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モデル 

目的 
パークアンドライドを前提とした公共交通の創設、優先車線の創設という 2 つの政策を比

較し、経済学的に優れた混雑緩和の政策を考える。 

イメージ：(1)パークアンドライド＋公共交通（LRT） 

      (2)優先車線（バス） 

 

モデル 

 

－仮定－ 

上図のように都心へと向かう複数道路のうちの 1 本の道路について考える。なお、この

モデルでは city と suburb の境界より左側の部分（図の実線矢印）のみを考える。この道路

は現在 2 車線であり、車の利用者は都心（center）の駐車場に車を止めるものとする。 
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LRT（公共交通）を作る場合は、suburb に住み、なおかつ LRT を利用する人は city と

suburb の境界にある駐車場に止め、そこから LRT に乗って都心まで行くと仮定する。こ

のとき、政府はパークアンドライドと公共交通の利用を促すため、その駐車場利用者に社

会的に最適な額の補助を与えるものとする。また、車線の 1 本は LRT 創設のために使われ

るので、車が利用できる車線は 1 車線となる。 

優先車線を作る場合は、車線の 1 本はバスの優先道路として使われるので、車が利用で

きる車線は 1.5 本と仮定する。 

 

右図のように都市内を 2 ㎞ごとに分割し、

それぞれをマス A~C とする。人口はすべて

マスの中心にあるとする。したがって、都市

内の交通はマスの中心から始まり、郊外の交

通は C と suburb の境界から始まると仮定す

る。今、qa、qb、qc、qs はそれぞれのマス

で、都心への交通を行う人数を表している。

交通手段は、A~C と郊外に住む人はそれぞれ

の場合に応じて、車か徒歩か LRT かバスの

費用の内、最も安いものを選ぶものとする。 

 

 

 

また、A、B、C の交通がマスの中心から始まるため、

車の利用者が①～④で変化しうるので、左図のように

分割する。ここで、①～④でのそれぞれの車の利用人

数を Qca～Qcs とする。 

 

 

 

 

 

 

 

－モデル－ 

まず、車のみの場合の社会的総費用、公共交通を作った時の経済学的に最適な総費用、

優先車線を作った時の社会的総費用をそれぞれ計算し、2 つの政策の比較を行う。 

以下、車のみ、公共交通（LRT）の創設、優先車線の創設についてそれぞれ考える。 
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車のみの場合 

まず、パラメーターを下の表に示す。 

 

 

 

 

 

次に、A、B、C、郊外に住むそれ

ぞれの人の車での移動費用と、徒

歩での移動費用を表す。人々は、

この 2 つの移動手段のうち、費用

の安いほうを選択する。 

A に住む人の車、徒歩のそれぞれの費用は 

車：Cca=Pc+Aa+t・Tc0{1+α(Qca/2K)β} 

徒歩：Cwa= t ・Twa 

 

B に住む人の車、徒歩のそれぞれの費用は 

車：Ccb=Pc+Ab+t・Tc0{1+α(Qca/2K)β}+t・Tc0{1+α(Qcb/2K)β} 

徒歩：Cwb=t・Twb 

 

C に住む人の車、徒歩のそれぞれの費用は 

車：Ccc=Pc+Ab+t・Tc0{1+α(Qca/2K)β}+t・Tc0{1+α(Qcb/2K)β}+t・Tc0{1+α(Qcc/2K)β} 

徒歩：Cwc=t・Twb 

 

郊外に住む人の車、徒歩のそれぞれの費用は 

車：Ccs=Pc+Ab+t・Tc0{1+α(Qca/2K)β}+t・Tc0{1+α(Qcb/2K)β}+t・Tc0{1+α(Qcc/2K)β}+ t・

Tc0{1+α(Qcd/2K)β} 

徒歩：Cws=t・Twb 

 

最後に、社会的総費用を表す。 

SC= A の移動手段コスト×移動人数＋B の移動手段コスト×移動人数＋C の移動手段コス

ト×移動人数＋suburb の移動手段コスト×移動人数＋バスの導入コスト 

 

優先車線を創設した場合 

まず、パラメーターを下の表に表す。 

 

C 一人当たり費用
SC 社会的総費用
Pc 都心での駐車料金
A 車の燃料費
t 時間費用

Tc0 渋滞がない場合の車での移動時間

Tc 車での移動時間

Tc Tc0{1+α(Qc/K)β}

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

パラメーター
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次に、A、B、C、郊外に住むそれ

ぞれの人の車での移動費用と、徒歩

での移動費用と、バスでの移動費用

を表す。人々は、この 3 つの移動

手段のうち、費用の安いものを選択

する。 

A に住む人の車、徒歩、バスのそれぞれの費用は 

車：Cca=Pc+Aa+t・Tc0{1+α(Qca/1.5K)β} 

徒歩：Cwa= t ・Twa 

バス：Cba=fa+t・Tba+Y 

 

B に住む人の車、徒歩、バスのそれぞれの費用は 

車：Ccb=Pc+Ab+t・Tc0{1+α(Qca/1.5K)β}+t・Tc0{1+α(Qcb/1.5K)β} 

徒歩：Cwb=t・Twb 

バス：Cbb=fb+t・Tbb+Y 

 

C に住む人の車、徒歩、バスのそれぞれの費用は 

車：Ccc=Pc+Ab+t・Tc0{1+α(Qca/1.5K)β}+t・Tc0{1+α(Qcb/1.5K)β}+t・Tc0{1+α(Qcc/1.5K)
β} 

徒歩：Cwc=t・Twb 

バス：Cbc=fc+t・Tbc+Y 

 

郊外に住む人の車、徒歩、バスのそれぞれの費用は 

車：Ccs=Pc+Ab+t・Tc0{1+α(Qca/1.5K)β}+t・Tc0{1+α(Qcb/1.5K)β}+t・Tc0{1+α(Qcc/1.5K)
β}+ t・Tc0{1+α(Qcd/1.5K)β} 

徒歩：Cws=t・Twb 

バス：Cbs=fs+t・Tbs+Y 

 

最後に、社会的総費用を表す。 

SC＝A の移動手段コスト×移動人数＋B の移動手段コスト×移動人数＋C の移動手段コス

ト×移動人数＋suburb の移動手段コスト×移動人数＋バスの導入コスト＋バスの運行費用

C 一人当たり費用
SC 社会的総費用
Pc 都心での駐車料金
A 車の燃料費
t 時間費用

Tc0 渋滞がない場合の車での移動時間

Tc 車での移動時間

Tc Tc0{1+α(Qc/K)β}

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

パラメーター
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－運賃収入 

LRT を創設した場合 

まず、パラメーターを下の表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

次に、A、B、C、郊外に住むそれ

ぞれの人の車での移動費用と、徒歩

での移動費用と、LRT での移動費

用を表す。人々は、この 3 つの移

動手段のうち、費用の安いものを選

択する。 

A に住む人の車、徒歩、LRT のそれぞれの費用は 

車：Cca=Pc+Aa+t・Tc0{1+α(Qca/K)β} 

徒歩：Cwa= t ・Twa 

LRT：Cta=fa+t・Tta+Y 

 

B に住む人の車、徒歩、LRT のそれぞれの費用は 

車：Ccb=Pc+Ab+t・Tc0{1+α(Qca/K)β}+t・Tc0{1+α(Qcb/K)β} 

徒歩：Cwb=t・Twb 

LRT：Ctb=fb+t・Ttb+Y 

 

C に住む人の車、徒歩、LRT のそれぞれの費用は 

車：Ccc=Pc+Ab+t・Tc0{1+α(Qca/K)β}+t・Tc0{1+α(Qcb/K)β}+t・Tc0{1+α(Qcc/K)β} 

徒歩：Cwc=t・Twb 

LRT：Ctc=fc+t・Ttc+Y 

 

郊外に住む人の車、徒歩、LRT のそれぞれの費用は 

車：Ccs=Ps+Ab+t・Tc0{1+α(Qca/K)β}+t・Tc0{1+α(Qcb/K)β}+t・Tc0{1+α(Qcc/K)β}+ t・

Tc0{1+α(Qcd/K)β}+X－Y´ 

徒歩：Cws=t・Twb 

LRT：Ctc=fc+t・Ttc+Y 

C 一人当たり費用
SC 社会的総費用
Pc 都心での駐車料金
Ps 郊外での駐車料金
A 車の燃料費
t 時間費用

Tc0 渋滞がない場合の車での移動時間

Tc 車での移動時間
Tc Tc0{1+α(Qc/K)β}
Tｔ LRTでの移動時間
Tw 徒歩での移動時間
Qc 車の利用人数
K 1車線あたりの車の道路容量（人/時間）
ｆt LRTの運賃
Y LRTへの乗り換えコスト
Y´ LRTへの乗り換えコスト
X 政府の補助金

パラメーター
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今、社会的に最適な補助金の額について考える。 

 まず、都市内に住む人がいないと仮定した場合に X は以下のようにして導かれる。 

 

Cc=Pc+A+t・Tc 

Tc=Tc(Qc/Kt) 

Ct=Ps+ft+t・Tt＋Y-X 

 

いま、均衡では右図より Cc=Ct である。                               

Pc+A+t・Tc= Ps+ft+t・Tt＋Y-X 

Tc(Qc/Kt)=(Ps-Pc+ft＋Y-X-A)/t+Tt 

Qc/Kt=Tc-1{(Ps-Pc+ft＋Y-X-A)/t+Tt} 

Qc=Kt・Tc-1{(Ps-Pc+ft＋Y-X-A)/t+Tt} 

よって、Qc
＊が X の関数で表せる。（その他は定数） 

ここで、下図のように社会的余剰の最大化を実現する社会的に最適な交通量(Qc**)にする

ために、SCc と SCt だけでなく、事業者と政府の視点も盛り込んだ社会的総費用が最小と

なるような X を定める。こうして求まった総費用が経済学的に最適な総費用である。 

 
次に、郊外の車の利用者を Qc**としたときに、都市内の人々の車での移動費用が最も小

さくなるのは、都市内の人々が車以外の交通手段を利用する場合であり、このように仮定

して計算した結果、車での移動費用がそれでもほかの交通手段より大きかった場合、上で

求めた X が社会的に最適な補助金の額であるといえる。 

このモデルでは、その場合のみを考え、仮定が成り立つ範囲内で有効である。 

 

この時の社会的総費用は次のようになる。 

SC＝車利用者のコスト＋LRT 利用者のコスト＋徒歩利用者のコスト＋LRT 導入コスト＋

LRT 運行コスト－運賃収入＋政府支出 
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