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研究成果の概要(800字程度):

研究成果:

別紙((成果報告書(研究成果一覧))に記入

その他、研究成果として特記すべき事項:

　働き方の変化が交通行動に与える変化を明らかにすることを目的にし，テレワーク実施者を対象としたWEB調査を行い，その分析
結果を土木学会にて発表した．本論文では，テレワークを行うことにより，主要な勤務先への訪問日数は低下するが，外出行動はテ
レワークの割合が大きくなっても一定程度発生すること，さらには，テレワークを行う場所として，サテライトオフィスやコワーキングス
ペースが郊外部の交通結節点に立地させることが，鉄道の混雑緩和に寄与すること等を明らかにしている．これらを通して，沿線の
活性化には女性就業者を対象にしたサテライトオフィスの展開は重要であること，保育園に子供を預けることができない女性が，継
続して就労の機会を得るために，育児施設併設のサテライトオフィスの設置も有効であること，交通利便性が良く，自然環境の良い
郊外部の駅ナカ・駅直結オフィスとして設置することにより，働きやすいまちを創ることが沿線活性化には必要であること等を導き出
している．
　また，世帯構成別の交通行動に着目し，東京都市圏パーソントリップ調査および国勢調査のデータを用いた分析を行い，鉄道技
術連合シンポジウムにて発表した．本論文では，今後増加することが予測される単身世帯，共働き世帯に焦点をあて，そのアクティ
ビティパターンの特徴を明らかにしている．特に，移動目的に着目すると，これらの世帯構成は送迎トリップや買い物トリップ等の私
事目的トリップが他よりも多く発生している等，今後のモデル化のための有益な知見を得ることができた．なお，本論文は「優秀論文
講演表彰」に選ばれている．また，これらの成果をとりまとめ，世界交通学会へ査読つき論文として投稿し，掲載が決定している．

　人口減少・少子高齢化への対応，労働環境の改善，生産性の向上等を背景に，子育て支援策，働き方改革等の政策が打ち出さ
れている．今後の都市鉄道計画においては，鉄道サービスの改善だけでなく，｢子育て環境が良い，働きやすい，魅力的な沿線ま
ちづくり｣は重要な視点であり，鉄道利用者がどこでどのような活動をしているのかを把握し，それを踏まえた施策が必要となってい
る．また，保育園への送迎，親の介護のための移動，さらにはそれに起因する住み替え等，世帯構成を考慮しなくてはならない事象
も起こっている．しかしながら，性別，年齢階層別，移動目的別の交通行動分析は従来もなされてきたが，世帯構成別のアクティビ
ティまでも考慮できる分析手法は未だに確立されておらず，都市鉄道計画を行う上では，これらの鉄道需要への影響を分析可能な
新たな手法の開発が必要である．本研究では，東京圏を対象とし，① 世帯構成別のアクティビティベースの交通行動，住み替え行
動をモデル化し，② それらを結合した都市鉄道の需要分析システムの開発を，さらには，③ それを用いたこれらの政策評価を行う
ことを目的としている．

(全ての項目含め、1頁以内で記述してください。)
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2018年6月9日

働き方の変化が通勤行動と就業場所に与える影響の把握に向けた
基礎的分析

世帯構成を考慮した東京圏における都市鉄道サービスと活動パターンに
関する基礎的研究

第57回
土木計画学研究発表会

論題
働き方の変化が鉄道需要に与える影響の把握に向けた基礎的検討

2018年11月24日
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