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3. メトロ・バンクーバー及びトランスリンクの TOD

の宣明と実践 

 

3.1 メトロ・バンクーバーの地域成長戦略 

メトロ・バンクーバーは、バンクーバー都市圏 21 の自治

体の連合体であり、上下水道、廃棄物処理などの広域行政サ

ービスのほか、大気汚染、成長政策、低所得者向け住宅など

の政策を調整している 13)。 

メトロ・バンクーバーは、1975年の「住みやすい地域の計

画」（Livable Region Plan）以来、頻度の高い公共交通機関

（Frequent Transit）でコンパクトな都心を結ぶというTOD

の考え方をとってきた。 

2011年の地域成長戦略(Regional Growth Strategy)におい

ては、開発を認める区域として、①市街化区域内、②指定さ

れた各自治体の中心部、③既存又は計画された駅の周辺、公

共交通により結ばれた回廊で、強化された交通をサポートす

るための容積率を認める公共交通開発区域（Frequent 

Transit Development Area）を挙げている 14)。 

メトロ・バンクーバーの一員として、例えば、バンクーバ

ー市は、住みやすく、サステイナブルな都市を作るため、都

市計画において、自動車への依存を減らし、サステイナブル

なモードの交通機関を優先するコミュニティを作ることを目

的のひとつとしている 15)。 

 

3.2 トランスリンクの公共交通志向型コミュニティ

(Transit-Oriented Communities) 

メトロ・バンクーバーの都市計画に関する考え方を受けて、

トランスリンクは、公共交通志向型コミュニティの考え方を

明らかにしている。これは、自動車の運転を減らし、徒歩、

自転車利用、公共交通利用を増やすための都市構造を提唱し

ているものであり、まさに TOD である。自らの交通整備の

方針であるにとどまらず、交通機関サイドから自治体その他

の関係者に都市計画のガイドラインとして示していることに

特色がある。 

具体的には、15分以上おきに双方向のサービスがあるもの

を頻度の高い公共交通機関（Frequent Transit）と定義し、

それをさらに、①1－1.5 キロの停車場間隔の急行(speed 

service) 注1）と②250‐400メートルの停車場間隔のローカル

(local service)に分け、国際慣行から見て、「①については、徒

歩圏10－12分、800メートルを、②については徒歩圏5－6

分、400 メートルを考慮せよとしている。この結果、急行の

場合は、駅周辺の拠点的な高密度な開発が可能であり、ロー

カルの場合は、路線に沿ってより均等な開発が可能となると

している。このほか、TODが成功する鍵として、主要な目的

地や都心を路線が結んでいくこと、徒歩が容易となるよう通

りを配置することなど6つの要因を挙げている。 

2013 年のトランスリンクの Regional Transportation 

Strategy（地域交通戦略）では、TODのため、徒歩、自転車

及び公共交通によるトリップを増加させるための数値目標 

注2）が掲げられ、図5にあるように2040年に向けての道路ネ

ットワークの整備と主要な回廊における公共交通の投資の優

先順位などが明らかにされている注3）16)。 

図5 トランスリンクの公共交通投資計画（赤が優先） 
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3.3 開発の手続き 

開発は民間のデベロッパー等により行われるが、市等の建

築許可を要する。開発が地区計画の見直し(Rezoning)を必要

とする場合は、すでに述べたような各種の政策に合致するこ

とを確認した上で、市議会の決議により行われる 17)。 

 

3.4 開発の状況 

後述するカナダラインの建設では、この地域の歴史の中で

他に類を見ない開発ブームを引き起こした。最も顕著な変化

は、何十年もの間ベットタウンであったバンクーバー南部郊

外のリッチモンド市である。カナダライン開業以降、駅周辺

には中層階の集合住宅タワー等が建設された。またバンクー

バー市においても、アパートやオフィスタワー、商業施設の

建設が相次いだ 18)。 

図6にあるように、トランスリンクは沿線の開発プロジェ

クトをウェブ上でインタラクティブな地図画面上に公開して

おり、積極的にデベロッパーと連携して開発プロジェクトを

促進している模様である 19)。 

図6 公開されたインタラクティブな地図画面 

 

4. トランスリンクによる固定資産税等を通じた開発利益

の吸収 

 

4.1 トランスリンクの収支 

 表のとおり、トランスリンクの2018年の収支は、1,849百

万ドルの収入に対し、1,642百万ドルの支出全体で185百万

ドルの余剰であった。北米の公共交通機関として黒字である

のは珍しい。しかし、運賃、638百万ドルでは、支出の4割

弱しかカバーしておらず、税収（約 49％）、助成など政府移

転（約 18％）が大きな収入となっている。税収とあるのは、

固定資産税収、燃料税収、駐車税収入である。燃料税収、駐 

車税収、橋通行料収入が計上されているのはトランスリンク

が道路、橋を計画、整備、管理しているためであろう。 

公共交通整備によるアクセスの改善により、土地や固定資産

の価値が上がり、また、開発により固定資産が増加すれば、 

表1 トランスリンクの収支 

 

固定資産税収は増加することになる。収入に固定資産税収が

含まれている点から、法的に公共交通整備による改善効果に

対してバリューキャプチャーを実施していることが分かる。

トランスリンクは「交通システムは利用者のみならず地域住

民にとって利益をもたらすため、固定資産税を交通システム

の改良や拡張資金として使用する。」とその理由を明確にして

いる 20)。 

メトロ・バンクバーバー地域においては、固定資産税は、

①43％が上下水道、廃棄物処理、公園維持の広域行政サービ

スに、ほかに②当該自治体の行政サービスとインフラの整備

維持に、最後に③州政府の学校税、メトロリンクの公共交通

整備維持に充てられる注4）21)。 

 

4.2 開発コスト賦課金 

ブリティッシュ・コロンビア州においては、市町村などが、

新規の開発に対応するために整備する上下水道、排水路、公

園、道路などの費用に充てるため、開発コスト賦課金

（Development Cost Charge：DCC）を、デベロッパーなど

から徴収することが認められている 22)。 

トランスリンクについても徴収をできるようにする改定案

が提出された。トランスリンクの場合、開発コスト賦課金は、

トランスリンクが計画するトランジット拡大計画の資金の一

部に充てられる。開発のコストを回収するという考え方であ

るが、バリューキャプチャーの一手法と見ることができる。 
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具体的には以下の表2の通りである 23)。 

 

表2 開発コスト賦課金 

開発種別 

適用日とレート 

2020/1/15 2021/1/1 

戸建て（一世帯） $2,100/unit $2,975/unit 

戸建て（二世帯） $1,900/unit $2,470/unit 

タウンハウス $1,900/unit $2,470/unit 

アパート $1,200/unit $1,545/unit 

リテール $1.25/ft2 $1.25/ft2 

オフィス $1.00/ft2 $1.00/ft2 

公共機関 $0.50/ft2 $0.50/ft2 

産業 $0.30/ft2 $0.30/ft2 

 

報告によると「提案された料金は、住宅の適正価格に悪影

響を与えるとは考えられていない。」ようだ 24)。 

本制度は2018年に可決され、2020年から適用される予定

だ。実際の手続きとしては、デベロッパーが自治体に開発申

請を行う際に自治体がトランスリンクに代わって請求するこ

ととなっている。 これは固定資産と違って新しい開発に対

して適用されることになるため、新規の開発を管理する効果

を持つ。 

 

4.3 トランスリンクによる債券の発行 

トランスリンクは、こうした固定資産税による経常収入等

を基にして、フリートの拡充、新線の建設、駅の改良等の資

本投資に充てる資金を得るため、2010年以来、債券を発行し

ている。 

2018年には、環境にやさしい投資であることが認定機関に

評価され、グリーンボンド 400 万＄を発行した。Dominion 

Bond Rating Service (DBRS) は、トランスリンクの債券の

信用格付けを AA 安定的と、 Moody’s Investors Service 

Aa2 安定的としており、ともに高い格付けを得ている。格付

けの理由として、DBRSは、①グレーター・バンクーバー地

域で課税権を有していること、②健全な財政運営をしている

こと、③乗客数を増加させる地域の強力な経済発展があるこ

と、④今後投資を拡大するが、営業の黒字、健全な長期計画

の経験から格付けを維持できること等を挙げている。他方、

Moody’sは、①グレーター・バンクーバー地域で、交通サー

ビス提供者として主役足る地位を占めていること、②地域の

人口増加により乗客が増えていること、③営業が黒字である

こと、④同じ格付けの機関の中では異例となる、今後3年間、

債務残高が収入の 260‐270％に達し、格付けの制約となる

が、課税権を有していることから、多額の債務を抱えうるこ

と等を挙げている 25)。 

 

注 

注1) 急行は、さらに専用軌道のケースと共用のケースに分けられて

おり、これは専用軌道のケースを示す。専用軌道は鉄道、共用

はバスと考えられる。共用のケースは、徒歩圏は6－8分、600

メートルとされている。 

注2) 2011年時点で27％であるところ、2045年に50％とするとい

う目標を掲げている。 

注3) 2008年に策定されたTransport 2040の引用。 

注4) バンクーバー市の場合、2015 年度の固定資産税率は、居住用

資産については、合計で 0.353535％、そのうちトランスリン

ク向けは 0.032030％、ビジネス用資産について、合計で

1.504535％、そのうちトランスリンク向けは 0.140991％であ

った。26） 
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