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近年，完全自動運転車を活用したライドシェア・カーシェアサービス(以下，SAV)の実現が目指されてお

り，混雑緩和や環境負荷軽減等の効果が期待されている．しかし，SAVは導入都市の特性や普及レベルに

よっては多くの誘発交通を生み，混雑や環境負荷をむしろ悪化させる可能性がある．そこで本研究は，今

後SAVを導入する際の都市・交通計画の一助とすることを目的とし，SAV導入による車両走行距離増減率

を人口密度と自動車分担率をもとに算出するモデルを提案した．本モデルを用いて普及レベル別・都市別

に車両走行距離増減率を分析した結果，東京23区等の自動車分担率の低い都市では多大な誘発交通を生み，

車両走行距離が増大することが示された．さらにSAVの普及レベルが上がった場合，地方都市でも車両走

行距離が増大する可能性があることが示された． 
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1. はじめに 

 

自動運転車の開発，普及に向けた動きが世界各国で活

発化しており，利用者が運転の負担を負うことなく目的

地まで移動できる完全自動運転車が実現しつつある． 

自動運転車は，現在の自家用車のように各個人が保有

する場合もあるが，近年普及しつつあるライドシェアリ

ングやカーシェアリングと組み合わせたシェア型自動運

転車として利用され，将来の新たな公共交通の 1つにな

ることが期待されている．本研究ではこのシェア型自動

車を SAV (Shared autonomous vehicle) と呼称する． 

 SAV は公共交通が不十分な地域でのラストワンマイ

ルを補完する役割や，他の交通手段と組み合わせて最適

な移動手段を提供するMobility as a Serviceの一部として

の役割が期待される 1)．また，自動運転システムによる

燃費の良い走行，及びシェアリングによる走行距離減少

や自動車台数削減に伴う環境負荷軽減や渋滞緩和等が期

待されている 2)． 

しかし，SAVを導入すれば環境負荷や混雑等の課題が

必ずしも緩和されるわけではない．SAVの導入が環境負

荷や混雑等の課題を緩和できるかどうかには，SAVの普

及レベルや導入都市の特性等，多くの不確実性があると

指摘されている3)．例えば，SAVは公共交通から利用者を

奪う等の誘発交通を発生させ4)，結果的に環境負荷や混

雑が悪化する可能性がある．またその誘発交通は，SAV

を導入した都市の都市・交通特性や，導入したSAVの普

及レベルによって大きく異なる可能性がある． 

特に，元々自動車分担率の低い都市に高い普及レベル

のSAVを導入すれば，その利便性の高さからSAVへの誘

発交通量が多大となる可能性がある．また，人口密度が

低い都市でライドシェアを導入しても，ODが一致する相

手を見つけづらく，車両運行の効率化につながらない可

能性もある．  

しかし， SAVを導入さえすれば，環境負荷や混雑が緩

和されるという期待は多方面で残っており，導入地域の

都市・交通特性やSAVの普及レベルの差異が，誘発交通

量や車両運行に与える影響が考慮されていないのが現状

である．加えて，どのような都市・交通特性を持つ都市

がSAV導入によって混雑や環境負荷等の課題が緩和でき

るのかは未だ不明瞭である． 
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2. 研究の位置づけ 

 

2.1 SAV の動向 

 自動運転車を活用した交通サービスは，各国の大手自

動車メーカーや交通事業者，及びIT企業が提携して実現

を目指す例が多い．たとえばZMPと日の丸交通は，2018

年8月より東京都心で完全自動運転タクシーの営業走行

の実証実験を行っており5)，またWaymoやLyftも2018年か

ら完全自動運転によるタクシーの運行を開始している6)． 

また，我が国では民間企業だけでなく，国道交通省が

主体となってSAVの実現を目指している．例えば，2017

年度より中山間地域の道の駅や，ニュータウンでの多様

な自動運転サービスの検討等を行っており，2020年に限

定地域でのサービス開始を目指している7)． 

上記のように，都心や中山間地域含めた様々な地域で

SAVの普及にむけた動きが進んでおり，将来的には広域

的に普及する可能性がある． 

 

2.2 既存研究レビュー 

 SAVに関する研究は，環境負荷や都市交通に与える影

響等数多くなされており，なかには都市構造とSAVの関

係性を分析した研究もみられる．たとえば，自動運転車

車両の走行システムが環境負荷軽減に与える影響8)や，

SAV導入が車両走行距離やCO2排出量に与える影響を分

析した研究9)10)11)がみられる．また，交通手段を適切に組

み合わせて提供することで環境負荷を抑制できる可能性

を提案した研究12)等も見られる．  

また，都市構造との関係性については，異なる都市規

模や都市半径でSAVの運行効率を分析した研究13)14)や，

SAV導入が都市の成長及び衰退に与える影響を分析し

た研究15)，及び自動運転車が普及した社会における街路

の在り方を検討した研究16)等が見られる．また，導入車

両台数や待ち時間等の普及レベル別にSAVの影響を分

析した研究17)18)も多数存在する． 

 上記の研究より，SAVの導入が環境負荷に与える影響

は，その研究によって改善と悪化双方の結果が見られる．  

しかし，異なる普及レベルと導入都市・交通特性の両観

点からSAVの効果や影響を俯瞰的に検討した研究は見

られない．また，都市特性別にSAVの導入効果を分析し

た研究では，都市規模等は異なっても単一都市圏を対象

にしているため，多様な特性を持つ都市を包括して分析

しているとは言い難い．そのため，多様な都市へSAVを

導入した場合の効果を検討する必要があると考えらえる． 

 

2.3 本研究の内容 

上記を踏まえ，本研究ではSAVの導入効果や影響を多

様な都市・交通特性を持つ都市間で比較すること，また

その効果や影響を複数の普及レベルで比較することを通

じて，今後SAVを導入する際の交通計画及び都市計画の

一助とすることを目的とする． 

上記の目標を達成するために，本研究では都市構造及

び交通特性の最も代表的な指標である「人口密度」と「自

動車分担率」をもとにSAVの導入効果を表現するSAVの

導入効果モデルを提案する．その後，4章では本モデルに

実際の都市を適用し，都市別にSAVの導入効果を比較す

る．また，5章ではSAVの普及レベル別に人口密度とSAV

の導入効果の関係性を分析する． 

なお，SAVの普及レベルについて，普及レベルが低い

とSAVの利用希望者割合が少なく，高いと利用希望者割

合が多くなると考えられる．つまり，SAVへの誘発交通

量は導入地域の都市・交通特性に加え，SAVの普及レベ

ルの差異に伴うSAV利用希望者割合の影響を大きく受

ける．そのため本研究では，既存研究19)で調査された自

動運転車利用意向調査20)を参考に2つの普及レベル(レベ

ルⅠ，レベルⅡ)を仮定し，その普及レベル間でSAVの導入

効果を比較する．また，本調査は自動運転車の利用意向

を都市別に調査しており，都市別の利用意向を適用でき

るという特長も持つ． 

なお，本研究で検討する導入効果として，環境負荷や

エネルギー利用，及び道路混雑への影響を検討する際に

重要な指標と考えらえる車両走行距離に着目し，SAV導

入によって自動車(自家用車，またはSAV)の走行距離が

どれだけ削減，または増大するかを分析する．本研究で

は，その増減割合を「車両走行距離増減率」と呼称する． 

 

2.4 本研究の特長 

本研究は以下の 3点の特長を有する． 

1) SAV導入による車両走行距離増減率と導入都市・交通

特性との関係性を，独自のモデルを用いて明らかした

新規性の高い研究である． 

2) 都市構造の代表的な指標である人口密度と自動車分

担率を用いて，全都市のSAVの導入効果を算出できる

網羅性，普遍性の高い研究である． 

3) SAVへの誘発交通量を導入都市・交通特性と自動運転

車利用意向の観点から検討し，車両走行距離に与える

影響を分析した新規性，信頼性の高い研究である． 

4) SAVは将来的に多様な都市・交通特性を持つ地域で導

入され，かつ時期に沿って多様な普及レベルで導入さ

れる可能性があるため，極めて発展可能性が高い． 

 

 

3. 分析概要 

 

3.1 SAV の導入効果モデル 

 本研究では，SAVの導入により自家用車及びSAVの車

両走行距離がどれだけ増減するかを表すモデルを提案す
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る．その際の条件として以下の7つの仮定を置く． 

1) SAVは全区間完全自動運転で移動する．  

2) SAV は自家用車に代わる地域全体でシェアされるサ

ービスとして期待されるため，SAV導入後は個人で自

家用車及び SAV車両を保有しないものとする． 

3) 都市内の交通手段は「SAV」と「自家用車」，および

「その他」の3種類とする．「その他」には鉄道やバス，

および徒歩や自転車等が含まれる． 

4) SAV導入により，自家用車利用者はすべてSAVに転換

するものとする．自家用車利用者がSAVではなく，路

線や乗降場所が決められた公共交通や，徒歩・自転車

に転換する可能性は低いと考えられるためである． 

5) 都市間で基準を統一するため，トリップの発着地はラ

ンダムとし，各トリップの移動距離は同一(𝑚)とする． 

6) SAVの導入効果と都市・交通特性との関係性を明らか

にすることが主眼であるため，車両の燃費や利用料金

の変化等は考慮しない． 

7) 利用者がSAVを利用する際，最も近くに位置するSAV

車両が配車される．そのため，本研究では回送距離及

び送迎距離は，乗車距離に対して十分に短いと仮定し，

本分析では回送距離及び送迎距離は考慮しない． 

 また，都市𝑖における SAV 導入前の合計車両走行距離

を𝐷𝑖𝑏，導入後の合計車両走行距離を𝐷𝑖𝑎とする．さらに，

都市𝑖のライドシェア成立確率𝑆𝑖を，「乗客を乗せた SAV

車両が他の利用者とライドシェアする(同一の車両を共

有する)確率」とし，都市𝑖の交通転換率𝑡𝑖を，「自家用車

以外の交通手段(「その他」)から SAV へ転換した(誘発

された)人の割合」と定義する．これらの変数を用いると，

𝐷𝑖𝑏及び𝐷𝑖𝑎は下記のように表現される． 

 

                  𝐷𝑖𝑏 = 𝑚𝑐𝑖𝑝𝑖  

𝐷𝑖𝑎 = 𝑚{𝑐𝑖 + 𝑡𝑖(1 − 𝑐𝑖)}𝑝𝑖(1 − 𝑆𝑖 2⁄ ) 

                       ∗ (1 − 𝑆𝑖 ⁄ 3)･･･(1 − 𝑆𝑖 ⁄ 𝑛)  

 

𝐷𝑖𝑏：SAV導入前の合計車両走行距離 

𝐷𝑖𝑏：SAV導入後の合計車両走行距離 

𝑐𝑖 ：都市𝑖の自動車分担率 (0 < 𝑐𝑖 ≦ 1) 

𝑆𝑖 ：都市𝑖のライドシェア成立確率(0 ≦ 𝑆𝑖 ≦ 1) 

𝑝𝑖  ：都市𝑖で発生するトリップ数 (𝑝𝑖 ≧ 1) 

𝑚 ：1トリップの移動距離(𝑚 > 0) 

𝑡𝑖 ：都市𝑖の交通転換率(0 ≦ 𝑡𝑖 ≦ 1)                                       

𝑛 ：車両の最大乗車人数(𝑛 ≧ 1) 

 

 𝐷𝑖𝑏は自家用車利用者数に移動距離を乗じた値，𝐷𝑖𝑎は

SAV利用者数に移動距離を乗じた値に，ライドシェア成

立により削減された車両の割合を乗じた値である． 

 また式(1)，式(2)より，SAV導入による車両走行距離増

減率を𝐵𝑖とすると，𝐵𝑖は𝐷𝑖𝑎から𝐷𝑖𝑏を除した値(𝐵𝑖 =

𝐷𝑖𝑎 𝐷𝑖𝑏⁄ )であるから，下記のように表される． 

 

𝐵𝑖 = 1 𝑐𝑖⁄ {𝑐𝑖 + 𝑡𝑖(1 − 𝑐𝑖)}(1 − 𝑆𝑖 2⁄ ) 

∗ (1 − 𝑆𝑖 ⁄ 3)･･･(1 − 𝑆𝑖 ⁄ 𝑛)  

 

𝐵𝑖：SAV導入による車両走行距離増減率 

 

 式(3)より，SAV 導入による車両走行距離増減率𝐵𝑖は，

自動車分担率𝑐𝑖，交通転換率𝑡𝑖，及びライドシェア成立確

率𝑆𝑖に依存する．交通転換率が大きいほど誘発交通が多

く発生し，車両走行距離増減率が増大する．一方，ライ

ドシェア成立確率が大きいほどシェアリングが多数成立

し，車両走行距離増減率が減少する．  

 ここで，ライドシェア成立確率𝑆𝑖について，ライドシ

ェアは利用者同士の空間的一致が必要なため，人口密度

が高いほど多く成立する傾向が示されている 21)．一方，

ライドシェアには心理的抵抗感があることが指摘されて

いるため 22)，ライドシェア成立確率𝑆𝑖を考慮する際には，

ライドシェアに対する許容度を考慮する必要がある．そ

こで本研究では，この 2つの観点を簡便化し，人口密度

が高くなるほど，かつライドシェア許容度が高くなるほ

どライドシェア成立確率が大きくなると仮定する．以上

の仮定よりライドシェア成立確率𝑆𝑖を下記に示す． 

 

    𝑆𝑖 = 𝑟 ∗ 𝑓(𝑑𝑖)  

𝑓(𝑑𝑖) = (𝑑𝑖 − min𝑑) (max𝑑 − min𝑑)⁄  

 

𝑓(𝑑𝑖)：都市𝑖の人口密度を正規化する関数 

𝑟    ：ライドシェア許容度(0 ≦ 𝑟 ≦ 1) 

𝑑𝑖  ：都市𝑖の人口密度(人/ha) 

max𝑑：人口密度の最大値 

min𝑑：人口密度の最小値 

 

 式(4)を式(3)に代入することで，車両走行増減率𝐵𝑖を人

口密度𝑑𝑖と自動車分担率𝑐𝑖，及び交通転換率𝑡𝑖とライド

シェア許容度𝑟用いて表現することができる． 

 

3.2 分析対象都市 

 本研究では，異なる都市特性間で SAV の導入効果を

比較するため，多様な都市・交通特性を持つ都市を対象

にする必要がある．そのため，本研究では多様な都市が

含まれるH27全国都市交通特性調査 23)を用い，調査対象

である 70都市のうち，線引きが行われている 62都市を

対象にする．その分析対象都市を表-1に示す． 

また， H28 都市計画現況調査 24)から各都市の市街化

区域人口密度を取得し，3.1 における式(5)に代入する．

加えて，H27 全国都市交通特性調査から各都市の自動車

分担率を取得し，式(3)に代入する． 

(1) 

 

(2) 

(3) 

 

(4) 

(5) 
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表-1 分析対象都市一覧 

 

 

3.3 4章の分析シナリオ 

 4章では，本研究では式(3)～式(5)をもとに，SAV導入

による車両走行距離増減率𝐵𝑖を算出する．分析の際に用 

いる変数の値は下記の通りとする． 

 

             𝑡𝑖 = 0.18 

       𝑛 = 4 

           𝑟 = 0.5 

  max𝑑 = 200 

min𝑑 = 0 

 

 交通転換率𝑡𝑖は「IoT 時代における新たな ICT への各

国ユーザーの意識の分析等に関する調査研究」25)を参考

に適用する．本調査によると，我が国の完全自動運転車

を有料でも利用したいと回答した割合が 18.2%であった

ため，𝑡𝑖 = 0.18を適用する． SAVの最大乗車人数𝑛は，

一般の乗用車を想定するため 4人とする．また，自動運

転に対する相乗り許容度を調査した既存研究 22)では，見

知らぬ人と相乗りをしてもよいと回答した者の割合が

51%であったため，𝑟 = 0.5を適用する． 

また，実際のトリップデータを用いてライドシェア成

立割合を分析した既存研究 21)結果との差異を小さくする

ため，かつ国内で最も人口密度が高い東京都区部(158人

/ha24))を含めた全国の都市を分析可能にするため，人口密

度の最大値max𝑑は 200 とする．加えて，人口密度 1 人

/ha未満の都市でも分析を可能にするため，都市人口密度

の最小値min𝑑を 0とする． 

 なお式(3)より，都市𝑖で発生するトリップ数𝑝𝑖及び 1ト

リップの移動距離𝑚は，車両走行距離増減率𝐵𝑖には依存

しないため，両変数はそれぞれ𝑝𝑖 ≧ 1，𝑚 > 0を満たす

任意の値とする． 

 

3.4 5章の分析シナリオ 

 5章では，SAVの普及レベルの違いが車両走行距離増

減率に与える影響を分析する．SAVの普及レベルが変わ

ることは，導入地域が同一にもかかわらず，SAV利用希

望者割合が変化し誘発交通量を増減させることを意味す

るため，本研究では既存に調査された自動運転車利用意

向調査20)をもとに2つの普及レベルを仮定する． 

表-2に利用意向調査の概要を示す．本調査では，全国

から選定した47市の居住者に対して，自動運転車の利用

意向を5段階評価(「とても利用したい」「やや利用した

い」「どちらともいえない」「あまり利用したくない」

「全く利用したくない」)で調査している． 

 本研究では，自動運転車を「とても利用したい」と回

答した者のみの割合を「普及レベルⅠ」の利用意向割合，

「とても利用したい」と「やや利用したい」と回答した

者の割合を「普及レベルⅡ」の利用意向割合と定義し，

SAVの普及レベルの差異を表現する．つまり，普及レベ

ルⅠは「とても利用したい」者だけがSAVに誘発される普

及レベル，普及レベルⅡは「やや利用したい」者でもSAV

に誘発されるほどの普及レベルである．上記の利用意向

割合を式(3)の交通転換率𝑡に代入することで，都市別か

つ普及レベル別の車両走行距離増減率𝐵𝑖を算出できる． 

 ただし，調査対象都市のうち線引きがなされていない

8都市は，市街化区域人口密度が取得できないため分析対

象外とする．加えて，本利用意向調査は都市によってサ

ンプル数が少ないため，利用意向を正確に把握できてい

ない都市が含まれている可能性がある．そのため，本研

究では自動運転車の利用意向で5段階すべての評価が揃

わなかった3都市(稲城，諫早，海南)も分析から除外し，

合計36都市(3,200サンプル)で分析をすすめる． 

また普及レベルの影響をより明確化するため，36都市

の車両走行距離増減率と人口密度との関係性を回帰式に

よって表現する．また，普及レベルに加え，最大乗車人

数𝑛もSAVのサービスレベルを検討するうえで重要な指 

 

表-2 既存の自動運転車利用意向調査20)の概要 

 

東京23区 大阪 川崎 横浜 さいたま
京都 福岡 札幌 名古屋 神戸
広島 千葉 仙台 北九州
堺 松戸 豊中 岐阜 奈良

所沢 豊橋 明石 四日市 春日井
宇治 呉 小田原
青梅 小樽 東海 泉佐野 取手
千歳 稲城 太宰府 塩竈 近江八幡
津島 大竹
熊本 静岡 鹿児島 松山 宇都宮
金沢 高知 盛岡 高崎 徳島
松江
郡山 上越 弘前 浦添 磐田
今治 諫早 小松 海南 総社
南国 安来

地方圏中心都市

(三大都市圏以外の中心都市)

地方圏周辺都市

(三大都市圏以外の周辺都市)

都市分類 市区名

大都市圏核都市

(三大都市圏内の中心都市)

大都市圏

周辺都市

(三大都市圏内

の周辺都市)

人口15万人以上

人口15万人未満

調査対象

調査方法

調査期間

分析対象都市

都市類型

東京23区 京都 福岡 名古屋

広島 仙台

松戸 宇治 明石 奈良

小田原 呉 豊橋

太宰府 青梅 津島 取手

泉佐野 近江八幡 塩竈 東海

小樽 千歳 大竹 (稲城)

松山 熊本 徳島 盛岡

金沢

浦添 総社 南国 磐田

小松 上越 安来 (伊那)

(臼杵) (小谷部) (山梨) (人吉)

(長門) (湯沢) (亀山) (諫早)

(海南)

() 内の都市は本分析では対象外

地方圏中心都市

大都市圏周辺都市

(人口15万人未満)

地方圏周辺都市

分析対象都市

主な調査項目

全国から選定した計47市

18歳以上の楽天リサーチ会員(3,500サンプル)

Webアンケート

2015年10月28日～10月30日

・個人属性[性別・年齢・免許保有・運転状況 等]

・自動運転利用に関する意識[自動運転車の利用意向 等]

市区名

大都市圏核都市

大都市圏周辺都市

(人口15万人以上)
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標と考えられるため，本章ではSAVの最大乗車人数を4

種類(2人，4人，6人，8人)想定する．ただし，乗車人数が

増えるに従いODの一致が難しくなるため，本研究ではあ

くまで各乗車人数で運行できたという仮定のもとで分析

していることに留意が必要である． 

 

 

4. SAV導入による車両走行距離増減率の都市間

比較  

 

 本章では，都市別にSAV導入による車両走行距離増減

率を把握する．その分析結果を図-1に示す．横軸は人口

密度𝑑𝑖，縦軸は自動車分担率𝑐𝑖であり，両変数に対応し

た車両走行距離増減率𝐵𝑖を0.25間隔でグラフ中に示して

いる．車両走行距離増減率𝐵𝑖が1.00未満の場合，SAV導

入により車両走行距離が削減され，1.00を超える場合は

SAV導入により車両走行距離が増大する．各図より以下

の点が読み取れる． 

1) 東京23区や大阪市等の大都市圏核都市，及び大都市圏

の周辺に位置する稲城市や所沢市等では車両走行距離

が増大する傾向がある．これらの地域は自動車分担率

が低く，公共交通からSAVに転換するトリップ数が多

いため，車両走行距離が増大すると考えられる． 

2) 宇都宮市等の地方圏中心都市や浦添市等の地方周辺

都市では，車両走行距離が削減される傾向がある．地

方都市は自動車分担率が高いため，公共交通を利用す

るトリップや徒歩の割合が少ない．そのため，誘発交

通によって新たに生じるSAV利用者数が比較的少な

く，車両走行距離削減につながっていると考えられる． 

3) 図-1～図-4より，自動車分担率が高いほど，かつ人口

密度が高いほどSAV導入によって車両走行距離が削

減される傾向がある．ライドシェアを多く成立させて

効率的な車両運行を行うこと，及び誘発交通量を抑え

ることが車両走行距離を削減させるにあたって重要で

あると考えられる． 

 

 

5. 普及レベル別にみるSAV導入による車両走行

距離増減率 

 

 本章では，既存研究19)における自動運転車利用意向調

査20)を用いて，普及レベル別の車両走行距離増減率を示

す．また，複数の最大乗車人数で比較することで，乗車

人数の変化による影響も併せて把握する． 

 初めに，普及レベル別の利用意向割合を表-3に示す．

普及レベルⅠの場合，大都市圏核都市や大都市圏周辺都市

の一部では10%前後に対し，地方圏周辺都市では利用意

向割合が30%を超える都市がみられる．一方，普及レベ

ルⅡの場合，多くの都市で利用意向割合が50%を超え，特

に地方中心都市や地方周辺都市において利用意向割合が 

 

 
図-1 都市別のSAV 導入による車両走行距離増減

100
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80

70
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40

30
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0 50 100 150 200 250 300

自
動
車
分
担
率(%

)

人口密度(人/ha)

※グラフ内はShared-adusの導入による車両走行距離増減率(  )を示す

東京23区大阪

川崎

京都

福岡名古屋

神戸

広島

仙台

所沢

宇治

堺

岐阜

稲城

泉佐野

小樽

大竹
熊本

宇都宮

松江

浦添

小松

上越

安来

大都市圏核都市

大都市圏周辺都市(人口15万人以上)

大都市圏周辺都市(人口15万人未満)

地方圏中心都市

地方圏周辺都市
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60%を超える都市が多くみられる． 

上記の利用意向割合を誘発交通量の割合として式(3)

の交通転換率𝑡𝑖に適用する．表-3で示した36都市を対象

に算出した人口密度と車両走行距離増減率𝐵𝑖の関係性を

表す回帰式を示す．最大乗車人数2人，4人，6人，8人時

における人口密度と車両走行距離増減率の関係性をそれ

ぞれ図-2，図-3，図-4，図-5に示す．これらの図から以下

の点が読み取れる． 

1) 図-2より，人口密度が高くなるほど車両走行距離増減

率が高くなる傾向がある(𝑅2 = 0.80, 0.90)．シェアリ

ングが成立することによる車両走行距離の削減分より

も，誘発交通による同距離の増大分が上回り，結果的

に人口密度が高い都市ほど車両走行距離が増大する． 

2) 1)と同図より，普及レベルが上がる(Ⅰ→Ⅱ)ことによる車

両走行距離への影響は，人口密度が高い都市ほど大き

くなることがわかる．普及レベルが上がることによる

SAVへの誘発交通量が，人口密度の高い都市ほど多い

ためと考えられる．つまり，人口密度が高い大都市部 

表-3 普及レベル別の自動運転車利用意向(交通転換率𝑡𝑖) 

 

 

図-2 普及レベル別のSAV導入による車両走行距離増減率 

(最大乗車人数2人) 

 

 

図-4 普及レベル別のSAV導入による車両走行距離増減率 

(最大乗車人数6人) 

 

図-3 普及レベル別のSAV導入による車両走行距離増減率 

(最大乗車人数4人) 

 

 

図-5 普及レベル別のSAV導入による車両走行距離増減率 

(最大乗車人数8人)

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

東京23区 16.7% 45.8% 松戸 22.8% 55.7% 太宰府 16.7% 50.0% 松山 20.4% 53.9% 浦添 21.4% 64.3%

京都 21.0% 52.7% 宇治 34.8% 60.9% 青梅 28.3% 65.2% 熊本 27.4% 59.5% 総社 25.0% 65.6%

福岡 21.4% 51.2% 明石 8.3% 41.7% 津島 22.2% 51.1% 徳島 21.6% 60.8% 南国 37.5% 54.2%

名古屋 20.6% 51.5% 奈良 25.1% 57.5% 取手 15.6% 53.3% 盛岡 25.2% 60.7% 磐田 31.3% 63.6%

広島 18.7% 55.4% 小田原 23.9% 54.3% 泉佐野 13.0% 58.7% 金沢 24.2% 58.8% 小松 22.6% 58.1%

仙台 27.1% 54.8% 呉 23.0% 50.0% 近江八幡 17.4% 45.7% 上越 30.4% 64.1%

豊橋 26.5% 59.6% 塩竈 25.7% 57.1% 安来 26.3% 52.6%

東海 24.4% 57.8%

小樽 12.1% 42.4%

千歳 21.4% 50.0%

大竹 22.2% 51.9%

地方圏中心都市 地方圏周辺都市

市区 市区 市区 市区
普及レベル 普及レベル 普及レベル

市区
普及レベル 普及レベル

都市分類
(人口15万人以上) (人口15万人未満)

大都市圏周辺都市 大都市圏周辺都市
大都市圏核都市

都市別

利用意向

(交通転換率)
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R² = 0.8066
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へ高い普及レベルのSAV導入は，結果的に車両走行距

離を大きく増大させる可能性ある． 

3) 図-3より，最大乗車人数が4人の場合，最大乗車人数2

人時と比べて車両走行距離の増大が抑制されることが

わかる．乗車人数増加によるライドシェアの増加が影

響していると考えられる． 

4) 図-4より，最大乗車人数6人の場合，普及レベルⅠの人

口密度50～75(人/ha)周辺で車両走行距離が削減されて 

いることがわかる．ライドシェアによる車両走行距離

の削減分が誘発交通量による同距離の増大分を上回っ

た結果，車両走行距離の削減につながっている． 

5) 図-5より，最大乗車人数8人の場合，人口密度と車両走

行距離増減率の関係性が比較的弱くなったことがわか

る．特に普及レベルⅠの場合は人口密度と車両走行距離

増減率の関係性はほとんどみられない．ライドシェア

による車両走行距離の削減分と誘発交通量による同距

離の増大分が相殺されていると考えられる．しかし，

普及レベルⅡの場合は1)～4)と同様に人口密度が高く

なるほど車両走行距離増減率が高くなる傾向がある． 

 

 

6. 結論 

 

本研究の主な結果を以下に示す． 

1)  SAV導入による車両走行距離増減率を，都市特性の

代表的な指標である「人口密度」と「自動車分担率」

をもとに算出する SAV導入効果モデルを提案した． 

2) 都市間で車両走行距離増減率を比較した結果，自動車

分担率が低い大都市圏都市で増減率が高く，自動車分

担率が高い地方都市において増減率が低くなる(増大

が比較的抑えられる)傾向がある． 

3) 普及レベルの差異が車両走行距離増減率に与える影

響は，人口密度が多い都市ほど大きくなる．また，最

大乗車人数が多くなるほど車両走行距離の増大が抑え

られる傾向がある．ただし，車両走行距離が削減され

る普及レベルと最大乗車人数の組み合わせは，非常に

限られることも示された． 

上記より，SAVは導入地域や導入形態を適切に考慮し

なければ，現状より車両走行距離が増大する可能性があ

る．特に東京 23 区や大阪市等の大都市圏核都市に導入

すると，その利便性の高さから公共交通から多大な誘発

交通を生み，結果的に道路混雑や環境負荷増大といった

課題を悪化させる可能性がある．また，SAVの普及レベ

ルが上がることで，誘発交通量を更に増加させ，地方都

市を含めたすべての都市で車両走行距離が現状より増大

する可能性がある． 

そのため，SAVはあくまで自家用車依存を抑制し，か

つシェアリングを促進することで環境負荷や道路混雑を

軽減すること，及び公共交通が少ない地域への交通手段

の補完等を目的として導入されるべきである．上記の導

入効果を得られるような SAV の導入地域や導入形態を

検討することが，今後の SAVを踏まえた都市・交通計画

に必要となると考えらえる． 

今後の課題として，ライドシェア許容度等の各変数が

変化したことによる影響を分析すること等が挙げられる．

たとえば，ライドシェアがより許容されるようになれば，

シェアリングの促進により車両走行距離がより削減され

る可能性がある．そのため，今後各変数値の適切な設定

方法を検討する必要がある． 
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