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混雑緩和政策について混雑緩和政策について

• 混雑緩和には、混雑料金の導入が経済学的
にはもっとも望ましいが、技術的・社会的側面も も望ま 、技術的 社会的側面
においてその実施は困難である。

• 次善の政策として考えられるのは、燃料税の
導入や、公共交通の設備、パークアンドライド
の促進などである。の促進などである。



研究概要研究概要

私たちは この中からパ クアンドライドと公共• 私たちは、この中からパークアンドライドと公共
交通について、混雑緩和の効果を検証すること
にしたにした。

• まず これらの政策が本当に混雑緩和に有効な• まず、これらの政策が本当に混雑緩和に有効な
政策なのか検討するためにモデルを作った。

• 次に、出来上がったモデルを実際の都市に当て
はめてみて その効果を検討し さらに政策を比はめてみて、その効果を検討し、さらに政策を比
較した。



公共交通について公共交通について

• モデルにおける混雑緩和政策の公共交通に
ついて、私たちはLRTを選択した。

そこで まず に関する説明を簡単に行う• そこで、まずLRTに関する説明を簡単に行う。



公共交通 LRT公共交通―LRT―



LRTの利用LRTの利用

とは？ 路面電車の進化系 ( i h il i )LRTとは？ ⇒路面電車の進化系。(Light Rail Transit)

①大量輸送 的 鉄道とバ と 中 的な輸送力①大量輸送目的の鉄道とバスとの中間的な輸送力

②バリアフリー対応車両により、街路から容易に乗降可
能能

③高頻度かつ定時性に優れた運転による利便性の向
上上

④高架走行・地下 走行などの柔軟な運転形態の採
用用

⑤地下鉄や新交通システムと比べ建設費が非常に安価



①大量輸送目的の鉄道とバスとの中①大量輸送目的の鉄道とバスとの中
間的な輸送力

(例)ボルドーの、あるLRT車両の定員(例)ボルド の、あるLRT車両の定員

⇒座席70人、立席230人：計300人

市内バス⇒70人前後市内バス⇒70人前後

鉄道⇒数百～数千人



②バリアフリー対応で 街路から容易②バリアフリ 対応で、街路から容易
に乗降可能

・最新式の車両の床面は低く設計されていて最新式の車両の床面は低く設計されていて、
停留所のホームとの段差はほとんどない。

・さらに、隙間をうめるために自動でスロープさらに、隙間をうめるために自動でスロ プ
が出るものもある。



③高頻度かつ定時性に優れた運転に③高頻度かつ定時性に優れた運転に
よる利便性

・専用軌道をもち、そこへの車の進入は禁止専用軌道をもち、そこへの車の進入は禁止

⇒定時性の確保

・数分おきの高頻度運転の実施数分おきの高頻度運転の実施



④高架走行 地 走行など 柔軟な運転形態④高架走行・地下走行などの柔軟な運転形態
の採用

・必要に応じて、低速走行と高速走行を使い分
けられるけられる

⇒多種多様な走行形態が可能



⑤地下鉄や新交通システムと比べ建⑤地下鉄や新交通システムと比 建
設費が非常に安価

LRT→キロ当たりインフラ整備費用：30~40億円

路 走行を基本と おり 大掛かりな 事は必：路面走行を基本としており、大掛かりな工事は必
要なし
⇒地下鉄の1/10程度 モノレ ル等の半分以下の⇒地下鉄の1/10程度、モノレール等の半分以下の
建設費

(例)地下鉄の建設費 億円／k(例)地下鉄の建設費：200~300億円／km
モノレール等：100億円前後／km 



LRTとバス 輸送特性LRTとバス‐輸送特性‐

バスⅠ：自動車と同じ車線を走る
バスⅡ：自動車と同じ車線＋優先レーンを持つ
LRT：専用軌道



LRTとバス 輸送特性LRTとバス‐輸送特性‐

クロイドン(英)におけるコスト分析(pteg:What Light Rail Can Do for Cities,2005をもとに作成)
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モデルモデル



モデルモデル

パ ド ド 交通• (1)パークアンドライド＋公共交通（LRT)
(2)優先車線(バス)( ) ( )
の２つの政策を比較する

• 車のみ、LRT創設、優先車線創設の3つの場車のみ、 創設、優先車線創設の の場

合を考え、それぞれについて交通費を計算す
る 最後にそれぞれの場合について社会的る。最後にそれぞれの場合について社会的
総費用を求め、２つの政策を比較する。
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モデルモデル

道路を左図 ように 長• 道路を左図のA～Cように1マスの長

さが２ｋｍになるように区切って交通
費用を計算する 人々は最も安い

A
2km

費用を計算する。人々は最も安い
交通費の交通手段を選択するもの
とする。

B
2km 6km

• それぞれの費用は下表に従って求
める。（車のみの場合の時間費用は

C
2km

混雑の具合に応じて増減する）

suburb 車のみ 都心の駐車料金＋燃料費＋時間費用
優先車線 運賃＋時間費用＋乗換コスト
LRT 運賃＋時間費用＋乗換コスト　



以下、詳細については付録参照以下、詳細については付録参照



モデルを富山市に当てはめるモデルを富山市に当てはめる



なぜ富山市なのかなぜ富山市なのか



富山市のどこの道路にするか富山市のどこの道路にするか



富山市のどこの道路にするか富山市のどこの道路にするか



仮定仮定

世帯 人 就業• 1世帯に1人のみ就業
者がいる。2人に1人の
就業者が都心 働く

2km
8984世帯

A

就業者が都心で働く。

• 道路の左右1km以内に2km7359世帯
B21811

世帯

住む、都心で働く就業
者のみがこの道路を利5468世帯

C

世帯

2km

用する。

• 郊外は都心から6km～suburb 郊外は都心から6km
20kmの区間とする。

8116世帯



世帯数世帯数

平成17年国勢調査における１キロメッシュ統計地図より取得平成17年国勢調査における１キロメッシュ統計地図より取得



仮定仮定

郊外 交通量• A、B、C、郊外の交通量
は左図の通り2km

4492人
A

• 都心から1㎞までが3車
線で、そのほかは2車2km3679人

B10905人

線である。

2734人
C

2km

suburb

4058人



結果結果



車のみの場合車のみの場合



パラメーターパラメーター

C 一人当たり費用
SC 社会的総費用

パラメーター

SC 社会的総費用
Pc 都心での駐車料金 800
A 車の燃料費 10(/km)
t 時間費用 2000(徒歩は1 5倍)t 時間費用 2000(徒歩は1.5倍)

Tc0 渋滞がない場合の車での移動時間 40(km/h)

Tc 車での移動時間

Tc Tc0{1+α(Qc/K)β} α=0.48、β＝2.82

Tw 徒歩での移動時間 4(km/h)
Qc 車の利用人数Qc 車の利用人数
K 1車線あたりの車の道路容量（人/時間） 1000(人/車線)



車のみ車のみ

徒歩• A、B→徒歩

• C→2255人が車、479人2km
4492人

A

が徒歩

• 郊外→車2km3679人
B10905人

郊外→車

2734人
C

2km
車での移動費用 徒歩での移動費用

A 1056 750

suburb

A 1056 750
B 2403 2250
C 3750 3750
suburb 3997 5250

4058人



LRTの場合



パラメーターパラメーター
パラメーター

C 一人当たり費用
SC 社会的総費用
Pc 都心での駐車料金 800
P 郊外での駐車料金 400Ps 郊外での駐車料金 400
A 車の燃料費 10(/km)
t 時間費用 2000（徒歩は1.5倍）

Tc0 渋滞がない場合の車での移動時間 40(km/h)Tc0 渋滞がない場合の車での移動時間 40(km/h)

Tc 車での移動時間
Tc Tc0{1+α(Qc/K)β}
Tｔ LRTでの移動時間 20(km/h)

徒歩 移動時Tw 徒歩での移動時間 4(km/h)
Qc 車の利用人数
K 1車線あたりの車の道路容量（人/時間） 1000(人/車線)
ｆt LRTの運賃 200+16(/km)ｆt LRTの運賃 200+16(/km)
Y LRTへの乗り換えコスト 416
Y´ LRTへの乗り換えコスト 400
X 政府の補助金

ま 移動 待 時 分 を考慮 時 費 すYは駅までの移動（500m）と待ち時間（5分）を考慮した時間費用とする



LRTLRT

• A、B、C→LRT
• Suburb→826人が車、2km

4492人
A

3232人がLRT
• 補助金→620円2km3679人

B10905人
補助金→620円

2734人
C

2km 徒歩での移動費用 車での移動費用 LRTでの移動費用

suburb

徒歩 移動費用 車 移動費用 移動費用
A 750 862 733
B 2250 1010 965
C 3750 1223 1197

4058人



優先車線の場合優先車線の場合



パラメーターパラメーター
パラメーター

C 一人当たり費用
SC 社会的総費用
Pc 都心での駐車料金 800

ラ タ

A 車の燃料費 10(/km)
t 時間費用 2000（徒歩は1.5倍）

Tc0 渋滞がない場合の車での移動時間 40(km/h)0

Tc 車での移動時間

Tc Tc0{1+α(Qc/K)β}

Tb バスでの移動時間 20(km/h)Tb バスでの移動時間 20(km/h)
Tw 徒歩での移動時間 4(km/h)
Qc 車の利用人数
K 1車線あたりの車の道路容量（人/時間） 1000(人/車線)
ｆb バスの運賃 150+33(/km)
Y バスへの乗り換えコスト 416



バスバス

→バス• A、B、C→バス

• Suburb→1899人が車、2km
4492人

A

2159人がバス

2km

人

3679人
B10905人

人

2734人
C

2km

徒歩での移動費用 車での移動費用 バスでの移動費用
A 750 871 750

3 人

suburb

B 2250 1084 1016
C 3750 1298 1282

4058人



社会的総費用の比較社会的総費用の比較

• LRT バスを作った場合• LRT、バスを作った場合

の方が、車のみの場合
より混雑は緩和されより混雑は緩和され、
かつ社会的総費用も小
さくなった

SC
車のみ 38120438

さくなった。

• よってLRT、バスの創設

は混雑緩和政策とし

LRT 18876114
バス 14302962

は混雑緩和政策として
有効といえる。さらには、
バ の創設のほうが有

ス

バスの創設のほうが有
効であるといえる。



考察考察

を創 た場合 補助金 額が郊外• LRTを創設した場合の補助金の額が郊外の

駐車料金を上回った。これは、パークアンドラ駐車料 を 回 。 れ 、 クアン ラ
イド利用者には、駐車料金を無料にして、さら
に運賃割引等をおこなった方がよいことを表に運賃割引等をおこなった方がよいことを表
している。
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