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　本研究の成果を踏まえ，平成30年度からの科学研究費および本学 政策研究センター リサーチ・プロジェクトの
申請へと発展させている．

Public Transportation Demand Analysis Focusing on Metropolitan Area Life-style Change

ライフスタイル変化に着目した大都市圏における公共交通の需要分析

　本年度の研究成果は，以下の3つである．
　第一に，東京都市圏のパーソントリップ調査データを用い，性別，年齢階層別，世帯構成別のトリップパター
ンの差異を明らかにした．特に，女性のトリップパターン，トリップ頻度は，年齢と世帯構成から大きな影響を受
けており，将来交通需要の推計には，従来の分析方法よりも属性を詳細にする必要性があることを定量的に明
らかした．
　第二に，働き方の変化が，生活行動，交通行動，住み替え行動に与える影響について，テレワークの実施の
有無に着目し，導入企業へのインタビュー調査，WEBアンケート調査を行い，その実態を明らかにした．業種，
職種，性別，年齢といった属性別に，テレワークの実施頻度，行動パターン等を分析することにより，例えば，
企業側は福利厚生として在宅勤務の制度の導入をしているが，社会との関わりを重視し就業している女性は，
在宅勤務ではなく，サテライトオフィス等の利用を望んでいることや，テレワークが許可されていても，保育園の
開始時刻の変更がなければ，出発時刻選択等，行動への変化が起こりづらいこと，テレワークが進むと従業地
側ではなく，自宅付近で活動が増加する傾向にあること等を明らかにした．これらにより，今後の鉄道サービス
や沿線まちづくりに重要となる項目を抽出でき，行動モデル構築のための大規模調査の設計に示唆を与える
ことができた．
　第三に，世帯構成別人口分布の推計のための都市マイクロシミュレーションの開発を行った．具体的には，シ
ミュレーション特性の検証や床供給側からのモデル構築を行い，交通行動モデルと連携する住み替え行動モ
デルの精緻化を進めることができた．
　以上の成果は，それぞれ論文としてまとめ，土木学会等へ投稿した．

交通政策の立案にあたり，将来の交通需要を正確に推計することは重要なことである．
今後，鉄道新線建設等の大規模なインフラ整備が減少することからも，長期の推計においては，生活様式や
価値観の変化に伴う居住地選択や活動の変化に着目し，それらが交通行動に及ぼす影響を正しく把握するこ
とが，これまでにも増して重要となっている．
しかしながら，わが国の大都市圏における中長期の交通政策には，「4段階推計法」による交通需要推計が未
だに適用されており，活動の変化を反映できていないことが課題となっている．
そこで，本研究では，従来の分析では表現できなかったライフスタイル変化や住み替え等をも考慮できる長期
の「活動-交通行動シミュレーション」を行うことを念頭に置き，その準備段階として，東京都市圏のパーソント
リップ調査の個票を用い，時刻選択，目的地選択，経路選択等について分析をし，世帯構成別のトリップパ
ターンを明らかにすることを目的とする．
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1 杉木直，柏村
晟也，
大谷紀子，宮
本和明

世帯マイクロシミュレーションの初
期分布推定の安定性と再現性検
証を踏まえた改良

土木学会 第55回 土木計画学研究
発表会：
土木計画学研究・講演集，Vol.55，
8pages

2017/6/10

2 山下良久，
日比野直彦

性・年齢階層および世帯構成に
着目した都市内交通のトリップパ
ターンに関する分析

土木学会 第56回 土木計画学研究
発表会：
土木計画学研究・講演集，Vol.56，
5pages

2017/11/3

3 杉木直，鈴木
温，
宮本和明

住宅ストック遷移を内生化した

都市マイクロシミュレーション

の開発

土木学会 第56回 土木計画学研究
発表会：
土木計画学研究・講演集，Vol.56，
6pages

2017/11/3

4 坂本雅彦，
日比野直彦

働き方の変化が鉄道需要に与え
る影響に関する研究

第24回 鉄道技術・政策連合シンポ
ジウム：
鉄道技術・政策連合シンポジウム
講演論文集，Vol.24，4pages

2017/12/12

5

岩手大学

岩手大学

朱鷺メッセ

論文（（学術雑誌（総合雑誌（文藝春秋、中央公論、世界）を含む。）等掲載）
※査読付きのものは、査読欄に「１」を入れてください。
※共著論文の場合には、ご自身の名前の下にアンダーラインを引いてください。
※国際共著とは、異なる国を拠点とする複数の研究者による共著論文を意味します。

図書:
※共著の場合にはご自身の名前の下にアンダーラインを引いてください。
※書籍の一部分のみを執筆した場合には論文の区分に含めてください。

口頭報告・学会発表等:
※査読付きの学会論文集は、論文の区分で報告してください。査読なしの学会論文集は、学会発表の区分で報告してください。
※招待講演については、学会等名の後に（招待講演）と明記してください。

開催場所

愛媛大学
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