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市民の声が後押しとなり、広大な庭へと変化するエッフェル塔
周辺エリア

パリと聞いて思い浮かべる街並みは、エッフェル塔や凱旋門があり、石畳の大通りが突き抜
け、大通りの両端には19世紀のアパルトマンが建ち並ぶ、少しレトロで絵葉書のようなイメー
ジであろう。

しかしパリに住む人達は、今、全く違うビジョンを抱いている。なぜならパリ市は都市改造
を行っている最中で、住人の意見を取り入れたグローバルな環境都市へと生まれ変わっている
からだ。自転車レーンが充実し、車優先だった広場がゆったりとした歩道に変わり、環境に配
慮した新建築が次々と建設されている。2024年のパリ・オリンピックも、「オリンピック史上
最もグリーンな大会」を目指している。

そんなパリ市が進める都市開発計画には、エッフェル塔周辺を巨大な庭に変えるプロジェク
トがある。その内容は、エッフェル塔からイエナ橋を渡ってセーヌ川を越え、トロカデロ広場
に至る約45ヘクタールを再デザインし、緑地化するというもの。4.7ヘクタールの東京ドーム
と比べるとほぼ10倍の広さである。

2019年5月、エッフェル塔の背景を新たにするために行われたコンペティションで採用され
たのは、ランドスケープ・デザインを手掛けるイギリスの Gustafson Porter + Bowman社の
案。たくさんの緑に囲まれたエッフェル塔のイメージ図が発表されているが、パリ市長のAnne
Hidalgo氏はこの計画について「都心で小鳥のさえずりがまた聞こえるようになる、これまでに
ない規模の素晴らしき庭」と話している。

画期的な特徴の1つは、エッフェル塔の足元に架かるイエナ橋までも公園にしてしまう点だ。
現在のイエナ橋の交通量は非常に多いが、ソフトモビリティを取り入れることで車両の通行を
公共交通機関のみにし、歩行者を優先する構造に生まれ変わる予定だ。エッフェル塔公式サイ
トの統計によると、エッフェル塔周辺を訪れる観光客の数は年間約3000万人で、その内700万
人が実際に塔に登っているという。これまであまりの混雑ぶりに辟易する観光客も多かっただ
ろうが、今回の都市開発によって、散歩にもぴったりなエッフェル塔への導線をかねた緑の庭
になる。

また、セーヌ川を挟んでエッフェル塔の向いに位置するトロカデロ公園には桜の木が植えら
れ、さらに先のトロカデロ広場は車道を半分に縮小する代わりに緑地部分を増やす計画だ。

着工は2021年末で、完成の目処はパリ・オリンピックイヤーの2024年。建築家であり、風
景を構築するペイザジストでもあるKatherine Gustafson氏の指導の下に作業は進められる予
定だが、新型コロナウイルスの影響を受け、スケジュールや規模などに変更を求める区長たち
の声が2021年の年明けと同時に聞こえ始めている。しかし、パリ協定に基づいたこの計画の骨
幹が変わることはないであろう。環境を優先した都市づくりは、パリ市民の求めるものである
からだ。
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「ソフトモビリティ」がパリの未来像を決定づける鍵になりそうだ。2009年の欧州議会
リポートで話題にあげられたソフトモビリティは、「徒歩、自転車、キックボードな
ど、環境を優先した移動手段」を意味し、それを可能にするインフラも含んで語られ
る。この20年来、バスレーンの設置から貸自転車システム「vélib」の採用、緑化な
ど、環境と共生する都市づくりに取り組んできたパリ市。パリ市がこれからどう変わろ
うとしているのかを知ることは、環境問題、高齢化、都心部の人口増加など、世界中の
都市が直面している共通課題への示唆にもなるはずだ。パリ市が目指す未来の姿につい
て、現地在住リサーチャーがリポートする。

2024年完成予定のGustafson Porter + Bowman社によるプロジェクトのイメージ図
（写真提供：Gustafson Porter + Bowman）

エッフェル塔の足元は、緑の溢れる広々とした庭に生まれ変わる（写真提供：Chartier-
Corbasson）

「ソフトモビリティと緑化により、シャンゼリゼ通りも新たな姿へ」
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ソフトモビリティと緑化により、シャンゼリゼ通りも新たな姿
へ

都市開発において、パリ市民が環境への配慮を重要視していることを証明するのが、シャン
ゼリゼ通り一帯をアースコンシャスに変えるプロジェクト案だ。シャンゼリゼ委員会（シャン
ゼリゼ通りの商店組合）が建築家のPhilippe Chiambaretta氏率いる「PCA-STREAM」に依頼
したもので、「Réenchanter les Champs-Elysées（シャンゼリゼ通りを再び夢ある場所
に！）」というプロジェクト名を掲げ、2030年の新たなシャンゼリゼ像を研究したもの。プロ
ジェクト採用の如何はパリ市の決定を待つ状態であるものの、シャンゼリゼ委員会の計画は市
に歓迎され、2020年には「Pavillon de l'Arsenal（パリ都市開発研究センター）」にて大々的
な展示を行った。この展示で明らかにされたシャンゼリゼの未来像も、やはりソフトモビリテ
ィを組み込み、自然を取り入れている。ヒートアイランド現象の緩和や、雨水を蓄える都市づ
くりのために、都市の緑化は不可欠なのである。

このプロジェクト案が立ち上がった背景には、昨今のシャンゼリゼの不人気があ
る。IFOP（Institut francais d'opinion publique＝フランス世論研究所）が2019年に行った
調査によると、シャンゼリゼを訪れる人々の85％が外国人観光客であり、パリ市民の利用者は
シャンゼリゼで働いている人や15分以内の移動をする単なる通行人を除くとわずか5％。パリ
ジャン、パリジェンヌにとって、シャンゼリゼのイメージは「観光化されすぎている」「車の
騒音がうるさすぎる」「のんびりと歩きたい環境ではない」「グローバルブランドの店しかな
い」など、非常にネガティブであることが分かった。この結果に危機感を感じたシャンゼリゼ
委員会が、これからも「世界一美しい大通り」の愛称にふさわしい存在であるべく対策を講じ
たことがこのプロジェクトの発端となっている。

Pavillon de l'Arsenalで展示されたプロジェクト案を見ると、現状は石畳で片側4車線（路肩
も入れると5車線）の大通りは、騒音を抑える舗装に変わり、自転車レーンが広く取られてい
る。車道と歩道との境目は曖昧になっており、歩道はもはや公園と化している。また、凱旋門
のロータリーとコンコルド広場のロータリーまでの2kmは圧倒的な量の緑で覆われており、子
どもが車を気にせず存分に走り回ることができるような空間になっている。

市民が望むパリの姿の実現を目指す

パリ市民の反応を知るために、パリ市はPavillon de l'Arsenalの展示会場でプラットフォーム
「Make.org」を活用し、市民の声を集めた。2020年2月から6月までの4カ月間で約10万人も
の声が寄せられたことからから、不人気と言えども、シャンゼリゼ通りがパリ市民にとって重
要な存在であることが伺える。

寄せられた意見を研究した結果、パリ市民はより自然が多く、歩行者を優先し、ソフトモビ
リティを取り入れた公共空間を望んでいることが明らかとなった。シャンゼリゼ通りを100％
歩行者天国に変えるアイデアに対しては意見が分かれたが、ローカルの店を増やし、歴史的建
造物を守りつつ近代化を進め、スリ対策を強化し、リラックスできる場所へと変化することも
市民の願いだ。この研究結果を踏まえたシャンゼリゼ通り再開発プランの発表は、2021年内に
行われる予定である。

パリ協定の目標に向かって行政を進めるパリ市と、アースコンシャスで住みやすい未来都市
を望むパリ市民。エッフェル塔とシャンゼリゼ通りのプロジェクトを見ても、市と市民の利害
が一致していることがよく分かる。日本はどうだろうか。2011年、日本政府は「環境未来都
市」構想を掲げた。政治が国民のものであり、国民が快適な環境の中で暮らすことことを望ん
でいるのなら、二つの車輪が共に作動し、前進することは不可能でないはずだ。パリ市にその
実例を見るように。
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ソフトモビリティを取り入れ、緑地化されたシャンゼリゼ大通りと凱旋門のロータリー（写
真提供：PCA-STREAM）

ソフトモビリティを取り入れ、緑地化されたシャンゼリゼ通り。石畳の道路は騒音を抑える
舗装に（写真提供：PCA-STREAM）

この記事は、TNCが主宰する世界70ヵ国100地域に暮らす約600人の日本人女性ネッ
トワーク「ライフスタイル・リサーチャー」からの情報をもとに制作しています。日本
と海外の価値を結ぶさまざまな企画・マーケティング分野で活躍しています。
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ソフトモビリティと緑化により、シャンゼリゼ通りも新たな姿
へ

都市開発において、パリ市民が環境への配慮を重要視していることを証明するのが、シャン
ゼリゼ通り一帯をアースコンシャスに変えるプロジェクト案だ。シャンゼリゼ委員会（シャン
ゼリゼ通りの商店組合）が建築家のPhilippe Chiambaretta氏率いる「PCA-STREAM」に依頼
したもので、「Réenchanter les Champs-Elysées（シャンゼリゼ通りを再び夢ある場所
に！）」というプロジェクト名を掲げ、2030年の新たなシャンゼリゼ像を研究したもの。プロ
ジェクト採用の如何はパリ市の決定を待つ状態であるものの、シャンゼリゼ委員会の計画は市
に歓迎され、2020年には「Pavillon de l'Arsenal（パリ都市開発研究センター）」にて大々的
な展示を行った。この展示で明らかにされたシャンゼリゼの未来像も、やはりソフトモビリテ
ィを組み込み、自然を取り入れている。ヒートアイランド現象の緩和や、雨水を蓄える都市づ
くりのために、都市の緑化は不可欠なのである。

このプロジェクト案が立ち上がった背景には、昨今のシャンゼリゼの不人気があ
る。IFOP（Institut francais d'opinion publique＝フランス世論研究所）が2019年に行った
調査によると、シャンゼリゼを訪れる人々の85％が外国人観光客であり、パリ市民の利用者は
シャンゼリゼで働いている人や15分以内の移動をする単なる通行人を除くとわずか5％。パリ
ジャン、パリジェンヌにとって、シャンゼリゼのイメージは「観光化されすぎている」「車の
騒音がうるさすぎる」「のんびりと歩きたい環境ではない」「グローバルブランドの店しかな
い」など、非常にネガティブであることが分かった。この結果に危機感を感じたシャンゼリゼ
委員会が、これからも「世界一美しい大通り」の愛称にふさわしい存在であるべく対策を講じ
たことがこのプロジェクトの発端となっている。

Pavillon de l'Arsenalで展示されたプロジェクト案を見ると、現状は石畳で片側4車線（路肩
も入れると5車線）の大通りは、騒音を抑える舗装に変わり、自転車レーンが広く取られてい
る。車道と歩道との境目は曖昧になっており、歩道はもはや公園と化している。また、凱旋門
のロータリーとコンコルド広場のロータリーまでの2kmは圧倒的な量の緑で覆われており、子
どもが車を気にせず存分に走り回ることができるような空間になっている。

市民が望むパリの姿の実現を目指す

パリ市民の反応を知るために、パリ市はPavillon de l'Arsenalの展示会場でプラットフォーム
「Make.org」を活用し、市民の声を集めた。2020年2月から6月までの4カ月間で約10万人も
の声が寄せられたことからから、不人気と言えども、シャンゼリゼ通りがパリ市民にとって重
要な存在であることが伺える。

寄せられた意見を研究した結果、パリ市民はより自然が多く、歩行者を優先し、ソフトモビ
リティを取り入れた公共空間を望んでいることが明らかとなった。シャンゼリゼ通りを100％
歩行者天国に変えるアイデアに対しては意見が分かれたが、ローカルの店を増やし、歴史的建
造物を守りつつ近代化を進め、スリ対策を強化し、リラックスできる場所へと変化することも
市民の願いだ。この研究結果を踏まえたシャンゼリゼ通り再開発プランの発表は、2021年内に
行われる予定である。

パリ協定の目標に向かって行政を進めるパリ市と、アースコンシャスで住みやすい未来都市
を望むパリ市民。エッフェル塔とシャンゼリゼ通りのプロジェクトを見ても、市と市民の利害
が一致していることがよく分かる。日本はどうだろうか。2011年、日本政府は「環境未来都
市」構想を掲げた。政治が国民のものであり、国民が快適な環境の中で暮らすことことを望ん
でいるのなら、二つの車輪が共に作動し、前進することは不可能でないはずだ。パリ市にその
実例を見るように。

< 1 2

ソフトモビリティを取り入れ、緑地化されたシャンゼリゼ大通りと凱旋門のロータリー（写
真提供：PCA-STREAM）

ソフトモビリティを取り入れ、緑地化されたシャンゼリゼ通り。石畳の道路は騒音を抑える
舗装に（写真提供：PCA-STREAM）

この記事は、TNCが主宰する世界70ヵ国100地域に暮らす約600人の日本人女性ネッ
トワーク「ライフスタイル・リサーチャー」からの情報をもとに制作しています。日本
と海外の価値を結ぶさまざまな企画・マーケティング分野で活躍しています。

KEYWORD SEARCH

自動配送ロボットが住宅街で薬を届ける　 “レジ
リエンスの高い街”で芽吹いた未来

人生100年時代に向け、50歳以上を輝く人生にす
る新プロジェクトが始動

世界一のデジタル化先進国、デンマーク　生活者
の視点から見るメリット・デメリットとは

スマホで注文できるインソールは　100歳まで健
康に歩くためのソリューション

高校野球の常識を覆す　広島・武田高校の「フィ
ジカル革命」

コオロギが優れた食材であるこれだけの理由　日
本で本格化する昆虫食（2）

欧州で本格化する「代替肉」は昆虫！　900万人
の欧州人の舌をとらえる

脳をデジタル化することで　永遠の命の実現は可
能になるのか

事業モデル改革に挑む　地域スポーツクラブが逆
境下で目指す未来

果てしなく広がる海に潜む可能性を　水中で活躍
するロボットが探求する

ARTICLE RANKING

“ミライ”への階段 - vol7 食の未来 - vol33 “ミライ”への階段 - vol64

「4億年生き残りの知恵」、 生物模倣で“環境にやさしい社会”づくり

まちづくり, 環境保護 2016/08/29

世界標準を目指す日本酒、ライバルはワイン？ ベンチャーも参入して新たな地平を切り開く

清酒, 日本酒, ワイン, 日本食 2019/01/21

小さな町工場が挑む 世界を変える「やさしい革」の挑戦

サステナブル, なめし, 未来のTOKYO 2020/03/23

"ミライ"への階段 社会デザイン研究 自動運転社会という未来 都市の未来 食の未来

ウエルネス社会 ロボティクス社会 スポーツの未来 グローバルインサイト 未来コトハジメNEWS（無料）お申込み

本サイトは、パートナーとともに、日経BPが企画・制作しているWebメディアです。
運営会社:日経BP www.nikkeibp.co.jp

パートナー:パナソニック株式会社 www.panasonic.com/jp/home.html

未来コトハジメ（ミラコト）とは | お問い合わせ | 運営会社 |プライバシーポリシー | 著作権について

Copyright © 1995-2021 Nikkei Business Publications, Inc

未来コトハジメについて 記事を検索する ログイン 会員登録

パリ市が目指す自然にも市民にも優しい都市改革パリ市が目指す自然にも市民にも優しい都市改革パリ市が目指す自然にも市民にも優しい都市改革

パリ市が目指す自然にも市民にも優しい都市改革

ソフトモビリティと緑化が未来都市の鍵ソフトモビリティと緑化が未来都市の鍵ソフトモビリティと緑化が未来都市の鍵

ソフトモビリティと緑化が未来都市の鍵

グローバルインサイトグローバルインサイトグローバルインサイト

グローバルインサイト

ホーム  グローバルインサイト  パリ市が目指す自然にも市民にも優しい都市改革　ソフトモビリティと緑化が未来都市の鍵

未来コトハジメの最新情報をFacebookで
お届けします。
Facebookページはこちら

サステナブル 、 SDGs 、 未来のTOKYO 、

IoT 、 街づくり 、 ロボティクス 、 人手不足

、 農業 、 AI 、 セキュリティ 、 画像認識 、

顔認証 、

2021.03.16 TNCライフスタイル・リサーチャー　Keiko Sumino-Leblanc

Social ツイートシェア

Keyword 街づくり  モビリティ

ソフトモビリティと緑化により、シャンゼリゼ通りも新たな姿
へ

都市開発において、パリ市民が環境への配慮を重要視していることを証明するのが、シャン
ゼリゼ通り一帯をアースコンシャスに変えるプロジェクト案だ。シャンゼリゼ委員会（シャン
ゼリゼ通りの商店組合）が建築家のPhilippe Chiambaretta氏率いる「PCA-STREAM」に依頼
したもので、「Réenchanter les Champs-Elysées（シャンゼリゼ通りを再び夢ある場所
に！）」というプロジェクト名を掲げ、2030年の新たなシャンゼリゼ像を研究したもの。プロ
ジェクト採用の如何はパリ市の決定を待つ状態であるものの、シャンゼリゼ委員会の計画は市
に歓迎され、2020年には「Pavillon de l'Arsenal（パリ都市開発研究センター）」にて大々的
な展示を行った。この展示で明らかにされたシャンゼリゼの未来像も、やはりソフトモビリテ
ィを組み込み、自然を取り入れている。ヒートアイランド現象の緩和や、雨水を蓄える都市づ
くりのために、都市の緑化は不可欠なのである。

このプロジェクト案が立ち上がった背景には、昨今のシャンゼリゼの不人気があ
る。IFOP（Institut francais d'opinion publique＝フランス世論研究所）が2019年に行った
調査によると、シャンゼリゼを訪れる人々の85％が外国人観光客であり、パリ市民の利用者は
シャンゼリゼで働いている人や15分以内の移動をする単なる通行人を除くとわずか5％。パリ
ジャン、パリジェンヌにとって、シャンゼリゼのイメージは「観光化されすぎている」「車の
騒音がうるさすぎる」「のんびりと歩きたい環境ではない」「グローバルブランドの店しかな
い」など、非常にネガティブであることが分かった。この結果に危機感を感じたシャンゼリゼ
委員会が、これからも「世界一美しい大通り」の愛称にふさわしい存在であるべく対策を講じ
たことがこのプロジェクトの発端となっている。

Pavillon de l'Arsenalで展示されたプロジェクト案を見ると、現状は石畳で片側4車線（路肩
も入れると5車線）の大通りは、騒音を抑える舗装に変わり、自転車レーンが広く取られてい
る。車道と歩道との境目は曖昧になっており、歩道はもはや公園と化している。また、凱旋門
のロータリーとコンコルド広場のロータリーまでの2kmは圧倒的な量の緑で覆われており、子
どもが車を気にせず存分に走り回ることができるような空間になっている。

市民が望むパリの姿の実現を目指す

パリ市民の反応を知るために、パリ市はPavillon de l'Arsenalの展示会場でプラットフォーム
「Make.org」を活用し、市民の声を集めた。2020年2月から6月までの4カ月間で約10万人も
の声が寄せられたことからから、不人気と言えども、シャンゼリゼ通りがパリ市民にとって重
要な存在であることが伺える。

寄せられた意見を研究した結果、パリ市民はより自然が多く、歩行者を優先し、ソフトモビ
リティを取り入れた公共空間を望んでいることが明らかとなった。シャンゼリゼ通りを100％
歩行者天国に変えるアイデアに対しては意見が分かれたが、ローカルの店を増やし、歴史的建
造物を守りつつ近代化を進め、スリ対策を強化し、リラックスできる場所へと変化することも
市民の願いだ。この研究結果を踏まえたシャンゼリゼ通り再開発プランの発表は、2021年内に
行われる予定である。

パリ協定の目標に向かって行政を進めるパリ市と、アースコンシャスで住みやすい未来都市
を望むパリ市民。エッフェル塔とシャンゼリゼ通りのプロジェクトを見ても、市と市民の利害
が一致していることがよく分かる。日本はどうだろうか。2011年、日本政府は「環境未来都
市」構想を掲げた。政治が国民のものであり、国民が快適な環境の中で暮らすことことを望ん
でいるのなら、二つの車輪が共に作動し、前進することは不可能でないはずだ。パリ市にその
実例を見るように。

< 1 2

ソフトモビリティを取り入れ、緑地化されたシャンゼリゼ大通りと凱旋門のロータリー（写
真提供：PCA-STREAM）

ソフトモビリティを取り入れ、緑地化されたシャンゼリゼ通り。石畳の道路は騒音を抑える
舗装に（写真提供：PCA-STREAM）

この記事は、TNCが主宰する世界70ヵ国100地域に暮らす約600人の日本人女性ネッ
トワーク「ライフスタイル・リサーチャー」からの情報をもとに制作しています。日本
と海外の価値を結ぶさまざまな企画・マーケティング分野で活躍しています。

KEYWORD SEARCH

自動配送ロボットが住宅街で薬を届ける　 “レジ
リエンスの高い街”で芽吹いた未来

人生100年時代に向け、50歳以上を輝く人生にす
る新プロジェクトが始動

世界一のデジタル化先進国、デンマーク　生活者
の視点から見るメリット・デメリットとは

スマホで注文できるインソールは　100歳まで健
康に歩くためのソリューション

高校野球の常識を覆す　広島・武田高校の「フィ
ジカル革命」

コオロギが優れた食材であるこれだけの理由　日
本で本格化する昆虫食（2）

欧州で本格化する「代替肉」は昆虫！　900万人
の欧州人の舌をとらえる

脳をデジタル化することで　永遠の命の実現は可
能になるのか

事業モデル改革に挑む　地域スポーツクラブが逆
境下で目指す未来

果てしなく広がる海に潜む可能性を　水中で活躍
するロボットが探求する

ARTICLE RANKING

“ミライ”への階段 - vol7 食の未来 - vol33 “ミライ”への階段 - vol64

「4億年生き残りの知恵」、 生物模倣で“環境にやさしい社会”づくり

まちづくり, 環境保護 2016/08/29

世界標準を目指す日本酒、ライバルはワイン？ ベンチャーも参入して新たな地平を切り開く

清酒, 日本酒, ワイン, 日本食 2019/01/21

小さな町工場が挑む 世界を変える「やさしい革」の挑戦

サステナブル, なめし, 未来のTOKYO 2020/03/23

"ミライ"への階段 社会デザイン研究 自動運転社会という未来 都市の未来 食の未来

ウエルネス社会 ロボティクス社会 スポーツの未来 グローバルインサイト 未来コトハジメNEWS（無料）お申込み

本サイトは、パートナーとともに、日経BPが企画・制作しているWebメディアです。
運営会社:日経BP www.nikkeibp.co.jp

パートナー:パナソニック株式会社 www.panasonic.com/jp/home.html


