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駐車場の地区別利用実態に関する一考察
－自動運転社会を見据えて－
A Study on the Usage Pattern of Parking Lot in Each Area
- What Should We Do for the Age of Autonomous Driving? 滝澤 善史 1，小松﨑 諒子 2，谷口 守 3
Yoshifumi TAKIZAWA 1, Ryoko KOMATSUZAKI 2 and Mamoru TANIGUCHI 3
わが国では，人口減少や自動車利用のニーズの変化に伴い，地方都市を中心に駐車場の過剰供給が問
題視されるようになってきた．更に，今後自動運転社会が到来し，同時にカーシェアリングが進むこと
で駐車場の利用ニーズはさらに減少すると考えられ，駐車場の過剰供給状態がより深刻化すると思われ
る．本研究では自動運転社会の駐車場の在り方の検討に向け，地区特性の違いにより，どのような目的
でどんな形態の駐車場が利用されているかについて，基礎的な情報提供を行う．パーソントリップ調査
を用いた分析の結果，地区ごと，トリップ目的ごとに駐車場の利用実態には明確な違いが明らかとなっ
た．また，都心部では目的施設と駐車場の間に距離が存在するため，目的施設前で下車できる自動運転
の導入で，移動時間を一定程度節減できることを例示した．
Keywords: 駐車場，駐車目的，自動運転化
地まで歩くといった手間が発生しているが，自動運転化

１．はじめに
1)

近年駐車場を取り巻く環境 は社会情勢とともに大き

によりこの手間が省かれる可能性がある．経済産業省と

く変化している．戦後の人口増加期には，急激な自動車

国土交通省が設置している自動走行ビジネス検討会 4)で

普及に伴い駐車場の整備が進められてきた．一方，近年

は，自動運転社会における駐車場においては自動バレー

においては，人口減少や自動車利用のニーズの変化によ

パーキングへの期待が高い．自動バレーパーキングとは

り自動車の保有台数の伸びが鈍化する一方で，駐車場供

5)

給台数は増加傾向にある．特に地方都市では，駐車場へ

まで無人走行・駐車し，出庫時には乗車場所まで自動車

の土地利用転換により，駐車場面積が大幅に増大する等，

が自動で戻ってくる駐車システムのことである．特に，

駐車場の過剰供給が問題視されている．

駐車場所から目的地入り口までの距離がある駐車場にお

更に，
近年自動運転車の技術開発や社会実験が加速し，

，スマートフォン等の端末を利用し，車両が自ら駐車場

いて強いニーズが存在 4)するとされている．

官民 ITS 構想・ロードマップ 20192)では，2025 年をめど

以上の背景より，本研究では不確実性の高い自動運転

に限定地域での無人自動運転移動サービスを開始し，最

社会に備え，まず人々は地区ごとにどんな目的でどのよ

終的には全国普及を目指す等, 完全自動運転社会に向け

うな駐車場を利用しているのか，その実態を明らかにす

様々な取り組みがなされている．自動運転社会において，

る．また，自動運転の導入で，地区によっては施設と駐

同時にカーシェアリングが進むことにより，個人所有で

車場間での移動時間をどの程度節減できそうであるかに

の自動車は減少し，自動車の台数自体が減少することが

ついて，その分析の枠組みを例示する．

予想されている．香月ら 3)の研究では，シェア型自動運
転交通を都市に導入した際に，現状と比較して約 75％の

２．本研究の位置づけ

駐車時空間が削減できることを明らかにしており，自動
運転社会での駐車場の過剰供給状態は深刻化すると考え

2.1 既存研究

られる．

都市内の駐車場に関する研究の中でも駐車場利用に着

自動運転車が普及すると運転者は自ら運転することな
く，また駐車場を経由することなくシームレスに目的地

目した研究として，長ら 6)の都市周縁地区における駐車
場利用実態とその役割を明らかにした研究がある．ま

に移動することができる．これにより，現在では目的地

た，駐車場の発生や経年変化を追った研究では，阿部ら

から離れた場所に駐車場を探し，さらに駐車場から目的

7)

1
2
3

の地方都市の業務用地が低未利用地に転換する過程を
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37 都市において分析した研究や，西堀ら 8)のフリーパー

３．分析方法

キングの利用実態データから駐車場の利用実態を見た研
究がある．これらの研究は，駐車場運営の効率化を目指

3.1 対象都市の選定

し，駐車場立地の経年的な変化を明らかにしているが，

本研究では，駐車場の実態を把握するため，自動車

トリップ目的との対応関係や都市の中での位置付けは検

が多く利用されている自動車中心の都市を対象に行う．

討されていない．

その中でも全国で 1 人当たりの自家用乗用車保有台数

一方，近年では自動運転化を念頭においた駐車に関す

が最も多い

11)

の群馬県において分析を進める．そして

る研究も行われるようになってきている．香月ら 3)は，

群馬県の中でも，どのような場所においてどのような

シェア型自動運転交通を実際の都市に導入した際の駐車

目的で駐車しているのかを特色のある町丁目ごとで比

時空間の変化を駐車場配置シナリオ別に分析し，その総

較し考察する．

量としてのニーズの減少を示唆している．また，八戸ら
9)

3.2 使用データ

はパーソントリップ調査を用いて自動運転シェアリン

グの運用シミュレーションを行い，駐車時間を分析し，

本研究では，駐車場の利用実態を把握するためにパー

平均駐車時間は 15 分程度となるといった駐車空間の削

ソントリップ調査データ 12)を用いる．群馬県におけるパ

減可能性があるということを示した．松中ら 10)は，仮想

ーソントリップ調査は，群馬県が平成 27・28 年度に実施

都市にて共有型完全自動運転車両の普及を想定し，駐車

したパーソントリップ調査（
「人の動き」実態調査）デー

場立地の変化による社会的便益への影響を試算してい

タである．これより，群馬県の交通分担率や駐車特性を

る．

把握する．

このように，自動運転社会における都市及び駐車場の

市町村の選定及び町丁目の選定の基準とする住宅特性

駐車場に関する研究は蓄積されてきたが，実空間におけ

の把握には，人口等基本集計町丁・字等編住宅の建て方

る個々の駐車場に着目した研究は少なく，実際にどのよ

別世帯数のデータ

うな都市や地区が自動運転化による影響を受けやすいか

を使用する．

13)

及び国勢調査の用途地域データ

14)

といったことは明らかになっていない．特に都市の中に
おける空間的な地区特性は自動運転時代における駐車場

４．群馬県における交通実態及び駐車場所の利用実態
パーソントリップ調査結果から群馬県における交通実

配置に大きな影響を及ぼすと考えられるが，その検討の

態及び駐車実態を明らかにした（図 1，図 2，図 3）
．回

ための基本的な情報さえ整理されていない．
以上より，本研究では特性の異なる町丁目を例示的に

答不明は分析の対象外とした．この結果から以下のこと

取り上げ，地点別情報が詳細に得られるパーソントリッ

が示された．

プ調査データをもとに，その目的地データと併せて駐車

1)

群馬県の自動車の分担率が 70％以上であることが

場利用実態を把握する．あわせて今後の自動運転社会に

明らかになり，自動車依存度が高いことが確認され

向けて，歩行負担の軽減という観点から若干の考察を付

た（図 1）
．自動運転社会になった際に自動車の使わ

加する．

れ方が大きく変化することを見据え，現状の自動車
の利用実態を把握する必要があると考えられる．

2.2 研究の構成

2)

次に，本分析では，自動車を利用したトリップを抽
出し駐車場利用実態を明らかにした（図 2）
．概観し

本研究では，まず対象都市及び対象町丁目の選定を行

て，自宅や勤務先・訪問先に駐車するトリップが特

った上で，駐車場所の利用実態を把握する．
4 章では対象都市における交通分担率や自動車を利用

に多く，また店舗に付随する無料駐車場に駐車する

した際の駐車場所の集計や，更にはどのような目的で駐

トリップが一定の割合が存在することが見て取れ

車場所が使われているかという基礎的な集計を行う．

る．一方，路上の有料駐車場や時間貸し駐車場にト
リップは少ないことが示された．

続いて，5 章において，町丁目における自動車を利用
したトリップ目的と駐車場所の関係を把握することで，

3)

トリップ目的別の駐車場所の利用実態を示す
（図 3）
．

住宅特性の違いが駐車の特性に与える影響を明らかにす

勤務先に向かうトリップは勤務先・訪問先に駐車す

る．

る割合が高い一方，月極駐車場を利用している割合

6 章では，5 章で分析した駐車特性の違いから，商業地

が一定数有り，目的施設に駐車できていない状況が
あるということが明らかとなった．

域における住宅地に着目し，月極駐車場・時間貸し駐車
場といった目的地に付随しない駐車場に関して，実際の

以上より，全体的に自宅や勤務先，店舗の無料駐車場

目的地との距離を明らかにし，対象町丁目間での違いを

といった目的地に付随している駐車場を利用している割

考察する．

合が高い一方で，勤務先に向かうトリップは，月極駐車
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図 1 群馬県内における交通分担率
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のは除外した．町丁目の選定条件を以下に示す．

図 2 群馬県内の駐車場所の利用実態

1)

到着トリップデータ数が150トリップ以上であるこ
と．
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2)

100%

ること（商業地域は，100,000 ㎡から 300,000 ㎡）
．

勤務先・訪問先
路上有料

自宅→通学先へ（n=553）

3)

月極

国勢調査データとパーソントリップ調査の町丁目
名が異なる町丁目及び分割されている町丁目につ

路上無料

自宅→業務へ（n=5,462）

その他
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いては選定の対象外とする．

駅前広場
店舗無料

自宅→私事へ（n=35,087）
帰宅（n=75,527）

町丁目の面積 15)が 500,000 ㎡から 1,000,000 ㎡であ

また，商業地域の住宅地の選定では，伊勢崎市におい
て有効なトリップ数を確保できなかったことから群馬県

自宅
時間貸し

全域を対象に町丁目の選定を行った．上記の条件におい

勤務・業務（n=12,662）
駐車しなかった

て，町丁目を絞った上で，以下のⅠ～Ⅲに該当する町丁目

その他私事（n=32,201）

を分析対象とした．
図 3 群馬県内の目的別駐車場所の利用実態

*1

I.

一戸建て割合が 70%以上の町丁目（戸建住宅地）
【鹿
島町・田部井町 2 丁目・美茂呂町】

場といった目的施設に駐車できていない割合が一定数存

II.

川町・下植木町・今泉町 1 丁目】

在することが明らかとなった．目的地と駐車場所に距離
がある場所ほど，自動運転化の影響が受けやすいことが

一戸建て割合が 40％以下の町丁目
（共同住宅地）
【粕

III. 町丁目全域が商業地域の住宅地（商業住宅地）
【大手
町 2 丁目・本町 2 丁目・表町 2 丁目】

考えられることから，より具体的に目的地と駐車場所に
ついての実態を把握する必要がある．

5.2 住宅特性別の駐車場利用実態
５．自動車駐車場所と駐車目的の分析

前節で抽出したⅠ～Ⅲの町丁目における住宅特性別の
駐車場所を図 4 に示す．この結果から，戸建住宅地と共

5.1 研究対象町丁目の選定

同住宅地の駐車場所に大きな違いが見られなかった．一

本章では，第 4 章で明らかになった群馬県全域におけ

方で，商業住宅地においては戸建住宅地及び共同住宅地

るトリップ目的別の駐車場利用実態をさらに細かく町丁

とは異なり，月極駐車場と時間貸しを利用している割合

目単位で分析する．本章の分析対象地として，群馬県の

が高いことが明らかになった．

市の中でも 1 世帯当たりの自動車（乗用）保有台数が最
も多い*2 伊勢崎市から対象町丁目の選定を行うこととし

5.3 住宅特性別の目的別駐車場利用実態

た．町丁目の選定には，住宅の建て方別世帯数のデータ
13)

を用い，戸建住宅地や共同住宅地といった住宅の建て

前節で選定した住宅特性から町丁目の目的別駐車場利
用実態を明らかにした（図 5，図 6，図 7）
．この結果か

方の違いによる目的別の駐車場利用実態を明らかにする． ら以下のことが示された．
更に，住宅の建て方の違いに加え，商業系の用途地域 14)

1)
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図 5 戸建住宅地のトリップ目的と駐車場所の関係
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図 6 共同住宅地のトリップ目的と駐車場所の関係

自動運転社会になった際の影響力の大きさを明らかにす
る．しかし，月極駐車場や時間貸し駐車場に関しての詳
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路上有料

店舗有料

業務(n=124)

び基盤地図情報 17)のデータを用いた．

勤務先・訪問先

私事(n=260)

駅前広場

6.2 目的地と駐車場の距離
駐車しなかった

パーソントリップ調査から得られた終点データと 6 章

店舗無料

1 節で収集した駐車場との距離の測定を行った．本分析
では，トリップの終点から最も近い月極若しくは時間貸

図 7 商業住宅地のトリップ目的と駐車場所の関係

し駐車場に駐車したと仮定し，目的施設と駐車場所の距
離を算出した．各町丁目の目的別の終点データと駐車場

実態の大きな違いは見られなかった（図 5，図 6）
．

の距離の関係を示す(図 9)．この結果から，以下のこと

これは，住宅の建て方の違いが駐車場の配置に大き

が示された．

く影響を及ぼさないことからこのような結果とな
1)

1)

表町 2 丁目が最も目的地と駐車場所の距離が小さ

ったことが考えられる．

い結果となった．表町 2 丁目には，前橋駅があり

商業地域の住宅地は，戸建住宅地と共同住宅地に比

駅前の町丁目ということから自動車で駅にアクセ

べ月極駐車場の割合が非常に高く，特に通勤におい

スした際に，月極駐車場や時間貸し駐車場を利用

て半数以上が月極駐車場を利用しており，目的施設

するという需要が多くあることが考えられるた

に駐車できていない現状があることが明らかとな

め，月極駐車場や時間貸し駐車場が多く立地し，

った（図 7）
．

目的地と駐車場所の距離が小さいと考えられる．

以上より，住宅の建て方によるトリップ目的と駐車場

その中でも通勤が最も目的地と駐車場所の差異が

所の関係には大きな違いは見られなかった．一方で，用

小さく，通勤はトリップ頻度が高いものと考えら

途地域の違いによってトリップ目的と駐車場所に大きな

れるため，目的地から近い駐車場所を選択し利用
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本論文の作成にあたり，群馬県県土整備部都市計画課

通勤
帰宅

大手町2丁目

本町2丁目

よりパーソントリップ調査を借用した．また，本研究は

業務
私事

トヨタ自動車株式会社との共同研究「これからの社会シ
ステムとモビリティの在り方研究」の一環として実施し

0

たものである．加えて，JSPS科学研究費(20H02265)の助
成を得た．この場を借りてお礼申し上げる．
表町2丁目

補注
図 9 駐車目的と駐車場所の距離

*1 図 3 と図 4，図 5，図 6，図 7，図 9 の目的分類の対
応を付録 1 に示す．自宅→勤務先へは通勤，自宅→業

2)

していることが考えられる．大手町 2 丁目は，前

務へと勤務・業務は業務，帰宅は帰宅，自宅→私事へ

橋市役所が立地しており，周辺には多くの月極駐

とその他私事は私事と分類した．
また不明なデータは

車場や時間貸し駐車場が立地していることから，2

図 3 以降分析の対象外とし，通学に分類されている

番目に目的地と駐車場所との距離が小さいという

データは図 4 以降サンプル数が少ないことから分析

ことが明らかとなった．

対象外とした．

本町 2 丁目は最も目的地と駐車場所の差異が大き
付録 1 目的分類対応表

く，自動運転化した際に大きな影響があることが
考えられる．

(図3分類)
自宅→勤務先へ
自宅→通学先へ
自宅→業務へ
自宅→私事へ
帰宅
勤務・業務
その他私事

以上より，商業地域内でも月極駐車場と時間貸し駐車
場が少ない場所においては自動運転社会において影響を
受けやすいということが明らかになった．
７．おわりに
本研究では，1 人当たりの自家用乗用車保有台数が最

(図4,5,6,7,9分類)
通勤
通学 (対象外)
帰宅
業務
私事

も多い群馬県を対象とし，群馬県パーソントリップ調査
データを用い，どのような駐車場がどのような目的で利

*2 一世帯当たりの自動車（乗用）保有台数の算出に

用されているかを明らかにし，更には住宅特性によって

は，群馬県統計情報提供システムの平成 30 年 3 月住

どのような違いがあるのかを明らかにした．その結果，

民基本台帳の世帯数データ 18)及び市町村・車種別保

以下のことが示された．

有自動車台数 19)を用いた．

1)

2)

3)

戸建住宅地か共同住宅地かという違いでは，目的別
駐車場利用実態に明確な差異が見られないことが
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