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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、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５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、当研究会は、調査・研究の成果をシンポジウム・講演会等を通じて広く社会に

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。 

Ⅰ．研究プロジェクト 

当研究会では、研究プロジェクトに関する手続及び選考基準に基づき厳正に選考・審査、

令和５年度研究プロジェクトとして 23 件を選定、その内訳は、賛助会員との協働による

「共同研究」２件、会員からの提案による「自主研究」21 件を実施する。 

令和５年度は、脱炭素社会、次世代モビリティ、人口減少下の都市、CASE や

MaaS(Mobility as a Service)の動向と対応、物流の効率化、都市や地域の道路交通インフラ、

自動車保険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（自主研究(5) 

(9)）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(2)、自主研究 (17)）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 2 件の研究を実施する。 

1 
自動車損害賠償責任保険と被害者支援-付加賦課金導

入と交通政策における交通事故被害者救済の在り方- 
福田弥夫 日本大学教授 

2 
電動車を活用した脱炭素スマートシティの構築に関

する研究※※ 
室町泰徳 東京工業大学准教授 

※※：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 21 件の研究を実施する。 

1 
歩行者と車両の共存空間における交通流動  

シミュレーション 
藤原章正 広島大学教授 

2 
自動運転システムの社会的受容を計測する標準

的な指標提案に向けた学際的検討 
谷口綾子 筑波大学教授 

3 
トラックと鉄道の結節箇所におけるコンテナ積卸し

の効率化 
板谷和也 流通経済大学教授 

4 
ガソリン車及び次世代モビリティの脱炭素に向け

た政策手段の総合的研究 
有村俊秀 早稲田大学教授 

5 脱炭素社会を見据えた道路課金に関する研究※ 味水佑毅 流通経済大学教授 

6 
生活様式の変化を踏まえた持続可能な地方都市

交通政策 
秋山孝正 関西大学教授 

7 
走行中給電機能を備えた道路ネットワーク整備の

評価方法に関する研究 
福田大輔 東京大学教授 

8 距離摩擦の漸減と人口減少下の都市の未来 森 知也 京都大学経済研究所教授 

9 交通インフラの整備効果と政策評価に関する研究※ 手塚広一郎 日本大学教授 

10 
非日常の活動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 

11 交通・社会資本整備の評価における不確実性の研究 朝日ちさと 東京都立大学教授 

12 人口減少下における東京一極集中の再検討 黒田達朗 椙山女学園大学教授 
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13 

アジア地域のスマートモビリティに関連するプ

ロジェクト事例の動向分析とわが国への示唆に

関する研究 

中村文彦 東京大学大学院教授 

14 
「地域・都市の総合交通政策」としてのモビリティ

改善 

松澤俊雄 

水谷 淳 

大阪市立大学名誉教授 

神戸大学准教授 

15 
ポストコロナ社会における地域経済と官民連携のあ

り方に関する調査研究 
宮崎智視 神戸大学教授 

16 
道路の中速帯・中速モードの利活用に関する基礎

的研究 
金 利昭 茨城大学名誉教授 

17 
地方都市の中心市街地における荷捌き駐車施設

の配置に関する研究※※ 
長田哲平 宇都宮大学准教授 

18 
メタバースの進展が都市に与える影響に関する

研究 
森本章倫 早稲田大学教授 

19 
持続可能なラストマイルネットワークの構築可能性に

関する研究 
林 克彦 流通経済大学教授 

20 
バス事業をはじめとする地域公共交通の持続可

能性に関するビジネスモデル構築に向けた研究 
青木 亮 東京経済大学教授 

21 デジタルコネクティビティと都市交通計画 髙見淳史 東京大学准教授 

※：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や数値を基に WEB 版の資料・データ集

を作成する。 

Ⅱ．シンポジウム、講演会等の開催 

１．シンポジウム・日交研フォーラム 

社会一般、マスコミ及び賛助会員などに対して当会の研究成果への理解促進を図ること
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を目的として研究成果の中から話題性のあるテーマを報告し、賛助会員やマスコミ等来場

者との質疑応答を実施して社会へ提言を行い、日交研の成果を広く社会に発信し理解促進

を図る。シンポジウムについては、マスコミ等にも案内し、日交研の成果を広く社会に発

信し理解促進を図る。 

２．研究討論会・研究集会 

 研究討論会では、交通、自動運転及び道路財源に関わる時事問題をテーマとして取り上

げ、有識者による基調報告について参加者を含めた討論を行う。研究集会は、交通に係わ

る社会的に重要なテーマについて、自主研究や共同研究のグループが横断的に参加し、よ

り多角的・総合的に討論する。 

３．講演会 

交通政策、交通経済等関連する諸問題を中心に、時宜に適したテーマを選んで、関係専

門家による講演会を開催する。 

 

４．研究プロジェクト報告会 

前年度の研究プロジェクトのその研究成果について、全プロジェクトチームの参加のも

とに各担当者が発表・報告し、意見交換を行う。 

 

 

 

Ⅲ．調査研究報告、研究資料の刊行 

本研究会の調査・研究成果である日交研シリーズを電子ファイル化する取り組みとして、

令和４年度日交研シリーズ A（電子媒体）をホームページに掲載するとともに、平成 21

年度以降の報告書をすべて収録した DVD を制作・出版する。 

また、研究プロジェクトの中から一定の成果が得られたものをまとめて「日交研研究双

書」として刊行している。令和５年度は『総合交通体系論の系譜と展開』(杉山雅洋著)、
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『トラック輸送イノベーションが解決する物流危機』（兵藤哲朗・根本敏則・後藤孝夫・

味水佑毅編著）を予定している。 

 さらに、ホームページにより、会員をはじめ広く社会に本研究会の活動を紹介し、調査・

研究成果などの情報を提供する。 

 

 

Ⅳ．主な会議 

１．賛助会員評議会、賛助会員との懇談会 

当法人事業の内容について正会員および賛助会員が協同し、当研究会の研究課題やテー

マについて正会員と賛助会員とが意見交換を行い、研究会の活動に反映させる。 

 

２．プロジェクトリーダー会 

プロジェクトリーダーが一堂に会し、各研究プロジェクトの途中経過の進捗状況の報告

や問題点の情報交換並びに事業のあり方等について意見交換する。 
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令和５年度研究プロジェクト計画概要 

 

研究種別 ■共同研究 1    公益目的事業 11 

主査名 福田弥夫 日本大学教授 

研究テーマ 
自動車損害賠償責任保険と被害者支援-付加賦課金導入と交通政策に 

おける交通事故被害者救済の在り方- 

自動車損害賠償保障法（以下自賠法）は、自動車を中心とした交通体系の中で不可避的に

発生する交通事故被害者の救済を目的として昭和 30 年に制定施行された。自動車損害賠償

責任保険（以下自賠責保険）という強制保険制度の導入により、交通事故の被害者に対する

一定の賠償資力を確保することを目的としており、68 年経過した今なお被害者支援及び交通

政策の上で重要な役割を果たしている。自動車保有者に対する強制保険制度は、日本独自の

ものではなく、各国において採用されているところであるが、日本の自賠責保険の特徴は、

交通事故被害者に対する賠償資力の確保に止まらず、被害者支援事業をもう一つの柱として

いるところにある。この被害者支援事業は、昭和 48 年の自動車事故対策センター（現在の

自動車事故対策機構）の設立に際して開始された生活資金貸付業務を嚆矢とし、その後重度

後遺障害者への介護料の支給（昭和 54 年）、交通事故被害者に特化した療護センターの設

置運営（昭和 58 年）により、一層の充実が図られた。この被害者支援事業は、平成 13 年の

自賠法改正により、再保険制度の利用により生じた運用益を活用する事業として位置づけら

れ、付則として積立金の範囲内での事業として位置づけられていた。令和 5 年の法改正によ

り、新たに被害者支援事業の原資としての付加賦課金の導入が図られ、自賠責保険の体系の

中に被害者支援事業が位置づけられることとなった。 

本研究では、賠償資力の確保と被害者支援事業という二つの柱を有する自賠法につき、昭

和 30 年当時の制定から、その後の被害者支援事業の拡大をたどりながら、交通政策の中で

の交通事故被害者支援事業と自賠責保険の今後の方向性を研究課題とする。令和 5 年の法改

正によって、被害者支援事業は自動車保有者全体の自助・共助の仕組みへと変化したが、こ

れは昭和 30 年当時の交通事故形態と現在の交通事故形態の変化や、日本の交通政策におけ

る人及び物の移動における自動車の役割が大きくなってきたことなどが背景にあると思わ

れる。 

自賠責保険及び被害者支援事業の歴史的変化とその経緯を明らかにすると同時に、被害者

支援事業の今後の方向性につき、被害者団体のヒアリングなども行い検討を加える。また、

可能な限り諸外国の制度との比較も行う。なお、自動運転車の実用化へ迫っているが、その

ような中で、現在の被害者支援事業のスキームがどのような影響を受けるかという点にも検

討を加えたい。 
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令和５年度研究プロジェクト計画概要 

 

 

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 電動車を活用した脱炭素スマートシティの構築に関する研究※ ※  

2015 年のパリ協定から 7 年余りが過ぎ、世界各国は 1.5℃努力目標達成を目指して温室効

果ガス排出量削減政策を進めている。しかし、国連のギャップレポートによれば、目標と削

減量とのギャップは依然として大きく、今後さらなる削減量のアップグレードが必要となる

可能性が高い。電動車による道路交通の電動化も脱炭素化スマートシティの構築に不可欠な

要素となっており、電動車と都市の脱炭素エネルギーシステムとをいかに組み合わせていく

かが重要な視点となっている。このような背景を踏まえ、本研究の 1 年目では道路交通の電

動化と脱炭素スマートシティの構築に必要な主な技術を検討したが、2 年目ではそれらの技

術、例えば V2B、燃料電池、合成燃料などの評価とそれらの利用促進を図るための交通政策、

都市政策に関する研究を行う。 

具体的には、第一に、脱炭素スマートシティの構築においては、太陽光発電や脱炭素コジ

ェネレーションなどの他、電動車の蓄エネルギー機能を最大限活用することが必要となると

考えられる。V2B などに見られる電動車の蓄エネルギー機能を運用するためのシミュレーシ

ョン分析などを行い、その活用を促進するための交通政策、都市政策に関する検討を行う。 

第二に、現在の多くの国では BEV を前提とした電動化が行われているが、唯一の技術に

依存した脱炭素化スマートシティは環境変化に対して脆弱となる可能性がある。本研究では、

他の電動化や脱炭素化技術によるスマートシティ構築の可能性を検討し、多様な技術を活用

した脱炭素化スマートシティの構築のメリットに関する検討を行う。 

第三に、電動車は災害時の緊急用電源としての活用など気候変動の適応策としても捉えら

れることから、このような適応策として電動車を活用することの可能性、評価に関する検討

を行う。さらに、海外における脱炭素化スマートシティに関連する交通政策や都市政策をレ

ビューし、各政策の効果と限界、日本への導入可能性、持続可能性に関する検討を行う。 
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令和５年度研究プロジェクト計画概要 

 

 

研究種別 ■自主研究 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 歩行者と車両の共存空間における交通流動シミュレーション 

自動運転車や電動スクーターをはじめとした新しいモビリティ車両が歩行者と共存する状

況を想定した道路空間の設計・運用について検討すべき段階にきている。この検討を進める

ための基礎として共存空間においてどの車両タイプの流入を規制すべきか、最高速度の規制

はどうあるべきか、自動運転車両に事前に実装しておくべき制御アルゴリズムは何か、など

の問いに適切に答えられる分析枠組みを構築しておくことが重要と考えられる。 

以上の背景から、2022 年度の共同研究においては、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サービス（HIROMOBI）が歩行者挙動に及ぼす影響を把握するため、

歩行者と自動運転車が交錯するエリアにカメラ・LiDAR を設置し、自動運転車と通常の車

に対する歩行者の反応の違いを把握するための歩行者挙動のモデル化を行い、その結果、自

動運転車と車に対する歩行者の反応に有意な差異があることを確認した。 

本研究では、上記の 2022 年度の研究成果を下敷きに、 (1) 歩行者モデルに加え他の車両の

挙動を再現するモデルを構築した上で、(2) 歩行者と車両の共存空間における交通流動シミ

ュレーション枠組みを提案し、(3) 各車両の制御のあり方について政策示唆を得ることを目

的とする。各々のサブテーマの詳細は以下の通りである。 

(1) 歩行者ならびに車両挙動のモデリング 

第一に、昨年度に構築した歩行者挙動モデルを改善する。具体的には、ベンチ等の空間内

の障害物の存在を適切にモデルに組み込むとともに、自転車をはじめとした自動運転車／車

以外の車両の挙動を考慮したモデルに拡張する。第二に、自転車や車の挙動についてもモデ

ル化し、歩行者と車両の相互作用を考慮した交通流動シミュレーションに必要なモデルの構

築を行う。 

(2) 歩行者と車両の共存空間における交通流動シミュレーション枠組みの構築 

(1)において構築した歩行者及び車両の挙動モデルを用いたシミュレーション枠組みを構

築する。歩行者と歩行者だけでなく、歩行者と車両の相互作用を考慮する点に特徴がある。 

(3) 車両の制御方策が歩行者の安全性に及ぼす政策分析 

(2)において構築したシミュレーション手法を用いて、特定の車両の流入を規制した場合、

最高速度を規制した場合など、様々な車両制御を行なった場合の交通流動全体への影響を定

量的に評価する。 
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令和５年度研究プロジェクト計画概要 

 

研究種別 ■自主研究２       公益目的事業 11 

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を計測する標準的な指標提案に向けた

学際的検討 

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／タクシーの実証実験が

展開され、本格運行される事例も散見される。これらの実験／運行では、自動運転システム

が一般道で適切に機能したかのみならず、試乗したモニターやそれ以外の地域住民がどのよ

うに感じ、評価したかといった、ローカルな社会的受容を計るためのアンケート調査も実施

されている。ただし、このアンケート調査の質問項目は、実施主体や年度により異なってお

り、他地域、異なる年度間での比較は困難となっている現状がある。AVs 実証実験を単に「や

ってみた」で終わらせず、本格運行を地域が受容するために必要な事項について知見を積み

重ねるためにも、他地域の実証実験／本格運行の事例や、過去の実証実験との比較分析が不

可欠である。比較分析を行うことで初めて、AVs 実証実験／本格運行の成否やその要因を客

観的に評価できると考えられる。そのためには AVs 社会的受容の標準的な指標を作成する必

要がある。 

自動運転の社会的受容の評価指標は様々なものが用いられている 。多くは賛否意識(社会

実装に賛成しますか)、利用意図(使いたいですか)、購入意図(買いたいですか)などで構成さ

れるが、例えば実証実験が行われている市町村の｢人口｣など、妥当性に疑問が残る指標も存

在する(日本の実証実験は山間地で行われることも多く、低評価となる)。また、地域の移動

装置としての評価や、｢かわいい｣｢ときめく｣など車両エクステリア・インテリアの持つ魅力

度、そしてその存在が住民のシビックプライドにつながる度合い等も社会的受容を測る重要

な指標となろう。 

さらに、標準的な指標で計測した AVs 社会的受容についてさまざまな観点から議論、評価

することを通じて、AVs は地域の装置としてどうあるべきか、地域は AVs を受容すべきなの

か、等々に関する学際的知見を取りまとめ、AVs の意義を再考する契機としたい。 

本研究の目的は、①AVs の社会的受容を評価する指標を標準化すべく検討を行い、複数の

地域・実験に適用することでその有用性を評価し、我が国における AVs 社会的受容の標準的

な指標を提案すること、②目的 1 で得られた評価指標のデータを参考に学際的な議論を通じ

て、AVs はどうあるべきか、社会は受容すべきか、等々に関する知見を取りまとめるにある。 
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令和５年度研究プロジェクト計画概要 

 

 

研究種別 ■自主研究 3   公益目的事業 16 

主査名 板谷和也 流通経済大学教授 

研究テーマ トラックと鉄道の結節箇所におけるコンテナ積卸しの効率化 

現在、トラックと鉄道の結節箇所、すなわち鉄道貨物駅において、コンテナの積卸しの大半は

フォークリフトまたはトップリフターにより行われている。鉄道コンテナで最も多い 12 フィー

ト（５トン）コンテナ（高さ 2.5ｍ×幅 2.5ｍ×長さ 3.7ｍ程度が標準）はフォークリフト、それ

より大きい 20 フィート以上のコンテナはトップリフターで積卸すことが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     図 1 フォークリフト                      図 2 トップリフター 

トラック上～貨車上、トラック上～地上、貨車上～地上のいずれであれ、人手の作業で時間を

要している。また、短時間で積卸しできないが故に、コンテナを地上に長時間滞留させる必要が

生じ、鉄道貨物駅には広大な用地が必須となっている。 

一方、港湾においてはコンテナの積卸しの多くはクレーンで行われている。コンテナ船～岸壁

ではガントリークレーン、コンテナターミナル内ではトランスファークレーンが使われる。ガン

トリークレーンが船上に設備されたコンテナ船もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
     図 3 ガントリークレーン              図 4 トランスファークレーン 

いずれも門型の大きなクレーンで、短時間でコンテナの積卸しや位置替えができ、コンテナを

複数段、積上げることもできる。 

本研究では、鉄道貨物駅でのコンテナ積卸しを門型クレーンにより効率化する可能性を検討す

る。それが実現できた場合は、トラックと鉄道が連携した物流のリードタイムを短縮でき、積卸

しに伴うコストを縮減でき、鉄道貨物駅をコンパクト化できる。国内における鉄道コンテナの積

卸しの効率化については、既往研究がほとんど見られない。 

そこで本研究では、鉄道コンテナ荷役における現状の把握、実務上の課題についてまず整理し、

そのうえで門型クレーンの導入についての検討を進めることとする。 
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令和５年度研究プロジェクト計画概要 

 

 

研究種別 ■自主研究４   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 ガソリン車及び次世代モビリティの脱炭素に向けた政策手段の総合的研究 

脱炭素社会の実現に向けて、輸送部門からの二酸化炭素排出削減が求められている。電気

自動車への期待が大きいが、現状ではガソリン自動車のシェアが大きく、短中期的にはガソ

リン自動車からの排出削減が求められている。GX 実行会議でも炭素賦課金の導入が決まっ

ており、新たな炭素税あるいは炭素賦課金等のカーボンプライシングによる排出削減、経済

影響分析などを総合的に行うことが求められている。 

そのため、交通部門においても、経済モデルを用いたカーボンプライシングの効果・経済

影響を分析する必要がある。特に短期的には、ガソリン自動車からの削減促進策を検討する

ための分析が求められている。ただ、カーボンプライシングの効果は公共交通手段の整備状

況によっても変わってくることが予想され、地域別に影響を分析することが望ましい。そこ

で、応用一般均衡分析の地域モデルを用いる。さらに、地域産業連関表を用いて多地域応用

一般均衡分析モデルを構築する。その際、各地域の公共交通手段状況も経済モデルに反映し、

地域の多様性をとらえる。モデルを構築した上で、カーボンプライシングを導入し、輸送部

門からの排出や経済影響を地域別に分析、検証する。 

また、長期的には輸送部門の脱炭素に向け、電気自動車も含めた次世代モビリティの担う

役割が大きいと考えられる。しかし、電気自動車も次世代モビリティも現状では普及度が低

く、経済学的に実証分析することは容易ではない。長期的な次世代モビリティに関しては、

探索的な研究が求められている。例えば、都市部における電気自動車を利用したカーシェア

リングサービスの拡張が考えられる。都市部では公共交通機関が発達しているため、居住者

は自動車を保有せず、必要に応じてレンタルするという行動様式が浸透しつつある。利用者

にとっては、長距離移動に不向きという電気自動車のデメリットが問題にならない可能性が

ある。実際に、東京都では 2022 年から電気自動車を用いたカーシェアリングの促進補助事

業を開始している。そこで、次世代モビリティについては、日本あるいは先進地域での現地

調査を行い、消費者のモビリティに対する選好の実態把握及びその需要度を高める方策につ

いて検討する。 
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令和５年度研究プロジェクト計画概要 

 

 

研究種別 ■自主研究５    公益目的事業 16 

主査名 味水佑毅 流通経済大学教授 

研究テーマ 脱炭素社会を見据えた道路課金に関する研究 ※  

道路課金は、道路インフラの利用に応じた対価として道路利用者に負担を求めるものである。

従来、その水準は、利用量（距離）や道路損傷（重量）に応じたインフラ費用を中心に定められ

てきたが、近年では、大気汚染や混雑、さらには CO2 の排出量など、外部費用が考慮されるよ

うになってきた。たとえば、欧州では、2022 年 3 月に道路課金指令が改定され、道路課金が、

パリ協定の環境目標に対応し、脱炭素（カーボンニュートラル）社会の実現のための交通政策の

ひとつとして機能している。このように、欧米では、外部費用を考慮した道路課金の導入が進ん

でおり、またその対象が大型車のみならず乗用車も含めたかたちで検討されていることが近年の

動向の特徴だといえる。 

脱炭素社会は道路課金の見直しだけで実現できず、EV を中心とした電動車の普及を支えるイ

ンフラの整備も必要である。たとえば米国では、2021 年に成立したインフラ投資雇用法をもと

に 2030 年までに全米で 50 万基の充電器の設置を目指している。これは、脱炭素社会に向けた

道路ネットワークの構築と捉えることができ、わが国においても検討が必要であることは言うま

でもない。 

なお、近年技術革新が進む道路課金の徴収方法についても、完全電子化料金徴収（AET）の導

入拡大、通行料未払い者への対応など、その具体的な動向についての丁寧な分析が求められてい

る。 

以上の問題意識にもとづき、本研究プロジェクトでは、以下の 3 点を目的として研究に取り組

む。 

第 1 が、欧米を中心とした諸外国の道路課金の政策・適用方法に関する最新動向の整理である。

具体的には、各国の道路課金の根拠の見直しと今後の動向について検討したい。 

第 2 が、脱炭素社会に向けた EV と、その普及を支えるインフラ整備に関する最新動向の整理

である。具体的には大型車の EV 化と、充電ネットワークの拡大について検討したい。 

第 3 が、道路課金に関する新たな徴収技術に関する検討である。具体的には、AET 等の進展

と捕捉率の分析、通行料未払い者への請求方法の検討、車載重量計を用いたオンライン取締り技

術の進展について検討したい。 

これらの検討を通じて、わが国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

することが重要であり、本研究プロジェクトでは、研究メンバーの専門領域にかかわる情報の提

供や研究成果の紹介を通じたディスカッションを国土交通省関係者も交えて積み重ねていくこ

ととしたい。 
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令和５年度研究プロジェクト計画概要 

 

 

研究種別 ■自主研究６  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 生活様式の変化を踏まえた持続可能な地方都市交通政策 

本研究では、前年度着目した COVID-19 による生活様式変化を踏まえた持続可能な都市交

通政策を考察する。本年度は、特に地方都市に着目して、道路交通・公共交通の統合的交通

サービスの形態を明確化することを目的とする。以下に各研究課題と担当代表者を示す。 

1) 地方都市における生活様式変化の実態分析（秋山・井ノ口） 

コロナ禍による生活様式の劇的変化が 2020 年に発生し、３年が経過した。当初は道路交

通・公共交通減少・自転車増加などが報告された。近年は都市交通需要回復かつ生活様式定

着の過程にあると思われる。このため、既存資料から生活様式変化に伴う都市交通パラダイ

ムシフトの成果を整理する。また地方都市の実態調査から、➀各種生活様式の定着程度の把

握、➁期待される地域交通サービス、③統合型地方都市交通サービスの具体的形態について

議論する。 

2) 地方都市圏におけるテレワークによる生活行動変更の評価（奥嶋） 

昨年度に構築した地方都市圏でのテレワーク選択モデルと生活行動変更モデルを統合す

る。このモデルを適用して、一部時間帯テレワークも考慮して、徳島東部都市圏における通

勤行動変化に加えて付加的活動変化を推計し、自動車利用の抑制効果を計測する。さらに道

路交通シミュレーションにより、ピーク時の混雑緩和および二酸化炭素排出量抑制の効果を

計測し、持続可能性を評価する。 

3) 生活様式変化からみた地方都市の公共交通政策（宇都宮） 

コロナ禍を経た生活様式の変化により、公共交通の利用は減少しているが、持続可能な社

会を築き、SDGs の達成に向けて、公共交通の重要性はむしろ増している。とりわけ自動車

依存度の高い地方都市圏では、公共交通のサービス改善が求められている。そこで、公共交

通への投資とサービス改善が、住民の意識や行動にどのような影響を与えるのか、沿線アン

ケート調査を行い、これまでの調査結果も合わせて公共交通の役割を取りまとめる。 

4) 生活様式変化による地方への移住定住支援のための地方交通施策（武藤） 

 コロナ禍における生活様式の変化は、東京を中心とした大都市から地方への移住が促進さ

れるといわれている。地方都市にとっては、移住により人口が増加することが地域の活性化

につながるとして、期待の声が高い。しかし、その場合に受け入れる地方都市における社会

インフラの状態が重要になる。もし、それらが脆弱であれば、移住が定住につながらない。

そこで、移住定住支援のために必要な社会インフラに関し、特に公共交通を含む地方交通の

維持、整備等の施策を明らかにする。 
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令和５年度研究プロジェクト計画概要 

 

研究種別 ■自主研究７  公益目的事業 16 

主査名 福田大輔 東京大学教授 

研究テーマ 走行中給電機能を備えた道路ネットワーク整備の評価方法に関する研究 

近年の脱炭素化の社会的潮流の中で、貨物車物流からの二酸化炭素排出量削減への関心が

さらに高まっている。都市内等の近距離帯を走る軽トラックに関しては、充電池と充電ステ

ーションを用いた電動化が普及しつつある。他方、長距離大型トラックの電動化においては、

より重い充電池あるいは頻繁な充電行動を必要とするため、脱炭素方策の非効率化や移動の

利便性の低下（充電時間の増大）等の課題が残されている。 

こうした中、道路面に埋め込まれた送電装置によって、停止中・走行中の EV のバッテリ

ーにワイヤレスで給電される走行中給電技術が徐々に展開している。スウェーデンやドイツ

では、走行中給電機能を備えた道路（電気道路網）の開発や大規模フィールド試験が進み、

我が国でも、小規模ながらも検討が行われ始めている。 

本研究は、電気道路網を念頭に置いたインフラ整備評価方法論の検討を行うことを目的と

する。電気道路網は、高い投資コストに対して低い限界費用（対応車両の交通量が 1 台増加

するときの総費用増分）という特性があるため規模の経済を有していることや、利用者が単

位整備延長あたりに享受する便益がネットワーク全体の整備水準に依存するために密度の

経済を有していることが指摘されている（Börjesson et al., 2021）。このため、市場に委ねた

電気道路網の供給量が社会最適な供給量よりも過少になると共に、充電料金水準は過大にな

る可能性が示唆されている。そのような観点から、電気道路の費用対効果に関する研究が

徐々に行われているが（Fuller, 2016；Jang, 2018）、単純な Toy Network での分析にとどま

っている。 

それに対し本研究では、我が国の都市間高速道路や地域間幹線道路網を対象に、貨物車の

地域間流動データを用いて、電気道路網の導入可能性を多角的に検討する点に特色がある。

具体的には以下の一連の検討を行う。 

・走行中給電技術の現在の到達点と将来展望を、文献調査やヒアリングで明らかにする。 

・貨物輸送会社の最適な EV あるいはプラグインハイブリッド車両の保有台数を、貨物流動 

 の空間分布、給電リンクの空間分布、ディーゼル車と EVあるいはプラグインハイブリッド 

 車での走行コストや資本コストの差異等の条件から明らかにする。 

・上記道路網を対象としたトラック流動ネットワークモデリングと、ことなる走行中給電整 

 備シナリオのもとでの（環境影響を含めた）社会厚生分析を行う。 
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令和５年度研究プロジェクト計画概要 

 

 

研究種別 ■自主研究 8       公益目的事業 17  

主査名 森 知也 京都大学経済研究所教授 

研究テーマ 距離摩擦の漸減と人口減少下の都市の未来 

本研究では、日本における都市の人口規模・配置・産業構造について、ミクロ経済理論に

基づく構造モデルと統計予測モデルを構築し、現状の再現、将来予測、反実仮想実験を行な

う。 

 

構造モデル分析：内生的に形成される経済集積としての都市は、各国内で概ねべき乗則に

従うことが知られており、かつ、同様のべき乗則が異なる地域レベルでも成立し、空間的な

フラクタルを形成することが、日米を含む複数国のデータで示されている。本研究では、均

衡においてこの再帰構造が発現する中心地理論を用いてミクロ経済学モデルを構築し、実経

済で観察される秩序形成を再現する。さらに、日本の立地空間上で、地形や輸送網構造など

現実の外生的な地域差を考慮して、個別の都市の位置を含めた実経済の都市規模・産業構造

及び空間分布を再現する。応用として、少子化による人口減少、メタバース普及に伴う一様

な通信アクセスの改善、リニア新幹線の整備効果等についての反実仮想実験を行う。 

  

統計予測モデル分析：多地域経済集積理論では、輸送・通信費の変化に対する経済集積パ

ターンの変化について明確な理論的結果を得ている。輸送費が下がれば、より少数の相互に

より離れた位置にある大都市が成長する一方で、それらの大都市の内部では都心の企業およ

び家計立地の郊外化が進む。つまり、大域的には大都市への集積が進む一方で、局所的には

集積自体が溶解する状況が予想される。重要な示唆は、輸送・通信アクセスの変化の影響を

評価するとき、個別の都市だけに注目して分かることは少なく、都市群全体の分布の変化に

注目する必要があることである。 

理論の有効性を検証するために、日本の過去 50 年の経験は有用なデータを提供する。日

本の高速交通網は、1964 年の東京オリンピック以降今日に至る間に、ゼロから全国を網羅

するまでに整備された。本研究では、データの入手が可能な 1970-2020 年の人口分布と産業

立地の変化から、上述の経済集積理論の結果を実証し、その変化について定量的に評価する。

日本の地域経済は、大域的には大都市への極化、あるいは東京一極集中化に向けて進んでい

るように見えるが、一方で、大都市、あるいは、東京そのものにおける物理的な集積は融解

に向けて変化しており、物理的な経済集積としての都市の形は今後あいまいなものになって

いく傾向があることを示す。 
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令和５年度研究プロジェクト計画概要 

 

 

研究種別 ■自主研究９ 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 交通インフラの整備効果と政策評価に関する研究※  

交通インフラの整備効果やその政策評価のあり方の問題は、様々な分野で検討されていた。

とりわけ、費用便益分析（費用対効果分析）は、国内外の交通分野においても積極的に活用

されており、わが国においては、道路・街路、都市・幹線鉄道・整備新幹線、空港および港

湾などにおいてマニュアルがそれぞれ整備されて、幾度も改善がなされてきた。 

このような費用便益分析は、基本的に将来の予測を基準としている。その一方で、近年注

目を集める EBPM（Evidence Based Policy Making）のように、過去に得られたエビデンス

をもとにした政策の分析・評価も定着しつつある。こうした展開の中で、これまでの先行研

究で指摘するように、事業評価などで費用便益分析を適用する場面などで、様々な課題が明

らかになっている。  

本研究では、これらを踏まえて、令和４年度の研究（１年目）に引き続き、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・費用対効果分析に関わる課題を経

済学的に分析することで、今後の交通インフラを対象とした費用便益分析への改善案を提言

することを目的とする。より具体的には、本研究では、先行研究が指摘している以下の 4 点

について検討していきたい。 

①費用便益分析の実施タイミング（事前・期中・事後）における望ましい分析手法の検討 

②便益の範囲の検討（ストック効果、環境への効果など） 

③費用便益分析の結果の解釈と EBPM（Evidence-Based Policy Making）での位置づけ 

④諸外国の事例分析結果の日本への適用可能性 

 

このうち、令和４年度は本研究の first step として研究メンバー間で計３回の研究会を開催

し、以下の 3 点について検討した。 

・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 

・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 

・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 

  

今年度は、令和４年度の研究内容を踏まえて、実務担当者等をお招きしたディスカッショ

ンを実施し、交通分野における費用便益分析の現状と課題について、最新の情報をインプッ

トする。あわせて、メンバーによって、諸外国の事例分析と理論分析を進める。 
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令和５年度研究プロジェクト計画概要 

 

 

研究種別 ■自主研究 10  公益目的事業 17 

主査名 苦瀬博仁 東京海洋大学名誉教授 

研究テーマ 非日常の活動におけるロジスティクス研究の役割と範囲 

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ある。 

ロジスティクスとは、発生地点と到着地点の間の商流と物流を、効率的かつ効果的に計画、

実施、統制することである。それゆえロジスティクスは、企業（施設、地域）内および企業間

において生じる、商流と物流を対象とする研究分野であり、その深化のためには、ロジスティ

クスと周辺研究分野との間での、相互関係や役割分担を明確にすることが求められる。 

この問題意識にもとづき、申請者を主査とする令和 3 年度の研究プロジェクト（交通分野に

おけるロジスティクス研究の役割と範囲）では、交通論およびマーケティングの分野から、ま

た令和 4 年度の研究プロジェクトでは（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）では、都市計画、地域計画および医療の分野から、それぞれロジスティクスとの比較を

おこない、それらの分野とロジスティクスの相互関係と接近方法の相違を明らかにした。 

3 年目にあたる令和 5 年度の研究プロジェクトでは、過去 2 年間の成果もふまえつつ、以下

の 2 点に取り組むこととしたい。 

第１が、ロジスティクスの学際的な特徴の再整理である。ここでは、日常か非日常か、また

人の交通か物の交通か、という新たな分類軸にもとづきロジスティクスを捉え直し、ロジステ

ィクス研究と周辺研究分野の比較研究の枠組みの精緻化を図る。 

第２が、非日常の活動におけるロジスティクスの役割と範囲の導出である。具体的には、災

害（地震、洪水、コロナなど）を研究対象とする防災計画や、観光・文化（観光地、神社仏閣、

イベント、冠婚葬祭など）を研究対象とする観光学などに着目する。そして、それらの分野に

おけるロジスティクス研究の位置づけ及び役割を明らかにする。 

以上の研究を通じて、学際分野としてのロジスティクス研究の特徴と役割について理解を深

めるとともに、学問領域を明確にすることで、ロジスティクス研究の発展の基礎とするもので

ある。 

本研究プロジェクトは、ロジスティクスにも詳しく、かつ周辺研究分野（交通論、経済学、

都市・交通計画、経営学、マーケティング、医療、防災など）でも活躍している研究者で構成

している。そして、以下のような方法で研究分野の特徴を明らかにしていく。 

第１に、ロジスティクス研究の現状と課題について、主査が整理して報告する。第２に、ロ

ジスティクスの周辺研究分野のうち、災害、観光、イベント等の非日常の活動に着目し、その

基本的な研究体系を明らかにするとともに、同分野の研究体系におけるロジスティクスの役割、

ロジスティクスの課題と解決方法を明らかにする。第３に、ロジスティクスと周辺研究分野の

接点を理解するうえで有益な知見をもつ専門家を講師として招き、講演と質疑応答をおこなう

ことを通じて、本研究プロジェクトの研究テーマについての理解を深める。そして、以上の議

論の内容をもとに研究成果をまとめることとしたい。 
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令和５年度研究プロジェクト計画概要 

 

 

研究種別 ■自主研究 11     公益目的事業 17 

主査名 朝日ちさと 東京都立大学教授 

研究テーマ 交通・社会資本整備の評価における不確実性の研究 

交通・社会資本整備プロジェクトの多くは、事業の事前評価において費用便益分析を用い

る。便益・費用の推定には将来予測にもとづく不確実性が存在するが、特に近年では、物価・

労務費の急激な上昇による費用の膨張、気候変動による環境便益の考慮、Covid-19 による交

通行動の変化など、事業環境と効果の両面において不確実性が大きくなっている。さらに近

年では、行動経済学の知見により、費用と便益の推定には楽観バイアスなどのシステマティ

ックな偏りが生じる可能性が指摘されており、海外の事業評価の実務においてそれらの考慮

も進んできている（The Green book, 2022 など）。 

このような不確実性や偏りの可能性は、事業評価の有用性や信頼性に影響を与え、さらに

は地域の環境や活力の基盤である交通・社会資本整備が遅滞なく効率的に実施できるかどう

かにもかかわる。 

そこで、本研究では、交通・社会資本整備の費用便益分析におけるリスク・不確実性の扱

いについて、理論および実証研究の知見を整理するとともに、海外の事業評価の実務におけ

る考え方および適用を調査し、日本の事業評価における費用便益分析の運用においてリス

ク・不確実性をどのように反映し得るかについての示唆を得ることを目的とする。 

具体的には、交通・社会資本整備における主要な不確実性として、需要予測・費用予測・

環境便益を対象としながら、(1)社会的割引率および感度分析の理論的基礎と政策的運用、 

(2)費用超過・便益の不足・予測の偏りに関する実証研究のレビュー、(3)(2)に関する行動

経済学の理論的示唆、(4)(1)~(3)を踏まえた事業評価における政策的示唆、の４点について

取り組む。 

以下の各項目について、研究メンバーによる報告、および各専門分野の観点からの検討を

行い、（環境・資源経済学、交通経済学、公共経済、経済政策、政治学、行政学等）、日本の

交通・社会資本整備の事業評価手法への示唆を検討する。 

(1)海外の費用便益分析ガイドラインにおけるリスク・不確実性の評価 

(2)上記ガイドラインにおける「マクロ経済環境（物価上昇）・気候変動・・需要変動」の扱い 

(3)交通・社会資本整備の費用便益分析における理論的検討 

  ①社会的割引率 

  ②感度分析 

  ③「費用超過（過少推定）」・「便益の不足（過大推定）」・「予測の偏り」の実証分析レビュー 

   ④行動経済学・行動公共政策における示唆 
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令和５年度研究プロジェクト計画概要 

 

 

研究種別 ■自主研究 12  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 人口減少下における東京一極集中の再検討 

我が国における少子高齢化の進行は政府の予測を上回る勢いで進んでおり、今後の経済等

への影響が危惧されることから、政府や自治体でも人口減少を抑制する育児支援等の施策に

ついて真剣な議論が提起されるに至っている。 

一方で、21 世紀に入り国民の半数以上が三大都市圏に居住するようになり、地方都市の消

滅の危機が指摘されて久しいが（日本創世会議、2014）、最近はさらに大阪圏、名古屋圏か

ら若年層の首都圏への人口流出が顕著となり、長らく謳われてきた「東京一極集中とその是

正」が新たな段階に突入したことが明確となっている。コロナ禍においてはリモートワーク

の普及により企業や労働者の地方への移転が注目を集めたこともあるが、実態としては東京

圏への転入超過が若干減少したものの、名古屋圏からの転出超過などはむしろ増加してお

り、三大都市圏から「一大都市圏」への新たな移行が始まったとも解釈できる。 

 例えば、愛知県では 2010 年の国勢調査以降、20 歳前後の女性の首都圏への転出が問題

視されてきた。愛知県による調査（2018）によると、大学進学時や就職時における首都圏の

引力が原因として指摘されているが、特にサービス業を中心とした職種の多さが女性の転出

の理由として大きい。ただし、愛知県は自動車産業を中心に製造業が盛んであるため、当時

は若い男性に関しては逆に転入が上回っていた。しかし、名古屋圏全体では 2017 年以降、

若い男性の首都圏への転出も急激に増加しており 2020 年にはピークを迎えた。大阪圏では

元々若い男性の首都圏への転出が顕著であったが、2020 年と 2021 年の時点では愛知県から

の首都圏への流出が大阪府や兵庫県からの流出を上回っている。 

 このような新たな人口移動の変化は、「東京一極集中の完全復活」（天野、2022）と指摘

されており、女性の大学進学率の上昇や結婚・出産に拘わらない就業の継続の影響が原因と

して挙げられている。天野は、女性活躍推進法が適用される大企業の数が多い東京都の引力

の強さを指摘している。 

 しかし、上記のように大阪圏や名古屋圏については女性だけでなく、若い男性について

も首都圏への流出が顕著となっており、産業構造の変化を始め、より広い視点から「東京一

極集中の完全復活」の要因を検討・考察することが必要と思われる。そこで、本研究では各

種の経済指標に加えて、最近注目されている地域の SDGs などの新たな指標も加味して、最

近の一極集中の原因とその緩和策を検討するものである。 
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令和５年度研究プロジェクト計画概要 

 

 

研究種別 ■自主研究 13      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 
アジア地域のスマートモビリティに関連するプロジェクト事例の

動向分析とわが国への示唆に関する研究  

本研究では、アジア地域での MaaS や CASE に関連する新技術等いわゆるスマートモビリ

ティ（ここでは高度な情報通信技術を援用した移動サービスおよびシステムの総称とする）

の開発動向、データ基盤構築やデータ取引市場概念の導入も含めたデータ利活用にかかる検

討状況および社会実装動向について、過去２年間の調査結果を活用し、さらに中国、シンガ

ポール、タイ、ベトナム等での情報収集を深度化し、それらをもとに、日本の今後の道路交

通政策のあり方を明らかにすることを目的とする。 

昨年度までの研究調査活動で、アジア地域でのおよその動向を把握でき、かつ、シンガポ

ールやベトナムでの日本企業も参入した新しい取り組みについても情報を入手した。以前に

も述べたように、先進的な技術開発結果を、実地で検証し実用化する動きは、いくつかの事

例できわめて早く、日本の実証実験のレベルをしのぐものもある一方で、制度が十分に整備、

調整されていないことから懸念されるリスクも想定できる。 

５G の通信環境の普及もあいまって、新しい技術の試行事例が、アジア地域のいくつかの

国でさらに増加することが想定され、それらは、単なる交通実験ではなく、暮らし方や社会

システムの変革にも影響を与え得る。スマートシティと銘打っていなくとも、これまでにな

い都市のかたちの具現化につながるような試みも出始めている。そこで、本年度では、モビ

リティ分野に絞って、特に技術水準が高まっているいくつかの国や地域での先進的な試みに

ついて、新しい動きを正確に把握し、それらの動きの背景や今後の課題について十分に調査

を行い、わが国への示唆を得ること、また、日本がそれぞれの国や地域での都市政策および

道路交通政策の推進に際してどのような支援ができるかを明らかにする。 

昨年度までの活動を土台に、モビリティ分野に絞り、いくつかの国に絞った上での作業を

推進する。本研究では、①CASE（特に自動運転、電動化、MaaS 等）を中心としたスマート

モビリティの動向について、引き続き、日本や世界各国の動きを概観し整理すること、②中

国本土、タイ、ベトナム、シンガポールでのモビリティ分野の最新動向を、資料収集と現地

専門家へのオンラインヒアリングを通して深めること、③それらをもとに、我が国の都市政

策、道路交通政策のあり方、対象の国や地域の都市政策や道路交通政策へのわが国の支援の

可能性を明らかにする。 
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令和５年度研究プロジェクト計画概要 

 

 

研究種別 ■自主研究 14 公益目的事業 19 

主査名 松澤俊雄 大阪市立大学名誉教授・水谷 淳 神戸大学准教授 

研究テーマ 「地域・都市の総合交通政策」としてのモビリティ改善 

当プロジェクトにおける総合交通政策は「インフラの整備と運営」「地域（都市）内交通

と地域（都市）間交通」「旅客輸送と貨物輸送」「個別交通手段（マイカー等）と路面公共交

通（バス・路面電車・LRT）」のそれぞれを一体的に検討し、さらにこれら要素をシームレ

スに統合することで得られる、政策的示唆の体系を意味している。より具体的には、路面公

共交通の走行環境等の改善、情報通信技術の進歩（MaaS 等）を活かした地域公共交通の利

便性確保、都心部の魅力向上と中心市街地活性化、都市観光の促進などに着目し、各種の研

究成果を積み重ねてきた。 

本年度（令和 5 年度）のプロジェクトでは、総合交通政策に関する上記の問題意識を堅持

しつつも、タイトルに示したようにモビリティの改善による生活の質（QoL）の向上を直接

の検討課題としたい。具体的には、上述のテーマの中でも、個別交通手段（マイカー等）と

路面公共交通（バス・路面電車・LRT 等）の一体的検討およびバランスの再検討に焦点を当

てる。 

研究方法としては、データ分析と現地調査という 2 つの手法を活用し、前者については、

コロナ禍の影響が各種の統計に反映されつつあることを念頭に進める。後者については、対

象とする地域・都市を絞り込んだケース・スタディによって、当地の実情に即したモビリテ

ィ改善と総合交通政策のあり方を検討する。当プロジェクトの特徴の一つは、研究メンバー

のほとんどが京阪神都市圏在住・在勤という点である。そこで、首都圏以外の大都市圏、さ

らには地方都市に着目する。 
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令和５年度研究プロジェクト計画概要 

 

 

研究種別 ■自主研究 15   公益目的事業 19 

主査名 宮崎智視 神戸大学教授 

研究テーマ 
ポストコロナ社会における地域経済と官民連携のあり方に関する調査

研究※ ※  

本プロジェクトでは以下の三つの研究を進める。 

最初に、地域経済の現状把握である。第 2 次安倍晋三内閣においても地方創生が看板政策

の一つとして掲げられたことに象徴されるように、地域経済の活性化は重要な政策課題であ

る。一方、コロナ禍は地域経済にも大打撃をもたらしたと喧伝されている。尤も、地域の実

情をデータによって把握することなしには、どのような政策が必要とされるのかについて提

言することは不可能である。このことを踏まえ、内閣府の「県民経済計算年報」や「都道府

県経済財政モデル」の最新のデータを用いて、都道府県経済の現状を整理する。必要に応じ

て、景気ウォッチャー調査など、速報性のあるデータを、できれば複数の指標について観察

をすることで、昨今の地方経済の現状を浮き彫りにする。 

次に、地域経済を支える重要な産業である、交通関連事業の効率性評価を行う。特に、旅

客鉄道事業者に着目する。新型コロナウイルス感染症流行により全国的に鉄道利用者が減少

して以来、以前は黒字を計上していた都市部や都市部や都市間の輸送を担う事業者すら収支

が赤字に転落している。言うまでもなく、赤字を計上してきた地方部輸送を担う事業者は、

さらに赤字が深刻化することとなった。コロナ禍を経て、日本の多くの旅客鉄道事業者は経

営環境が厳しくなっている。よって、より効率的な運営や、より適正な規模での輸送が求め

られつつあることから、この点についての分析が望まれる。 

最後に、今後の民間部門と公共部門の協働のあり方に関する提言である。旅客鉄道事業に

限らず、地方経済の担い手が効率的な運営を目指す場合、官と民との連携は不可欠である。

古くから盛んに試みられているのは、PFI である。PFI の効果を測るためには、Value For 

Money（VFM）という数値が用いられることが一般的である。VFM は PFI の導入によって

削減される財政支出額の大きさを表す指標である。VFM は定量的な把握が困難であるため、

公式統計が作成し難いと考えられる。一つの解決方法は、アンケート調査を行い、実際の事

業でどのような取組みを通じて VFM を生み出しているのかを明らかにすることである。ア

ンケート調査を通じ、ポストコロナ社会における地域経済と官民連携のあり方に対する提言

を得ることが可能となろう。 
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令和５年度研究プロジェクト計画概要 

 

 

研究種別 ■自主研究 16   公益目的事業 19 

主査名 金 利昭 茨城大学名誉教授 

研究テーマ 道路の中速帯・中速モードの利活用に関する基礎的研究 

道路空間の利活用は、新しい交通手段の登場によって変化してきた。旧くは、江戸期にお

いて道路は人中心の交通と滞留の場所であった。明治初期の近代化当初においても広幅員道

路は歩道と並木をもった人中心であった。その後東京市区改正条例（1888 年）によって路

面電車を活用するための街路拡幅から始まり、戦後長期の自動車中心の道路づくりを経て、

近年では人口減少に伴う自動車交通量の減少を見据えて道路空間の利活用が模索されてい

る。この間に、歩道は広くなったり、逆に自動車や植栽や自転車通行帯確保のために狭くな

ったりしたことがあった。そして道路空間を取り巻く今日的動向は、新しいモビリティの登

場とウォーカブル・滞留空間の復活である。 

モビリティ（交通手段）に着目すれば、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。このことが、時には自転車問題のような大きな社会問題を引き起こし

てきたし、最近では電動キックボードが公道に頻出している。このような現状に加えて、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。この

ような中で道路交通法が改正され、電動キックボード等の新しいモビリティの交通方法が定

められた。しかし、これらの新しい次世代モビリティの現行法制度上の位置づけは検討過程

にあると考えてよい。 

検討課題は多々あると思われる。電動キックボードは今優先的に中速帯（自転車通行帯）

に許可すべき交通モードか、電動キックボードによって本来通行すべき自転車交通に悪影響

を及ぼさないか、電動キックボードよりも現行 6km/h より高速化したシニアカーを優先す

べきではないか、中速帯を中速小型の自動運転車の通行帯としてもよいのではないか、現行

の中速帯（自転車通行帯）にはどの範囲の中速モードが適合するのか、優先すべき中速モー

ドに通行帯を配分するためには現行の中速帯をどのように発展的に整備すべきか、などな

ど。 

そこで本研究では、上記の疑問・課題に応えるために、文献サーベイと専門家の討議を中

心とした研究会開催により、歩道と車道の間に位置する中速帯の利活用と、中速帯を通行す

べき中速モードの範囲に関しての知見を蓄積する。 
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令和５年度研究プロジェクト計画概要 

 

 

研究種別 ■自主研究 17    公益目的事業 19 

主査名 長田哲平 宇都宮大学准教授 

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※ ※  

わが国では、自動車利用の普及に伴い、都心部において駐車場不足が顕在化し、それを補

うように駐車場施設の整備が進められてきた。しかし、公共交通機関の整備推進、環境への

意識変化などから自動車利用が減り路外駐車施設の利用率が低下するようになってきた。一

方で、地方都市に目を向けると、地方都市は、公共交通機関の整備が遅々として進まないこ

とに加えて路線の廃止や減便されるなどしており、大都市に比べると自動車は必要であり自

動車利用はゆるやかな減り方となっている。加えて、人口減少、都市の郊外化によって生じ

た中心市街地の空き家・空き地は時間貸駐車場となり、エリアによっては路外駐車施設が過

剰整備された状況となり、自動車利用がしやすい状況にある。 

中心市街地は、物流の着施設となる商業施設やオフィスなどが立地しており多数の荷捌き

活動が行われている。地方都市は大都市に比べると自動車通行量と歩行者通行量も少ないこ

とから、路上における荷捌き活動のルールを定めることで十分に可能ではあるが、歩きやす

い中心市街地を形成する上では路上駐車車両は障害となる。そこで、過剰な路外駐車施設の

集約や、荷捌き駐車場としての活用など、荷捌き活動に着目した駐車施設の地域ルールに検

討できるように、地方都市の中心市街地の荷捌き駐車の実態と駐車施設の利用実態の関係を

明らかにすることを目的とする。 

研究の方法として、まず地方都市の中心市街地ならびに荷捌き駐車場の実態、駐車場条例

や地域ルールなどの実態を整理する。次に具体的な事例として、地方都市である栃木県宇都

宮市を対象に駐車施設の利用実態と荷捌き活動の実態を比較し、荷捌き活動と駐車施設の関

係について考察を行う。そして、研究のまとめ実施する。なお、研究会は全４回とし、主査

の研究室の中心に話題提供を行い進めていく。 
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令和５年度研究プロジェクト計画概要 

 

 

研究種別 ■自主研究 18     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 メタバースの進展が都市に与える影響に関する研究 

３次元の仮想世界を対象としたサービスが始まったのは 2000 年代中頃からであるが、

2021 年に米 Facebook 社が社名を Meta に変更したこともあり、メタバースが急速に注目を

集めている。メタバース内では、仮想空間において自由な活動や交流を行うことができ、ビ

ジネス分野では既に活用が進められている。また、「都市連動型メタバース」として、実在

する都市を忠実に再現した仮想空間内で現実空間と連動したイベントの開催を行うなど、仮

想空間と実際の都市との連動も進んでいる。離れた場所にいる利用者同士がアバターを介し

てコミュニケーションをとりながら、買い物行動などを楽しむことができる。今後、このよ

うな流れが加速化すると、私たちの日常生活における行動を変容させ、外出率や購買行動の

変化などを通して都市に対しても大きな影響を与えると考えられる。  

本研究会では、これまで現実空間と仮想空間の連携について議論を重ねてきており、新た

な都市モデルとして「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）」について提案を行ってきた。これまでの知見をもとに、メタバースと都市の関係を整

理し、都市計画における今後の課題や展望について議論する。研究は主に以下の３つの視点

で分析や討議を行う。 

(1) メタバースの最新動向の整理 

   国内外のメタバースの最新事例を収集し、スマートシティを含めた今後のサイバー 

 空間のあり方に関する議論を整理する。 

(2) 都市連動型メタバースの事例整理 

  バーチャル渋谷をはじめとする先進事例について調査分析を行い、現状の課題について 

討議を行う。 

(3) サイバー空間の利用拡大が日常生活に及ぼす影響の把握 

  メタバースの利用増加が利用者にとってどのような行動変容を引き起こす可能性が 

高いかについて、アンケート調査などを基に明らかにする。 
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令和５年度研究プロジェクト計画概要 

 

 

研究種別 ■自主研究 19     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 持続可能なラストマイルネットワークの構築可能性に関する研究 

着実に成長してきたインターネット通信販売（ネット通販）市場は、新型コロナウイルス

の感染拡大の影響も受けて一層大きくなっている。その一方、増加するネット通販の配送需

要は、国内のラストマイルネットワークにおける配送能力を上回りつつある。2017 年頃か

ら本格的に表面化した「宅配クライシス」は、大手宅配便事業者の運賃値上げや委託配送の

強化、大手ネット通販事業者が中堅物流事業者の利用を増加させることで表面的には沈静化

したように見えるが、実際には貨物軽自動車運送事業者のような個人事業主のドライバーに

よってかろうじて支えられている状況であると言える。しかし、大手ネット通販事業者や宅

配便事業者から配送業務を委託された貨物軽自動車運送事業者の労働環境や収益性にも課

題が多い。 

そのような中、2024 年 4 月からはトラックドライバーにも時間外労働の上限規制が厳格

化されることになる。これまでは既存のドライバーの過酷な労働によって維持されてきた日

本のラストマイルネットワークであったが、労働時間の上限規制と減少する労働人口に対し

て、さらなる増加が予想される配送需要をどのように吸収するかは喫緊の社会問題である。 

配送需要に対する配送能力の不足は地方でも深刻である。人口減少と高齢化から流通網の

維持が難しくなる地域では、住民の生活を支えるうえで移動販売や食材・日用品の配送も重

要な選択肢となるが、当然そのような地域では物流網を維持することも難しくなっている。

人口減少社会では、そのような地域での追加的な投資は企業にとっても行政にとっても難し

い中で、現状の課題に対する対応を検討しながらも、中長期的に地方のラストマイルネット

ワークをどう構築すべきかの検討も必要であろう。 

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、 物流事業者や荷主（ネット通販事業者など）、行政、消費者などの立場か

ら、ラストマイルネットワークを維持するための施策（政策）について分析、検討を行う。

分析の観点としては、企業活動におけるラストマイルネットワーク維持に必要な労働力の確

保と費用の関係、時間外労働規制や自動化・自律化のための規制緩和の影響、消費者の行動

変容によるラストマイルネットワークにかかる負担の増減などの範囲を想定している。 
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令和５年度研究プロジェクト計画概要 

 

 

研究種別 ■自主研究 20     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 
バス事業をはじめとする地域公共交通の持続可能性に関するビジネス

モデル構築に向けた研究 

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、新型コ

ロナの蔓延による生活行動の変化からさらに困難な状況が生じている。既に発生から 3 年が

経過してコロナ禍はやや落ち着きつつあるが、乗合バスをはじめとする公共交通機関利用者

数はコロナ前の水準まで戻るに至っていない。コロナ後の減少した状況を前提とする必要に

迫られており、これまで民間が市場ベースで維持してきた部分についても、多角化をはじめ

とする私鉄型経営や内部補助など従来の手法による経営維持は困難さを増している。経営を

維持するため都市部でも運賃値上げが予定されているほか、利用者が少ない路線では自治体

等による新たな支援策か、路線廃止かの選択を迫られる動きも各地である。ただし財政制約

もあり、公的補助を用いた単純な維持策ですべて対応するのは容易でない。公共交通を維持

するための現実性のある新たなビジネスモデルの構築が求められているが、そのためには地

域公共交通の現状を継続的にフォローアップすることで得られた研究者の知見や示唆の存

在は有益と考える。研究会では講師役の公共交通事業者等から実態や展望を報告いただくと

共に、これまで各地で活性化や維持に向けた施策を研究してきた研究者の知見と融合させる

ことで、新たな持続可能なビジネスモデル構築に向けた可能性を探る。 

また公共交通維持は乗合バスだけでなく地域鉄道でも深刻な課題であり、各地で鉄道と乗

合バスを連携させる仕組みも進められている。このため、本年度は鉄道など他モードの公共

交通機関との関係にも注目して、地域公共交通の持続可能性を研究していく。予定している

メンバーの研究対象地域は広範囲に及んでおり、各地の実情や政策に詳しいことを活かし、

研究会での討議を通じて地域間の比較分析も実施していく 
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令和５年度研究プロジェクト計画概要 

 

 

研究種別 ■自主研究 21   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 デジタルコネクティビティと都市交通計画 

近年から近未来にかけて到来しつつあるモビリティの新時代は、情報通信技術（ICT）をベ

ースに都市交通システムをアップグレードする好機と捉えることができる。しかし、都市交通

計画とこうした技術の関係をいかに整理するか、ICT を基盤とするサービスをどう受け入れ活

用すべきかについては検討すべき点が多い。海外に目を転じると、例えば英国では従来の Local 

Transport Plan の改定版を “Local Transport and Connectivity Plan” を称する都市があり、都

市交通計画へのデジタルコネクティビティの取り込みないし整合化を図ろうとする意図がう

かがわれる。加えて、人の行動と ICT 利用について多様な相互作用があることを鑑みれば、

それらに関するより良い理解を踏まえることが物的－デジタル両者の適切な整合化を進める

ために重要と考えられる。 

上記の問題意識に照らし、本研究では主に以下の 2 つのトピックを扱う計画である。 

第一に、上述した英国の事例などの計画や政策、またはその背後にある制度におけるデジタ

ルコネクティビティの扱われ方を文献調査によりレビューする。例えば MaaS のように ICT

を活用した交通サービスによる利用者の利便性向上のほか、インフラ整備の計画立案や評価へ

の反映に関してなど多様なポイントが想定されるが、それらがどのように・どの程度考慮され

ているかを理解する。これらを通じてわが国の文脈における扱い方についての示唆を得たい。 

第二に、人の行動と ICT 利用の関係について、活動場所やデジタルデバイス利用の情報を

含む社会生活基本調査の主に調査票 B のデータを用い、コロナ禍前後を含む時間利用の変化

を可能な範囲で押さえるとともに、リアル／バーチャルの活動実施に関わる特徴的な変化や差

異に関連する要因を把握する。なお、社会生活基本調査の最新（令和 3 年）の調査票情報は、

自主研究プロジェクトの位置付けで統計法第 33 条の 2 第 1 項の要件を充足することで利用可

能と見込んでいる。 

以上は主に主査らが所属する東京大学都市交通研究室で実施する想定であるが、他の研究メ

ンバーらが関与している関連の研究や実践、その他関連のトピックについても随時情報を共有

しつつ進める。これらを踏まえ、デジタルコネクティビティと都市交通計画の関係のあり方に

ついて討議し、成果をとりまとめて報告書を作成する。 
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公益目的事業と令和５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 自動車損害賠償責任保険と被害者支援-付加賦課金導入と交通政策における交通事故被害者救済の

在り方-
福田弥夫 共同 1 11

歩行者と車両の共存空間における交通流動シミュレーション 藤原章正 自主 1 11

自動運転システムの社会的受容を計測する標準的な指標提案に向けた学際的検討 谷口綾子 自主 2 11

16 電動車を活用した脱炭素スマートシティの構築に関する研究 室町泰徳 共同 2 駐車 16

トラックと鉄道の結節箇所におけるコンテナ積卸しの効率化 板谷和也 自主 3 16

ガソリン車及び次世代モビリティの脱炭素に向けた政策手段の総合的研究 有村俊秀 自主 4 16

脱炭素社会を見据えた道路課金に関する研究 味水佑毅 自主 5 道路 16

生活様式の変化を踏まえた持続可能な地方都市交通政策 秋山孝正 自主 6 16

走行中給電機能を備えた道路ネットワーク整備の評価方法に関する研究 福田大輔 自主 7 16

17
距離摩擦の漸減と人口減少下の都市の未来 森　知也 自主 8 17

交通インフラの整備効果と政策評価に関する研究 手塚広一郎 自主 9 道路 17

非日常の活動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 10 17

交通・社会資本整備の評価における不確実性の研究 朝日ちさと 自主 11 17

人口減少下における東京一極集中の再検討 黒田達朗 自主 12 17

アジア地域のスマートモビリティに関連するプロジェクト事例の動向分析とわが国への示唆に関す

る研究
中村文彦 自主 13 17

19
「地域・都市の総合交通政策」としてのモビリティ改善

松澤俊雄

水谷   淳
自主 14 19

ポストコロナ社会における地域経済と官民連携のあり方に関する調査研究 宮崎智視 自主 15 19

道路の中速帯・中速モードの利活用に関する基礎的研究 金　利昭 自主 16 19

地方都市の中心市街地における荷捌き駐車施設の配置に関する研究 長田哲平 自主 17 駐車 19

メタバースの進展が都市に与える影響に関する研究 森本章倫 自主 18 19

持続可能なラストマイルネットワークの構築可能性に関する研究 林　克彦 自主 19 19

バス事業をはじめとする地域公共交通の持続可能性に関するビジネスモデル構築に向けた研究 青木　亮 自主 20 19

デジタルコネクティビティと都市交通計画 髙見淳史 自主 21 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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