
 

 

１．はじめに 

普通列車グリーン車をJR東日本は首都圏の東海道線

や横須賀線、宇都宮線などの路線に導入している。グリ

ーン車導入は正負二つの効果を持つ。正の効果は、混雑

から抜け出すことのできる新しい選択肢を提供する効果

であり、負の効果は、普通車両の混雑が激しくなる効果

である。 

二つの効果のどちらが大きいかは、混雑の不効用が通

勤者の間でどの程度異なるかに依存する。混雑の不効用

が通勤者によってばらつく場合には、混雑率の異なる二

つの財に分割することで社会厚生が改善される。逆に混

雑の不効用が通勤者の間で変わらない場合には、同質の

通勤者が別の混雑率に直面することになり、社会厚生は

低下する可能性が高い 。 

混雑の不効用が通勤者によってどのように変わるかを

知るため、本研究は、通勤者の朝の通勤においてグリー

ン車を利用するか、始業時刻の何分前に出社するか、と

いう二つの意思決定が、通勤者の属性によってどう変化

するかを分析した。そして推定結果を用いて、横須賀線

にグリーン車がなかった場合のシミュレーションを行

い、グリーン車を導入したことにより通勤者の意思決定

がどう変わり、その結果混雑がどう変化し、社会厚生が

増えたかを計算した。 

本研究のように限られた交通容量を、混雑は酷いが低

額な交通と、混雑は少ないが高額な交通に分割する交通

政策として、高速道路における Express レーンがある。

Express レーン導入を実証的に分析した研究として

Small, Winston and Yan (2006)がある。彼らは、Express

レーンと Free レーンの選択モデルを推計し、その推定結

果を用いてシミュレーションを行い、Express レーン導

入により社会厚生が向上することを明らかにした。本研

究も列車と高速道路の違いはあるものの、基本的には彼

らと同様に、普通車とグリーン車の選択モデルを推計し、

グリーン車の導入前と導入後の社会厚生を比較した。 

２．データ 

2010年度大都市交通センサスのデータを用いて分析

を行った。アンケート票はトリップの目的、通勤経路の

情報、およびそれに対応する時間の情報、個人属性、勤

め先の始業時刻などを記述するようになっている。この

データを、推計の変数として用いるとともに、時間帯別・

駅間別の混雑率の計算にも活用する。 

時間帯別・駅間別の混雑率のデータを政府は公表して

いないため、個々の通勤者が直面する混雑率は、大都市

交通センサスにおいて有効な回答を行った 192,962 人の

延べ 394,177 のトリップより計算した。 

推計に用いるサンプルは、通勤目的で移動したトリッ

プに限り、始業時刻のデータが欠損している人、性別、

年齢のデータが欠損している人を除く。また始業時刻が

7 時から 11 時のサンプルに限定する。またグリーン車以

外の有料車両が利用可能なサンプル、ルート選択が存在

する OD を通勤したサンプルも取り除き、最終的に

64,815 サンプルを得た。   

３．推定モデル 

始業時刻何分前に出社するか、グリーン車を利用する

か、という通勤者の 2 つの意思決定を離散選択モデルに

より定式化した。Small(1982)にならい、出社時刻選択で

はなく、始業時刻何分前に出社するかの選択肢としてい

る。通勤者𝑖が始業時刻𝑚分前に出社し、列車タイプ

𝑠∈{0,1}を選んだ時の効用を以下のように定式化した。 

 U𝑖𝑚𝑠 = −𝛼𝑝𝑖𝑠 − 𝑔𝑖𝑚𝑠 + f𝑖𝑚 + 𝜖𝑖𝑚𝑠 

ここで𝑝𝑖𝑠 は通勤者𝑖の通勤区間において列車タイプ𝑠

を選んだ時の料金であり、α はその係数である。効用関

数U𝑖𝑚𝑠を金銭の係数 α で割ることで金銭的効用関数を

得ることができる。𝑔𝑖𝑚𝑠 は通勤者𝑖が始業時刻𝑚分前に

出社し、列車タイプ𝑠を選んだ時の混雑から受ける不効用

である。𝑔𝑖𝑚𝑠は通勤者の混雑の不効用が駅間ごとの不効

用の総和になると仮定し、更にそれぞれの駅間の不効用
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は混雑率の二次の関数とした。混雑率の一次の項は、性

別、年齢によって変化することを許容し、混雑の不効用

の異質性を捉えられるようにした。また通勤者𝑖の始業時

刻𝑚分前に出社することへの選好f𝑖𝑚をコントロールし

ている。𝜖𝑖𝑚𝑠はかく乱項である。 

４．推定結果 

混雑の不効用に係る係数は、一次の項は性別、年齢に

よらず負であり、二次の項は有意に正となった。図１は

推定結果を基に通勤者が被る混雑の不効用を金銭化した

ものである。ただし乗車時間を 30 分とし、その間混雑率

が変わらなかった場合である。混雑率が 4 人/平方メー

トルまでは、65 歳以上の男女を除くと、むしろ混雑率が

上がると不効用が小さくなっている。しかし 4 人/平方

メートルを超えるとすべての属性の通勤者について、混

雑率が上がると不効用が大きくなっていく。 

 

二次の項が正になっているため、混雑の限界的な不効

用は逓増する形となっている。混雑率が 4 人/平方メー

トルから 8 人/平方メートルに上昇すると、混雑の不効

用が大きい 65 歳以上男性の不効用は 143 円増加するの

に対して、混雑の不効用が小さい 49 歳以下女性の不効

用は 42 円の増加にとどまり、属性による差はかなり大

きいことが分かる。混雑率が低い範囲ではむしろ乗客が

多くなるほうが好まれると推定された理由としては、混

雑率が非常に低い時間帯は、バスの運行頻度が少ないな

ど駅へのアクセスが悪い、駅の売店等が開業しないため

サービスレベルが低い、などを反映していると考えられ、

必ずしも混雑が選好されるわけではない。 

また推定結果から通勤者の個人属性によって始業時刻

何分前に出社するかへの選好も大きく変わることが分か

った。女性は男性よりも早めに出社することを嫌う傾向

があり、49 歳以下の男性では 74 分～60 分前に出社する

のは 14 分～0 分のぎりぎりに出社する場合に比べて 247

円だけ効用が下落するのに対し、49 歳以下の女性では

400 円も効用が下落すると推定された。この違いの要因

は男性と女性の職種の違い、朝の出勤の準備にかかる時

間の違いなどに起因すると考えられる。また推定結果か

ら、通勤時間が長くなると、始業時刻間際の出社が選好

されることが分かった。これは通勤時間が長くなるほど

朝の起床時間が早くなるため、睡眠時間増加の価値が大

きくなるためと考えられる。 

５．シミュレーション 

横須賀線は現状では 15 両編成の内の 2 両がグリーン

車となっている。シミュレーションでは、このグリーン

車 2 両が普通車両であった場合に、通勤者の意思決定と

混雑率がどうであったかを計算し、グリーン車導入によ

り消費者余剰およびグリーン車収入がどのように変化し

たかを計算した。 

横須賀線において最も混雑の激しい武蔵小杉駅と西大

井駅の上り区間の 8 時から 8 時 30 分の普通車両の混雑

率は、グリーン車を導入したことにより 8.36 人/平方メ

ートルから 9.22 人/平方メートルに 10.3%上昇したとシ

ミュレーションされた。また消費者余剰は、グリーン車

導入前に比べて、導入後は 107 万 3 千円小さくなったと

わかった。最も消費者余剰の減少が大きいのは男性の 65

歳以上であった。これは 65 歳以上の混雑への不効用が

最も大きく、普通車両の混雑の悪化により被る不効用の

増加が大きく、グリーン車が利用できるようになる恩恵

を上回るためである。一方でグリーン車導入による収入

の増加は 174 万 9 千円であった。よって社会的余剰は横

須賀線にグリーン車を導入したことにより、1 日あたり

67 万 5 千円上昇したことになる（朝のみ）。ただしこれ

はグリーン車導入の費用を計算に入れていないこと、鉄

道会社の収入と消費者余剰に同じウェイトを置いている

こと、などに注意が必要である 
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図１ 30分間乗車したときの不効用 
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