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交通は、社会・経済活動を維持・発展させると共に生活の基盤として重要な役割を担っ

ており、時代の要請に的確に対応できる交通政策を立案することが社会から強く求められ

ている。 

現在、わが国の交通分野では、道路・橋梁等交通インフラの防災・減災や老朽化対策、

さらに環境・エネルギー、少子・高齢化対策や地方創生に向けた地域活性化に加え、技術

革新による自動運転に係わる制度への対応など、喫緊の課題が山積している。 

また、長期化する Covid-19（新型コロナウイルス感染症）は、わが国の経済社会活動

のみならず、国民一人ひとりの生活環境にも大きな変化をもたらしている。 

このような状況において、当研究会は、健全な交通社会の発展に資するため時代の要請

に的確に対応できる交通政策の立案に向けて、さまざまな交通政策課題について学際的な

立場から調査・研究・提言活動等を推進する。 

現在、わが国が直面する交通政策課題などを踏まえて、令和 4 年度も地域・社会経済活

性化と道路交通政策、安全・安心、環境・エネルギーと道路交通政策、道路整備と財源政

策、自動車税制、自動車産業、自動車の技術革新と中長期の道路交通政策をキーワードと

した調査・研究を推進する。 

さらに、これらの調査・研究の成果をシンポジウム・講演会等を通じ、広く社会に発信

するとともにホームページ上で公開し、国や地方公共団体をはじめ関係機関などの交通政

策立案に寄与し、国民生活の利便性向上に貢献することを目的としている。 

Ⅰ．研究プロジェクト 

研究プロジェクトは全体で 24 件であり、賛助会員との協働による「共同研究」4 件、

会員からの提案による「自主研究」20 件からなる。 

令和 4 年度は、カーボンニュートラル脱炭素社会、次世代モビリティ、スマートシティ、

CASE や MaaS(Mobility as a Service)の動向と対応、新しい道路課金方法、コロナ社会と

都市や地域の道路交通インフラなどに関する幅広いテーマを取り上げて研究する。 

なお、研究プロジェクトのうち、道路経済・道路交通をテーマとする研究（共同研究(2) 

(3)）は、道路経済研究特定資産を充当（※表記）、駐車政策及び交通政策をテーマとす

る研究（共同研究(4)、自主研究 (9)）は、駐車政策及び交通政策研究特定資産を充当（※

※表記）している。 
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１．共同研究 

本年度は、次の 4 件の研究を実施している。 

1 
自動運転車導入に伴う歩行者挙動の変化に関する 

実証分析 
藤原章正 広島大学教授 

2 
道路交通の電動化とスマートシティの構造に関する

研究※ 
室町泰徳 東京工業大学准教授 

3 技術革新をふまえた道路課金の進展に関する研究※ 根本敏則 敬愛大学教授 

4 

アジア地域でのスマートシティおよびＣＡＳＥ関連

新技術の開発動向を踏まえたわが国の都市政策およ

び道路交通政策のあり方に関する研究※※ 

中村文彦 東京大学大学院教授 

※：道路経済研究特定資産（道路経済研究所寄附金）充当 

※※：駐車政策及び交通政策研究特定資産（駐車場整備推進機構寄附金）充当 

２．自主研究 

本年度は、以下の 20 件の研究を実施している。 

1 
次世代モビリティを含む交通モードの優先順

位に関する研究 
金 利昭 茨城大学名誉教授 

2 
単路部無信号横断歩道における車両の譲りを

促す情報提供に関する研究 
小早川悟 日本大学教授 

3 歩行目的と散歩行動に関する交通心理学的研究 松浦常夫 実践女子大学教授 

4 
生活様式の変化を考慮した脱炭素社会の都市交

通政策評価 
秋山孝正 関西大学教授 

5 
地方公共団体の公用車の脱炭素化の研究：次世

代自動車の需要拡大に向けた公共調達の活用 
有村俊秀 早稲田大学教授 

6 電気自動車用充電施設の整備に関する研究 庭田文近 城西大学教授 

7 
準天頂衛星データを活用した自動車関連データ

のプラットホーム構想 
鹿島 茂 中央大学名誉教授 

8 交通インフラの効果と評価に関する研究 手塚広一郎 日本大学教授 

9 
公的資金の限界費用を考慮した橋梁メインテナ

ンスの最適化※※ 
河野達仁 東北大学教授 
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10 
米国の企業立地における地方政府の政策的影響

に関する実証研究 
黒田達朗 椙山女学園大学教授 

11 国土の利用や整備に関する空間経済学分析 高橋孝明 東京大学教授 

12 
観光地における混雑課金政策導入評価のため
の移動・活動シミュレーションに関する研究 

福田大輔 東京大学教授 

13 
貨物輸送における時間信頼性の価値に関する

研究 
文 世一 京都大学教授 

14 
都市・地域分野におけるロジスティクス研究の

役割と範囲 
苦瀬博仁 東京海洋大学名誉教授 

15 
消費者行動の変化がネット通販物流に及ぼす影

響に関する研究 
林 克彦 流通経済大学教授 

16 
大都市圏郊外部に主眼を置いた新しいモビリ

ティサービスの展開のあり方 
髙見淳史 東京大学准教授 

17 
スマートシェアリングシティの実現に向けた

課題と展望 
森本章倫 早稲田大学教授 

18 
自動運転システムの社会的受容：実証実験から

本格運行に向けた過渡期の課題の学際的検討 
谷口綾子 筑波大学教授 

19 
コロナ後の地域公共交通の維持に向けた取り組み策

と検証 
青木 亮 東京経済大学教授 

20 
ウィズコロナにおける夜の生活活動の質向上

のための都市と交通のあり方に関する研究 
大森宣暁 宇都宮大学教授 

※：道路経済研究特定資産（道路経済研究所寄附金）充当 

※※：駐車政策及び交通政策研究特定資産（駐車場整備推進機構寄附金）充当 

３．資料・データ作成 

 わが国の交通全般に亘る交通政策の現状と課題等を整理した最新の情報を網羅し、交通

問題を理解するため研究プロジェクトのデータ・数値を基にした資料集「交通政策研究」

を作成、「最近の調査研究」には、令和３年度研究プロジェクトの中から交通政策として

興味深いテーマを取り上げ収録している。 

「最近の調査研究」 （R3 研究プロジェクト）   

1 
アメリカの維持管理における連邦の道路政策の役割 

（インフラ・ファイナンスの展開） 

加藤一誠 

中村知誠 
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2 交通分野におけるロジスティクス研究の役割と範囲 苦瀬博仁 

3 
政策様式変化と交通機関多様性を考えた都市交通政策 

(脱炭素社会に向けた持続可能な統合的交通政策に関する研究) 
秋山孝正 

4 
炭素税を目指す欧州の対距離課金 

(新しい道路課金方法に関する研究) 

早川祥史 

味水佑毅 

根本敏則 

5 運輸部門を含む都市のゼロエミッション化に関する研究 
室町泰徳 

加藤純大 

6 
無電柱化による地代上昇と便益：3次元景観の観点から 

(建物の高さと道路幅員を考慮した電線地中化の便益計測) 

石郷岡昇汰 

河野達仁 

瀬谷 創 

7 
近距離ビジネス旅行と情報技術代替性：コロナ禍前の米国の傾向から 

(輸送が都市構造や地域経済に及ぼす影響の経済分析) 

松尾美和 

（高橋孝明） 

8 
MaaSパッケージ付賃貸住宅物件の需要特性に関する基礎的研究 

(都市交通の新技術・新サービスの空間計画への展開のあり方) 

藤垣洋平 

髙見淳史 

9 MaaS社会の進展と自動車保険 堀田一吉 

Ⅱ．講演会等の開催 

１．講演会 

□記念講演会  

日 時 令和４年 6 月 20 日 16:30～18:00 

場 所 都市センターホテル 701 号室／オンライン併用 

テーマ 自動車産業をとりまく現状と課題 

～カーボンニュートラルに向けた対応を中心に～ 

講 師 清水淳太郎氏 経済産業省大臣官房参事官（自動車・再生可能エネルギー担当） 

概 要 自動車産業が日本の経済や雇用を支えてきていることや海外における販売（日 

 本からの輸出、現地生産）など、置かれているポジションについて解説。 

 主題である 2050 年のカーボンニュートラルに向けて、様々な選択肢を追求し 

日本の強みや産業基盤を活かす必要性、そのためのクリーンエネルギー戦略な

どの政策メニューを紹介。また、新たなモビリティ社会の構築(グリーン化×

デジタル化(CASE))など、自動車産業が抱える課題や政策との関係全体を多角
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的な視点で整理した内容となっている。 

参加者 会場参加 12 名、オンライン参加 75 名 

２．研究プロジェクト報告会 

令和３年度研究プロジェクトの成果報告会として令和４年 5 月 14 日及び 5 月 28 日の

両日に分け、Covid-19 感染拡大防止のため会場／オンライン併用で開催した。 

□第１回報告会（15 プロジェクト） 

時・場所 令和 4 年 5 月 14 日 日交研大会議室／オンライン併用 

参 加 者 61 名 

主査 研究プロジェクト 

中村文彦 共同 
スマートシティおよびCASE等新技術が新興国・途上国において都市政策

や道路交通政策に与える影響に関する基礎的研究 

藤原章正 共同 モバイルブリッジを用いた道路網の復旧力に関する研究 

松浦常夫 自主 路側帯のある道路を通行する歩行者の安全志向行動 

河野達仁 自主 建物の高さと道路幅員を考慮した電線地中化の便益計測 

林  克彦 自主 消費者行動の変化が小型貨物輸送に及ぼす影響に関する研究 

高橋孝明 自主 輸送が都市構造や地域経済に及ぼす影響の経済分析 

鹿島  茂 自主 準天頂衛星情報を共通の基盤とした自動車の利用が可能にする社会像の構築 

谷口綾子 自主 自動運転システムの社会的受容に向けた学際研究と地域の物語構築 

宮崎智視 自主 ポストコロナ社会における地域経済と社会資本整備のあり方に関する調査研究 

森本章倫 自主 アフターコロナを見据えたスマートシェアリングシティに関する研究 

寺田一薫 自主 事業用自動車の安全管理と運転時間規制に関する研究 

森 知也 自主 都市集積と地域経済圏形成の要因分析：理論･実証分析枠組の開発と応用 

秋山孝正 自主 脱炭素社会に向けた持続可能な統合的交通政策に関する研究 

大森宣暁 自主 
ポストコロナにおける夜の生活活動の質向上のための都市と交通のあり方

に関する研究 

高橋愛典

松澤俊雄 
自主 

コロナ禍を契機とした「地域・都市の総合交通政策」再考:移動・モビリティの

改善による「まちの活性化」の方向性 

□第 2 回報告会（15 プロジェクト） 

時・場所 令和４年 5 月 28 日 日交研大会議室／オンライン併用 

参 加 者  66 名  
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主査 研究プロジェクト 

福田大輔 自主 サブスクリプション型MaaSのバンドリングに関する交通行動モデル研究 

岩尾詠一郎 自主 地域別に見た生活様式の変化が物流サービスに与える影響に関する研究 

堀田一吉 共同 MaaS社会の進展と自動車保険 

加藤一誠 自主 インフラ・ファイナンスの展開 

小早川悟 自主 付置義務駐車場条例の地域ルールの実態分析 

根本敏則 共同 新しい道路課金方法に関する研究 

田邉勝巳 自主 日本における走行距離税の導入がもたらす経済・環境面への影響 

庭田文近 自主 自然観光地の持続可能な利用に関する研究 

髙見淳史 自主 都市交通の新技術・新サービスの空間計画への展開のあり方 

井原健雄 自主 
四国における新たな「地域公共交通」のあり方を探る―これまでの経緯と個別

具体の事例を踏まえて― 

苦瀬博仁 自主 交通分野におけるロジスティクス研究の役割と範囲 

青木  亮 自主 コロナ後における地域公共交通の現状と対応策 

黒田達朗 自主 産業構造の変化と地域格差の変容：近年の米国を事例として 

室町泰徳 共同 運輸部門を含む都市のゼロエミッション化に関する研究 

武藤慎一 自主 
市町村間SCGEモデルの開発と財源調達を考慮した道路ネットワーク管理政策評価

への適用 

Ⅲ．調査研究報告、研究資料の刊行 

本研究会では、ホームページを活用し、本研究会の研究活動や調査・研究成果の公表、

講演会・シンポジウム等の配布資料の掲載等、会員はじめ広く社会に向けて情報の提供に

努め、交通政策をめぐる主要課題と政策動向そして研究状況について紹介する基本的資料

として「交通政策研究」を刊行し、科学技術振興機構（JST）が運営するJ-STAGE 注１へ

公表する予定である。 

注１：学術機関が発行する学術資料等の電子化を支援し、電子化された科学技術刊行物の国内及び  

 国際的流通を促進、オープンアクセスを推進する電子ジャーナルプラットフォーム(情報発 

 信・流通基盤)。J-STGAE サービスは、ジャパンリンクセンターと連携して登載された記事 

 をDOI（デジタルオブジェクト識別子）の組み立てルールに則りDOI を自動的に登録、国 

 際発信・流通促進強化のため海外からのアクセス機会の拡大を図ることを目的とするもので 

 ある。 
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Ⅳ．主な会議 

令和４年度定時社員総会  

 時・場所 令和4年6月20日 都市センターホテル／オンライン併用  

 決議事項  １．令和3年度事業報告及び令和3年度決算報告の承認  

  ２．任期満了に伴う理事13名選任 

令和４年度第１回定例理事会 

 時・場所 令和4年5月31日 日本交通政策研究会会議室／オンライン併用 

 決議事項  １．令和3年度事業報告及び令和3年度決算報告の承認  

  ２．令和4年度定時社員総会招集決定の承認 

  ３．正会員入会の可否 

 報告事項 １．代表理事及び常務理事の職務執行 

令和４年度臨時理事会 

 時・場所 令和4年6月20日 都市センターホテル／オンライン併用  

 決議事項  １．代表理事及び常務理事の選定 

  ２．顧問の委嘱 

令和４年度第2回定例理事会（書面表決理事会） 

時・場所 令和４年９月 28 日 書面審議 

決議事項  １．「相互扶助事業」廃止に伴う変更認定申請の承認 

 ２．令和 3 年度決算書、令和 4 年度事業計画書、令和 4 年度収支予算書の 

   修正に関する同意 

令和４年度第2回定例理事会 

時・場所 令和 4 年 12 月 5 日 日本交通政策研究会会議室／オンライン併用 

報告事項 １．令和４年度中間報告及び令和４年度予算執行状況 

 ２．代表理事及び常務理事の職務執行 

令和４年度プロジェクトリーダー会 

 時・場所 令和４年11月21日 日本交通政策研究会会議室／オンライン併用  

 内    容  研究プロジェクトの進捗状況、他 

令和４年度賛助会員との懇談会 

時・場所 令和４年 12 月５日 日本交通政策研究会会議室／オンライン併用 

内  容 ①令和４年事業の概況（中間報告） ②味水佑毅正会員による研究報告「脱炭素

を目指す欧州の対距離課金」 ③意見交換 
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令和４年度研究プロジェクト研究活動報告 

 

研究種別 ■共同研究 1    公益目的事業 11 

主査名 藤原章正 広島大学教授 

研究テーマ 自動運転車導入に伴う歩行者挙動の変化に関する実証分析 

研究の目的： 

本研究では、広島大学・東広島キャンパス内を走行する自動運転シャトルが歩行者挙動に及ぼす影

響を把握する。具体的には、キャンパス内の自動運転シャトル及び歩行者の動きを計測するためのカ

メラ・LiDAR 機器を設置し、得られたデータを用いて自動運転シャトルの影響を考慮した歩行者挙動

モデルを構築する。また、モデル分析を通じて、自動運転車と通常の車に対する歩行者挙動の差異を

定量的に明らかにし、自動運転車導入時における安全性担保に関する政策示唆を導出することを目指

す。具体的には、(1) 他の交通手段の影響を考慮した歩行者挙動モデリング、ならびに、(2) 自動運

転導入時の歩行者挙動のシミュレーション分析を行う。 

研究の経過（4 月～9 月）： 

サブテーマ(1)「他の交通手段の影響を考慮した歩行者挙動モデリング」については、広島大学構内

に設置したカメラデータを用いて自動運転シャトルに対する歩行者の反応を記述する離散選択モデ

ルを構築した。分析の結果、歩行者は、自動運転シャトルよりも一般の自動車との接触を避ける行動

をとる傾向にあることが示唆された。(2)については、現在、シミュレーションを実現するための手法

についてレビューを進めている。 

下期へ向けて（課題等）： 

上期（4 月～9 月）は研究メンバーで集まり研究会を開催できなかった。今後、研究会を開催し、

構築した歩行者挙動モデリングを土台に議論を重ね、改善の方向を明確にしていく予定である。また、

下期では主に、構築した歩行者モデル（またはその改善版）をベースに、自動運転導入時の歩行者挙

動をシミュレートするための方法論的枠組みを構築する予定である。 

研究メンバー（敬称略）： 

藤原章正（主査・広島大学）伊藤 雅（広島工業大学）小倉亜紗美（呉工業高等専門学校）神田佑亮

（呉工業高等専門学校）清家美帆（広島大学）バルン・バギス（広島大学）楠橋康広（西日本高速道

路エンジニアリング）桑野将司（鳥取大学）小笹俊成（福山コンサルタント）嶋本 寛（宮崎大学）

瀬谷 創（神戸大学）力石 真（広島大学）張 峻屹（広島大学授）塚井誠人（広島大学）福井のり子

（バイタルリード）布施正暁（広島大学）宮崎耕輔（香川高等専門学校）森山昌幸（バイタルリード）

吉野大介（復建調査設計）渡邉一成（福山市立大学）藤原啓示（広島大学大学院博士課程）ザフィラ・

ガニ（広島大学大学院修士課程） 
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令和４年度研究プロジェクト研究活動報告 

 

研究種別 ■共同研究 2  公益目的事業 16 

主査名 室町泰徳 東京工業大学准教授 

研究テーマ 道路交通の電動化とスマートシティの構造に関する研究※  

研究の目的： 

スマートシティの社会実装において、カーボンニュートラルは中心的課題と考えられ、道路交通の

電動化がスマートシティの都市構造とどのように関連付けられるか、といった検討が必要となる。本

研究では、道路交通の電動化とカーボンニュートラルなスマートシティの都市構造との関係、および

それらの相乗効果を実現するための交通政策、都市政策を明らかにすることを目的としている。 

研究の経過（4 月～9 月）： 

2022 年 4 月に発表された IPCC による第 6 次報告書 WGIII の第 10 章「運輸」の内容をレビューし

た。本章では、運輸部門の温室効果ガス排出量や緩和策に関する既往の研究を幅広く多様な視点から、

また、先進国のみならず開発途上国の視点から整理しており、バランスのとれた内容となっている。

例えば、電気自動車や燃料電池車への関心が大きく高まっているものの、一部の国が発表しているよ

うに内燃機関車の販売禁止によって規制されない限り、今後 30 年間、多数の小型車（LDV） が従

来型、ハイブリッド車、およびプラグインハイブリッド車による構成で運用され続ける可能性がある

ことを指摘している。また、新型コロナウイルス感染症、シェア経済、デジタル化、MaaS、自動運転

などによる影響にも触れられている。しかし、スマートシティの都市構造に影響すると考えられる運

輸部門と建物部門の部門間連携についての内容は限定的となっている。 

下期へ向けて（課題等）： 

下期では、太陽光発電などに支えられる低密度な市街地、脱炭素コジェネレーションなどに支えら

れる高密度な市街地、これらを結ぶ電動化された道路交通などといったスマートシティの都市構造の

基本的構成要素に関する検討を行う。また、このような都市構造を支えるために必要な発電、充放電、

水素供給施設等の整備量、配置、エネルギーの融通のあり方に関する検討も実施する。 

研究メンバー（敬称略）： 

室町泰徳（主査・東京工業大学）太田勝敏（東京大学名誉教授）杉山雅洋（早稲田大学名誉教授） 

香川 勉（交通評論家）兵藤哲朗（東京海洋大学）大須賀竜治（日本自動車工業会）永田 豊（電力

中央研究所）松橋啓介（国立環境研究所）古屋秀樹（東洋大学）大口  敬（東京大学）小根山裕之（東

京都立大学）鈴木崇正（鉄道総合技術研究所） 
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令和４年度研究プロジェクト研究活動報告 

 

研究種別 ■共同研究３    公益目的事業 17 

主査名 根本敏則 敬愛大学教授 

研究テーマ 技術革新をふまえた道路課金の進展に関する研究 ※  

研究の目的： 

本研究プロジェクトでは、①欧米を中心とした諸外国の道路課金の政策・導入技術・適用方法に関する

最新動向のレビューを行い、また、②道路課金を支える新たな技術開発の動向や標準化の進展のレビュー

を行い、もって、③わが国の高速道路における新たな課金技術と適用上の課題を検討することである。特

に、欧米で導入されている自動ナンバープレート認識技術を利用した AET 化の複数の事例で指摘されてい

る料金徴収漏れと料金徴収の実践に関する課題について、日本の料金徴収環境を前提とした考察をおこな

い、日本への適用可能性ならびに想定される課題と、その解決方法を検討したい。 

研究の経過（4 月～9 月）： 

昨年に引き続き、欧米における AET 化の進展と課題について、事例に基づき検討した。その他、新しい

動きとして欧州における対距離課金の課金額算定に CO2 排出性能を加味することが決まったため、既存の

炭素税との調整方法に関し、議論を行った。 

第１回 ５月２６日 

今西氏より、「カメラ課金における課金漏れ台数の試算と対策」のプレゼンを受け、特に認識率を上げるた

めの工夫について議論した。佐藤氏より、「NEXCO 東の ETC 専用化運用状況」について報告を受けた。

野口氏より、「ペンシルベニア州の有料道路料金徴収漏れへの対応」、早川氏より、「米国フロリダ州

Turnpike の AET 化」のプレゼンを受け、米国での AET 化の進展を確認した。倉橋氏より、「欧州スマー

トタコグラフ規制と路上検査の現状について」報告を受けた。 

第２回 ８月４日 

広瀬氏より、「世界の電気自動車充電施設の整備状況」について報告を受けた。野口氏より、「ペンシルバ

ニア州における AET 有料道路の料金徴収漏れの政治問題化」、早川氏から、「フランスの高速道路における

料金所フリーフロー化」のプレゼンを受け、AET 化の可能性・限界について議論した。佐藤氏より、「ア

メリカの４州でのライセンスプレートのデジタル化」の報告を受け、議論した。また、早川氏から、「脱炭

素を目指す欧州の対距離課金」のプレゼンを受け、メンバーで分担して国際比較研究を行うこととした。 

下期へ向けて（課題等）： 

昨年度の報告書をもとに「物流 MaaS の実現に向けた FMS サービス市場形成に関する現状と課題」を執

筆・投稿し、「運輸政策研究」に掲載されたが、本年度尾はこれまでの議論を踏まえ、対距離課金、自動車

関係税、炭素税などを含め、欧州、米国各州、日本の大型車の料金・税金を比較する実証分析を実施する

こととした。 

研究メンバー（敬称略）： 

根本敏則（主査・敬愛大学）原田昇（中央大学）兵藤哲朗（東京海洋大学）田邊勝巳（慶応義塾大学） 

後藤孝夫（中央大学）味水佑毅(流通経済大学)野口直志（西日本高速道路ファシリティズ）早川祥史

（三菱重工機械システム）倉橋敬三（ケン・パートナーズ）佐藤元久（ネクスコ東日本エンジニアリ

ング）廣瀬順一（道路新産業開発機構）今西芳一（公共計画研究所）利部智（公共計画研究所）塚田

幸広（土木学会）岡本博(日本道路交通情報センター)  

国土交通省：四童子隆 和賀正光 堤 啓 明石征也 
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令和４年度研究プロジェクト研究活動報告 

 

 

研究種別 ■共同研究 4        公益目的事業 19 

主査名 中村文彦 東京大学大学院教授 

研究テーマ 

アジア地域でのスマートシティおよびＣＡＳＥ関連新技術の開発
動向を踏まえたわが国の都市政策および道路交通政策のあり方に
関する研究※ ※  

研究の目的： 

 本研究では、①スマートシティやＣＡＳＥ（特に自動運転、電動化、MaaS 等）の動向について、

日本や世界各国の動きを概観した上で、対象地域である東南アジアを中心とした新興国・途上国での

現状と課題を整理すること、②従来からの都市政策や道路交通政策についての対象地域での動向を、

文献等を中心に継続的に調査すること、③特にケーススタディとして、中国（本土、台湾）、タイ、

ベトナム、インドネシアを取り上げ、政府主導および民間主導のスマートシティに相当するプロジェ

クト、ＣＡＳＥ関連の自動運転等実証実験や、車両の電動化や、シェアリングを含めた新しいモビリ

ティサービスの動向を資料調査すること、④各対象地域の関係者や有識者へのオンラインヒアリング

調査を実施し、①②③の成果を踏まえ、都市政策や道路交通政策とスマートシティやＣＡＳＥの動向

との関連性を検討すること、を行い、これからの都市政策や道路交通政策の課題を明らかにする。 

研究の経過（4 月～9 月）： 

 上半期は、各メンバーによる資料収集等の活動期間とした。日程調整の結果、上半期を過ぎてしま

ったが、10 月 24 日にオンライン会議を実施した。CASE やスマートシティに関連する国際的な動向

の情報共有として、９月にロサンゼルスで開催された ITS 世界会議の様子およびロサンゼルスの最新

の都市交通動向の紹介があり、アジア地域での課題の国際的な位置づけ等を確認した。また、研究目

的にて設定した、中国本土、台湾、タイ、ベトナム、インドネシアでの昨年度に引き続き資料収集の

方向性の確認、当初の研究目的では記載していなかったが、近年、技術の社会実装や民間企業による

活動がより活発化しているシンガポールについての調査実施の方向性、メンバー１名がタイに駐在し

ている点を活かしたタイでの最新情報の収集、オンラインインタビューの実施の方向性等を確認し

た。さらに、メンバーの太田勝敏東京大学名誉教授からの話題提供をもとに、新興国や途上国を含む

海外での新首都整備、新都市整備のプロジェクトで数多く新しい交通システムやそれに連携した都市

空間構成が提案され、場合によっては実証実験が行われている様子について、いま一度情報収集を行

い、課題を整理することも確認した。 

下期へ向けて（課題等）： 

 12 月から３月にかけて会議を３回開催し、情報収集、現地専門家オンラインヒアリング等を実施し、

アジア地域での CASE およびスマートシティ関連の動向整理、日本が取り組むべき課題について明ら

かにしていく。 

研究メンバー（敬称略）： 

中村文彦（主査・東京大学大学院特任教授）太田勝敏（東京大学名誉教授）竹内健蔵（東京女子大学）

寺田一薫(東京海洋大学）岡村敏之（東洋大学）加藤博和（名古屋大学）板谷和也（流通経済大学）       

松行美帆子(横浜国立大学）中道久美子（東京工業大学）中村一樹（名城大学）秋元伸裕（計量計画研

究所）矢部努（計量計画研究所）外山友里絵（横浜国立大学大学院博士課程）松永剛（いすず自動車）

坂本邦宏（イーグルバス）太瀬隆敬（東洋大学大学院博士課程）早内玄（名古屋大学） 
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令和４年度研究プロジェクト研究活動報告 

 

研究種別 ■自主研究 1   公益目的事業 11 

主査名 金 利昭 茨城大学名誉教授 

研究テーマ 次世代モビリティを含む交通モードの優先順位 に関する研究 

研究の目的： 

現代社会には様々な交通手段があり、またそれを利用する様々な属性の利用者がいて、限られた道

路空間にはすでに多様な交通手段・利用者が混在している。近年は電動キックスケーターが公道に頻

出しているし、今後は高齢者対応の超小型のスローモビリティや自動運転車の本格的出現が予想され

る。しかしこれらの新しい次世代パーソナルモビリティの現行法制度上の位置づけが不明瞭または不

適切なこと、規則が容易に遵守されないこと等のために、通行帯と具体的な共存方法が課題となって

いる。例えば、電動キックスケーターと自転車はどちらが優先されるのか、また高齢者の乗る自動運

転車はどこまで優先されるべきか、自動配送ロボットはどこまで優遇されてよいのかなど、多様な交

通手段・利用者が共存していくためには交通手段・利用者の交通優先順位を確立し、規則・マナーと

して確立する必要があると考える。このような問題意識に関して、EU 諸国では次世代モビリティを

含む交通モード全体を対象として“Mobility Pyramid”として広く検討されているが、我が国では概念

的にも政策的にも研究蓄積は少ない。そこで本研究では、自動運転車等の次世代モビリティを含む多

様な交通手段・利用者の交通優先順位に関して、まず問題の所在の整理したうえで、Web 意識調査を

用いて人々の交通優先意識と共存意識について把握することを目的とする。 

研究の経過（4 月～9 月）：リモート研究会を 3 回行った。 

・第一回 6 月 7 日 研究の趣旨説明、問題意識の共有、今後の進め方について意見交換を行った。 

・第二回 7 月 4 日 研究メンバー兵藤教授の「自動配送ロボット ZMP へのヒアリング結果報告」の

ほか、電動キックボード体験談、自動運転車・自動配送ロボットとの折り合い等について広く意見

交換を行った。 

・第三回 7 月 26 日 ゲスト東京大学生産技術研究所中野公彦教授より「自動運転技術の社会実装に向

けた東大生研の取り組み」の講演をいただき、運転介入が生じる外的要因の解明から技術的対策（交

差点対策、路上駐車等）と非技術的対策（社会とのコミュニケーションや地域や周辺住民との協力）

の両面から検討していくことが重要であると考えていることがわかった。 

・現在、Web 意識調査の準備を進めている。 

下期へ向けて（課題等）： 

リモート研究会の利点を生かして、対面研究会との使い分けを模索している。 

研究メンバー（敬称略）： 

金 利昭（主査・茨城大学名誉教授）鹿島 茂（中央大学名誉教授）兵藤哲朗（東京海洋大学）山田晴

利（アジア航測）吉田長裕（大阪市立大学）平田輝満（茨城大学）仲間浩一（台南應用科技大學） 
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令和４年度研究プロジェクト研究活動報告 

 

研究種別 ■自主研究 2     公益目的事業 11 

主査名 小早川悟 日本大学教授 

研究テーマ 単路部無信号横断歩道における車両の譲りを促す情報提供に関する研究 

研究の目的：  

本研究では、自動車の一時停止の低さが指摘されている無信号横断歩道を対象に車両の一時停止を

促すための対策案の検討を行うことを目的としている。そのために、実際の道路上に設置されている

無信号横断歩道での交通実態調査を実施し、通過車両の挙動分析を行う。さらに、交通管理者と協議

の上、実際に一時停止の注意喚起を促す情報提供が行われた箇所における事前と事後の交通実態分析

を行い、わが国における無信号横断歩道における車両の一時停止促進のための対策案の検討を行うこ

ととする。 

研究の経過（4 月～9 月）：  

これまでに一時停止の注意喚起を促す情報提供が行われる無信号横断歩道における事前調査の結

果分析を行っている。その結果、歩行者の分析では、広幅員な道路に設置された横断歩道では歩行者

の横断位置が near-side よりも far-side のほうが車両の譲りは低くなり、横断前挙動では車道側で待

機するよりも歩道側で待機するほうが車両の譲りは下がることが示された。道路交通環境の分析で

は、横断歩道と隣接信号交差点との距離間隔が短く、車両信号灯器の視認性がダイヤマークからでも

十分確認できる場所においては、車両信号表示が青の状態のほうが赤よりも有意に車両の譲りが低下

することが明らかとなった。 

下期へ向けて（課題等）：  

下期に向けて、一時停止の注意喚起を促す情報提供が行われる無信号横断歩道の事後調査の分析を行って

く予定である。調査自体は令和 4 年 9 月 27 日、9 月 29 日、9 月 30 日の３日間で実施済みである。    

現在、基礎集計等を行っており、今後は事前調査と事後調査の比較分析を行うことで、無信号横断歩道にお

ける注意喚起の効果とその改善案等の検討を行っていく予定である。 

研究メンバー（敬称略）： 

小早川悟（主査・日本大学）高田邦道（日本大学名誉教授）木戸伴雄（交通アナリスト）佐野可寸志

（長岡技術科学大学）稲垣具志（東京都市大学）長田哲平（宇都宮大学）樋口恵一（大同大学）田部

井優也（福岡大学）椎名啓雄（警視庁交通部）吉村暢洋（日本大学） 
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令和４年度研究プロジェクト研究活動報告 

 

研究種別 ■自主研究 3   公益目的事業 11 

主査名 松浦常夫 実践女子大学教授 

研究テーマ 歩行目的と散歩行動に関する交通心理学的研究 

研究の目的： 

歩行に関する２つの質問紙調査を行う。調査１では、歩行目的を網羅した質問紙を作成し、どうい

った歩行目的に分類できるかを因子分析する。また、歩行目的別の歩行頻度が、性別、年齢、歩行活

動等によりどう異なるかを調べる。 

調査２では、歩行活動の代表として散歩を取り上げ、散歩の特徴を明らかにする。そのために、散

歩コース図の描写や質問によって、散歩行動を調べる。 

研究の経過（4 月～9 月）： 

調査１と調査２の質問紙を作成した。調査１は、歩行目的と歩行者属性・行動についてのＡ４、３

ページからなるアンケートである。調査２は散歩コース図の作成とそれに関する質問からなるアンケ

ートで、Ａ４、２ページからなる。また、実施依頼機関であるシルバー人材センターと民間調査機関

の候補を選定した。 

下期へ向けて（課題等）： 

委託調査費であるが、調査１は分量が多いものの簡単なアンケート調査であるため、予算の範囲内

で調査できそうである。しかし、調査２は、特に民間調査機関に依頼すると、想定以上の費用がかか

りそうである。 

調査対象者の年齢別人数であるが、当初は２か所のシルバー人材センターの高齢者と１か所の民間

調査機関で調査する非高齢者を念頭においたが、民間調査機関でも高齢者データが取得できることが

わかった。 

予算をオーバーしないために、また必要な対象者数を確保するために、民間調査機関に依頼する調

査２の対象者 200 人を減らしたり、民間調査機関に委託する調査１の対象者数を特に高齢者を中心に

増やし、シルバー人材センターは１か所のみを対象としたりすることを検討している。 

研究メンバー（敬称略）： 

松浦常夫（実践女子大学）矢野伸裕（科学警察研究所）西田泰（交通事故総合分析センター） 
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令和４年度研究プロジェクト研究活動報告 

 

研究種別 ■自主研究 4  公益目的事業 16 

主査名 秋山孝正 関西大学教授 

研究テーマ 生活様式の変化を考慮した脱炭素社会の都市交通政策評価 

研究の目的： 

本研究では、COVID-19 による生活様式の変化を踏まえて、脱炭素社会を目指した都市交通政策評

価を提案する。具体的には、生活様式の変化を踏まえて、道路交通・公共交通の各分野における都市

交通政策の提案と有効性の評価を実行する。 

研究の経過（4 月～9 月）： 

①【地域性を踏まえた生活様式変化の都市交通への影響分析】在宅勤務・インターネット通販など

の選択要因を分析するために、昨年度実施したアンケート調査を用いて利用頻度の分析モデルを構築

した。②【テレワーク促進による地方都市圏における道路交通の持続可能性評価】テレワーク促進に

よる生活様式の変化に着目して、地方都市圏における余暇活動時間の変化について分析した。テレワ

ークによる活動時間変更モデルを活動目的別に構築し、関係する要因を特定した。③【公共交通サー

ビス改善と住民の行動変化～コロナ禍を踏まえて～】宇都宮市における LRT 開通を控えた市民の移動

行動と LRT に対する期待を、宇都宮市、宇都宮大学と調整しながら、開通後の行動変化と対比するた

めのアンケート調査を企画した。④【交通機関選択に基づく立地行動に着目した都市交通政策評価】

住宅投資を内生化した動学的応用都市経済モデルを開発した。その結果、今後の人口減少、高齢社会

での住宅ストック更新を踏まえた将来人口分布が推計できた。 

下期へ向けて（課題等）： 

①【地域性を踏まえた生活様式変化の都市交通への影響分析】複雑な要因関係を明確化するために、

各種の学習モデルを適用する。これより、生活様式変化が都市交通へ与える影響を検討する。②【テ

レワーク促進による地方都市圏における道路交通の持続可能性評価】道路交通の脱炭素化に向けて、

テレワーク選択モデルと組み合わせて生活行動変化を算定する。付加的活動変化を考慮し、自動車抑

制効果・二酸化炭素排出量削減効果を計測し、持続可能性を評価する。③【公共交通サービス改善と

住民の行動変化～コロナ禍を踏まえて～】宇都宮市、宇都宮大学と共同で、12 月にペーパーベースの

郵送で市民アンケートを実施し、現状の宇都宮市民の移動の実態と、LRT への期待について回答を集

計、基礎的な分析を行う。④【交通機関選択に基づく立地行動に着目した都市交通政策評価】上期の

モデルの推計結果を用いて交通ネットワーク再編について検討を行う。 

研究メンバー（敬称略）： 

秋山孝正（主査・関西大学）山田浩之（京都大学名誉教授）松澤俊雄（大阪市立大学名誉教授）正司

健一（神戸大学名誉教授）青木真美（同志社大学名誉教授）石田信博（同志社大学名誉教授）宇都宮

浄人（関西大学）髙橋愛典（近畿大学）文世一（京都大学）岸野啓一（流通科学大学）山田正人（未

来都市・モビリティ研究所）兒山真也（兵庫県立大学）鈴木嵩児（中京大学）嶋政政嗣（徳島大学）

小川圭一（立命館大学）武藤慎一（山梨大学）井ノ口弘昭（関西大学）安田幸司（システム科学研究

所）小谷ゆかり（地域未来研究所）小澤友記子（交通システム研究所） 
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令和４年度研究プロジェクト研究活動報告 

 

研究種別 ■自主研究５   公益目的事業 16 

主査名 有村俊秀 早稲田大学教授 

研究テーマ 地方公共団体の公用車の脱炭素化の研究：次世代自動車の需要拡大に向け

た公共調達の活用 

研究の目的： 

大まかに、(1) 自治体が脱炭素化の中で次世代自動車をどのように位置づけているのか、(2) 次世

代自動車の普及に公用車（公共調達）をどのように利用しているのか、 (3) 次世代自動車は、どのよ

うな要因で、どの程度普及しているのか、という３つを明らかにすることを目的としている。 

研究の経過（4 月～9 月）： 

自治体が脱炭素化の中で次世代自動車をどのように位置づけているのかを確認するために、環境基

本計画の中で次世代自動車をどのように位置づけているのかについて調査を行った。さらに、家計の

消費データを利用してアンケート調査データを用いて、次世代自動車の普及状況や家計の購入要因に

ついてデータ分析を行うために、データ収集、分析のためのデータクリーニング、基礎的な統計分析

を行った。 

また、下記のような研究会及びヒアリング調査を行った。研究会では、プロジェクトメンバーでも

ある専修大学の渡辺先生に「競争入札は合理的か― 行政運営における手続的合理性という視点」と

いうテーマでご報告いただいた。また、有村、宮本、矢島で、宇佐市(4/21)・大分市・大分県(4/22)、

熊本県(4/28)、富山市・富山水素エネルギー促進協議会(8/19)に次世代自動車に関する取り組み及び

公共調達に関するヒアリングを行った。 

下期へ向けて（課題等）： 

自治体ヒアリングはデータ分析などから得た知見を検証する上でも有益であるため、10 月に岐阜

県・岐阜市・高山市、11 月に福井県のヒアリングを実施する予定である。岐阜県・福井県は EV の普

及率が高く、その要因を探ることを目的としている。また、10 月に BCG の渡辺氏・高木氏・樋口氏

に「自治体の調達に関する効率化について」というテーマでご報告いただく予定である。 

 次世代自動車の普及状況・家計の購入要因に関する分析及び自治体の環境基本計画に関する考察を

さらに進める。環境基本計画については、政令指定都市と所在する都道府県との類似点・相違点など

に着目する予定である。また、次世代自動車の普及状況・家計の購入要因に関しては、回帰分析など

より高度な分析を行い、家計の次世代自動車購入要因を明らかにしたい。 

研究メンバー（敬称略）： 

有村俊秀（主査・早稲田大学）浅田義久（日本大学）宮本拓郎（東北学院大学）岩田和之（松山大学） 

矢島猶雅（早稲田大学）功刀祐之（京都経済短期大学）定行泰甫（成城大学）渡邊有希乃（専修大学） 
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令和４年度研究プロジェクト研究活動報告 

 

研究種別 ■自主研究 6     公益目的事業 16 

主査名 庭田文近 城西大学教授 

研究テーマ 電気自動車用充電施設の整備に関する研究 

研究の目的： 

日本の電力供給はそのほとんどを化石燃料を使った発電に頼っており、真の脱炭素社会のための電

気自動車の普及を目指すには、再生可能エネルギーによる急速充電施設が求められる。 

そこで、本研究は、脱炭素社会に向けた電気自動車用充電施設の整備に関して、その現状と課題、

展望について整理することを目的とする。そのなかで、特に再生可能エネルギーの活用の意義を環境

経済学の観点から探るとともに、充電施設普及に関する地方自治体間の取り組みの程度の違いについ

て公共政策学・行政学の観点から検討を試みる。 

研究の経過（4 月～9 月）： 

上期は、zoom によるリモート研究会を５回開催した。そのなかで、再生可能エネルギーを活用す

ることの意義について、Nick Hanley and Edward B. Barbier (2009) Pricing Nature: Cost-Benefit 

Analysis and Environmental Policy, Edward Elgar Publishing.より、第 12 章“Cost-benefit analysis and 

renewable energy”を精読し、環境経済学の議論を整理した。また、桶本秀和氏（城西大学非常勤講師）

から、脱炭素に向けた電気自動車・充電施設の普及について、地方自治体レベルでの取り組みにおけ

る行政的課題について、政治学的な考察がなされた。 

下期へ向けて（課題等）： 

上期に引き続き、文献の精読による再生可能エネルギー利用に関する経済学的議論の整理を行う。

また、エネルギー政策の専門家である藤井秀昭氏（京都産業大学教授）から、自動車を取り巻くエネ

ルギー問題の現状と展望についてのレクチャーを予定している。そして、昨今の原油のひっ迫による

ガソリン・軽油価格の高騰や、長引くコロナ禍によるガソリンスタンドの閉店、老朽化等による既存

充電施設の減少といった状況を踏まえ、今後の再生可能エネルギーを活用した充電施設整備の課題と

展望について、議論していく予定である。 

研究メンバー（敬称略）： 

庭田文近（主査・城西大学）臼井功（横浜国立大学名誉教授）關哲雄（立正大学名誉教授）朝日讓治

（明海大学名誉教授）樋口清秀（早稲田大学名誉教授）上遠野武司（大東文化大学）朝日ちさと（東

京都立大学）藤井秀昭（京都産業大学）倉橋透（獨協大学）村野清文（元麗澤大学）桶本秀和（城西

大学非常勤講師） 
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令和４年度研究プロジェクト研究活動報告 

 

研究種別 ■自主研究 7       公益目的事業 17  

主査名 鹿島 茂 中央大学名誉教授 

研究テーマ 準天頂衛星データを活用した自動車関連データのプラットホーム構想 

研究の目的 

本年度は、過去 3 年間検討してきた準天頂衛星が提供する高精度位置データを活用した交通量計測、

自動車事故分析、観光行動の把握、物流量の把握の４分野についての成果を発展させるとともに、成

果を含んだ自動車関連データの相互利用が可能データプラットホームの構想を提案し、その有効性を

示すことを目的として行う。データプラットホーム構想については、各分野で必要とされる交通関連

データをその必要度に応じて階層的に整理するとともに共通的に必要となる条件を検討する。 

研究の経過（4 月～9 月）： 

研究会は前期に 4 回実施した(10 月にさらに１回実施)。第 1 回研究会では、昨年度までの研究成果

の課題と今年度の新たな研究内容についての意見交換を行った。第 2 回研究会では、データプラット

ホーム構想の内容を詰めるとともに、この有効活用のポイントとなる個人情報の保護に関しての現状

を国際的な議論も含め知識を共有した。第 3 回研究会では、2 つのテーマについて検討を進めた。一

つは水素輸送サービスのリスクと高精度位置データの活用法についてであり、もう一つは交通分野で

のシェアリングエコノミーの可能性についてである。第 4 回研究会では、物流データの公開の状況と

利用上の課題についてと、交通事故分析の方向性について議論した。 

これまでの研究会で得られた主な成果を以下に示す。 

① 自動車の発展を産業革命の主要技術とされている第 1 次の動力、第 2 次の生産方式、第 3 次のデ

ジタル化、そしてまだ明確ではないが第 4 次の IoT 化の 4 つの面から見ると、現在開発中の自動

運転は IoT 化の初期段階と捉えることもできるし、デジタル化の最新の到達点としても捉えられ

る。 

② 自動車の発展と道路整備の関係は対象にする時間の長さによって、相互依存関係としても因果関

係としても見ることが出来る。 

③ 自動車関連データは、これまではそれぞれの統計ごと単独での利用が多かったが、これからは複

数の統計を組み合わせて利用する事が増加していく。この傾向を促進するために自動車関連デー

タのデータプラットホームは有益である。 

下期に向けての課題 

研究目的である高精度位置データの活用方法をこれまでの成果を基に、交通量計測、交通事故分析、

観光行動の把握、物流量の把握のそれぞれの分野別に整理する。 

自動車関連データのデータプラットホーム構想の内容を可能な限り具体的に描くとともに、データ

プラットホームの活用事例を示す。研究過程で得られた重要と思われるアイデアを今後の研究の資料

とするため整理する。 

研究メンバー（敬称略）： 

鹿島 茂（主査・中央大学名誉教授）今長 久（自動車研究所）小坂浩之（海上技術安全研究所）加藤

正康（中央大学）小林 貴（交通安全環境研究所) 杉田 浩（計量計画研究所）竹内龍介（国土交通政

策研究所）廣田恵子（自動車研究所）布施正暁（広島大学） 
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研究種別 ■自主研究 8 公益目的事業 17 

主査名 手塚広一郎 日本大学教授 

研究テーマ 交通インフラの効果と評価に関する研究 

研究の目的： 

本研究は、道路、鉄道、空港、港湾などの交通インフラを対象として、その政策評価に用いられる

費用便益分析の課題を経済学的に分析することで、今後のインフラ整備に対する費用便益分析の活用

そのものへの改善案を提言することを目的とする。より具体的には、①現状の交通インフラの評価の

実務的な状況はどのようになっているか、②こうした事業評価や費用便益分析の活用に関する最近の

研究は何があるか、③交通インフラの評価には、総じてどのような課題があるか、④これらの課題に

対してどのような政策対応が必要かの 4 点について、本研究会の研究活動のなかで、可能な限り取り

組んでいきたい。 

研究の経過（4 月～9 月）： 

これまでに 1 回の研究会を開催して、研究会メンバー間で費用便益分析およびその周辺の経済学的

課題に関する議論を深めた。 

〇第 1 回研究会 2022 年 6 月 22 日 

第 1 報告：行武憲史氏（日本大学）「織田澤・大平(2019)『交通インフラ整備効果の因果推論：論点

整理と展望』」の紹介 

第 2 報告：手塚広一郎氏（日本大学）『交通インフラの効果と評価に関する研究』に関するメモ 

下期へ向けて（課題等）： 

2022 年度では、あと 2 回の研究会開催を予定している。第 2 回研究会は、12 月 13 日オンライン併

用で諸外国の費用便益分析に関するこれまでの実務的な内容について、研究会メンバーでもある安部

馨氏（公益財団法人高速道路調査会）を予定。また、第 3 回研究会については、2023 年 1 月～2 月に

開催を準備しており、研究会メンバーでもある中村彰宏氏（中央大学経済学部）より道路事業と DX

の評価について報告予定、そして、2022 年度の研究総括をあわせて実施する。 

研究メンバー（敬称略）： 

手塚広一郎（主査・日本大学）朝日亮太（九州産業大学）安部馨（高速道路調査会）加藤一誠（慶應

義塾大学）後藤孝夫（中央大学）中村彰宏（中央大学）松田琢磨（拓殖大学）石坂元一（中央大学）

行武憲史（日本大学）中村知誠（慶應義塾大学大学院博士課程） 
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研究種別 ■自主研究 9  公益目的事業 17 

主査名 河野達仁 東北大学教授 

研究テーマ 公的資金の限界費用を考慮した橋梁メインテナンスの最適化※ ※  

研究の目的： 

本研究では、財政制約を考慮のうえ社会厚生を最大化する最適補修施策について橋梁メインテナン

スを例に検討する。社会厚生を基準とするため、社会的費用である補修時に利用者が負担する迂回に

かかる費用を考慮する。分析の結果、橋梁の補修施策によって変化する社会厚生の比較により、公的

資金の限界費用が最適補修施策の決定において影響を及ぼすことを示す。この分析結果は維持管理に

伴う迂回費用と補修にかかる工事費用のみの計算では不十分であることを示している。これらの結果

に加えて、現実データを適用しながら、今後の橋梁メインテナンスの最適化に関する知見を示すこと

を目的とする。 

研究の経過（4 月～9 月）： 

財政制約を考慮のうえ社会厚生を最大化する補修施策を行う動学モデルを構築した。さらに、モデ

ルの計算に必要なパラメータを推定するため橋梁メインテナンスのデータを全国と新潟県、そして宮

城県について入手済みである。また、理論モデルのみならず、定量分析を行うためのコードも完成し

ている。 

下期へ向けて（課題等）： 

上期で計算するセットアップは完了している。計算をすでに始めており、計算結果からメインテナ

ンスに関する知見を整理する必要がある。例えば、現在行っているメインテナンスの方法が最適なの

か、あるいは修正が必要なのか、得られたメインテンスの方法がどのようなパラメータで本質的に変

化するのか、などの考察がポイントとなる。この考察のためには、設定を変えた分析が多く必要であ

る。 

研究メンバー（敬称略）： 

河野達仁（主査・東北大学）曽道智（東北大学）山浦一保（立命館大学）伊藤亮（東北大学）藤原直

哉（東北大学）中島賢太郎（一橋大学）岸昭雄（静岡県立大学）吉田惇（九州大学）羅婉慈（東北大

学） 
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研究種別 ■自主研究 10  公益目的事業 17 

主査名 黒田達朗 椙山女学園大学教授 

研究テーマ 米国の企業立地における地方政府の政策的影響に関する実証研究 

研究の目的：  

令和 3 年度の自主研究「産業構造の変化と地域格差の変容：近年の米国を事例として」では、最近

の米国における目まぐるしい産業の地域間移動や新たな集積の現状把握に努めた。一方では、製品が

差別化された IT 産業が「集積の経済」によって繁栄を謳歌し、シリコンバレーでは不動産価格の高

騰が問題となっている。このため、例えばテスラがシリコンバレーからテキサス州へ、インテルや

TSMC がアリゾナ州へと製造拠点を移したことにより、比較的開発の遅れた南部の経済成長が注目さ

れており、トヨタなどの日本企業も南部への移転や立地が増加している。それとは逆に、GAFA は

NY 市の中心部など、シリコンバレー以上に都市的な集積地に巨大なオフィスの開設を進めているが、

その理由としては、有力な大学が集積し、高度な技術者が豊富な大都市への期待が挙げられる。今回

の南部の州への移転については、不動産価格や賃金の差以外にも、州の税制や企業誘致を目的とした

補助金が影響を与えている可能性があるが、昨年度の調査の結果、テキサス州などの税は単純に低い

わけではないため、今年度は州立大学を含めた地域的な教育環境の違いや、建築規制などの州の政策

をより詳細に比較し、その影響を検討することを目的とする。 

研究の経過（4 月～9 月）：  

昨年度に続き、米国における最近の産業立地や移転について、企業の報道発表や経済誌の資料を参

考にまとめている。建築規制やテキサス州の大規模な住宅地の供給についても概要は確認した。1000

軒程度の住宅から成る郊外のゲートコミュニティ（門や塀で囲われている住宅街で、集会所やジム、

プール完備という所が多い）が次々と開発され、カリフォルニア州と比べると価格も低い。ただし、

都市的な集積を楽しむ生活は期待できないため、家計による選好の違いが影響すると思われる。また、

先端産業の立地により、テキサス州などでは住民の支持政党が変化しつつあり、今後の州政府の政策

への影響も予想される。 

下期へ向けて（課題等）：  

企業の移転は、不動産価格以外にも、所得税など税制の地域的違いや、優秀な人材の確保のため労

働供給の地域差の影響も指摘されており、今後はそれらのより詳細な資料を収集整理し、可能な範囲

で統計分析等を用いた要因の分析を行う予定である。また、昨年の調査でもいくつかの事例を紹介し

たが、半導体の製造工場については、最近、南部以外の諸州でも建設が進んでおり、産業構造の変化

に起因する地域格差の解消に向けて期待される。さらに、米国のオフィス移転には新型コロナの影響

もあり、巨大な資金を投入した GAFA の NY 市のオフィスも依然としてリモートワークが主体のよ

うである。わが国における企業や家計の東京から地方への転出の状況も再確認しつつ、コロナ終息後

のわが国の人口移動の展望についても検討したい。 

研究メンバー（敬称略）： 

黒田達朗（主査・椙山女学園大学） 宮澤和俊（同志社大学） 相浦洋志（南山大学） 
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研究種別 ■自主研究 11  公益目的事業 17 

主査名 高橋孝明 東京大学空間情報科学研究センター教授 

研究テーマ 国土の利用や整備に関する空間経済学分析 

研究の目的： 

本研究は、国土の効率的な利用や整備を進める上で問題となるさまざまな課題を取り上げ、それら

を正しく把握し、解決策を考察するものである。研究を行うにあたっては、都市・地域経済学や新経

済地理学の分析枠組みを中心に、新たな理論モデルを構築したり既存の理論を応用したりして、解析

的に検討を加える。合わせて、さまざまな空間データを用いて実証分析を行う。さらに、それら理論

分析・実証分析の結果に基づいて政策的含意を得る。とくに、国土の利用や整備に関して、望ましい

政策のあり方を探る。 

研究の経過（4 月～9 月）： 

研究は、研究会を開催して議論を深めることを通じて行われる。上期は、4 月から 7 月まで 4 回の

研究会を開催し、5 人の研究者が報告した。なお、新型コロナウイルス感染症の影響で、zoom を用い

たオンライン形式で行っている。上期の研究会の講師と報告論題は以下の通りである。 

4 月 15 日 

・川窪悦章（London School of Economics） 

Supply chain dynamics and resilience of the economy during a crises 

5 月 13 日 

・田渕隆俊（中央大学） 

都市における住み替えと余暇時間 

6 月 17 日 

・曽道智（東北大学） 

The core-periphery model under additively separable preferences（C. wang、X. Zhu と共著） 

・林正義（東京大学） 

Anticipation, last-minute rush, and center-periphery relations: An empirical analysis of municipal 

mergers in the Heisei territorial reform in Japan（T. Suzuki と共著） 

7 月 15 日 

・山岸敦（プリンストン大学大学院） 

Measuring discrimination in spatial equilibrium: 100 years of Japan's invisible race（Y. Sato と共著） 

下期へ向けて（課題等）： 

zoom によるオンラインの研究会には、顔の見えない聴衆を相手に報告するのが難しかったり、議

論が活発にならなかったりといった、いくつかの問題があった。そのため、下期は、対面とオンライ

ンの併用で研究会を行うこととした。 

研究メンバー（敬称略）： 

高橋孝明(主査・東京大学空間情報科学研究センター)  佐藤泰裕（東京大学）小川 光（東京大学） 

林 正義（東京大学）佐々木彈（東京大学）金本良嗣(政策研究大学院大学客員教授）城所幸弘（政策
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研究大学院大学）田渕隆俊(中央大学）浅田義久（日本大学）吾郷貴紀（専修大学）田島夏与（立教大

学）河端瑞貴（慶応義塾大学）川田恵介（東京大学社会科学研究所）太田充（筑波大学）岡本亮介（政

策研究大学院大学）中島賢太郎（一橋大学）藤嶋翔太（一橋大学）中川万理子（一橋大学）森岡拓郎

（長崎県立大学）大津優貴（東京大学空間情報科学研究センター）岡本千草（中央大学）磯野生茂（ア

ジア経済研究所）大瀧逸朗（浜銀総合研究所）小林広和(計量計画研究所）山岸敦（東京大学大学院博

士課程）相場郁人（東京大学大学院博士課程）松山博幸（東京大学大学院博士課程） 
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研究種別 ■自主研究 12   公益目的事業 17 

主査名 福田大輔 東京大学大学院教授 

研究テーマ 
観光地における混雑課金政策導入評価のための移動・活動シミュレーシ

ョンに関する研究 

研究の目的： 

本研究では、混雑課金をはじめとする観光地における交通需要マネジメント施策を適切に評価する

ために、観光客の移動・活動を一体的に記述する数理モデルを定式化し、鎌倉市や沖縄本島でのケー

ススタディを念頭に、当該モデルと交通関連ビッグデータや選好意識調査データを適切に融合したシ

ミュレーションシステムを構築する。当該モデルは混合整数計画問題を基礎として観光客の時空間的

な周遊行動を記述する行動モデルであり、エリア内に存在する全ての観光旅行者の一日の移動・活動

スケジュールを集計して得られるエリア内の道路や公共交通ネットワークの動的混雑状況も一体的

に記述する。そのモデルを現実の観光地の状況を模擬するよう拡張し、交通需要マネジメント施策導

入時の観光地の交通需要変化を予測し、施策の効果を適切に評価する枠組みの構築を目指す。 

研究の経過（4 月～9 月）： 

時間窓付き配送計画問題の一部の制限を取り除いた上で、庭内で定められた活動をする世帯構成員

の時空間上の最適な経路を決定するアクティビティモデルである Household Activity Pattern 

Problem (HAPP, Recker 1995) を拡張して、混合整数計画問題として記述され、時間窓や時空間的な

相互関係の制約条件を明示的に表現できる新たな観光周遊行動に関するアクティビティモデルを定

式化した。また、道路リンクや公共交通リンクにおける動的な混雑現象を記述可能となるように展開

し、動的利用者均衡の概念に基づく定式化と、簡単なネットワーク上での数値計算アルゴリズムの検

証を行った。それにより、収束計算等が適切に行われていることなど、モデルシステムのいわゆる

Verification の作業を完了した段階である。 

下期へ向けて（課題等）： 

今後は、鎌倉市を対象とした実ネットワーク上におけるシミュレーションを試行する。また、沖縄

本島を対象に、携帯電話位置情報の点群データを用いた、周遊行動モデルのキャリブレーションにも

取り組む予定である。 

研究メンバー（敬称略）： 

福田大輔（主査・東京大学大学院）神谷大介（琉球大学）菅芳樹（地域未来研究所）羽間真奈美（東

京大学大学院） 

 

 

 

 

 

 

-24-



令和４年度研究プロジェクト研究活動報告 

 

研究種別 ■自主研究 13  公益目的事業 17 

主査名 文 世一 京都大学教授 

研究テーマ 貨物輸送における時間信頼性に関する研究 

研究の目的： 

本研究では、荷主と輸送企業の行動を定式化し、貨物輸送市場を通じて内生的に輸送費（貨物運賃）

が決定されるような理論モデルを開発する。その際、輸送時間の変動に対応する荷主と輸送業者の行

動を定式化することで、時間信頼性に対する支払意思額を導出する。そして物流センサスのデータを

用いて実証分析を行い、モデルに基づいて時間信頼性の価値を計測することが、本研究の目的である。 

研究の経過（4 月～9 月）： 

学外の研究者を招いて研究会を 4 回開催した。交通システムと都市経済に関する研究が紹介され、

メンバーとの間で活発な意見交換が行われた。 

4 月 15 日 

武田航平（London School of Economics・院） 

The geography of structural transformation: Effects on inequality and mobility 

6 月 17 日 

坪井和史（東北大学・院） 

Telework and location theory of company 

7 月 1 日 

鈴木悠太（ペンシルバニア州立大学・院） 

Local Shocks and Regional Dynamics in an Aging Economy  

8 月 26 日 

中西航（金沢大学） 

土地利用モデルのパラメータのベイズ法による一括推定 

下期へ向けて（課題等）： 

10 月以降も、年度内に研究会を 3-4 回開催する予定である。 

研究メンバー（敬称略）： 

文 世一（主査・京都大学）森 知也（京都大学）大澤 実（京都大学）町北朋洋（京都大学）松島格

也（京都大学）大西正光（京都大学）内藤徹（同志社大学）山本和博（大阪大学）松尾美和 (神戸大

学) 伊藤亮（東北大学）荒木大惠（帝塚山大学）森本裕（甲南大学） 
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研究種別 ■自主研究 14   公益目的事業 19 

主査名 苦瀬博仁 東京海洋大学名誉教授 

研究テーマ 都市・地域分野におけるロジスティクス研究の役割と範囲 

研究の目的： 

ロジスティクスでは、企業活動における商流と物流を対象としているが、交通論や経済学をはじ

めとして、都市・交通計画、経営学やマーケティング、医療や災害など、さまざまな学問分野と密

接な関係にある。 

本研究プロジェクトの目的は、学際分野であるロジスティクス研究の特徴を、周辺研究分野との

比較の中で明らかにすることで、ロジスティクス研究の特徴と役割について明らかにすることであ

る。 

研究の経過（4 月～9 月）： 

本研究プロジェクトでは、上期において３回の研究会を開催した。 

第 1 回研究会（6 月 9 日）では、主査（苦瀬）が、研究プロジェクトの応募用内容と、本研究プロ

ジェクトの目的、問題意識、取組内容について説明した。そして、研究メンバー間の意見交換をお

こなった。 

第 2 回研究会（7 月 26 日）では、2 件の報告と意見交換をおこなった。第一の大門創氏による「地

域都市計画とロジスティクス」と題した報告では、国土計画・地域計画、都市計画、市街地整備・

地区計画におけるロジスティクスの現状とあり方の報告があった。第２の剣持健氏による「東京都

市圏物資流動調査の検討で見えてきている物流の課題」では、東京都市圏の物流の動向と将来の課

題について報告があった。 

第 3 回研究会（9 月 5 日）では、外部講師として菊田一郎氏（エルテックラボ代表、物流ジャーナ

リスト）から、「物流自動化・デジタル化への先端技術と課題～地球と社会のサステナブル化をどう

支えるか～」と題して講演をいただいた。具体的な内容としては、物流 DX、SDGs と環境変化、デ

ジタライゼーションの取組事例などの紹介があった。 

下期へ向けて（課題等）： 

第 4 回研究会（11 月 1 日）と第 5 回研究会（12 月 9 日）を開催するほか、2 月にも第 6 回研究会

の開催の可能性を検討している。コロナ禍ではあるが Zoom も併用し、ほぼすべての研究メンバー

が議論に参加している。 

下期も上期と同様に、本研究プロジェクトを着実に遂行してまいりたい。 

研究メンバー（敬称略）： 

苦瀬博仁（主査・東京海洋大学名誉教授）杉山雅洋（早稲田大学名誉教授）森本章倫（早稲田大学）

大門 創（國學院大学）味水佑毅（流通経済大学）井出博生（東京大学）内田大輔（建設技術研究所）

剣持 健（計量計画研究所）鈴木理沙（流通経済大学）横井のり枝（日本大学）渡部 幹（建設技術

研究所） 
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研究種別 ■自主研究 15       公益目的事業 19 

主査名 林 克彦 流通経済大学教授 

研究テーマ 消費者行動の変化がネット通販物流に及ぼす影響に関する研究 

研究の目的： 

コロナ禍では、消費者は外出を自粛し、実店舗での買い物を控え、ネット通販の利用を拡大するな

ど、消費行動が大きく変化した。EC 化率が高まり、宅配便の取扱量が急増、ネット通販事業者自身

による自家物流体制の構築も進んでいる。本研究では、諸統計や文献を収集・分析するとともにイン

タビュー調査やウェブアンケート調査により、コロナ禍で生じている消費者行動の変化及び、そのネ

ット通販や宅配便等への影響を分析する。 

研究の経過（4 月～9 月）： 

 以下のとおり、研究会 3 回とインタビュー調査を実施した。 

① 第 1 回オンライン併用研究会（7 月 4 日） 

「東京・福岡間の宅配便貨物輸送の比較」（根本）、「日中間の配送荷物受渡に関する現状整理」（宮

武）、「コロナ禍における消費者行動の変化」（林） 

② 第 2 回オンライン併用研究会（8 月 2 日） 

 三井物産ロジスティクス部署のご担当者をお招きし、越境ネット通販物流の通関に係る課題につい

て報告していただいた。コロナ禍での越境ネット通販の輸入量急増と SP（Small Package）激増、ACP

（税関事務管理人）、IOR（登録輸入者）を通じた通関実態と課題等を討議した。 

③ 現地調査（8 月 22 日） 

 越境ネット通販物流企業（横浜市）を訪問し、インタビュー調査を実施した。通関、輸入代行等実

務の概要や、ACP と IOR の仕組み等について、ご紹介いただいた。 

④ 第 3 回オンライン併用研究会（8 月 29 日） 

 「インタビュー調査結果」「越境ネット通販の増大と通関制度の課題－中国発日本向け貨物を事例

として－」（宮武）、「急増する輸入貨物への関税局の対応」（根本）、「物流業界の直面する課題」（齊

藤）、「アマゾンのグローバルサプライチェーン」（林） 

下期へ向けて（課題等）： 

文献調査やインタビュー調査、最新統計の分析、ウェブアンケート調査を引き続き実施していく予

定である。研究成果の一部は、日本物流学会誌等に投稿を予定している。 

研究メンバー（敬称略）： 

林 克彦（主査・流通経済大学）根本敏則（敬愛大学）橋本雅隆（明治大学専門職大学院）石原伸志

（神奈川大学）齊藤 実（神奈川大学）宮武宏輔（流通経済大学）高野茂幸（ヤマトホールディング

ス）佐々木啓介（ヤマト運輸）楊絮（Blox） 
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研究種別 ■自主研究 16     公益目的事業 19 

主査名 髙見淳史 東京大学准教授 

研究テーマ 大都市圏郊外部に主眼を置いた新しいモビリティサービスの展開のあり方 

研究の目的： 

これまで自動運転や Mobility as a Service（MaaS）など交通の新技術・新サービスの登場を背景に、

それらを都市の中へ適切に受け入れることに資する評価技術や計画論の構築を目指した自主研究プロ

ジェクトの機会をいただいてきた。本研究提案はこれを継承する位置付けとしつつ、新しいモビリティ

サービスの展開のあり方の検討を、大都市圏郊外部を主たる対象として深め広げることを目的とする。 

研究の経過（4 月～9 月）： 

上期を少し過ぎたが 10 月 12 日に研究会を開催し、研究メンバーからの話題提供に基づく討議を行った。 

研究会では、第一に、今年 3 月に実施した東京圏郊外部を対象とする月額制 MaaS 付き賃貸住宅物件の

SP 調査について、基礎的な需要特性、自家用車保有に与えうる影響、月額料金の規模感などの分析結果が

報告された。これに基づき、調査の設計、対象者の属性（の偏り）、MaaS 付き物件に適したエリアの抽出可

能性などを議論した。 

第二に、乗合タクシーの配車アルゴリズムにおける目的関数の設定が交通の状況や LOS に与える影響

をエージェントベースシミュレーションにより分析した結果が発表された。それを踏まえ、結果の解釈、

需要推計の方法、乗合に関する抵抗感や時間価値の扱いなど、今後の課題と改善の方向性について広範に

討議した。  

加えて研究会では、英国・Urban Transport Group が 7 月に発行した これからの郊外における交通の役

割のレポートと東京都市圏における外出率への影響要因に関する実態分析について話題提供があった。 

その他、MaaS 導入の「スイートスポット」の抽出を目標として、一定水準の公共交通が存在しかつ自

家用車が相当程度使われている地域を抽出すべく、全国都市交通特性調査のデータ分析を進めている。 

下期へ向けて（課題等）： 

上記の「スイートスポット」の分析について、全国都市交通特性調査データに基づいて対照的な地域

を選定したのち、新たな SP 調査または MaaS 付き賃貸住宅物件の SP 調査データとあわせた分析から

MaaS 導入適性と関連づけて分析する予定である。なお、プロジェクト応募時に提案した東京大学郊外

住宅地再生社会連携研究部門の活動との連携は、想定外に同社会連携研究部門が 9 月で終了することと

なり実現性が不透明となったが、上述のように大都市圏郊外におけるスイートスポットの検討を深める

形で活路を見出したい。 

研究メンバー（敬称略）： 

髙見淳史（主査；東京大学）有吉亮（横浜国立大学）大沢昌玄（日本大学）太田勝敏（東京大学名誉教

授）大森宣暁（宇都宮大学）上条陽（東京大学大学院博士課程）坂田亮輔（東京大学大学院修士課程）

須永大介（中央大学）谷口守（筑波大学）中村文彦（東京大学大学院）パラディ ジアンカルロス（東

京大学）原田昇（中央大学）藤垣洋平（小田急電鉄）室町泰徳（東京工業大学）森本章倫（早稲田大学）

羅力晨（東京大学大学院博士課程） 
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研究種別 ■自主研究 17     公益目的事業 19 

主査名 森本章倫 早稲田大学教授 

研究テーマ スマートシェアリングシティの実現に向けた課題と展望 

研究の目的： 

スマートシティに関する社会実装が進む中で、データ連携の手法やデータ管理主体の持続性などの

課題も多く、スマートシティ政策のマネジメントシステムの構築が求められている。本研究会では、

これまでコンパクトシティとスマートシティの融合や、稼働していない資産を効率的に共同利用して

いる都市（Smart Sharing City）について、望ましい都市のあり方について整理してきた。これまでの

知見をもとに、スマートシェアリングシティの実現に向けた課題を整理し、今後の展望について議論

する。 

研究の経過（4 月～9 月）： 

研究は以下の３つの視点で分析や討議を行っており、これまで２回の研究会を実施した。まずは、

昨年度までの研究成果や議論をまとめ、今年度の論点を討議した。そのうえで、スマートシェアリン

グシティの課題と展望に対して、社会規範に着目したスマートシェアリングシティの枠組み案を提示

した。また、近年着目しているメタバースの動向を調査し、メタバースと実在都市の関りについて議

論した。 

(1) ポストコロナを想定したコンパクトシティなどの都市政策の動向整理 

スマートシティやコンパクトシティを含めた今後の都市政策のあり方について今後の動向を議論した。 

(2) スマートシティの運用管理の実態と課題 

スマートシティ政策の持続的な実施について、国の取り組み事例や役割と各自治体の課題を討議し、運用

上の課題をとりまとめる。また、近年着目されている都市連動型メタバースについて検討する。 

下期へ向けて（課題等）： 

下期に向けて、上記（２）の研究を進めつつ、下記（３）のテーマについて情報整理と討議をする

予定である。 

(3) スマートシェアリングシティの課題と展望  

定義を改めて整理し、その実現とそれに寄与する望ましいマネジメントシステムのあり方について

議論する。 

研究メンバー（敬称略）： 

森本章倫（主査；早稲田大学）苦瀬博仁（東京海洋大学名誉教授）北野尚宏（早稲田大学）森田哲夫

（前橋工科大学）黒澤武邦（城西国際大学）長田哲平（宇都宮大学）大門創（國學院大学）市川嘉一

（立飛総合研究所）毛利雄一（計量計画研究所）中井秀信（東京電力）古明地哲夫（三菱総合研究所）

遠藤俊太郎（交通経済研究所）浅野周平（福井大学）高山宇宙（大阪産業大学）吉田颯人（建設技術

研究所）萩原隼士（早稲田大学大学院修士課程）圖師礼菜（早稲田大学学士課程） 
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研究種別 ■自主研究 18       公益目的事業 19 

主査名 谷口綾子 筑波大学教授 

研究テーマ 
自動運転システムの社会的受容：実証実験から本格運行に向けた過渡期

の課題の学際的検討 

研究の目的： 

自動運転システム(AVs)の社会的実装に向けて、各地で AVs バスの実証実験が展開されている。本

研究では、実証実験から本格運行への過渡期にある我が国の AVs(マイカー／バス)のあり方、方向性

について、いくつかの課題に着目し、必ずしも AVs 推進のみを目指すのでは無く、AVs が社会にもた

らすであろう意味、意義を検討する。具体的には、交通工学、交通計画、倫理学、宗教学、法学、機

械工学、保険学、民俗学、科学技術コミュニケーション等で構成される学際的研究グループにて議論

し、AVs のソフトランディングの一助とすることを目的とする。 

研究の経過（4 月～9 月）： 

1）自動運転車の事故回避を目的としたルール違反に対する専門家と一般市民の意識の差異：自動運転

車両が事故回避を目的として、交通ルール違反をおかす場面を具体的に想定し、自動運転の専門家

(自動車工学、法学、倫理学、保険、交通工学等)と、一般市民の意識の差異を把握するためのアン

ケート調査を実施し、分析中である。 

2) 自動運転／手動運転車両が混在する過渡期における手動運転車の交通ルール違反への対処：現在、

日本では多くのドライバーが速度超過や一時停止違反、はみ出し禁止(黄色い中央線)違反など、何

らかの交通ルール違反をおかしている。自動運転と手動運転が混在する過渡期において、交通ルー

ル違反の手動運転車が、交通法規を遵守する自動運転車を疎ましく思うケースの出現が想定され

る。このケースの対処法として、法改正や法遵守・教育、臨機応変な対応など、どのようなものが

適切か、一般市民と専門家の評価の差異を検証するためのアンケート調査を実施し、分析中である。 

3) 自動運転車による交通事故に対する一般市民の評価に「道徳的運」が与える影響分析：倫理学の分

野で近年注目を集める「道徳的運」について、自動運転システムが起こした事故についてもその影

響が存在するかを実証するための調査研究を企画中である。 

4) 送迎機会が家庭内コミュニケーションに与える効果と自動運転化による影響：家庭内のコミュニケ

ーションの場として、自家用車による送迎機会はどのような地位を占めているのか、成人を対象に

幼少期の送迎エピソードを収集するほか、小学生以下の子どもを有する保護者に対し保護者目線で

の送迎エピソードを収集する。それらが自動運転化するときに家庭内コミュニケーションがどのよ

うに変化するかを定性的、定量的に把握するための調査研究を検討中である。 

5)  8 月に名古屋大学にて研究会、三重県「湯の山素粋居」の宿泊者用自動運転システムの視察を実施。 

下期へ向けて（課題等）： 特になし 

研究メンバー（敬称略）： 

谷口綾子（主査・筑波大学）井料美帆（名古屋大学）神崎宣次（南山大学）木村武史（筑波大学） 

久木田水生（名古屋大学）桑子敏雄（コンセンサス・コーディネーターズ）田中皓介（東京理科大学）

中尾聡史（京都大学）中川由賀（中京大学）中野公彦（東京大学）中林真理子（明治大学）松山桃世

（東京大学）森川高行（名古屋大学）森栗茂一（大阪大学）吉田直可（明治大学自動運転社会総合研

究所) 
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研究種別 ■自主研究 19      公益目的事業 19 

主査名 青木 亮 東京経済大学教授 

研究テーマ コロナ後の地域公共交通の維持に向けた取り組み策と検証 

研究の目的： 

地域における公共交通手段の維持は過去数十年にわたり厳しい状況が続いており、ここ 2 年ほどは

コロナ禍によりさらに困難な状況が生じている。コロナ禍の影響が予想外に長引いていることもあ

り、事業者の努力でなんとか維持されていた路線の中には減便から廃止へとつながる動きも見られ

る。自家用車を利用した相乗り・送迎のような住民参画による手法や、情報技術の発達を背景とする

MaaS などを利用した試み、地域独自の運賃制度の導入、宅配便業者と連携した貨客混載輸送、生活

路線維持策としての観光客輸送など、北関東や中国地方を中心に各地で試みられてきた施策について

は、本研究会でも分析してきたが、成果や一般化には改善の余地が残されている。コロナ禍の影響を

含めて、継続してフォローアップすることで得られた知見や示唆は多く、地域公共交通問題を検討す

る上で有益と考える。本年度は、これまでの調査の中から有益と考えられる事例を中心に、掘り下げ・

フォローアップを行うとともに、関連する取り組み策を比較検討することで、より有効な活性化策に

向けて研究を継続していく。コロナの収束が読めない状況では、メンバーが遠方に出向いての現地調

査は不確実な部分もあるが、もともと本研究メンバーの居住・勤務先は広範囲にわたっており、比較

的容易に各地の調査が可能である特性を活かすことで、地域間の比較分析を研究会の討議を通じて実

施する。 

研究の経過（4 月～9 月）： 

第 1 回研究会（6 月 14 日）を日交研会議室で対面とオンライン併用で開催した。研究会では、本年

度の研究計画を説明するとともに、研究会メンバーから報告が行われた。当日は、コロナ禍でも再編

事業を進めてきた小金井市のコミュニティバスや一戸町デマンド交通「いちのへ いくべ号」、中国

地方山間部の鉄道とバスの状況などを取り上げて、報告と討議を行った。その後も、研究会メンバー

により、それぞれ各地の事例を中心に調査を進めている。 

下期へ向けて（課題等）： 

本年度も年間 3 回の研究会を計画しており、下期には 2 回の研究会を開催する。次回は 11 月 29 日

対面とオンライン併用で開催予定である。また 3 回目の研究会は年明けに開催を予定している。現状、

研究を進める上で、大きな課題は生じてないと考える。 

研究メンバー（敬称略）： 

青木亮（主査・東京経済大学）寺田一薫（東京海洋大学）中村文彦（東京大学大学院）高橋愛典（近

畿大学）田邉勝巳（慶應義塾大）湧口清隆（相模女子大学）井上学（龍谷大学）大島登志彦（高崎経

済大学名誉教授）加藤博和（米子工業高等専門学校）酒井裕規（神戸大学）須田昌弥（青山学院大学）

寺田英子（広島市立大学）野村実（大谷大学）松崎朱芳（千葉商科大学）川村昌弘（元青山学院大学

大学院） 
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令和４年度研究プロジェクト研究活動報告 

 

 

研究種別 ■自主研究 20    公益目的事業 19 

主査名 大森宣暁 宇都宮大学教授 

研究テーマ 
ウィズコロナにおける夜の生活活動の質向上のための都市と交通の 

あり方に関する研究 

研究の目的： 

本研究は、ウィズコロナにおいて、全ての人々が安全・安心・快適に夜間の自宅内外の生活活動に

参加でき、生活の質を向上させる環境整備に向けて、我が国の社会的文化的特性を反映した都市と交

通のあり方について、幅広い視点から検討を行うことを目的とする。特に、コロナ禍における移動制

約者を含めた多様な人々の夜の生活活動の実態と意識の変化、パーソントリップ調査および公共交通

オープンデータ（GTFS データ）を用いた、大都市および地方都市における夜の帰宅交通等に着目し

て研究を進める。 

研究の経過（4 月～9 月）： 

地方都市の衰退する繁華街活性化に関する研究の一環として、昨年度に引き続き宇都宮市の泉町・

本町を対象に研究を進めた。地元自治会や飲食店関係者らとの意見交換、情報提供 Web サイトの充

実、飲食店営業状況調査等を実施するとともに、プロジェクションマッピング、テントサウナ、バン

ド演奏等のイベントも活用した新たな屋外飲食空間創出実験を実施し、繁華街の認知度向上、飲食店

および近隣住民の繁華街活性化に向けた意識向上効果を検討した。関連して、仙台駅前青葉通りにお

ける交通規制と歩行者空間創出実験の視察も行った。また、複数人での外食行動目的地選択における

グループ効用の影響について議論を行った。さらに、複数人での夜間外食行動の目的地と交通手段選

択に関して宇都宮大学の学生を対象にアンケート調査を実施し、現状および LRT 導入時の変化を検

討した。 

下期へ向けて（課題等）： 

泉町・本町の飲食店経営者へのヒアリングを行い、コロナ禍前後での経営状況の変化、繁華街活性

化プロジェクトに対する意識、店舗のバリアフリーに対する意識を明らかにしたい。また、宇都宮市

で実施中のパーソントリップ調査データを活用し、市民の夜間の交通行動の分析も行う予定である。 

研究メンバー（敬称略）： 

大森宣暁（主査・宇都宮大学）原田 昇（中央大学）張 峻屹（広島大学）服部圭郎（龍谷大学）古谷 

知之（慶應義塾大学）谷口綾子（筑波大学）高見淳史（東京大学）Giancarlos Troncoso Parady（東京

大学）毛利雄一（計量計画研究所））稲垣具志（東京都市大学）浅野周平（福井大学） 
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公益目的事業と令和４年度研究プロジェクトの位置付け

研究テーマ 主査
特定

資産

公益目

的事業

1 学術および科学技術の振興

を目的とする事業 全ての研究

11 自動運転車導入に伴う歩行者挙動の変化に関する実証分析 藤原章正 共同 1 11

次世代モビリティを含む交通モードの優先順位に関する研究 金　利昭 自主 1 11

単路部無信号横断歩道における車両の譲りを促す情報提供に関する研究 小早川悟 自主 2 11

歩行目的と散歩行動に関する交通心理学的研究 松浦常夫 自主 3 11

16 道路交通の電動化とスマートシティの構造に関する研究 室町泰徳 共同 2 道路 16

生活様式の変化を考慮した脱炭素社会の都市交通政策評価 秋山孝正 自主 4 16

地方公共団体の公用車の脱炭素化の研究：次世代自動車の需要拡大に向けた公共調達の活用 有村俊秀 自主 5 16

電気自動車用充電施設の整備に関する研究 庭田文近 自主 6 16

17 技術革新をふまえた道路課金の進展に関する研究 根本敏則 共同 3 道路 17

準天頂衛星データを活用した自動車関連データのプラットホーム構想 鹿島　茂 自主 7 17

交通インフラの効果と評価に関する研究 手塚広一郎 自主 8 17

公的資金の限界費用を考慮した橋梁メインテナンスの最適化 河野達仁 自主 9 駐車 17

米国の企業立地における地方政府の政策的影響に関する実証研究 黒田達朗 自主 10 17

国土の利用や整備に関する空間経済学分析 高橋孝明 自主 11 17

観光地における混雑課金政策導入評価のための移動・活動シミュレーションに関する研究 福田大輔 自主 12 17

19
アジア地域でのスマートシティおよびＣＡＳＥ関連新技術の開発動向を踏まえたわが国の都市

政策および道路交通政策のあり方に関する研究
中村文彦 共同 4 駐車 19

貨物輸送における時間信頼性の価値に関する研究 文　世一 自主 13 19

都市・地域分野におけるロジスティクス研究の役割と範囲 苦瀬博仁 自主 14 19

消費者行動の変化がネット通販物流に及ぼす影響に関する研究 林　克彦 自主 15 19

大都市圏郊外部に主眼を置いた新しいモビリティサービスの展開のあり方 髙見淳史 自主 16 19

スマートシェアリングシティの実現に向けた課題と展望 森本章倫 自主 17 19

自動運転システムの社会的受容：実証実験から本格運行に向けた過渡期の課題の学際的検討 谷口綾子 自主 18 19

コロナ後の地域公共交通の維持に向けた取り組み策と検証 青木　亮 自主 19 19

ウィズコロナにおける夜の生活活動の質向上のための都市と交通のあり方に関する研究 大森宣暁 自主 20 19

公益目的事業の種類 種別

事故または災害の防止を目

的とする事業

地球環境の保全又は自然環

境の保護及び整備を目的と

する事業

国土の利用、整備又は保全

を目的とする事業

地域社会の健全な発展を目

的とする事業
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