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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。

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。
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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。
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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
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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％
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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。
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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
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からだ。
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
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

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％
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
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
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。

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。
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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

「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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