心部における日常的な交通混雑と、とくに観光施設が集中する地域において観光シ

ーズン中に押し寄せる自動車と地元の人々とのトラブルか頻発し「自動車公害」と呼ば

れるようになった。そのため、京都市ではこれまで観光駐車場やドライブウェイの整備

を行い積極的に観光目的の自動車を呼び込もうとしてきた姿勢の転換を迫られること

になった。 

個人が利用する交通手段としては極めて便利な自動車であるが、大量に集まることに

よって混雑が生じて利便性が低下し、その上交通事故などの問題点が多く発生するとい

うパラドックスが明確になったのが、この５０年間の自動車化と、都市における観光交

通の姿であった。とくに都市では観光交通だけでなく、多くの都市活動を支える交通が

あり、これらとの摩擦を避けるための明快な回答はいまだ見出されていない。 

 

第 2 章  21 世紀における日本自動車化の新動向 

 

2.1  地球環境問題の新たな進展 

 

自動車化の進展、すなわち自動車保有台数と自動車利用の増加は、自動車の走行台キ

ロを増加させ、必然的に環境負荷を増大させてきた。さらに、急激な交通需要の増大に

道路整備が追いつかず、道路の混雑を悪化させたことが、環境問題を一層深刻化させた。

日本全国の自動車排出ガス測定局のうち３割で二酸化窒素が環境基準を超過し、６割で

浮遊粒子状物質が環境基準を超過している。騒音は、道路に面する地域の６割が昼間、

夜間のいずれかで環境基準を超過し、５割が昼夜とも超過している。こうした数字を見

ると、人の健康の保護と生活環境の保全のために定められた環境基準は、とくに都市部

ではほとんど達成されていないことがわかる。 

ガソリンや軽油を燃料として走る自動車は、その燃焼過程で二酸化窒素を発生させる
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ので、燃料を消費するほど多くの二酸化窒素を排出する。したがって、燃費の改善と燃

費のよい車の普及は温暖化対策となる。しかし、残念ながら石油ショックの後、改善傾

向にあったガソリン車の燃費は、１９８２年をピークに悪化している。ガソリン価格が

長期的に下落傾向にあるために燃費への関心が低くなったこと、ＲＶ車のブームや安全

装着率の向上により車両重量が増加したことなどが原因と考えられている。 

当面、我々一人一人が地球温暖化対策に貢献する方向は、小型、軽量で燃費のよい車

を選び、できるだけ車の利用を控え、運転するときには急な加減速を避けてを浪費しな

いようにすることである。 

 

2.2  高齢化社会と交通需要の変化 

 

言うまでもなく、日本において高齢社会は間違いなく訪れる。そして、高齢社会の進

行が将来の都市交通に大きな影響を及ぼすことも間違いない。その影響にはさまざまな

ものが考えられる。例えば、高齢ドライバーが増加した時、自動車の平均的な速度が変

化したり、自動車の流れ方が現在とは異なったものになるかもしれない。そして、高齢

ドライバーの視認性には配慮したサインや情報提供などが必要とされることになるだ

ろうし、今までの方法とはまったく異なった交通安全対策が必要となるかもしれない。

これから高齢者になる年齢層では免許保有者·自動車保有者が増えるので自動車による

外出が増えると予想される。また、乗用車の複数保有世帯も着実に増加してきている。

さらに、社会の仕組みや街の物的施設のバリアフリー化の進展によりソフト·ハード両

面で高齢者の外出バリアーが低くなることにより外出機会が増加する。すなわち潜在化

していた外出需要が顕在化することも予想できる。もう一つの要素として、女性の社会

進出の進展である。また、女性の免許保有率の増加により自動車による外出機会が増加

することも予想できる。 

まず、表 1をご覧頂きたい。この表は、京阪神地域のパーソントリップ調査のデータ

を用いて、自動車と鉄道について、個々人のトリップ数を平均したものである。なお、

この場合の自動車利用には、自分で運転する場合だけでなく、例えば家族と親戚に送迎

してもらう同乗利用、あるいは、タクシーの乗車なども含まれている。 

表 1 年代別の一日当たりの平均トリップ数 

年代 自動車 鉄道 

２０歳以下 ０．３０ ０．０４ 

２０～３５歳未満 ０．６７ ０．６６ 

３５～５０歳未満 ０．６５ ０．６８ 
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５０～６５歳未満 ０．６７ ０．６５ 

６５～７５歳未満 ０．７８ ０．４９ 

７５歳以上 ０．８６ ０．２８ 

この表に示したように、２０～６５歳までの人たちは、ほぼ同じ交通手段の利用パタ

ーンを持っており、また、自動車と鉄道をバランスよく使っている。（注１）しかし、

６５歳を越えたころから、そのバランスは崩れていく。高齢者は、鉄道よりも自動車を

より使うようになっていく。とくに、７５歳以上になると、鉄道を利用する割合はぐっ

と低くなって、自動車を使う割合がぐっと高くなっていく。 

 しかし、その以外にも、自動車化を加速させる、もう一つの重要な要因が考えられる。

それは、自動車保有率の増進である。しかし、当然ながら、将来の交通需要は、その三

つだけによって規定されるものではない。これら以外の主要な要因として、以下に挙げ

るものが考えられる。（１）世代（２）居住地（３）定年の延長。年齢、世代、免許保

有、自動車保有、性別、居住地等、以上に論じてきたように、交通需要に影響を及ぼす

要因にはさまざまなものがある。この結果、高齢化社会の到来によって交通需要増加が

導かれることを示唆している。そして、最近になるほど、すなわち、７０年、８０年、

９０年と時代が経過するにつれて、人々の自動車利用傾向が徐徐に増加していることも

示された。この結果は、まさに、７０年代から９０年代にかけて、自動車化が進行し、

人々の自動車依存の傾向が徐徐に強くなっていったことを意味している。 

 

特别提醒： 

本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于都已经被论文数据

库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业论文使用，因为这些论文是不可能通过学

校论文检测的，特此提醒，以免造成不良影响！论文由于超过购买时间限度或不符合新的论文要求所以

可以免费下载，仅登部分论文以供参考！ 

另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯一性，切实维

护顾客利益！ 

购买说明： 

一，现成论文来源：每年 11 月—5 月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。我们的写手在写作

淡季没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长写做一些论文。这是我们现成论文的来

源，现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文题目的同学购买使用。对于要求比较高，或者已经确

定题目的同学只能购买代写论文。 

二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作的论文，我们

绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 
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对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在同一个省份字

出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②买断版权，只要出 500-600

元即可买断现成论文的版权（6000 字内的 500元，6000 字以上的 600元），即同一篇论文只出售给一

个人。如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就不可以再买断了，更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目录等基本内

容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找老师，问问

他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购买论文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某一部分给顾

客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有重复的论文。等顾客觉得

没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服务。 

 

 

2.3  時代はモバイルへ変える 

 

自動車化の世紀であった２０世紀から新しい２１世紀へと引き継ぐべき日本の課題

は、（１）少子高齢社会の到来、(２)増大する環境負荷、そして（３）情報化（IT革命）

の進展、などへの対応であろう。周知のように、時代は確実に「モバイル」と「ブロー

ドバンド」（光ファイバー通信網、ADSL、CATV などのサービス）へと移行しつつある。

今全国の自動車保有台数は７５００万台ぐらいだがまだ着実な増加傾向にある。一方，

携帯電話の方は急激に増加してすでに固定電話の台数を上回っており、総務省の発表に

よれば、２００１年４月末現在で PHS約６００万台とあわせて６８００万台となってい

る。数年内に自動車保有台数に追いつき、さらに期待を込めて９０００万台が視野とも

報じられている。他の諸分野と同様に、交通の分野でも、車と道路は早急かつ真剣にこ

れら移動体通信との新しい連携関係を整える必要がある。 

 ２０世紀末に登場したインターネットやモバイル機器の急速な普及は、生活やビジネ

スを時間·空間の制約から解放してきた。この傾向は、移動通信の高速化と大容量化に

伴って今後より一層の進展を見せるだろう。個の移動空間としての自動車がさらにその

真価を発揮できるモバイル環境が整うことになる。もっともっと人や車にやさしいもの

が要求される可能性が大いにある。通勤、通学、買い物、業務などの交通の幾分かは通

信によって代替されることは間違いないが、観光や娯楽を中心にした上述のような自由

な交通が増え、それが物流交通と混在することになる。 
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その意味では、交通システム、通信システム、流通システムは文明の利器といえる。

具体的には、交通政策や交通サービス提供によって、人々が利用可能な時間空間を拡大

することにより、アプローチ可能な機会数や異なる活動機会へ参加できる個人の自由度

を増加させることである。２１世紀のモバイル時代には新しい自動車化が開花する可能

性が大いにあるが、多様な文化が開花·交流し、我々の生活の質が高まり、人類や地球

の未来に希望が持てるものであることを望みたい。 

 

第 3 章  中国に与える経験と教訓 

 

上述の部分を見ると、自動車化は日本に大きな影響を持ってきた。それでは、日本の

自動車化は中国に何の経験と教訓を与えられるのであろうか。考えてみると、少なくと

も、以下のようなことを考えてもらいたい。 

 

3.1 完備的な都市の交通政策 

 

都市交通が直面する問題の解決のためには、自動車利用が孕む社会的ジレンマの構造

と、更なる自動車化を促す正のフィードバックの作動領域を変更することが必要である。

高密な都市部における道路空間を、徒歩、自転車、路面電車等の、大量輸送により適し

た、交通手段に供用することにより、より効率のよい、そしてより快適な、交通体系の

創出が可能となろう。同時に、自動車は低密度地域においてその利点を最も発揮しうる

という事実に鑑み、これまでの採算性を偏重した道路整備方針を改め、自動車交通の相

対的優位性に着目した道路投資を推し進めるべきである。これまでの都市交通政策や地

方都市政策がマイカー中心の自動車優遇社会を生み出したともいえる。したがって、都

市構造変化を前提とした都市圏交通の方向転換という都市交通政策が望まれる。しかし

ながら、これは一朝一夕に達成できるものではない。本文でみたように、自動車化に伴

う交通行動変化は、個人単位、世帯単位の生活様式に多きく影響を与えている。交通政

策は、都市圏全体の生活パターンの方向性を規定することにつながり、都市計画上の問

題としても、そのようなものとして具体的方策を考えていかねばならないであろう。 

 

3.2 理想的な商業集積 

 

車だけに依存した形でのロードサイドビジネスの巨大化については、相当に周到な計

画があっても、費用面ないし空間面で自ずと限界があり、これだけに依存した方向で商
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業を誘導することは現実的でないだろう。低価格で、深い品揃えがあり、そして楽しく

滞在ないし「街」歩きができて、便利な商業集積は、いつの時代の消費者にとっても理

想であり、近年の動向はこれを追究する動きがますます加速化しているに過ぎないのか

もしれない。ロードサイドであろうと中心市街地であろうと消費者にすれば魅力あるこ

のような商業集積が、競合が不断に変化し広がることを意識しながら、絶えず消費者を

ひきつける努力を続けてくれることが理想だろう。 

 

3.3 行き届いた物流サービス 

 

今までにてきたように、宅配便は我々の生活および産業活動にはなくてはならないサ

ービスとして浸透してきた。中国の都市および商業地区は物流に配慮された構造となっ

ていない点である。たとえば道路際におけるトラック車両に対する駐車スペースおよび

積み下ろし箇所の不足、ビルにおける荷役施設の不足などが目立ち、それがうろつき走

行、違法駐車を招く一因となっている。今後は、これらの構造的欠陥を是正すべく、物

流に配慮した都市整備ならびに法律での義務付けが必要といえよう。まさに自動車化の

落し子として登場した宅配便ではあるが、２１世紀においても持続するサービスとして

存在するためには、環境負荷を抑えた物流サービスの追及が不可欠となる。 

 

3.4 総合的な都市経営 

 

都市経営を行う自治体の立場から都市型観光を見ると、それは都市の再生、再構築あ

るいは中心市街地の活性化を推進するために都市の顧客＝集客を促す政策に深く関係

する。このように、都市への集客を積極的に取り組む場合、観光振興施策だけでなく、

実は都市構造に至るこれからの都市のあり方にまでかかわってくることになる。したが

って、都市計画を考える場合に、都市と観光の関係あるいは自動車交通と都市と観光と

の関係について、明快な意思を形成することが望まれる。 

その他に、小型、軽量で燃費のよい車を選び、できるだけ車の利用を控え、運転する

時には急な加減速を避けて燃料を浪費しないようにすること、その上で、人々の価値観

を変化することは、意味重要な課題であろう。 

 

 

おわりに 
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これらの議論を通じて浮かび上がるのが、戦後日本の都市交通政策は、都市と自動車

という、二つの相容れない概念の間に妥協点を見出そうとする、成功することのなかっ

た営みであったという結論である。この背後にあるのが、都市圏を空間的に差異化する

ことなく、あまねく自動車によるアクセスを高めようとした、都市交通計画史における

戦略的誤謬である。この文章は、交通行動と都市構造、流通、商業、観光という角度か

ら概観、整理する。 

２１世紀にも喫緊の課題であり続けるであろう、環境、高齢化、情報化から、自動車

化を捉えなおしている。近年来、中国の自動車の保有量は急速に増加している。我々の

物質的豊饒にもかかわらず、生活の質は逆に低下したとさえいえよう。日本の自動車化

の発展過程の中で、いろいろな経験と教訓を残っている。２０世紀の都市交通と生活を

規定してきたこれらの制約と誤謬から、未来の都市とその住民を解き放たなければなら

ないと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参考文献 

 

（１）荒井秀規・桜井邦夫・佐々木虔一・佐藤美智男、『日本史小百科 交通』、2001年、



本科生毕业设计（论文） 

 14 

東京堂出版。 

（２）折口透、『自動車の世紀』、1997年、岩波書店。 

（３）坂本秀夫、『ロードサイド商業の現況』、1999年、川野訓志他。 

（４）中田信哉、『明日の宅配便市場』、1994年、成山堂書店。 

（５）京都市総合企画局政策企画室、『京都市休日交通体系調査報告書』、1998年、社団

法人システム科学研究所。 

（６）北村隆一、『２１世紀の都市と交通戦略』、2001年、学芸出版社。 

注１ 京阪神都市圏交通計画協議会『京阪神都市圏パーソントリップ調査データ』1970、

1980、1990年   Ｐ34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

謝 辞 

 

今回の卒業論文を書くことはとても順調で、心から---先生のご支援に感謝いたしま



本科生毕业设计（论文） 

 15 

す。その上、大学の四年間で私のお世話になった諸先生方々のご指導にも衷心より感謝

の意を申し上げます。 

そして、良い卒論を書くために、多くの文献資料を参考しましたが、それらの文献は

私の創作に大いに役に立てくれましたことをそれらの文献の作者にも心から感謝いた

します。 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


