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1. はじめに

近年，地方自治体では人口減少やモータリゼーションの

進展，新たな市街地開発などによって，交通渋滞や公共交

通利用者の減少と運行効率の悪化など，様々な地域交通課

題を抱えている。そのような中，地方自治体に対しては地

域交通の将来像の実現に向けた都市・地域総合交通戦略の

策定が求められている 1)。都市・地域総合交通戦略では，

地域公共交通による移動の確保や利用促進策の検討が重要

なテーマの一つであるが，公共交通の利用者側からの視点

に立つと，例えば，高齢者にとっては駅やバス停までの歩

行や乗り継ぎの際のステップ・階段の昇降などの負担が大

きいのに対し，通勤等で急いでいる人にとっては運行速度

や運行間隔が気になるなど，評価の視点は人によって様々

であり，同じ計画案に対しても評価が大きく異なることも

ある。 

一方，計画策定の責任者である行政側の視点に立てば，

利害関係者との合意形成を図る必要があり，策定にあたっ

ては慎重かつ柔軟な判断が求められる。そのような合意形

成を図っていく手法の一つとして社会的便益評価が挙げら

れる。社会的便益評価は，事業の実施により，関係するセ

クターがどのような恩恵を受容するかを明らかにするもの

である。具体的には，その事業が実施されることにより，

社会的にどれだけの便益を見込められるかを計測し，評価

するものである。しかし，地方自治体における事業計画の

評価は，事業全体での採算性や社会的便益評価で検討され

ることが多く，公共交通において重要な世代間での評価の

差異や地域間での差異まで考慮されていないことが多い。 

このような，世代別，地域別の評価を行うためには，詳

細な統計情報や地理情報が必要となるが，近年，Web上で

地理情報システムや地図ソフトが利用可能となってきたこ

とから，地方自治体職員自らが情報収集し，評価分析する

ことも可能になってきている。本研究では，地域公共交通

の代替案について自治体職員自らが分析評価することも想

定し，比較的簡便な方法により世代間や地域間の違いも考

慮した社会的便益評価を行う手法を提案することを目的と

する。 

2. 先行研究と本研究の位置づけ

社会的便益評価に関する先行研究では，海外においては

イギリス国鉄を評価分析したWardman2) の研究が挙げられ

る。日本では高杉ら3) が群馬県前橋市を対象として LRTや

BRTを導入した際の社会的便益について分析している。ま

た，社会的便益評価の中で用いる時間価値については，時

間価値は経済環境や交通所要時間により変化するとした考

え方 4),5) をはじめとして，様々な報告がされている。佐藤

ら 6) は，鉄道の乗換抵抗に着目し，到着車両の降車扉から

乗車扉までの抵抗を時間価値として表している。加藤ら 7) 

は，駅の上り階段時間や下り階段時間，初乗り駅から降車

駅までの乗り継ぎにかかる水平歩行時間等を時間価値とし

て用いている。また，鉄道評価マニュアル 8) では，あらゆ

る時間価値がまとめられている。本研究ではこれらの研究

成果を参考に社会的便益を計測することとするが，通勤利

用者や高齢者といった世代間差異を想定した研究はあまり

ない。そこで本研究では，世代間差異を考慮した地域公共

交通における社会的便益評価手法の検討を行う。また，そ

の際に利用するツールとしては，自治体担当者レベルでも

評価ができるよう，Web 上で扱える地理情報システム

jSTAT MAP 9) やExcelを活用することとした。 

3. 研究事例：富谷市基幹公共交通導入検討

本研究では，社会的便益評価の事例として，富谷市の公
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共交通計画を扱う。富谷市は，近年，仙台市のベットタウ

ンとして人口の増加が続いており，富谷市と仙台市泉中央

の区間では朝夕の慢性的な交通渋滞が発生している。その

ような問題に対処するため，富谷市は 2020 年 3 月に示し

た富谷市都市・地域総合交通戦略 10) において，仙台市地下

鉄泉中央駅から富谷市方面への基幹公共交通として，地下

鉄の延伸，あるいは，ガイドウェイトランジットと呼ばれ

るBRT（Bus Rapid Transit）の導入を図ることを検討してい

る。そこで本研究では，地下鉄延伸とBRT導入の2案につ

いて，利用者の目的地を泉中央駅以南の仙台駅として，社

会的便益評価を行うことを想定し，その評価手法について

検討する。 

地下鉄延伸とBRT導入のルート案については，それぞれ

富谷市都市・地域総合交通戦略における走行想定案を基に

仮想的に作成した。地下鉄案においては，泉中央駅からの

北部延伸駅として，S団地駅とA団地駅の2駅の建設を想

定した。BRT案においては，愛知県名古屋市で運行してい

るガイドウェイバス 11) を参考に，泉中央駅から A 団地南

駅までの区間においては交通渋滞を避けることができる高

架区間とし，A団地南駅より北部は通常の路線バス同様，

平地区間として走行するものとした。また，地下鉄案の場

合はS団地駅とA団地駅の中間（BRT案のA団地南付近）

において需要の取りこぼしが考えられたため，A団地南付

近から A 団地駅へのシャトルバスを走行させるものとし

て検討を行った。 

図- 1は，現状の路線バス，地下鉄案，BRT案について，

それぞれのバス停・駅勢圏を地理情報システムの jSTAT 

MAP を活用し，地図上に可視化させたものである。バス

停・駅勢圏の大きさについては，先行研究 12),13) から地下鉄

については500 m圏，路線バスは300 m圏とした。BRTに

ついては先行事例がなかったため，地下鉄と路線バスの中

間と考え，400 m 圏とした。なお，バス停圏の設定におい

ては，泉中央駅から富谷市方面に走る現状の民間路線バス
14) のバス停位置を基に作成したが，隣接する勢力圏が重な

らないように調整を行った。 

 

4. 社会的便益評価における想定条件 

(1) 社会的費用の定義 

社会的便益の評価については，まず， (1)式のように社

会的費用を定義し，250 mメッシュごとに計測する。 

 

𝐶𝑝 = (𝐹 + 𝑉1𝑇𝑟 + 𝑉2𝑇𝑎 + 𝑉3𝑇𝑐 + 𝑉4𝑇𝑡 + 𝑉5𝑇𝑛)𝑃𝑚 (1) 

 

ここで， 𝐶𝑝は250 mメッシュ内における社会的費用（円），

𝐹は目的地までの運賃（円），𝑇𝑟はバス・地下鉄乗車時間（分），

𝑇𝑎はバス停・地下鉄駅までのアクセス時間（分），𝑇𝑐：バス・

地下鉄発車時刻までの調整時間（分），𝑇𝑡は他交通機関への

乗換時間（分），𝑇𝑛 は乗換時の移動回数（回），𝑉1はバス・

地下鉄乗車時間の時間価値（円/分），𝑉2はバス停・地下鉄

駅アクセス時間価値（円/分），𝑉3はバス・地下鉄発車時刻

までの調整時間価値（円/分），𝑉4はバス停・地下鉄駅での乗

換時間価値（円/分），𝑉5は乗換時の移動に対する抵抗（円/

回）， 𝑃𝑚は250 mメッシュ内における人口総数である。 

表- 1には，𝑉1から𝑉5までの定数を示した。時間抵抗重視

グループとは，通勤目的で朝夕の混雑時に交通機関を利用

することを想定した 15-64 歳の層である。移動抵抗重視グ

ループとは日中の時間帯に移動することを想定した 65 歳

表- 1 グループ別時間価値等の設定 

  時間抵抗重視グループ

(15-64歳) 

移動抵抗重視グループ

(65歳以上) 

𝑉1 (円/分) 36.2 18.1 

𝑉2 (円/分) 36.2 18.1 

𝑉3 (円/分) 36.2 0 

𝑉4 (円/分) 36.2 18.1 

𝑉5 (円/回) 0 18.1 

 

図- 1 各交通システムのバス停・駅勢圏 
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以上の高齢者の層を表す。なお，定数の値については，国

土交通省で算出している時間価値に関する報告書 8) や

Millerによる時間価値の評価法の研究 15) を参考に設定した。

Miller によれば，非業務目的での時間価値は，業務目的の

50%としている。そのため，本研究では，移動抵抗重視グ

ループの値は，時間抵抗重視グループの値の50%の18.1と

している。移動抵抗重視グループにおけるバス・地下鉄発

車時刻までの調整時間価値𝑉3は，高齢者は時間的余裕があ

ることを想定し，0 とした。また，乗換時の移動に対する

抵抗𝑉5は，乗換時におけるバスのステップの昇り降りや座

席からの立ち上がりなどに対する負担感を金額換算するも

ので，高齢者は負担を強く感じることを想定し，移動抵抗

重視グループのみにおいて設定するものである。 

社会的便益は，現在の路線バス利用による社会的費用を

1 としたときに，新たな基幹公共交通の導入により，どれ

だけ社会的費用が低減したかで評価するものとし，(2)式の

ように社会的便益改善率𝐼𝑟(%)として表すこととした。 

 

𝐼𝑟 =
𝐶𝑝1 − 𝐶𝑝2

𝐶𝑝1

× 100   (2)  

 

ただし，𝐶𝑝1は各メッシュにおける現在の路線バス利用

時の社会的費用，𝐶𝑝2は新たな基幹公共交通導入後の社会

的費用である。 

(2) 目的地までの運賃設定 

 目的地（仙台駅）までの運賃については，図- 2のように

設定した。地下鉄案の場合，泉中央駅以北の延伸区間を通

算運賃制とするか併算運賃制 16) とするかで利便性の状況

が変わってくると考えられる。通算運賃制の場合，地下鉄

の延伸区間を含め仙台駅からの事業距離数等に応じて運賃

を設定した。例えば，A団地駅で路線バスから地下鉄に乗

り換え仙台駅まで乗車する場合，A団地駅までのバス運賃

に加え，泉中央駅から仙台駅までの通し運賃340円が加算

される。一方，地下鉄延伸区間の事業主体が異なり，併算

運賃制となる場合は，延伸区間において初乗り運賃を徴収

することとなる。このときの運賃は，バス運賃に加え，A団

地駅－泉中央駅間の 250 円と泉中央駅－仙台駅までの 310

円の運賃が加算される。バス運賃については現状の路線バ

ス料金を基に，距離別の料金を求め算出した。なお，BRT

高架区間を含むバス運賃は，通算運賃制とした。 

(3) 移動速度・運行間隔等の条件設定 

社会的便益を求めるにあたり，時間抵抗重視グループと

移動抵抗重視グループのそれぞれにおいて，移動速度や運

行間隔等の各種想定条件を表- 2のとおり設定した。 

地下鉄，BRT の速度は先行研究 17) からそれぞれ 667 m/

分，501 m/分とした。ただし，バスの速度については，場所

や時間帯によって変わってくることが考えられるため，バ

スロケーションシステム 18) により，実際のバス停通過時刻

から速度を確認し，通勤時間帯は192 m/分，日中時間帯は

334 m/分とした。歩行の速度については，先行研究 19) から

時間抵抗重視グループ（15-64歳）61.7 m/分，移動抵抗重視

グループ（65歳以上）44.4 m/分とした。 

モード グループ 

（時間帯） 

速度 

 (m/分) 

運行間隔 

(分) 

バス・地下鉄発車時刻 

までの調整時間 𝑻𝒄（分) 

乗換時間 

 𝑻𝒕（分) 

備考 

地下鉄案 

時間抵抗G 

(通勤時間帯) 
667 

4 2 
仙台駅～泉中央駅間

の運行間隔に合わ

せ，通勤時間は 4 分，

日中時間は 7.5 分とす

る。 

 

乗車時間𝑇𝑟=駅・バス

停からメッシュまでの

道路距離(m)/車両速

度(m/分)  

移動抵抗G 

(日中時間帯) 
7.5 3.75 

BRT 

時間抵抗重視G 

(通勤時間帯) 
501 

6.7 3.5 

移動抵抗重視G 

(日中時間帯) 
20 10 

路線バス 

時間抵抗G 

(通勤時間帯) 
192 15 7.5 

移動抵抗G 

(日中時間帯) 
334 30 15 

歩行 

時間抵抗G 

(通勤時間帯) 
61.7 

- - - 

アクセス時間𝑇𝑎=駅・

バス停からメッシュま

での道路距離(m)/歩

行速度(m/分) 

移動抵抗G 

(日中時間帯) 
44.4 

 

図- 2 運賃設定の模式図 

 

表-2 移動速度・運行間隔等の各種想定条件 
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運行間隔は，地下鉄およびバスの時刻表から，通勤時間

帯であれば 7～8 時台の運行便数，日中時間帯であれば 10

～15時台の運行便数からそれぞれ求めた。その結果，日中

時間帯の運行間隔は通勤時間帯の2倍程度となった。 

バス・地下鉄発車時刻までの調整時間は，運行間隔の 2

分の1とした。 

(4) 道路距離の設定 

自宅からバス停あるいは地下鉄駅までのアクセス時間を

求める際は，歩行速度とともに道路距離が必要になる。

Google Mapのルート案内機能などを利用すれば，実際の道

路距離を計測することは可能であるが，富谷市内だけでも

350メッシュを超え，また，250 mメッシュ内でも場所によ

って直線距離と道路距離の比率は異なることから，全てを

計測することは現実的ではない。道路距離を簡易に求める

方法として，直線距離にある一定の比率を乗じて道路距離

を求める方法が提案されているが，その比率は地域によっ

てばらつきがあることも示唆されている 20,21)。そこで，本

研究では改めて直線距離と道路距離の関係を調査し，その

換算式の導出を試みた。 

a) 直線距離と道路距離の測定 

 測定対象として，地理情報システム（GIS）の jSTAT MAP

上で，250 m メッシュを可視化させ，富谷市およびその周

辺の団地ごとに250 mメッシュ4つ（500 m四方）を1つ

のエリアとし，1 ヶ所以上バス停・駅のある合計 8 つのエ

リアを選んだ上で，直線距離と平均道路距離の換算式を求

めることとした。 

図- 3は測定概念を表したものである。社会的便益計測の

際に必要となるバス停･駅までの道路距離は，それぞれの

250 m メッシュ内の居住者の平均的な道路距離であり，各

250 m メッシュの中心点からバス停・駅の設置された地点

までの直線距離と道路距離の換算式を求めればよい。しか

し，250 m メッシュ内においても道路の向きや間隔に違い

があり，大きく迂回しなければならない場合もあることか

ら，1地点のみでは平均的なものとは言いがたい。そこで，

250 ｍメッシュをさらに 16 分割した 62.5 m メッシュごと

に検討することとした。また，統計的に有意な結果を得る

ためにはサンプル数が不足すると考え，1 エリアに 1 か所

しかバス停・駅がないエリアでは，仮想的にバス停・駅を

設置し，サンプル数を増やした。 

測定は対象エリア内の1つのバス停・駅に対して，まず，

250 m メッシュの中心部からバス停・駅までの直線距離を

計測した。次に，250 m メッシュを 16 分割した 62.5 m メ

ッシュの中心点からバス停・駅までの道路距離を Google 

Map のルート案内機能から計測し，それら 16 点における

平均道路距離を求めた。なお，幹線道路にあるバス停は，

富谷市方面から仙台市方面へ向かう上りと仙台市方面から

富谷市方面へ向かう下りでバス停位置が大きく異なること

があるため，上りと下りの2パターンで計測を行った。ま

た，崖や明らかに人が通れない箇所がある場合は，測定の

対象外とした。 

b) 直線距離と道路距離の換算式 

図- 4に直線距離と平均道路距離の測定結果を示す。グラ

フでは，バス停・駅が250 mメッシュの内部にある場合を

「内部」，隣接メッシュにある場合を「隣接」，対角メッシ

ュにある場合を「対角」として区別して表示した。また，

片側2車線以上の幹線道路や大きな公園や店舗といった障

害物がある場合は「幹線迂回有」，それ以外を「補正なし」

として区別して表示した。 

図- 4では，内部・隣接（補正なし），内部・隣接（幹線迂

回有），対角メッシュ（補正なし），対角（幹線迂回有）の

グループごとにそれぞれの回帰直線を引いてある。ただし，

内部メッシュについては，直線距離が一定の距離未満であ

れば，直線距離の長さに関わらず平均道路距離がほぼ一定

になることがグラフから読み取れた。このことから，内部・

隣接（補正なし）の回帰直線との連続性を考慮して，78 m

を区切りとし，78 m未満の内部メッシュの平均道路距離は

一定の147 mとすることとした。 

 直線距離 78 m 以上の内部・隣接メッシュと対角メッシ

ュの回帰直線については，補正なしと幹線迂回有を比較す

ると，それぞれの回帰直線の傾きがほぼ同じであることが

わかった。そこで，直線距離78 m以上の内部・隣接メッシ

ュと対角メッシュそれぞれについて，幹線迂回有のデータ

区間（直線距離）の中心点を求め，その中心点における補

正なしの平均道路距離のとの差分を求めた結果，内部・隣

接メッシュで102 m，対角メッシュで114 mとなった。 

図- 5は，幹線迂回有のデータをその差分だけ下方にシフ

トさせたものであり，幹線迂回有と補正なしを合成させた

後の直線距離 78 m 以上の内部・隣接メッシュおよび対角

メッシュの回帰直線は，R2が0.905，0.829と精度が高いも

のとなっており，合成による問題はないと考えられる。こ

の結果を踏まえ，以下の (3) 式から (5) 式のような換算式

が求められた。ただし， 𝑦は平均道路距離 (m)，𝑥は直線距

離 (m)，𝑑は幹線道路等の迂回の有無（迂回有りの場合 1，

迂回なしの場合0）である。 

図- 3 直線距離と道路距離の測定概念 
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  直線距離78 m未満の内部メッシュ 

𝑦 = 147 (3) 

 

  直線距離78 m以上の内部・隣接メッシュ 

𝑦 = 1.00𝑥 + 69 + 102𝑑 (4) 

 

  対角メッシュ 

𝑦 = 1.22𝑥 + 55 + 114𝑑 (5) 

 

以下の評価では，これらの換算式を用いて各250 mメッ

シュにおける各バス停・駅までの平均道路距離を求めるこ

ととした。 

 

5. 社会的便益の評価 

 現在の路線バスの社会的費用を1としたときに，新たな

基幹公共交通の導入により，どれだけ社会的費用が改善す

るかを，時間抵抗重視グループと移動抵抗重視グループ別

に計測した結果を図- 6，図- 7に示す。横軸は泉中央駅から

各メッシュまでの距離（km），縦軸は社会的便益改善率で

あり，地下鉄（通算運賃）案，地下鉄（併算運賃）案，BRT

案の3ケースにおける社会的便益改善率を示している。 

(1) 時間抵抗重視グループ 

時間抵抗重視グループにおける地下鉄案の社会的便益改

善率を見ると，通算運賃制・併算運賃制ともに地下鉄延伸

区間である 0～3.5 km の地下鉄駅のあるメッシュでは，現

在のバス路線に比べて大幅に社会的便益が改善されている。

特に通算運賃制では50%以上の改善率となっている。なお，

改善率がマイナスとなっているメッシュは，地下鉄駅間に

あり地下鉄駅までシャトルバスを利用することを想定した

メッシュである。3.5 km以遠のメッシュでは路線バスとの

乗り継ぎが必要となるため，改善率は大きく低下し，遠方

になるほど改善率は低下するが，10 km までの区間では通

算運賃制では20%程度，併算運賃制では10%程度の改善率

となっている。 

一方， BRT案は高架区間である0～3.5 kmのメッシュで

は地下鉄案の改善率には及ばないものの，20%～35%程度

改善している。この区間は高架区間であり，通勤時間帯に

おいては渋滞の影響を受けずに済むためである。また，3.5 

km 以遠の区間は路線バス区間になるが，乗り継ぎが必要

ないため，地下鉄案のような急激な低下は見られず，地下

 

図- 4 直線距離と平均道路距離の関係 

 

 

図- 5 直線距離と平均道路距離の関係(合成) 

 

 

 

 

 

図- 6 時間抵抗重視グループの改善率 

 

 

図- 7 移動抵抗重視グループの改善率 
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鉄の併算運賃制と同程度の改善率となっている。 

(2) 移動抵抗重視グループ 

移動抵抗重視グループにおいては，地下鉄案の通算運賃

制では時間抵抗重視グループと同様の改善率となっている

が，併算運賃制では大幅に改善率が低下し，特に3.5 km以

遠では改善率がマイナスになるメッシュが多くなっている。

これは，日中時間帯においては渋滞の影響がなく，時間短

縮効果が少ないことに加え，時間抵抗重視グループと比べ

時間価値が半分となる項目が多いため，時間に関する社会

的費用の低減は小さく，併用運賃制による延伸区間分の地

下鉄運賃がその低減分を上回ってしまうことによる。 

一方，BRT案では，どの距離においても数%程度の小幅

な改善にとどまっている。これは，日中は一般道路でも渋

滞の影響はなく，高架区間のメリットが小さいためである。

ただし，路線バスとしての乗り継ぎは必要ないため，改善

率がマイナスとなることはない。 

(3) 社会的便益評価のまとめ 

新たな基幹公共交通の導入による社会的便益は，地下鉄

延伸区間やBRT高架区間において改善率は大きいが，それ

以遠の路線バス乗り継ぎ区間においては小さくなってしま

うことがわかった。また，運賃を含めた乗り継ぎの利便性

が評価に大きな影響を与えることもわかった。特に，移動

に抵抗感がある高齢者においては，乗り継ぎが必要になる

場合において改善率が小さく，併算運賃制の場合にはマイ

ナスとなることもあり，乗り継ぎの負担をできるだけ小さ

くするよう水平・垂直移動距離の低減や運賃制度の工夫な

どが必要となる。 

 

6. まとめと今後の課題 

本研究では，地域公共交通における社会的便益評価にお

いて，世代間差異等に着目し，宮城県富谷市の都市・地域

総合交通戦略を事例として，社会的便益評価手法の検討を

行った。その際，社会的便益の評価項目として，公共交通

利用者において，通勤利用者を想定した時間抵抗重視グル

ープ，高齢者を想定した移動抵抗重視グループに分けて検

討することで，それぞれの視点によって評価が異なること，

それぞれの特徴に応じた課題の抽出を行うことができた。

自治体における地域公共交通計画においては，事業全体で

の採算性や総便益での評価検討されることが多いが，駅か

らの距離など地域的な違いだけでなく，世代の違いも考慮

して評価検討していくことの重要性を示すことができた。 

また，本研究での評価手法は Web 上のフリーの GIS シ

ステムや地図ソフトから統計情報を取得し，汎用の表計算

ソフトを用いて評価値を計測できるため，財政規模の小さ

な自治体においても自治体職員自らが活用していくことも

期待される。 

今後の課題として，本研究で用いた時間価値や移動抵抗

は，時間抵抗重視グループと移動抵抗重視グループの2区

分であり，その構成員は年齢だけで区分したものであるが，

実際には個人差の大きなものであることから，その妥当性

の検証が必要である。また，事業の実現までには長時間を

要し，その後の利用期間も長期にわたることから，年齢構

成の変化も評価に加える必要がある。 
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