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我が国では，今後都市間交通の利用者は減少することが予想される．利用者減少による都市間交通の

LOS(Level of Service)低下は，さらなる都市間の移動者数減少の要因となり，地方都市の活力の低下や衰退

につながる恐れがある．地方自治体は公的資金を用いつつ都市間交通LOSを維持し，このような事態の進

展を防ぐことが求められる．限られた財源でアクセシビリティの維持・向上を図るには，地方自治体は可

能な限り都市間交通ネットワークの集約・効率化を検討し，ターゲットを絞った施策が求められる．この

絞り込むターゲットを検討する際，リンクのLOS変化に対する，ゾーン発生集中交通量の変化率として定

義する「LOS弾力性」が有用である．本研究では，この「LOS弾力性」の推計手法を提案し，LOS弾力性

を踏まえた都市間交通施策を検討した． 
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1. はじめに 

 

我が国の都市間交通は，人口減少による需要減少が進

みつつある．利用者が減少する状況下では，交通事業者

の経営状態の悪化から，地方部を中心に頻度の減少や路

線の廃止といったLOS (Level of Service)の低下が避けられ

ない状況となろう．このLOSの低下は，都市のアクセシ

ビリティ低下を意味し，さらなる移動者数の減少から地

方都市の活力の低下や衰退につながりうる． 

このとき，地方自治体は公的資金の補助による LOS

の維持といった施策により，このような事態の進展を防

ぐことが求められる．現時点でもすでに公的資金を活用

して航空路線の LOS を維持する取り組みが多く行われ

ている．例えば山形県では，「東京便リピート利用・グ

ループ利用促進助成金」として，羽田空港―山形空港便

の利用者に対して助成を行うことによって，需要を確保

し路線の維持を図っている．また，羽田空港―能登空港

の航空路線では，搭乗率があらかじめ定めた水準を下回

った場合に地元自治体が航空会社の損失を補填するとい

う搭乗率保証制度を導入することで，1日 2往復の LOS

を確保している．特に，能登空港で行われている搭乗率

保証制度は，制度が導入された開港時から 7年連続で目

標搭乗率を上回る搭乗率を記録し，地方空港活性化の成

功事例として取り上げられている．その他，着陸料の減

免措置等は多くの都道府県で実施されている．しかし，

これらの施策による効果として搭乗率や利用者数が示さ

れるばかりで，公的資金を投入して LOS を維持しなく

てはならない路線であることを裏付ける根拠は公表され

ていない．空港の存在意義を強調するために，多くの人

が意識する東京への路線を公的資金で維持するという，

その場しのぎの施策に過ぎないともいえる． 

地方自治体の限られた財源を考えれば，当該都市と他

の都市をつなぐすべての交通機関に対して，公的資金を

投入してLOSを維持し続けることは困難であり，特に重

要な路線に絞って施策を実施する必要がある．さらに，

都市間公共交通には，旅客の多い路線の方が高頻度・低

価格といったLOSの高いサービスを提供しやすいという

規模の経済性が働くことに注意すれば，少数の路線に旅

客を集約することで，少ない補助金で効率的に都市のア

クセシビリティを向上できる可能性がある．つまり，効

率的に都市のアクセシビリティを維持・向上するには，

地方自治体は可能な限り集約・効率化を検討し，ターゲ

ットを絞ったうえで施策を実施する必要がある． 

本研究では，この絞り込むターゲットを検討するため

の指標として，“LOS弾力性”を提案する．LOS弾力性

, li LOSE は，リンク l のLOS指標
lLOS （e.g., 運賃，所要時



 

 

間，頻度）の変化率に対する地域 i の総発着量
iA の変

化率の割合として，式(1)のように定義される． 
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 (1)

, li LOSE ：地域i , 指標
lLOS のLOS弾力性，

lLOS ：リンク

l のLOS指標 （e.g., 運賃，所要時間，頻度），
iA ：地域

i の総発着量，
ijk Pf 
：経路k の流動量，

ijP ：ODij の経

路集合． 

このLOS弾力性は，式(1)の分子部分（
i iA A , 地域 i

の総発着量の変化率）と，分母部分（
l lLOS LOS , リ

ンク l のLOS指標の変化率）のスケールが異なる点に特

徴がある．この特徴から，同じ地域のLOS弾力性をリン

ク間で比較することによって，地域 i の総発着量
iA を

維持・向上させながら，路線の集約・効率化を図るリン

クを検討することができる．具体的には，LOS弾力性と

いう定量的な指標に基づき，その値が大きい（i.e., LOS

向上による総発着量の増加が比較的大きい）リンクを集

約のターゲットとしてとりあげ，LOS弾力性の値が小さ

い（i.e., LOS低下による総発着量の減少が比較的小さい）

リンクを効率化のターゲットとし他の代替ルートへの転

換を図るといった施策が考えうる．  

 なお，本研究においては，航空路線の助成制度のよう

に，既存の経路集合
ijP を変えない範囲での比較的短期

の施策を対象とする．よって，経路集合
ijP を固定した

場合のLOS弾力性について議論する．他方，鉄道路線や

空港の新規整備のように，経路集合
ijP を大きく変える

ような施策，あるいは経路集合
ijP が一定とは考えにく

いほど長期の施策は本研究の対象外とする． 

ここで，リンク l のLOS変化に対する地域 i のLOS弾

力性
, li LOSE は，(1) その地域i を発着する都市間流動のう

ちでリンクl を通過する流動が占める割合と，(2) リンク

l の代替経路のLOSの影響を大きく受ける．さらに，(3) 

旅客のLOSに対する評価（以降，「LOS評価」）の差異

もLOS弾力性に影響をおよぼす．例えば，長距離の旅客

と短距離の旅客ではLOS評価は異なると推測される．こ

のとき，地域i を発着する長距離の旅客が多く利用する

リンクと，短距離の旅客が多く利用するリンクでは，同

程度のLOS変化でも地域 i の総発着量の変化量
iA は異

なるであろう．上述のLOS弾力性に影響する3要素のう

ち，(1)と(2)は，全国幹線旅客純流動調査（以下，純流

動調査）1)のデータ等を用いることで容易に把握するこ

とができる．しかし，(3)はモデルを用いてデータから

推定する必要があり，より考慮が困難な要素である． 

そこで，本研究では，このLOS評価の差異を考慮でき

る都市間交通マクロ需要モデルを用いて，LOS弾力性を

推計する手法を提案する．2.では既存研究におけるLOS

評価の差異に対するアプローチの問題点を述べ，それを

解決する本研究のアプローチを述べる．3.で本研究で提

案する，LOS評価の差異を考慮できる都市間交通マクロ

需要モデルについて説明する．4.では純流動調査のデー

タを用いたモデルのパラメータ推定方法を述べ，推定結

果を示す．また，推定結果からLOS評価の差異の存在を

確認する．5.では提案したモデルを用いて，山形県の

LOS弾力性を算出し，その有用性を確認する．さらに

LOS評価の差異を無視した場合の影響についても述べる．

6.は結論である． 

 

 

2. 既存研究におけるLOS評価の差異 

 

従来の都市間交通需要分析に関する研究でも，LOS評

価の差異の考慮が試みられてきた．例えば，4段階推定

法による日本全国の都市間交通需要予測モデルを構築し

たKato et al. 2)では，旅行目的毎にLOS評価が異なるとして，

別々にモデルを作成することでLOS評価の差異に対応し

ている．Yao and Morikawa3)のモデルでも，LOS評価の差

異について，Kato et al.とほぼ同じアプローチをとってい

る．また，1990年代のイギリスにおける都市間交通の需

要増加要因について分析したWardman4)は，旅行目的だ

けでなくロンドンとの関係または距離帯毎にグループを

作成し，それぞれのグループついて別々にモデルを作成

した結果，グループ間でGDP変化に対する需要の感度が

異なることを指摘している．寺部ら5)の交通機関選択モ

デルでは，旅行目的の他に，性別や年齢毎にダミー変数

を追加したモデルのパラメータを推定し，性別や年齢毎

のLOS評価の差異を指摘している．このようなダミー変

数を追加する手法は，グループ間のLOS評価の差異のみ

を扱うという点で，Kato et al.やWardmanのように，グル

ープ毎にモデルを構築するアプローチと変わらない．こ

のように，既存の研究においては，分析者があらかじめ

LOS評価が同一と考えたグループを設定し，そのグルー

プ毎にモデルを作成するというアプローチがとられてき

た． 

 しかし，このようなグループ設定によってLOS評価の

差異を扱うアプローチでは，グループ設定の困難さ・恣

意性という問題がある．パラメータ推定時のサンプル数

の制約から，グループ設定のアプローチではLOS評価が

同一と考えられる少数のグループに集約する必要がある．

ところが，都市間流動といっても，隣県への短距離の流

動から1,000kmを超えるものまでさまざまな距離帯を含

んでおり，その距離によってLOS評価は大きく異なると

考えられる．これを少数のグループに集約するには分析



 

 

者がいくつかの閾値を設定してグループ化することにな

るが，その閾値の値によって，LOS評価に関するパラメ

ータが異なる値をとり，LOS弾力性の値も変わってしま

う可能性がある． 

他方，旅行目的に着目すればグループ化が容易なよう

に思われるが，“複数目的を兼ねた旅行”が存在するとい

う問題がある．例えば，都市間交通では移動コストが都

市内交通と比較して非常に大きいため，知人の冠婚葬祭

のための旅行（私用目的）の際に，業務に関わる打ち合

わせ，あるいは観光も実行するといった行動が十分合理

的な行動となる．観光地への業務旅行は観光も兼ねる確

率が高いというように，複数目的を兼ねた旅行の発生率

はOD毎に異なり，リンク利用者中のODの構成率を介し

て，LOS弾力性に影響することになる．また，旅行目的

別の流動データの信頼性も問題となる．本研究ではLOS

弾力性における代替経路の効果も算出するために経路毎

の交通需要をモデル化する必要があり，目的別にモデル

を作成するには「目的別の経路流動量」データが必要と

なる．しかし，純流動調査データは，鉄道調査における

発生集中量の目的構成比のひずみが指摘6)されており，

さらに詳細な経路毎の目的構成率は信頼性が低いと言わ

ざるを得ない．このように，純流動調査による単一の目

的分類をそのまま用いてグループ化を行うことには問題

がある． 

以上のような理由から，本研究では既存のモデルをベ

ースにしつつ，グループ化をせずにモデル内でLOS評価

の差異を扱うことができるように拡張したモデルを提案

し，そのモデルを用いてLOS弾力性を算出する．具体的

には，LOS評価に関するパラメータを複数のOD指標で

説明することによって，OD毎にLOS評価が異なる都市

間交通マクロ需要モデルを提案する．なお，ここでOD

毎に異なるとしている理由は，都市間交通では基本的に

同じODを移動する旅客に対して同じサービスが提示さ

れるため，リンクLOSを操作する施策の検討には個人属

性毎ではなくOD毎に集約した差異を確認することが実

用的と考えるためである．このようなアプローチでは，

適切なOD指標・関数を用いることで，LOS評価の差異

を 大限反映させたLOS弾力性を推計することができる．

さらに，OD指標として旅行目的構成比の代理となる指

標を用いることで，利用データの信頼性を確保しつつ，

旅行目的毎間のLOS評価の差異を反映したLOS弾力性を

算出することができる． 

 

 

 

 

 

3. OD毎にLOS評価が異なる，都市間交通マクロ

需要モデルの構成 

 

(1) 均質評価モデル 

 本研究で提案する都市間交通マクロ需要モデルの全体

像は図-1 に示す通りである． 初に，本節では，LOS

評価が全 ODで均質であると仮定した，均質評価モデル

について述べる．このモデルは，OD 流動量モデルと経

路選択モデルを組み合わせて経路流動量を表現するモデ

ルである．経路選択モデルには， も一般的な補償型の

離散選択モデルであるロジットモデルを用いる．これは，

式(2)と式(3)のように定式化できる． 
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  (3)

ijk Pf  ：経路k の流動量， ijg ：OD ij の流動量， kh ：経

路k の選択率， ijP ：OD ij の経路集合， kU ：経路k の

リンク集合， kF ：経路k の運賃， 'lT ：リンク l のリン

ク所要時間， lH ：リンク l の日頻度，  ：パラメー

タ． 

式(3)に示すように，本研究では LOS 評価値として，

運賃，所要時間，頻度に換算係数をかけて和をとったも

のを用いる．この換算係数の一つである，パラメータ

,TV ij は所要時間を運賃価値に換算する「時間価値，TV 

(Time Value)」を意味する．また，頻度は 小頻度の逆数

をとった値を用いる．これは，都市間流動を行うための

「期待待ち時間」を意味する．換算係数であるパラメー

タ ,SS ij は所要時間 1 単位当たりの期待待ち時間の価値

を意味する．交通サービスの提供時間に合わせてスケジ

ュールを変更しやすい旅客が多い場合は，実際の待ち時

間が少なくできるようにスケジュールを調整可能である

図-1 本研究のモデルの全体像 
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ため，期待待ち時間の価値は小さいと推測される．つま

り，パラメータ ,SS ij はスケジュールの調整しにくさを

示しており，本研究ではパラメータ ,SS ij を「スケジュ

ール固定性，SS (Schedule Solidity)」と呼ぶ．  

 本研究の OD 流動量モデルは LOS 弾力性の定義上，

LOS 向上による誘発需要を考慮できるモデルである必

要がある．そこで，上述の経路選択モデルのログサム変

数（式(5)）として導出される，期待一般化費用 ijS を用

いた無制約型の重力モデルを用いる．このモデルは式

(4)のように定式化される． 
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ijg ：OD ij の流動量，Dist ij
：OD ij の 短鉄道距離，

Popi
：都市 i の人口， ：パラメータ．なお，パラメ

ータ
,GC ij が期待LOS評価値に対するOD需要の感度（以

降，「GC感度 (Genealized Cost Sensitivity)」と記す）を示

している． 

 LOS弾力性を推定するには，このGC感度を精度よく

推定することが重要となる．しかし，式(4)の各説明変

数は対数をとると線形結合の関係にあり，説明変数間に

相関関係がある場合には多重共線性によりパラメータ値

を正しく推定できない可能性がある．特に，運賃や所要

時間は距離によって増加する指標であるために，対数

短鉄道経路距離  log Dist ij
と対数期待LOS評価値

 log ijS は相関関係にあると推測される．そこで，本研

究では期待LOS評価値を 短鉄道経路距離で基準化した

上で，OD交通量モデルの説明変数として利用している． 

また，本モデルは“行き”と“帰り”を区別せずに合算し

たOD流動量 ' 'ij ij jig g g  を用いて分析することを意

図しているために，発地と着地の人口を区別せずに積の

形で一括して扱っている． 

 

(2) OD毎にLOS評価が異なるモデルへの拡張 

 OD毎のLOS評価の差異を扱えるよう，OD毎にパラメ

ータ値が異なるモデルに拡張する．具体的には，パラメ

ータ ,  の値がOD毎に異なることを許し，その値を

m 種類のOD指標
,m ijZ を説明変数とする式(6)，(7)のよう

なロジスティック関数で表現する．  
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Zmij
：ODij の指標m ， ：推定パラメータ． 

パラメータ ,  は，OD毎に異なることが想定され

るものの，必ずしもOD指標と線形の関係にあるとは考

えにくい．また，時間価値に関する所得制約や非負制約

のような経済的要因や物理的要因により , の値がと

りうる範囲は限定されており，その範囲内でOD指標に

応じて , の大小が存在すると考えられる．そこで，

本研究ではロジスティック関数形式を採用した．なお，

上限値（ ' ''n n  ）と下限値（ ''n ）も未知パラメータ

値として同時に推定する． 

以降では，OD毎のLOS評価の差異による，LOS弾力

性推計値への影響を確認するために，2種類のモデルを

比較する．第一のモデルが，式(2)～(7)で表されるOD毎

のLOS評価の差異を考慮したモデルで，以降ではHELS 

(Heterogeneous LOS Sensitivity) モデルと呼ぶ．第二のモデ

ルが，式(7)を適用しない，つまりLOS評価を示すパラメ

ータ  が全ODで一定としたモデルで，以降ではHOLS 

(Homogeneous LOS Sensitivity)モデルと呼ぶ． 

 

 

4. 純流動調査データによるパラメータの推定 

 

(1) 利用データ 

 本研究では，経路距離が300kmを超える流動を対象と

し，’95, ’00, ’05年の観測経路流動量に対して当てはまり

の良いパラメータを推定する．観測経路流動量は，純流

動調査の個票データに， 短経路探索により詳細な経路

情報を追加し，それを集計することで算出した．なお，

本研究では純流動調査の207地域生活圏を61ゾーンに集

計したデータを用いる．この61ゾーンは都道府県単位を

基本とし，利用空港が異なるか別の幹線鉄道が整備され

ているなど，都市間交通環境の大きく異なる主要都市が，

県庁所在地の他に存在する道府県については，複数のゾ

ーンに分割している． 

 上述のように，本研究の分析では経路距離300km以上

の流動のみを対象としている．このことから，本研究で

算出するLOS弾力性は，短距離利用が無視できない鉄道

リンクの施策評価には適さない．そのため，本研究では

航空路線に相当する航空リンクと，地域の中心駅から空

港までのアクセス路線に相当する空港アクセスリンクに

限定して，それぞれのLOS弾力性を算出し考察を行う． 

 1.で述べたように， OD毎の経路集合 ijP が変わらない

範囲内での施策検討を意図しているため，本研究では実

際に観測された経路集合を用いる．このとき，純流動調

査に含まれる，極端に迂回する経路や周遊と推測される

経路などの特殊な経路を除外するため，OD 流動量に対

する観測シェアが 2 割以上の経路のみを経路集合 ijP と

して採用する． 

また，リンク所要時間 'lT やリンク頻度
lH などのリ



 

 

ンクのLOS指標は，JR時刻表に記載の情報を用いる．ま

た経路運賃
kF は，鉄道は距離と平均速度を用いた近似

式から算出した値を，航空は普通運賃を用いる． 

パラメータ ,  を説明するOD指標
mijZ には， 短

鉄道経路距離Dist ij
と本所支所係数，南北方向率を用い

た． OD ij の本所支所係数は，都市 i に本所がある企業

の都市 j にある支所の従業者数7)とその逆の関係にある

従業者数の和を，都市 i と j の人口和で除算したもので，

都市 ij 間の業務関係の強さを示す．また，南北方向率

は，都市 ij 間の南北距離を直線距離で除算したもので

ある．この南北方向率と2005年純流動調査におけるOD

毎の観光目的構成率との相関係数は0.222である．つま

り，それほど強い関係ではないが，南北方向率が大きい

ODほど観光目的の流動が多い傾向がある． 

 

(2)  ゼロトリップ情報も考慮できる尤度の設定 

 重力モデルのパラメータを推定する際，観測交通量と

モデル推定流動量の対数値をとり，その差の二乗和を

小とするパラメータを推定する 小二乗法が良く用いら

れる．対数値をとるこの手法では観測トリップ数がゼロ

である ODは計算に用いることができず，きわめて小さ

な仮の値を入れるか，あるいは除外することとなる．し

かし，本研究で用いる経路距離が 300km を超える流動

では，観測トリップ数がゼロである ODが多く存在し，

これらの ODを除外すると情報の損失が大きくなる危険

がある．さらに，LOS 評価に関するパラメータを推定

するときに，「観測されないほどトリップ数が少ない」

OD の情報を利用しないと，LOS 弾力性の算出結果がひ

ずむ可能性が高い．そこで，本研究では観測経路交通量

にポアソン分布を仮定した尤度を用い，ゼロトリップ情

報を反映した推定を実施する． 

 具体的には，観測経路流動量
ijk PO  はカウントデータ

であり，期待経路流動量を期待値とするポアソン分布に

従って得られたデータであると考える．さらに，期待経

路流動量は観測できない要因による誤差が想定されるた

めに，ガンマ分布に従う誤差を仮定する．以上をまとめ

ると，式(8)のように示される． 
   2~ Poisson Gamma ,

ij ijk P k PO f    (8)

 Poisson(A) ： 平均A のポアソン分布 
 Gamma(B,C)： 平均B，分散Cのガンマ分布 

このような確率分布を仮定した尤度によるパラメータ推

定は，Perrakis et al. 8)が線形の OD 交通量モデルへの適用

を行っており，ベルギーフランドル地方の観測 OD交通

量に対して当てはまりの良い推定手法であることを報告

している． 
 

(3)   パラメータ推定方法 

観測経路流動量を用いてパラメータを推定する．本研

究では，無情報事前分布 ( ) constnmP   を仮定して，推

定パラメータの事後分布をベイズ推定する．ベイズのア

プローチをとることによって，モデル中で内生的に決ま

るOD毎のGC感度や時間価値も，事後分布 ( | )P  O とし

て確率分布の形で推定される．この確率分布を用いるこ

とで，OD間のGC感度や時間価値の差異を，信用区間を

踏まえて容易に評価できるという利点がある．また，

MCMC法は，本論文で扱う尤度関数が複雑なモデルで

も比較的容易に推定計算が可能であり，さらに確率分布

自体を推定することから局所解の誤認もしにくくなる特

徴がある． 

また，無情報事前分布を用いる場合，事後分布

( | )nmP  O は，尤度と比例関係にあり，事後分布が 大

となる値は 尤推定値と一致するという特徴を持つ．本

研究では，ベイズ推定による結果を用いて推定パラメー

タの安定性を確認した上で， 尤推定値を用いてLOS弾

力性を算出する． 

推定には，MCMC法の一つであるRandom walk chain 

Metropolis-Hastings algorithm 9)に改良を加えた，Tailored ran-

domized block Metropolis-Hastings (TaRB-MH)法10)を用いた．

TaRB-MH法はMCMC法を用いて多数のパラメータの事

後分布を推定する際に有用な手法で，通常のMH法より

相関関係を持つ複数のパラメータを同時に推定する場合

の収束性に優れる． 

 

(4)  パラメータ推定結果 

表-1に，HELSモデルとHOLSモデルの 尤推定値を用

いて導出した適合度を示す．表-1の適合度を比較すると，

HOLSモデルよりOD毎のLOS評価の差異を考慮した

HELSの方が適合度が高く，観測経路流動量への当ては

まりが良いモデルであることが確認できる． 

表-2にGC感度，時間価値，スケジュール固定性に関

するパラメータの推定結果を示す．まず， GC感度に対

 

表-1 モデルの適合度 

 HELSモデル HOLSモデル 
[A] 残差逸脱度 5,738 6,129 
[B] Null逸脱度 18,754 18,754 
適合度(1-[A]/[B]) 0.694 0.673 



 

 

する 短鉄道経路距離と，スケジュール固定性に対する

本所支所係数・南北方向率は，95%信用区間に “0”を含

んでおり，有意な効果を持たないことが分かる．また，

それ以外のパラメータの符号から，[1] 短鉄道経路距

離が大きいODでは時間価値・スケジュール固定性が小

さい，[2] 本所支所係数が大きいODではGC感度の絶対値

が小さく，時間価値が大きい，[3] 南北方向率が大きい

ODではGC感度の絶対値と時間価値が小さいことが分か

る． 

なお，表-2に示すGeweke指標11)は，MCMC法によって

得られたサンプルが不変分布（事後分布）に収束したこ

とを判定する指標の一つである．事後分布に収束してい

る場合，マルコフ連鎖から抽出した標本系列の前半部分

と後半部分の平均が，それぞれ事後分布の平均と一致す

る特徴がある．ここで示しているGeweke指標は，帰無

仮説を「標本系列の前半部分と後半部分の平均が等しい」

とした仮説検定のp値であり，Geweke指標が0.05を下回

る場合は5%有意で 帰無仮説が棄却される，つまり事後

分布に収束していないことを示している．本研究では，

Geweke11)に倣い，標本を10,000個発生させた内の， 初

から1,000個目までの標本を前半部分，5,001個目から

後までの標本を後半部分としてGeweke指標を算出した．

表-2のGeweke指標をみると，大半が十分に大きい値をと

っていることが確認できる．しかし，GC感度に対する

本所支所係数と南北方向率は0.05を下回り，事後分布に

収束していないことを示唆している．これはHELSモデ

ルの性質上，多数の局所解が存在する尤度関数であり，

かつパラメータ数が多く酔歩連鎖では空間からランダム

にサンプルを作成することが困難であることによる．よ

り安定した結果を得るにはアルゴリズムを工夫する必要

があるが，その点については今後の課題としたい． 

 

(5)  OD毎のLOS評価の差異 

本節では表-2のHELSモデルのパラメータを用いて算

出した，OD毎のGC感度，時間価値，スケジュール固定

性を示す．図-2は，OD毎のGC感度と時間価値の推計結

果をプロットしたものである．図-2(a)から，HELSモデ

ルでは，GC感度と時間価値がOD毎に多様な値をとって

いることが確認できる．また，図-2(b)は一部のODにつ

いて95%信用区間を示したものである．図-2(b)から，多

くのOD間で有意な差が存在し，OD毎にGC感度と時間

価値が異なることが確認できる． 

図-2(c)に，東京都または山形県を発着するODのみを

抽出した結果を示す．図-2(c)から，東京都発着ODは時

間価値が特に高いことが分かる．これは，東京都は大企

業の本社が集中しており，他県との本所支所係数が特に

高いことに起因する．つまり，東京都を発着する旅客は

業務関係による流動が多く，このようなODでは運賃よ

り所要時間を重視する傾向にあることが分かる． 

次に，OD毎のスケジュール固定性の推計結果を示す．

図-3(a)は横軸に 短鉄道経路距離をとり，OD毎のスケ

ジュール固定性の推計結果をプロットしたものである．

図-3(a)から， 短鉄道経路距離が1400km以上の距離帯で

はスケジュール固定性はほぼ一定値をとるが，1400km

以下の距離帯ではより大きな値をとるODが存在し，短

距離ODほどスケジュール固定性が大きい，つまり頻度

表-2 GC感度，時間価値，スケジュール固定性に関するパラメータ推定結果 

 GC感度 

,GC ij  
時間価値 

,TV ij  
スケジュール固定性 

,SS ij  

HOLSモデル -0.492 
(-0.622, -0.435) 0.394 

87.4 
(73.3, 99.4) 0.372 

0.148 
(0.114, 0.190) 0.390 

HELSモデル（式(7)のパラメータ の推定値）  

 上限値 ' ''n n   -0.268 
(-0.390, -0.209) 0.087 

201.4 
(160.0, 234.1) 0.391 

0.329 
(0.239, 0.399) 0.288 

 下限値 ''n  -0.866 
(-0.992, -0.613) 0.132 

6.01 
(0.542, 26.10) 0.181 

0.161 
(0.090, 0.239) 0.392 

 定数項 0n  1.90 
(1.25, 1.98) 0.140 

1.89 
(1.29, 1.99) 0.257 

-1.02 
(--1.82, -1.82) 0.244 

 
短鉄道経路距離 

-0.004 
(-0.098, 0.002) 0.163 

-0.201 
(-0.262, -0.126) 0.398 

-6.40 
(-69.08, -1.48) 0.253 

 
本所支所係数 

42.8 
(35.8, 76.3) 0.025 

49.2 
(33.4, 61.0) 0.063 

-29.0 
(-93.8, 87.4) 0.288 

 
南北方向率 

0.604 
(0.084, 1.897) 0.040 

-1.47 
(-2.52, -0.39) 0.287 

73.3 
(-54.8, 97.6) 0.077 

  ＊括弧内は 95%信用区間，信用区間右側の数字はGeweke指標値 
  ＊ 短経路距離は 1/100(km)，本所支所係数は 100倍の値を利用 

 



 

 

を重視する傾向にあることが読み取れる．ただし，一部

のODの95%信用区間を示した図-3(b)をみると， 短経路

距離が1400km以下のODでも，95%信用区間が広いため

に，OD間に統計的に有意な差が見られないことが分か

る． 

 

 5. LOS弾力性推計結果 

 

 本章では，4章でパラメータ推定したHELSモデルを用

いて，LOSを変化させた時の経路流動量の変化量
ijk Pf 

を算出し，それを集計することで算出した，航空リンク

と空港アクセスリンクのLOS弾力性
, li LOSE の推計値を示

(a) 全OD (b) 95%信用区間 

 
(c) 東京発着ODと山形発着ODのみ抽出 

図-2 GC感度と時間価値の推計結果 

 

(a) 全OD (b) 5%信用区間 

図-3 スケジュール固定性の推計結果 
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す．本研究では，航空アクセスリンクのLOS弾力性は，

リンク所要時間を一割変化させた場合，つまり式(1)の

分母部分の変化率を ' ' 0.1l lT T  とした場合のLOS弾

力性
, 'li TE を示す．航空リンクでは，所要時間を変える

施策は考えにくいため，頻度から算出される期待待ち時

間の変化率を分母としたLOS弾力性を示す． 

本研究では山形県を庄内ゾーンと山形ゾーンの2ゾー

ンに分割している．庄内ゾーンは純流動調査の207生活

圏と同一のエリアとし，それ以外の3ゾーン（新庄・山

形・米沢）を山形ゾーンに集約している．図-4(a)に庄内

ゾーンの航空リンクと空港アクセスリンクのLOS弾力性

を示す．図-4(a)から，庄内ゾーンにおいては，庄内空港

-羽田空港便のLOS弾力性が特に大きいことが分かる．

このことから，庄内ゾーンにとってこれらの路線のLOS

は特に需要への影響が大きく，地域として重点的に維

持・向上を図るべき路線であるといえる． 

 次に，図-4(b)に示す山形ゾーンの航空リンクと空港ア

クセスリンクのLOS弾力性を見ると，山形ゾーンでは山

形空港-羽田空港便のLOS弾力性は比較的小さいことが

分かる．これは，LOSが高い代替路線である山形新幹線

の存在に起因すると考えられる．1章でも述べたように

山形空港-羽田空港便では，公的資金による維持施策が

実施されているが，この路線のLOSは山形ゾーンの需要

への影響はそれほど大きくない．山形ゾーンの都市間交

 

(a) 庄内ゾーン (b) 山形ゾーン 

図-4 山形県のLOS弾力性推計結果 

 

図-5 LOS評価の差異の無視による LOS弾力性推計値

への影響（2005 年時点・山形ゾーン・航空リン

ク） 

 
表-3 山形ゾーンのLOS弾力性順位 

（2005年時点・航空路線） 

HELSモデル HOLSモデル 
順位 航空リンク 順位 航空リンク 

1 山形-伊丹 (0.296) 1 山形-名古屋 (0.210) 
2 山形-名古屋  (0.271) 2 山形-新千歳(0.195) 
3 山形-新千歳 (0.205) 3 山形-伊丹(0.169) 
4 山形-羽田 (0.068) 4 山形-羽田 (0.061) 
5 仙台-小松  (0.049) 5 仙台-小松  (0.030) 
6 仙台-岡山  (0.031) 6 仙台-高松  (0.023) 

＊カッコ内の数値はLOS弾力性の絶対値
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流の維持・促進を図るに当たっては，伊丹空港・名古屋

空港便といったよりLOS弾力性が大きい路線のLOS向上

を図る方が効率的であるといえる． 

このように，同じ羽田空港と地方空港を結ぶ路線の

LOS変化でも，ゾーンごとに総発着量への影響は大きく

異なる．本研究で提案したLOS弾力性を用いることで，

ゾーンごとにリンクLOS変化が総発着量に与える影響を

数値化し，定量的に議論することができる． 

 次に，本研究で特に注意してモデル化を行ったLOS評

価の差異について，それを無視した場合のLOS弾力性へ

の影響を確認する．図-5には，横軸にHELSモデルから

算出したLOS弾力性を，縦軸にはHOLSモデルから算出

したLOS弾力性をとり，山形ゾーンの航空リンクをプロ

ットしたものを示す．図-5をみると，LOS評価の差異を

含まないHOLSモデルを用いた推計では，いくつかの路

線でLOS弾力性を過小推計してしまっている．これは，

山形-大阪などの本所支所係数が大きいODにおいて時間

価値を過小推計していることに起因する．このような

LOS評価の差異を無視したことによるずれの結果として，

表-3に示す様にリンク毎のLOS弾力性の大小関係も異な

る結果となってしまう．よって，施策を実施するターゲ

ットを絞るためのLOS弾力性を推計するには，HELSモ

デルのようなLOS評価の差異を考慮できる手法を用いる

必要がある． 

 

 

6. おわりに 

 

本研究では，都市間交通の集約・効率化に向けた施策

の検討に有用な指標として「LOS弾力性」を定義し，

LOS弾力性を推計するために，OD毎のLOS評価の差異

に着目した都市間交通マクロ需要モデルを提案した．こ

のモデルを用いることにで，既存のグループ化手法にお

ける分析者の設定に起因するひずみを回避し，さらに信

頼性のある複数のデータを組み合わせてLOS弾力性を推

計することができる．その上で，純流動調査データを用

いてモデルのパラメータを推定することで，LOS弾力性

に影響するOD毎のLOS評価の差異を明らかにした．そ

して，実際にLOS弾力性を算出することで各ゾーンが集

約のターゲットとして重視すべきリンクを示せることを

確認した．さらに，LOS評価の差異を無視すると，LOS

弾力性の値がずれてしまい，大小関係も大きく異なる結

果となることを示した． 

本研究で着目し推計を行ったLOS弾力性は，地方自治

体ごとの施策検討以外にも有用な指標である．LOS弾力

性の大きい箇所を共有する近隣自治体を明らかにするこ

とで，複数の自治体間で協力し，より効率的に都市間交

通LOSの向上を図るといった活用法が考えられる．さら

に，交通事業者の立場から見ても，需要喚起のターゲッ

トを見つける手法として非常に有用な指標である．本研

究のLOS弾力性推計に関するアイディアをベースに，切

符情報などを活用したリアルタイムの分析から，弾力性

が大きい箇所に対して重点的に格安運賃を提示するとい

った運賃施策が考えられる． 

また，本研究で対象外とした経路集合
ijP を大きく変

えるような施策にも，福田・森地12)のような経路選別モ

デルを用いて，経路集合
ijP を内生的に決定することで

適用できる可能性がある．このような手法で算出した

LOS弾力性を用いると，LOS変化に対する各ゾーンの都

市間交通需要への影響を定量的に評価することができる

ため，都市間交通の整備費用の負担に関する議論にも有

効である． 
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A STUDY OF LOS ELASTICITY OF INTERCITY TRAVEL DEMAND 
 

Hiromichi YAMAGUCHI, Makoto OKUMURA and Huseyin TIRTOM 
 

As the intercity traffic flow is decreasing, some local governments should try to keep or improve their 
accessibility to other cities using public subsidy to intercity transport service. In order to efficiently con-
centrate their resource for improvement of accessibility, local governments should pick up links where 
LOS elasticity is comparatively large. In this paper, the intercity demand estimation model with heteroge-
neous LOS sensitivity is proposed. This model is valuable for calculating LOS elasticity and considering 
the efficient way to keep accessibility for local city. 
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