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훈련기관 개요 

 
1. 기관개요 

 

1) 훈련국 : 일본 
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4) 주소 : 福岡市城南区七隈8丁目19番1号 
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1962년 4월 공학부 분리 증설 

1965년 4월 대학원(법학연구과및경제학연구과) 설치 

1968년 4월 상학연구과및약학연구과 설치 

1969년 4월 인문학부 및 체육학부 설치 

1970년 4월 이학부 분리 증설, 공학연구과 설치 

1972년 4월 의학부 분리 증설 

1973년 8월 후쿠오카대학병원 개설 
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1985년 6월 후쿠오카대학츠쿠시병원 개설 

1998년 4월 스포츠과학부 분리증설 

2012년 4월 유학생별과 설치 

 

2) 대학개요 및 특징 

 

① 2016년 현재 인문학부, 법학부, 경제학부, 상학부, 이학부, 공학부, 

의학부, 약학부, 스포츠과학부 등 9개 학부 내에 문화, 역사, 교육

·임상심리, 영어, 법률, 경제, 산업경제, 경영, 무역, 물리학, 화학, 

의학, 간호학 등 31개 학과가 개설되어 있다.  

대학원으로 인문과학, 법학, 경제학, 상학, 이학, 공학, 의학, 약학, 

스포츠건강과학연구과 등 10개의 연구과가 있으며, 34개의 석사 

및 박사학위 과정이 마련되어 있다. 중앙도서관외에 의학부 분관, 

이학부·공학부·약학부·스포츠과학부에 각 도서관 분실을 두고 있

다. 이밖에 부속 오호리중학교와 오호리 고등학교가 있다. 

 

② 2016년 기준 학부생 19,524명, 대학원생 582명 등 총 20,106명의 

지방사립대학으로는 비교적 큰 규모의 대학이다. 이중 외국인 유

학생수는 264명이며 한국인은 학부생과정에 10명, 대학원과정에 

2명, 교환학생 등으로 27명, 총 39명이 재학중이다. 중국(185명)

에 이어 두번째 큰 비중을 차지하고 있다.  

 

③ 후쿠오카대학은 일본의 중상위권 대학으로 “지방명문사립대”로 알

려져 있다. 취업률도 상당히 높아 96.2%(2016년3월기준)에 달하



 

v 

 

고 있으며 이들 중 40.7%가 자본금 10억엔 이상의 기업에 취직하

고 있어 취업의 질적인 측면에서도 우수하다. 

 

④ 학교재정구성도 양호하여 학생들의 등록금(36.0%)보다는 병원수

입(50.2%)을 통해 운영에 필요한 자금을 조달하고 있다. 도서관의 

보유장서(197만권) 규모 및 시설이 일본대학 상위권 수준이며 다

른 기자재들도 수준급이다. 매시간 ‘청소하시는 분들이 칠판을 지

워줄 정도’(일본에서도 거의 없다고 함)로 강의의 편의를 위해 투

자를 아끼지 않는다. 

 

３) 소속학과(경제학과-도시공간정보행동연구소)의 특징 

 

① 후쿠오카대학에는 연구소가 다수 설치되어있는데, 기초연구 중심

의 연구소가 8개소, 산학관(産學官) 연계를 중심으로한 연구소가 

11개소가 있다. 이중 경제학과에 설치된 연구소인 “도시공간정보

행동연구소”가 본인이 대학원생으로서 소속된 연구소이다. 이 연

구소는 후쿠오카대학 문과계열에 설치된 유일한 연구소로 2000년 

10월에 설립되었다. 

 

② 교통정책 또는 도시개발정책에 의해 소비자 또는 시민의 구매패

턴을 비롯한 경제행위가 어떻게 변했는지를 파악하고 향후 변화

를 예측하는 연구소이다. 이연구소에서 특허개발한 기법(소비자회

귀분석 일치추정법)을 사용하여 지하철의 개통, 새로운 버스체계 
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운영 등으로 인한 경제적 효과를 수치화하여 민관에 제공하고 백

화점과 같은 민간기업의 주문에 의해 연구성과를 가공하여 판매

하기도 한다. 

 

③ 이를 위해 1년에 수차례 정밀한 설문조사를 실시하여 후쿠오카를 

비롯한 각 도시 주민들의 경제행위를 조사분석하고 있다. 비교적 

소규모의 설문자료임에도 불구하고 탁월한 분석기법으로 인해 예

측치가 정확하여 매년 각 언론사의 주목을 받고 있다. 
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論文の要旨 

本論文の目的は、日本と韓国の交通不便地域や交通空白地域に対する政策を紹介して、交通政

策の効果を経済厚生の観点から分析することである。 

第 1 部では、日本と韓国の交通不便地域に対する交通政策を比較して、代表的な事例を紹介し

ている。日本と韓国は、人口減少と高齢化が急激に進んでいる国であり、それによる問題も同様

に発生している。この中で、交通不便地域や交通空白地域が拡大しており、これに対する交通政

策の確立が国や自治体の主要なテーマの一つになっている。 

韓国の交通政策は、これまで大都市交通渋滞の解決と国全体の交通網を構築することに集中し

てきた。そのため、過疎地域に対する様々な交通政策については実施されていない。 

その一方で日本では、人口減少による過疎地域が早く広がったため、交通不便地域や交通空白

地域に対する政策を多様に実施している。需要応答型交通体系、コンパクトシティと関連した公

共交通体系の構築、市民団体と連携した対策などの政策を、地域の実情に合わせて実施している。 

例えば、長野県木曽町は、莫大な予算を交通政策に投資し、地域経済の活性化を狙って、高齢

者の社会活動を奨励する政策を実施している。これは、交通政策の社会的便益や地域の現実を考

慮した政策であると見られるが、無分別な投資は、自治体の財政に大きな負担になり得る。 

第 2 部では、このような問題に対する解答として、交通政策の効果を、経済厚生の観点から分

析して政策決定に対する基準を提示した。 

福岡市の交通政策の一つである‘ゾーンバスシステム’について、政策実施によって増えた都

心部までの所要時間を時間価値に換算して、金額ベースで住民たちの下がる効用分を評価した。

また、売上増収と費用削減によるバス会社の利益増加分を分析し、乗り継ぎ割引の適正性を考察

した。 
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結論を述べると、今の乗り継ぎ割引は時間価値を含めた交通費の増加分の 90%程度を補償して

いる。より多くの補償のためには、乗り継ぎ割引の拡大以外にバス路線網の整備などを通じて、

消費者の効用を改善させる方法を模索する必要がある。 

この分析の意義は、交通政策の効果を単純な費用便益中心の分析ではなく、経済厚生つまり、

消費者効用の観点から分析して、適正な予算投入の規模を決定するようにしたことである。 

人口減少や過疎地域の拡大が進んでいる日本と韓国は過去とは異なり、平等な交通権、地域経

済活性化、過疎地域の保存など、外部効果と経済厚生の観点から交通政策を立てて施行しなけれ

ばならない。 
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第1章 はじめに 

交通政策は、住みやすい都市を決める重要な要素の一つであり、これを通じて派生される経済

効果を体感しやすいものである。また、道路や鉄道の新設が周辺地価を変更して、生活の形を大

きく変化させ、交通網の発達や交通産業の成長は、経済成長を引き出す大きな要素でもある。 

交通手段の発達や技術進歩は、人々の社会経済活動を大きく変える力を持つ一方で、逆に社会

経済環境変化の影響を交通政策は強く受ける 1。最近注目すべき社会経済環境の変化は、人口減少

と少子高齢化である。これと共に大都市への人口集中は、地方圏の過疎化をさらに加速化させて

おり、既存交通政策では、交通不便地域や交通空白地域の拡散を防ぐことはできないようになっ

た。 

過密化されている大都市交通問題の解決することも重要であるが、これを抜本的に解決するた

めには、人口を地方圏に誘導する政策も必要である。そのためには、地場産業の育成と地域経済

活性化に対する対策が必要であるし、これを後押しできる交通政策が整えられるべきであろう。 

また、移動権などの普遍的な交通福祉 2に対する国民のニーズが高まって、過疎地域保全に対す

る価値が新たに注目され、地方都市圏および郊外地域に対する交通投資が必要な時期になった。

地域経済活性化と地域住民の交通福祉向上のためには、地域間と地域内の交通手段を十分に確保

しなければならないが、財政状況によって次第に路線バスや鉄道を撤回する自治体が増えている。 

しかし、地域住民の減少とこれに伴う税収減少にもかかわらず、地域の実情に合う政策を実施

して、交通問題の解決と地域経済活性化を引き出した自治体も多い。本論文では、日本と韓国、

                                                   
1 正司(2017), [1](pp.1-7) 

2 公共交通によって恩恵を受けることを、韓国ではよく‘交通福祉’という言葉で表現する。 
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特に人口の減少と少子高齢化が深刻化している日本の政策事例を紹介し、政策の立案や考察のた

めの基礎的な情報を提供することである。 

今まで、韓国の中央政府や地方政府の交通政策決定の際、単純な費用便益分析方法が主要政策

決定の手段として活用されてきた。この手法は、経済成長の速度が高くて人口が増加している時

期には、限定された予算を節約するため、有用な方法であった。 

しかし、韓国も徐々に人口が減少し、高齢化社会に進入しており、単純なコスト概念によって

バス政策など交通政策を推進できる地域が少なくなっている。人口が減少している農漁村地域な

どは、都市より受け入れ範囲が広くて移動の際、運行距離や時間が長く、収益性が低い。 

その場合、持続的にバス路線を縮小、または、廃止するしかないので、社会的便益などの外部

効果を考慮する政策決定が必要となる。本研究では、その点に着目して分析する。鉄道開業やバ

ス運行のような交通政策は、人口が少ない地域の場合、事業の収益性が良いことはないが、事業

による外部の経済効果を考慮したら、政策実施を決定することができる。 

社会的便益を考える政策効果は、経済学的には地域住民の効用の合計であると考えることがで

きる。本論文は日本の交通政策の中で、都心部と人口の少ない地域を連絡する代表的な政策を紹

介して、経済厚生の観点から分析する。 

論文の構成は、大きく 2 部に分けて、1 部では、日本と韓国の過疎地域に対する交通政策を比

較して、ベンチンマークとする事例を紹介する。2 部では、福岡市の代表的なバス政策である‘ゾ

ーンバスシステム’について、経済的効用を調査分析する。 

より詳しく見ると、第 2 章では、日本と韓国の交通政策の流れを簡略に見た後、第 3 章で日本

の交通政策事例を、地域規模などに着目し、集めることとする。特に農漁村地域の公共交通政策

を中心に考察を行うこととする。日本の事例は、地方都市や過疎地域の交通政策は単なる収益性

の面ではなく、地域経済活性化や福祉レベルでアプローチしており、韓国農漁村地域の交通政策

を推進するのに有効である。第 4 章では、韓国の地方都市や過疎地域の交通政策について紹介す
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るが、韓国の交通不便地域や空白地域について参考する交通政策は、日本の事例ほど多様ではな

い。ほとんど、2012 年以後に開始した需要応答型交通体系 3の適用事例で、ある自治体が成功的

に実施した後、全国的に拡大する様相を見せているので、これを中心に紹介する。 

第 5 章は、第 2 部のテーマである福岡ゾーンバスターミナルの実証的経済分析の理由と目的な

どを説明する。第 6 章は、分析の枠組みとして、システムの紹介、特に、福岡ゾーンバスシステ

ムに詳しく見た後、分析方法と分析で使用する調査データを説明する。第 7 章では、調査データ

からの時間価値などを計測した結果を確認して、地域別人口分布による、地域別と全地域の経済

厚生の変化を見る。その後、ゾーンバスシステムの乗り継ぎ割引が適正であるかを判別する。 

第 8 章は、第 2 部の結論と今後の課題で、福岡‘ゾーンバスシステム’の乗り継ぎ割引に関する政

策を評価して、さらに定着させるために必要なことを考察することとする。第 9 章はおわりで、

論文全体の結論である。 

第 1 部  過疎地域交通政策の日韓比較  

第2章 日本と韓国の交通政策  

韓国の場合、ソウルのような大都市は、道路や地下鉄、地域鉄道の開設を推進してきており、

インフラの構築による交通渋滞解消が限界に達し、バス専用車線、BRT4の構築、交通情報網の構

築など、ソフトウェア的な方法を結合して、交通問題を解決してきていた。  

全国的な道路網や鉄道網は、ほぼ完備になっている状況であり、大都市は、人口集中による交

通対策を多様かつきめ細やかに推進しており、それにより交通状況が大きく改善されている。こ

                                                   
3 利用客の要求や需要に応じて固定された路線なしに自由に運営される準公共交通サービスで、利

用客の個別的通行目的や意図にできるだけ合致するようにサービスを提供する運営手法 

4 バス専用車線を電車と同様、設置し、バス優先信号体系、高架の通過などを通じ、道路の渋滞と関

係なく定時を確保する運送体系 
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れに比べて、中小都市及び郡（日本の町村）単位の地域は、まだ交通の空白地域に残っており、

これによって地方経済の縮小にもつながっている。農村・漁村をはじめ、地方中小都市の人口減

少や高齢化によって、バスなど公共交通業界の慢性的な赤字運営及び交通サービスの悪化を招い

ており、韓国地方政府の財政難はますます深刻になっている。 

バランスを取る国土開発と社会統合に向けて、いわゆる‘交通福祉の死角地帯’を解消し、こ

れによる働き口を創出するための案が求められている。バスおよびタクシー産業などの交通シス

テムを革新して、効率的な連携システム構築に通じて運送業界の活路を模索して、新しい交通体

系による運送需要の創出を図る必要がある。つまり、今までの交通政策とは質的に異なる、総合

的な政策の立案や実行が急務となっている。 

日本の交通政策は、法律的側面から見ると、韓国と比べ消極的であると考えられる。交通政策

の重要なテーマの中でひとつである交通権、または、移動権にたいして、韓国は、法律的に交通

権の保障を明らかにしているが、日本は、公共交通事業者などの陳情活動、または、規制緩和の

理由で、移動権を否認している 5。 

しかし、日本は、農漁村や地方中小都市など、交通不便地域の特殊性を考慮する公共交通政策

を弾力的に実施し、交通福祉平等と社会統合に貢献した事例が多い。交通の社会統合の側面が強

調され、公共交通が脆弱な農漁村地域に対する交通部門の福祉増進と、平等な公共交通サービス

の実現が重要な課題になっている。 

日本の事例をみると、多くの自治体がかつて需要応答型交通体系を地域の交通問題解決の手段

として定着させており、低迷したタクシー業界の活力にも寄与している。運輸産業の発展は、多

くの交通手段の連携を通じてシナジー効果が現れて、韓国と同様に、公共交通産業の低迷を経験

                                                   
5 香川(2017), [2](pp.16-17) 
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した日本が、これを克服するために、推進した多様な形態の公共交通システムの事例は、韓国の

交通政策に大きく役立つと思われる。 

日本も地方圏の場合、公共交通需要が少ないため、交通事業者の収益性を確保するために、運

行頻度を減らして廃止するなど、非効率的な公共交通サービスが行われてきた。人口低密度地域

は交通需要が少なくて、運営会社の規模も小さく、保有している交通手段も少ない。したがった、

1 本当たりのサービス地域が広くて、路線の長さと 1 回運行時間が長くなったことを意味するの

で、運行間隔が長くなるしかないという特徴を持っている。 

また、集落地域の分布が非常に広く分散されているので、公共交通路線の構成が難しいだけで

なくて、1 回運行あたりサービスの利用を高めるために、諸地域を経て行くことになるので、最短

距離の運行が不可能である。これによって、自家用車の利用が増加するしかないが、運転が不可

能な高齢者及び交通弱者は、農漁村の脆弱な公共交通サービスによって移動権の制約が多く、自

治体当局は解決策に苦心するようになった。 

代表的な解決策として適用する交通システムが需要応答型交通体系であり、これと並行して実

施していることが乗り継ぎ体系である。需要応答型交通体系の予算は、サービス範囲が交通空白

地域を中心に広く形成されており、運行範囲を拡大するほど、大きくなる。したがって、バス路

線などの交通体系に結びつけて、乗り継ぎ体系を構築して、交通空白地域及び不便地域に対する

予算投入の最小化する政策を実行することになった。  

乗り継ぎの必要な需要応答型交通体系で、大きな役割を果たすのがタクシーである。タクシー

は、都市と農漁村を問わず、住民の交通便宜を増加して公共交通を補完する重要な機能を持って

おり、高いアクセス性と利便性を持っている。 

韓国のタクシー産業は、90 年代以降、需給不均衡（95 年以降供給は 18.7%増加、需要は 7.8%

減）が深刻化し、低迷している。従って、過剰供給されたタクシーを減少させるために、タクシ

ー協会、自治体、政府が多くの努力を傾けて、地域別に総量制を再導入するなどの政策を実施し
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ている。供給側面での解決方法のほかに、需要応答型交通体系による公共交通の代替手段として、

タクシー需要を拡大させる政策も望ましい。 

第3章 日本の過疎地域交通政策  

第1節 交通現況および政策の流れ  

日本の公共交通政策は、主に人口の変化によって変わってきた。1960 年代の急激な人口移動を

皮切りに、大都市中心に人口が増える分布を見せ始めた。3 大都市は、人口の集中が深化する中、

交通渋滞の解消に向けて地下鉄など公共交通が拡充される一方、地方都市は、人口減少により、

公共交通の採算性が悪化して公共交通が停滞または衰退するようになった。 

3 大都市と地方都市の交通機関別輸送分担率を見ると、両方ともモータリゼーションの進行に

よって、公共交通機関のシェアが減少しているが、その傾向は地方都市の方がはるかに強くなっ

ている。バスと自家用車の分担率だけ比較 6してみると、3大都市の場合、1970年にバスが 17.8%、

自家用車が 18.9%であったが、1988 年にはバスが 10.6%、自家用車が 30.9%に変化している。こ

れに比べて、地方都市の場合、1970 年にバスが 47.1%、自家用車が 20.7%であったが、1988 年

にバスが 12.4%、自家用車が 71.0%となっている。2000 年以降 7もこの流れが続いて、3 大都市

より地方都市の公共交通衰退が深刻になった。 

                                                   
6 藤井・中条(1992), [3](p.146) 

7 最近、国土交通省近畿運輸局の資料によると、3 大都市 1987 年、バス 3.3%、自家用乗用車 26.3%
から 2005 年、バス 2.5%、自家用乗用車 33.7%、地方都市 1987 年、バス 4.5%、自家用乗用車 40.5%
から 2005 年、バス 3.0%、自家用乗用車 56.4%へと変化したことがあるが、本文の調査結果の数値と

差が出るのは、国土交通省の資料は二輪車、徒歩などその他を含めて平日を基準に調査したためであ

る。 
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人口数の面をみると、戦後持続的に増加して、2008 年 12 月に約 1 億 2,808 万人を頂点とした

後、下落し続けている。2016 年 6 月現在、約 1 億 2,696 万であるが、30 年後の 2047 年には 1 億

人ほどになると、予想している。 

国土交通省が発刊した‘国土交通白書 2015’によると、出生率を 1.35 程度であると推定時、

2050 年には 1 億人未満で、2100 年にはその半分程度の 5 千万人未満になると警告している。し

たがって、国土交通省は、これに対する対応策を中心に国土交通政策を樹立している。 

少子高齢化とともに、3 大都市、特に東京への一極化が深刻され、大都市地域と地方都市間 GDP

の格差もだんだん大きくなっている。国土交通省は、国土の均衡発展のため、人口分散に向けて

国土政策や交通政策を進めている。政策的に体現したことが、‘国土のグランドデザイン 2050’

であり、基本コンセプトが‘コンパクト+ネットワーク’である。 

高齢化社会に備えて都市機能の郊外地域への拡大を防ぎ、中心市街地の機能を強化して効率化

を図って、持続可能な都市を作ろうとすることが‘コンパクトシティ’の基本構想である。地方

都市の場合、分散された人口分布のため、医療・福祉・商業・行政の非効率が発生するしかない

と判断して、都市拠点の周辺および公共交通の沿線への居住を誘導して、一定水準以上の人口を

維持しようとしている。 

また、公共交通ネットワークを充実され、他の都市とのつながりを強化し、郊外地域が拠点地

域で簡単にアクセスできるようにして、地域に活力を吹き込むようにした。このような政策を実

施する理由は、劣悪な地方政府の財政状況のために、ごく少ない人口が居住している地域に、公

共交通体系などを維持する予算を投入することが難しいからである。 

人口の要因とともに、日本の公共交通政策の流れを変化させたことが規制緩和である。鉄道の

規制緩和は、1987 年に実施された JR の民営・地域分割から始まり、2000 年 3 月に実施された

鉄道事業法の一部を改正する法律（1999 年 5 月 21 日、法律第 49 号）は、鉄道の需給調整規制

を廃止して、中山幹部および農魚村部に大きな影響を与えた。 
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バスの本格化された規制緩和は、1999 年から見られるが、‘不採算路線の廃止の許可制から事

前届出制への転換’は、過疎地域の公共交通供給の悪化をさらに加速化させた。 

また、地方政府の効率化に向けて、1990 年代後半に実施された市町村合併によって、中心地で

はない地域に対する財政投資は縮小しって、郊外地域の衰退が加速化された。この地域の現況と

対策は、各地方政府の事例とともに見る。 

第2節 交通不便地域の政策  

国土交通省は、人口要件（人口減少率、高齢者の割合等）及び財政力要件を基準にして、過疎

地域と命じて、過疎法によって管理してきた。2009 年 4 月 1 日現在、過疎地域に居住する人口は

全人口の 8.3%に過ぎないが、その面積は全国土の 54%を占めている。この地域の特徴は、‘継続

される人口減少と高齢化’、‘産業経済の停滞’、‘農漁村の荒廃’、‘社会資本整備の格差’が

挙げられる 8。 

日本の過疎地域の活性化に向けた対策は、国土交通省の‘国土形成計画’を基本計画として施

行してきた。国土交通形成計画のうち、農漁村地域の活性化部分を見ると、過疎地域の保護と開

発に対する観点が、どのように変化してきたことがわかる。 

1970 年代以降は、過疎法の制定により、過疎地域が自立できるようにする方向で国土形成計画

が設定されてきた。しかし、時間が経つほど、大都市と農漁村地域間の社会的・経済的格差が拡

大されており、今後もさらに加速化するおそれがあるなど、限界に直面している。  

2008 年 7 月に決定された新国土形成計画では、自然環境を考慮する生産基盤と生活環境の同時

的かつ総合的整備を実施して、都市に食材や原材料を安定的に供給する案を模索している。つま

り、過疎地域の役割と機能分担を通じて、自立できるようにしている。 

                                                   
8 香川・澤喜・安部・日比野(2010), [5](pp.46-48)  
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これと共に地域間交流、高齢者などの保健福祉の向上、医療の確保、教育の振興、地域文化の

振興などに重点を置いて推進している。交通体系の整備、地域の情報化推進が不可欠であるとい

う認識の下に、各自治体が地域の実情に合う政策を推進している。 

市町村の合併は、劣悪な自治体の財政状況の中で、過疎地域に対する投資を減少させるため、

効率的な交通体系を基盤にして、集中化される都市を志向する‘コンパクトシティ’政策が流行

している。しかし、ややもすれば、過疎地域を放棄するものではないかという懸念する声が高ま

っている。 

公共交通網が縮小また廃止された地域の住民は、自家用車を利用するしかなく、公共交通の利

用が減少し、廃止される路線をさらに拡大させることになる悪循環が続いてきた。2014 年、バス

と地域鉄道の輸送実績はそれぞれ、年間約 42 億人、4 億人程度で 1990 年と比較し、それぞれ

35%、20%も減少している 9。  

65 歳以上の高齢者が過半数を超える自治体を‘限界集落’と言うが、公共交通体系の崩壊は、

限界集落に居住している高齢者が外出する機会を剥奪し、年寄りが家に閉じ込められて、大きな

社会問題になっているのが実情である。そして、高齢化が深刻な状況で自家用車への依存により、

高齢者による交通事故の発生件数が増加している。各自治体は、高齢運転者の運転免許証を返却

するように誘導しているが、代替交通手段がない状況で返却実績が高くない。 

2000 年中半以降、限界集落など交通空白地域に対する対応案が自治体別に研究され、所期の成

果を収めた自治体が登場して、最近これをベンチンマークとする政策が活発に行われている。山

間僻地だけではなく、ほとんどの地方中小都市も速さの違いがあるが、人口減少により公共交通

の利用客が持続的に減少している。 

                                                   
9 九州経済連合(2017), [6](pp.1-2) 
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もちろん、都市規模 10 位圏内の都市は、むしろ人口が増加している場合もある。人口減少によ

り雇用が減って、都市インフラも劣悪になって、住んでいる地域を離れ、より大きい都市に移住

することになり、その都市は最近人口が増加している。福岡市が代表的な例である。2003 年に 138

万程度の人口が 2017 年 4 月現在 155 万人以上になって、今も持続的に増加 10している。そのほ

かに、名古屋市や札幌市も福岡市の増加速度ほどはないが、人口の流入が続いている。 

つまり、地方都市も人口の偏重の現象が進められている。しかし、福岡市のような大都市も市

の郊外に交通不便地域が多数で、生活交通や地域活性化のために交通対策に苦心している。これ

から紹介する日本の各自治体の交通政策は、ほとんどの交通空白地域や交通不便地域を解決する

ためであり、日本および韓国の地方交通問題の解決に役立つとみる。 

第3節 日本の政策事例  

1.  福岡市 

福岡市は、日本で稀に人口が持続的に増加している都市であり、東京都を除いた市の中で 2017

年現在人口規模は 5 位に該当し、人口増加率も最高水準である。 

通学や通勤距離が 34.5 分で、日本大都市圏の中で最も短く、大規模ショッピングセンターが密

集しており、食料品が新鮮で価格も安く、50 歳になると住みたい都市の 1 位 11に挙げられてい

る。また、若者が占める割合が最も高い都市でもある。 

福岡市の市政に関する意識調査で、福岡市が住みやすい理由として、交通が便利だと回答した

割合が非常に高いし、また、日本国土交通省が 2012 年に実施した全国都市交通の特性調査によ

ると、バスの交通分担率が 6.0%で調査対象都市の平均値の 2.4%を大きく上回っている。 

                                                   
10 福岡市ホームページを参照, [7](http://facts.city.fukuoka.lg.jp/data/population/) 

11 宝島社(2016), [8](http://diamond.jp/articles/-/103154) 

http://facts.city.fukuoka.lg.jp/data/population/
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福岡市がバスの利用率が高いのは、利用率向上に向けて、きめ細かな政策を施行しているから

である。例えば、高齢者や学生に対する割引チケットや安価な定期券の発行、IC 乗車券の利用拡

大、乗り継ぎ割引やポイント付与、車両のバリアフリー化、バス停の整備、バスの近接情報提供

などが代表的な政策である。 

福岡市交通政策の中に注目しなければならないのは、‘ゾーンバスシステム (Zone Bus 

System)12’導入の成功事例である。福岡市南部と西部の郊外から出発したバスが、中心地である

天神や博多などを、直接連結するのが従来のバスシステムであるとすると、ゾーンバスシステム

とは、中心地の周辺部に乗り継ぎ拠点を定め、そこで中心地に行くバスに乗り継ぎするシステム

のことをいう。 

このシステムを実施すると、中心部のバス運行を減らすことができ、運行費用の削減や渋滞緩

和の効果を収めることができる。福岡市はこのシステムを利用し、バス利用客数が多くない都市

南部及び、西部地域から入ってくる中心部の付近に乗り継ぎ拠点を設置して、都心に進入するバ

スのなかで 1 日あたり南部から 150 便、西部から 110 便を減らす効果を収めた。都心部のバス運

行便数は減ったにもかかわらず、輸送人員は減らない成功的な政策である。  

福岡市はゾーンバスシステム政策の成功に向けて、ICT を積極的に活用した。バスのロケーシ

ョン情報を乗り継ぎターミナルとバス内の市民に知らせて、乗り継ぎによる時間的不便を最小化

し、IC 交通カード使用時、1 回当たり乗り継ぎポイントを与えて利用客の経済的負担も減らして

いる。 

IC 交通カードの使用は、利用客の時間帯別利用頻度を把握でき、バス別運行時間や便数の増減

を調整するのに活用した。その他に、乗り継ぎターミナルに屋根を設置して、都心部に行くバス

                                                   
12 一定の区域内で小型バスを運行させ、地域内のターミナルで大型の幹線バスに乗り継ぎするシス

テムである。お互い違う地域相互間に大量高速のサービスが可能であり、従来の複雑なバス系統網が

単純化され、また、定時運行が確保されて交通渋滞を一部解消することができる。そのためには目的地

まで乗り継ぎ割引サービスの実施、支線バスと幹線バスの乗り継ぎのためのターミナル設置などが要

求されるシステムである。 
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を容易に識別するため、車色を変えたことは政策の繊細さを見ることができる。第 2 部でこのシ

ステムに関して、もっと詳しく述べる。 

福岡市はこれに加え、主要都心部である天神地区、博多地区、博多・中央埠頭など 3 つの地域

を連結する BRT（バス高速輸送システム）を導入して、郊外に多数の駐車場を設置し、車両の都

心部への接近を最大限に抑制する計画を始動させている。ここにも、ICT 技術を積極的に活用し

て、駐車場の空車情報や BRT の運行情報を提供して、便利に利用できるようにしている。 

しかし、福岡市も人口が都市の海岸を中心に集中された反面、南側の山間地方は、居住人口が

少なく、路線バスの赤字が深化されており、路線廃止を決定する状況が続いている。市は解決策

として、住民の移動権を保障するため、交通空白地域 13及び交通不便地域 14を明示して、交通手

段確保のための補助を拡大している。交通空白地域及び交通不便地域は、日本のあらゆる都市が

指定しているが、当該地域の実情に応じて、基準が少し異なる。 

この地域の住民は、自発的な参加により、交通事業者とともに、公共交通ネットワークを整備

して、マイクロバスなどを運営している。特に、バス路線を廃止する場合、市と該当の地域が、

必ず代替交通手段を講じすることを明示することで、市全域に公共交通の空白がないようにして

いる。 

その他にも移動弱者については、自家用車を利用して有償で移送できるように、補助金を支給

する政策を実施している。また、タクシーを公共交通事業者として認定して、路線バス廃止によ

る代替交通手段として利用している。 

2.  熊本市 

                                                   
13 バス停または鉄道駅から約 1 キロ以上離れた地域 

14 バス停約 500 メートル以上離れた地域(鉄道駅までの距離 1 キロ未満の地域および交通空白地域

を除いた地域) 
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熊本市は、2016 年 6 月現在、人口約 74.1 人の中規模の都市で、2011 年度の新幹線の開業で福

岡との移動距離が最速 33 分に短縮され、観光客の訪問が増加している。 

今までは、市の全年齢の人口は増加傾向であるが、生産年齢の人口（15 歳以上 64 歳以下）の

側面から検討すると、2000 年の 48.6 万人を基点に減少傾向にあり、2030 年になると 7.2 万人ま

で急激に減少すると予測している。つまり、熊本市も少子高齢化が深刻しているところである。 

このように、他の地方都市と同様に、公共交通の利用者が毎年減少しており、対策として公共

交通を中心とした‘コンパクトシティ’の構築を目指している。また、主要政策は、鉄道軸を中

心に基幹交通網を強化して、バス路線を再編すると同時に、公共交通空白地域及び公共交通不便

地域を解消することである。  

バス路線再編に向けて市当局は、地域交通の計画と運営に積極的に関与して、2007 年 12 月に

民間会社 15の出資による熊本市バス(株)を設立した。民間事業者と競合しない市営バスの路線を

すべてこの出資会社に譲渡して、運行管理体制を含めたバス路線網の再編するようにした。しか

し、複数の民間バスが、熊本交通センターを中心に放射線の形で路線を設定しており、都心部に

競合区間が多数存在しているなど、バス路線網の再構築がなかなか進まなかった。 

それで、熊本市と民間バス事業者がもう一度バス路線網の再構築をめぐり、結論を出したこと

が、2012 年 3 月に策定された‘熊本市の公共交通、グラウンドデザイン’である。要約すると、

第一は、鉄道、路面電車、幹線バスなどの基幹交通網の強化、第二は、支線バスの再編、第三は、

公共交通空白・不便地域の対応である。具体化するために、幹線交通網間の連携機能を強化して、

支線バス路線が幹線交通網と一体化ように構成した。また、コミュニティバス（村バス）や需要

応答型タクシーなどを通じて、幹線交通網や支線バスと結ぶようにした。 

                                                   
15 熊本市のバス交通は、民間会社と市営バスで構成されている。 
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この政策は、商業・業務機能が集中されている都心部に鉄道や路線バスを連結し、拠点地域に

住民の移住を誘導する‘多核連携型コンパクトシティ’の実現を最終目標としている。しかし、

人口の減少に備えて効率的な都市構造を作るメリットがある反面、公共交通空白地域に居住する

住民の不便を加速化させ、地域経済を疲弊させる可能性がある。 

対応策として、日本最初で、条例に住民の移動する権利を明示して、需要応答型タクシーなど

の代替交通手段を推進しているが、実際には、路線バスに関しては補助金の持続的な縮小で、こ

の地域は 1 つの路線しか残っていない状況である。 

熊本市公共交通の他の問題は、タクシーの過剰供給で、適正台数である 1,643~1,740 を 200 台

以上の超過（2015 年基準）していることである。日本は、このような地域を特定地域に決めて減

車など対策を実施しているが、熊本市は、タクシー協会の要求がないという理由で、現時点では

このままで維持している。 

なかなか解決できない自動車による慢性的な渋滞が問題となっており、対応策として自転車を

交通手段として活性化するための政策を実施している。自転車の走行道路の整備、駐輪場の確保、

電動自転車レンタルなどを実施している。また、採算性の低いバス路線を代替する手段として、

乗客数が増加している路面電車を拡大する政策も実施している。 

公共交通空白地域及び不便地域については、住民が自主的に団体を組織し、交通問題の対策を

講じるようにしているが、高齢者が多い地域では団体の組合が難しい面が多い。コミュニティバ

スの利用が低迷した場合、1.5 年後に廃止するようにするなど、限界がある。しかし、地域交通を

市当局に依存せず、地域住民も自家用車を利用しなくて公共交通を利用するように誘導すること

は、政策成功のために不可避な側面もある。 

3.  金沢市 
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金沢市は、人口 46.6 万人（2016 年基準）の中規模の都市で、日本国内で遺跡や温泉などで有

名な観光名所である。特に 2015 年、東京を結ぶ新幹線の開業により、観光客の増加が加速化して

いる。 

金沢市も日本の他の中小都市と同様に、高齢化社会の進行によって公共交通の利用減少と自家

用車の増加が問題になっている。2007 年の都市圏の交通分担率は、徒歩 16.1%（95 年 20.1%）、

二輪車 10.1%（同年 13.6%）、バス 4.6%（同年 5.1%）、鉄道 1.8%（同年 2.0%）、自家用車の

67.2%（同年 59.2%）であり、自家用車の都心部への接近が交通渋滞の主要因となっている。ま

た、観光客の 76%が、自家用車（レンタカーを含む）を利用して都市を移動することにより、今

後都心の渋滞がさらに深刻化すると予想されている。  

市当局は、都心部の交通渋滞解消のため、市民や観光客の公共交通の利用促進と交通機関の利

便性の向上に向けた政策を推進している。その中心には、交通をまちづくりの主な軸として見て

いる政策が実施されている。 

高齢化によって急激に衰退している郊外の住民が、都心部の近くに移住することを誘導するた

め、補助金を支給しており、自家用車による市内の進入を減少させるために、駐車場と路線バス

停留所を連携させる政策（パーク&ライド政策）を実施している。特に、郊外から都心部に移動す

る主な理由が、買い物のための自家用車需要が高いという点に着目して、割引クーポンなど特典

を提供している。  

まちづくり政策の推進につれて減少される市郊外地域には、地域状況に合う地域交通計画を立

てるように法的・財政的支援をしている。地域ごとに地形も異なり、主要施設の分布も異なるた

め、一律的な政策の実施よりも、住民が自主的かつ自発的に計画を立てて運営することも妥当な

面はあるが、高齢者が多い地域は対策を立てることが難しいという点が問題である。 

市の中心部にくる自家用車の減少と公共交通利用の促進に向けた政策は、成功を収めているが、

郊外の自家用車の利用増加を止めさせるためには、不十分であると見られる。これは観光収入以
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外にとくに財政収入がなく、中央政府の補助金に頼らなければならない地方中小都市の限界であ

る。 

4.  加賀市 

加賀市は、2005 年に旧加賀市と周辺の山間村を合併した都市であり、人口が 2016 年 6 月 1 日

現在 6.7 万にすぎない典型的な小規模都市である。他の山間地域の都市と同様に遺跡地と豊かな

自然環境、良い温泉地域を基にする観光産業が主要産業である。  

西日本・北陸本線など、鉄道網の構築が続いているが、市内部の交通は、主に自家用車が担当

しており、対策が急がれるのが実情である。自家用車の利用増加は、バス路線の廃止につながっ

ており、これに対する代替交通手段で数人が利用できる乗合タクシーや観光客用バスの一般利用

を推進している。観光都市の特性を生かして、市当局は観光客と市民の交通利便性を同時に追求

する政策を実施している。  

高齢化率が高い住民特性（全体住民の 33.8%、2015 年基準）を考えて、交通空白地域及び交通

不便地域は主にタクシーを活用した政策で解決しようとしている。需要応答型交通手段の一環と

して、予約制乗合タクシー制度を実施している。1 回当たり 500 円で都心部の病院などの主要施

設まで運行する制度で、タクシー事業者と提携して実施している。 

市はタクシー事業者の参加を誘導するため、積極的な赤字補填（赤字が生じた場合、赤字額の

4 分の 3 支援）を実施しており、年々利用率が高まっており、営業収支率が 49%（2014 年基準）

に達している。乗合タクシーの範囲を市内全域の主要施設だけでなく、商業施設まで拡大して、

タクシーが加賀市の新たな中核的な手段になっている。 

加賀市は、乗合タクシー以外に代替バスを利用する代替バス運行維持事業を実施して、補助金

を支給している。運行条件や実施の決定などを、住民が参加する法定協議会を通じて定めている。

しかし、高齢化の進行に従って、代替バスより乗合タクシーの普及を重視している。加賀市の乗
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合タクシーと代替バスに対する評価が良いことは、市民の交通政策に対する参加権利を明文化し、

関係者の積極的な参加を誘導した結果である。 

5.  新潟市 

港湾都市として日本の首都圏と連結させる役割を果たしてきており、豊富な農水産物が特徴で

ある人口 80.8 万人の中規模都市である。環境問題や都市活性化の観点から交通政策を推進してお

り、自転車や歩行環境の改善を重視している。‘スマートウエルネスシティ(Smart Wellness City)’

というスローガンの下で、住民健康と都市活性化に向けた交通政策を実施している。過度な自家

用車中心の交通分担を、自転車と歩行中心に変えようとすることが同政策のねらいである。 

駐輪場の整備、自転車専用レーンの設備、歩行者天国の実施を推進しており、公共交通と歩行

だけでショピングと観光を楽しむことができる都市を作っている。自動車走行速度を最大限に抑

制して、自転車と歩行者の通行を優先する政策である。  

公共交通については、地域住民の参加と権限を付与し、各地域の実情に合う創意的な政策手段

が出るように講じている。自家用車ではなく公共交通手段の利用が拡大されるよう、積極的に誘

導している。このため、‘パークアンドライド（park and ride）’を実施して、高速バス停留所

付近および鉄道駅付近などに、駐車場施設を拡大している。 

新潟市は、交通政策に対する市民意識を広く把握する必要がある場合、市民と事業関係者の意

見を聴取している。市民が直接提案しやすい機会を作って、単なるモニター制度では得にくい情

報を収集している。また、意見聴取は、交通政策に対する市民や関係者の当事者意識と責任感に

つながって、政策を成功に導く要因であると評価されている。 

6.  高松市 

高松市は、人口約 42.1 万人（2016 年基準）の都市で、四国の北東部にある香川県の県庁所在

地であり、四国の経済の中心である。郊外地域の大規模なショッピングモールの増加など都市機
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能が外部に拡大されて、自家用車の依存が高くなるにつれ、公共交通利用者の激減とともに公共

交通環境が悪化している。 

都市機能を集積し、市街地の拡大を抑制して環境に優しい公共交通を構築しようと、‘多核連

携型コンパクトエコシティ’政策を実施している。17 個の集約拠点を指定して、各地域に医療、

福祉、商業など、居住に必要な施設を取り揃えて住民の移住を誘導し、再び周辺の田園地域を連

携する構想である。 

この政策は、前に取り上げたように周辺部に対する積極的な投資と関心がなければ、地域経済

の衰退と公共交通空白を加速化する恐れが大きい。しかも、郊外に縦横無尽に整備された道路が

非常に多く、自家用車利用のインセンティブを高めている。高松市が含まれた香川県は、日本の

都道府県の中で面積が最も小さな県であるが、移動手段として自家用車の利用率は非常に高く、

1989 年 46.9%から 2012 年現在 67.7%になった。 

対策として、郊外から都心部に向かう集中型バス路線網と専用車線を構築して、公共交通を優

先して利用できる環境を構築している。郊外間の公共交通は、地域バス（村バス）およびタクシ

ー（需要応答型タクシーを含む）を通じて解決している。  

その他に、自転車が市内の路線バスと競合関係（自転車利用が高すぎると、路線バスが衰退す

る）であることを考慮した‘サイクル・アンド・ライド’政策を施行して、両者がバランスよく発

展できるようにしている。 

また、自家用車の市内への進入を抑制する‘パークアンドライド’制度、特定地域や特定時間

帯による通行料金の差がある‘ロード・プライシング’制度を実施している。公共交通の利用を

促進するため、地方都市としては珍しく、JR 路線を除いた市内のすべての公共交通手段を利用で

きる交通 IC カードも実施している。 

7.  長岡京市 
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長岡京市は、京都市と大阪市の中間に位置して交通が便利な都市であり、有名な古刹や名勝地

が多い観光都市でもある。人口は 8.1 万人（2016 年基準）の都市であるが、比較的に若者の比率

（15～64 歳、62.7％、2010 年基準）が高い。 

自家用車の保有台数は、減少傾向（1 万 4,500 台、2007 年→1 万 3,024 台、2010 年）で、自家

用車の利用比率は 29.9%（2010 年度）として鉄道とバスの利用比率の合計（21.5%、同年）と比

べると、公共交通の利用率も比較的に高い。JR など鉄道と路線バスが市の大半を運行しており、

空白地域はコミュニティバス（村バス）の運行で補完しているからである。 

他の都市に比べて、公共交通の状況は良い方であるが、環境問題や高齢社会の対応に向けて公

共交通の強化を推進している。観光都市であるだけに市外からの流入人口が多いから、観光客が

公共交通を利用できる公共交通優先の整備を実施している。 

交通弱者に対する交通手段や交通空白地域に対する支援のために、福祉バス、福祉有償運送、

需要応答型交通手段、タクシーなど、新しい交通システムの構築を試みている。これは、従来運

営されているコミュニティバス路線の廃止による補完策でもある。 

外出が困難な障害者を対象に 1 年間 1 万 800 円のタクシー代を支援する‘長岡京市愛のタクシ

ー事業’は、交通弱者に対する積極的な対応策として注目に値する。その他に、公共交通空白地

域の距離条件を福岡市や熊本市の条件より広範囲に認めており、距離条件以外に主要生活施設、

高齢化の割合まで考慮して、‘公共交通検討対象地域’を指定している。 

8.  山口市 

山口市は、2010 年基準、人口 19 万人で市町村の合併政策によって、2005 年周辺 4 町の合併を

実施した。したがって、市の区域が大幅に拡大されて、各地域のまちつくりと交通体系の再編に

力を注いできた。 
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市の郊外では、住宅開発が無秩序になされ、その結果、自家用車の利用率が非常に高くなった。

県庁所在地都市のうち、山口市の 1 人当たりのガソリン消費が最も高く、バスの利用率は最も低

迷している。  

路線バスの赤字運行が続いていたところ、1999 年以降の規制緩和による路線の廃止が相次いた。

また、路線バスを代替するコミュニティバスの運行も、タクシー事業者の反発で難関に逢着した。

市町村合併によって、山間地域など過疎地域の交通問題解決も抱え込むことにより、山口市は地

域の特性に合う、生活交通の再生と活性化に向けた新たな政策を行うことになった。 

まずは、交通ジャーナリスト、教授など民間専門家を委員長と副委員長として、交通事業者、

行政・地域関係者、公募で選抜した市民委員で構成された‘山口交通街づくり委員会’を創設し

て、‘市民合意’、‘多面的協同’、‘市民が作る交通’、‘自家用車に頼らない生活’など４つ

の目標を設定して、政策を発掘して推進した。 

4 つの目標を詳しく紹介した理由は、委員会が推進する政策が行政当局たけでなく、住民の協

力、そして地域の主体的な努力によって、行われるからである。住民が同委員会に自由に参加し

て意見を表すし、利害当事者であるタクシー事業者が多面的に協働して実施された点は、他の自

治体の政策決定と全く異なる点である。 

新たな政策手段の発掘よりも、各地域の公共交通は住民と地域が自分で守ろうという思考の転

換を通じて、自家用車よりバスの利用を促進するように誘導した。同委員会で合意された決定を

通じて、各地域のコミュニティバスの運行ができるようになった。 

これに加えて、重要視したことは‘持続可能性’である。補助金に過度な依存は、いつでもバ

ス運行停止の可能性があるので、地域の合意が水の泡になる恐れがある。従って、委員会はコミ

ュニティバス運行費用の解決に力を入れて議論した。 
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料金の負担を利用者と市だけでなく、公共交通を通じて見えない利益を享受している企業、商

店、団体などに拡大した。特に、直接公共交通を利用しない住民も費用を負担するようにした。

公共交通の存在により、自分が属する地域の評価が上がる利益を享受しているからである。 

地域の負担を明確にし、地域の利害関係者として地域住民や非営利団体にも、利用に関係なく、

会費・回数券の形で徴収した。そして、企業や商店、病院、各団体の施設などには広告料、協賛

金、支援金などで費用負担を共有した。  

その結果、市または国の低い補助金にもかかわらず、広い地域に公共交通を供給する土台がで

きた。自律的な住民協力と利害当事者の譲り合いを通じて、得た結果という点が注目すべきで、

示唆する点も大きい。 

9.  長野県木曽町 

長野県木曽町は、2005 年 11 月に一つの町と三つの村が合併され人口が約 1 万 4 千人となり、

‘日本で最も美しい村連合’として知られている。地形が非常に険しく面積も長野県の中で最も

大きく、冬には雪が多く、標高差も大きくてスキー場として有名である。しかし、最近、スキー

場に訪れる人も減っており、20 代の比率は 40 年間 30%以上減少しており、高齢化の割合も 33%

を超えるなど、地域全体が低迷する恐れがある状況であった。 

木曽町は、合併され広くなっただけに、交通空白地域の解決に向けた政策が必要になり、2007

年 4 月から町が運営するバスによる生活交通システムを本格的に稼動し、合併前より地域全体に

活気を吹き込んでいる。 

合併以前の各地域交通政策や体系が複雑すぎに構成されていると見て、これを整備することを

政策の最優先課題に設定した。平日、少なくとも 6 回以上バスを運行して、木曽福島の中心部か

ら残りの 3 カ村の中心部まで連絡する幹線バスを運行するようにした。各地域はゾーンバスシス

テムを導入し、循環バスと需要応答型タクシーが地域住民の移動を担うことにした。 
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全ての交通体系は、自治体である町が主体となって運営して、実際の運行は地域の運送事業者

およびタクシー会社に委託した。また、町村地域としては珍しく、幹線バスと支線バス間に乗り

継ぎポイントを付与して、住民の交通費負担を軽減させた。 

幹線バスの料金は 200 円、支線バスの料金は 100 円の単一料金体制であり、高齢者のために 1

ヵ月 800 円の交通費を支給している。バスの運行間隔およびバス停の設置場所、運賃などはアン

ケート調査を通じて、住民の意見に従って決定した。一定水準以上の需要があるなら、できるだ

け循環バスを運行するようにした。 

過度な住民志向的交通政策は、莫大な財政負担を伴い、2008 年基準、木曽町が負担する予算は、

1.3 億以上で県から補助される支援金を合わせ、1.5 億円以上が支出されている。 

それにもかかわらず、木曽町の交通政策が高く評価されていることは、住民の多数を占めてい

る高齢者が、以前より外出の回数が大幅に増えることによって、地域経済を活性化させていると

いう点である。また、高齢者の地域活動が活発になり、病弱な高齢者に対する予算の増加を止め

られる付随的効果もあると見ている。 

自治体予算の中で最も大きい比率を占めており、その規模も大きいが、政策の波及効果と住民

のニーズを考えて予算を交通分野に割り振ることで、予想以上の効果を収めた。同じ状況の他の

自治体もベンチンマークとする価値がある。 

10.  秋田県上小阿仁村 

上小阿仁村は秋田県の市町村の中で最も人口が少なく、高齢化も最も深刻な地域であり、村の

全体人口が 2006 年に 3,159 人、2009 年には 2,945 人に過ぎず、高齢化率は 44%に達している。

鉄道は一切無く、国道一つの路線が南北に通っていて、‘陸地の高度’というニックネームが付

いているほど、日本最高の交通不便地域ともいえる。 
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これを克服するため、バスやタクシーのような一般的な交通手段のほかに、四つの方法を導入

した。いわゆる生活交通システムであり、一番目は、バスが運行していない地域に限って、保健

所を往来する村営無料バスを導入して、二番目は、障害者や介護が必要と認めた人に限って、や

すく利用できる村営福祉有償運送サービスを備えた。 

三つ目は、NPO が運営する過疎有償運送サービスを 2006 年に開始し、タクシー料金の 5 分の

1（バス料金の約 2 倍）で利用できるようにした。ただし、バス業界とタクシー業界の利害を考慮

して、住民の中で会員に登録された人に限定し、ただし、妊婦や通院者は会員登録に関係なく利

用できるように配慮した。制限にもかかわらず、NPO 過疎有償運送サービスの利用者は毎年増加

して、開始 3 年ぶりに年間利用者数が 1,000 人を超えるほどになった。村の人口を考えたら早期

定着といえる。 

四つ目は、朝と夕方は定期運行をして、昼は事前予約の需要応答型乗合タクシーを運行するよ

うにした。2008 年、秋田市行きを担っているバス会社の撤回によって、発生した交通空白を補完

するための処置である。 

三番目の政策のみ NPO が運営をしており、残りの三つの政策は、すべて村が直接運営してい

る。交通空白地域であるほど、自治体主導の積極的な交通政策が必要であることを示唆している。 

第4章 韓国の過疎地域交通政策  

第1節 交通現況および政策の流れ  

韓国の交通政策は、幹線道路や幹線鉄道のような基幹交通網を除いて、ほとんど人口が集中し

ている首都圏を中心に実施されてきた。地方の大都市も徐々に人口が増加しているが、ソウルを

中心とする首都圏の人口集中が顕著となって交通渋滞の対応策として、多様な公共交通政策を施

行してきた。 
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バスや電車など、公共交通のインフラの持続的な拡充と連携システム構築にもかかわらず、1 日

平均の自動車走行距離が 46.2km で、日本の 26.1km のほぼ 2 倍に達するなど、自家用車との競

争で押され、公共交通は中枢交通手段としての役割を果たしているとは言えない。 

公共交通手段の輸送分担率を地域別に見れば、当然、自家用車の比率が最も高いが、特に地方

都市の方がさらに深刻である。交通機関別の輸送人員分担率を見ると、全国、首都圏、地方都市

圏のバス比率は、大きな違いはないが、電車の割合は大きな格差がある。 

韓国の地域間輸送は、主に道路が担っているが、最近、鉄道と航空による輸送人と貨物運送が

少しずつ増加している。道路の分担率は、2013 年現在 87.74%、鉄道は 12.14%で、2020 年には

それぞれ 86.76%、13.13%に変わると予測 16している。 

交通手段別の交通分担率を見ると、自家用車の交通分担率が極めて高く、2012 年基準 52.4%を

記録している。その次はバス 22.7%、タクシー12.5%、地下鉄 8.2%、鉄道 4.1%、航空 0.07%、海

運 0.05%の順となっている。  

バスの交通分担率の場合、市内の路線バスはバス乗り場の改善および拡充、案内システムや乗

り継ぎ割引など、関連インフラの増加によって持続的に上昇しているが、郊外の路線バスやコミ

ュニティバスなどは、減少して足踏み状態である。 

公共交通不振の対応策として、韓国政府は、鉄道中心の国家基幹交通網の拡充を掲げた。鉄道

は、環境に優しい交通手段であることに注目して、道路に対する投資を減らし、鉄道の予算比重

を増やしている。 

基幹鉄道網の拡充とともに、一般鉄道の高速化事業を推進して、日本の新幹線に該当する KTX

サービスを全国に拡大している。また、地域の交通難の解消に向け、首都圏全地域で都心に 30 分

                                                   
16 国土交通部(2016), [9](pp.18-19) 
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以内に接近できる広域鉄道網を推進中であり、一般電車の建設が難しい地方都市には、新たな交

通手段であるモノレールのような小型電車を導入してきた。 

市民が公共交通手段を利用するのに最も大きな支障事項である交通手段の相互連携を解決する

ため、交通手段間の Intermodalism を構築して統合ネットワークを強化している。これまで交通

施設の開発が個別的に行われ、道路・鉄道などの連携・乗り継ぎの距離を長くする結果となった。

解決策として、乗り継ぎセンターを各地域の交通結節点に建設する知能型交通体系 17を導入し、

利用者は各交通手段の配車現況及び交通状況をリアルタイムで知ることができる。 

乗り継ぎセンターの建設以外にも鉄道駅で、他の交通手段との連携や乗り継ぎを容易にするた

め、関連施設を改善している。バスやタクシー乗り場を駅の出口と近いところに設置し、乗り継

ぎ通路に雨や雪を避けることができるキャノピーを設置している。日本の駅の近くによく見られ

る駐輪場も、大幅に増えている。 

その他に、公共交通手段の輸送分担率を高めるための政策として、都心部までの停車駅が少な

い広域急行バスの開業や、バス専用車線を通じて定時性を確保できる BRT などを積極的に導入

している。 

地方中小都市や過疎地域など交通不便地域 18については、国土の均衡発展のために無視できな

いが、現実的には公共交通手段に対する補助政策が大半である。しかし、この地域は日本と同じ

く持続的に人口が減少しており、バスなど公共交通手段による赤字が増えている。赤字運営のバ

ス会社に支援している補助金も持続的に増加しており、2012 年を基点に 1 兆ウォン（１千億円）19

を超えている。 

                                                   
17 全ての交通手段と施設について、電子・制御・通信などの先端交通技術と交通情報を開発および

活用することで、運営管理を科学化・自動化して交通の効率性と安全性を向上させる交通体系をいう。 

18 韓国では交通不便地域や交通空白地域を普通、‘交通疎外地域’と呼ぶ。この用語は日本で

は慣れていないので、本論文は‘交通不便地域’の用語を使う。 

19 韓国のウォンは日本の円の約 10 倍である。 
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表 4.1 韓国のバス補助推移(単位：億ウォン) 

区分 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 

合計 8,859 9,682 9,938 11,034 12,402 

国家財政 1,418 1,744 1,755 1,853 1,909 

地方財政 7,441 7,938 8,183 9,181 10,493 

*資料：韓国の国土交通部資料参照作成、2015 

補助金が持続的に増加しているが、バス等の公共交通が地域経済に及ぼす影響が大きく、公共

交通の低迷は、交通渋滞など外部コストの増加につながって、脆弱な財政状況にもかかわらず、

補助をあきらめない状況である。 

最近は、需要応答型交通体系が新たな代案として浮かんでおり、地域の実情に応じる交通体系

を構築するため、自治体別に多くの政策が施行されている。以下の韓国の交通不便地域に対する

政策で詳しく見る。 

第2節 交通不便地域の政策  

韓国の国土交通部は、これまで交通不便の解消や公共交通利用の活性化に向けて、関連施設及

び情報化網の構築を地方まで拡大する政策を試みている。 

公共交通関連設備および交通情報網を更に拡大して、交通福祉に離れている地域である郡地域

住民の不便を解消するのに力を入れている。特に、リアルタイムの交通情報（位置、時間など）

のニーズが高まっているが、現在は大都市圏の市内路線バス情報のみを自治体別サイトなどを通

じて提供している。 

したがって、全国の路線バス情報システムを構築して、路線バスの交通情報を公共交通情報セ

ンターに連携している。また、高速バスの情報も段階的に交通情報センターに連携する案を推進

している。国土交通部の‘知能型交通体系の基本計画 2020’では、鉄道駅、空港など、乗り継ぎ
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施設を運営する鉄道公社、空港公社などが、乗り継ぎ施設の利用情報、連携交通情報を提供して、

交通手段の間に制限ない交通連係実現を支援していることを表している。 

農漁村地域及び都市の外部にある産業団地は、路線バスの運行不足で地域住民や入居労働者の

不便さをもたらしている。改善策として貸し切りバス運行範囲の拡大などを検討しているが、関

連事業者の反発で何度も縮小施行されており、持続的な説得と取り組みが必要な状況である。 

韓国の中央政府と地方政府は、過疎地域の交通不便を解決するために、路線バスの運行を強制

して、運行による損失を補填する‘僻地命令路線制度 20’を採択してきた。僻地命令路線の高い

通行費用、長い通行時間、少ない運行回数及び配車間隔のため、適時に移動させることができず、

利用が低迷するしかない。また、連携交通手段との乗り継ぎする時、経路、スケジュール、運行

時間、所要時間に対する情報不足のために、さらに不便になる。 

定期的な公共交通サービスが足りない農漁村地域および交通不便地域の住民に、便利・安全・

具体的な交通サービスの提供案を講じる移動権保障を図っている。高齢化による農漁村地域の公

共交通需要の減少により、民間会社による交通サービスの提供は、徐々に少なくなるために、新

しい交通体系の検討が必要な時点である。 

従来のバス体系が持っている運営上の問題点を補完できる需要応答型交通体系について、国土

交通部や自治体の関心が高まっている。国土交通部は、法律的および行政的整備を行っているこ

とと共に、地域間交通情報と都市交通情報を統合して提供することで、乗り継ぎの時の不便を減

らして、効率的な連携体制の構築を多方面に推進している。 

                                                   
20 「旅客自動車運輸事業法」第 24 条に根拠して、僻地・奥地地域住民の交通権の確保のために、国

土交通部長官または市・道知事が旅客の円滑な輸送やサービス改善に向けて、路線開設を命令した路

線である。 
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また、多くの自治体は関連研究と事前調査を通じて、地域の現状に合う需要応答型交通体系を

導入している。韓国の交通不便地域の政策はほとんど、需要応答型交通体系を中心として行われ

ている。 

第3節 需要応答型交通体系  

需要応答型交通システム（DRT：Demand Responsive Transit）は、規定の路線にこだわって

運行しないで、利用者のニーズにより、路線・停留所・運行時間を変更して運行する交通体系を

いう。この交通体系は、バスの大量輸送と、タクシーの‘door-to-door’サービスの長所を結合し

た公共交通サービスとも言える。 

需要応答型交通体系の定義を整理すると、運行系統、つまり起終点、運行経路、運行回数、運

行時刻、停留所などを特定しなくて、需要者の要求によって変更しながら、既存のタクシーとは

違って、数人が同時に利用できるという点で、公共交通手段ということができる。 

つまり、路線バスが運行系統を特定して数人に交通サービスを提供して、タクシー及び貸し切

りバスの運行系統がなく、個人または特定団体にサービスを提供するという点で、中間的な交通

手段である。 

1.  類型 21   

まず、路線の運行方法によって、大きく 4 つに分類することができる。 

一番目は、固定路線型（Fixed）運行で、運行路線と運行時刻を定めて一定に運行する形態であ

り、既存の一般的な運行形態とは大きく変わらない。日本の場合、一般定期路線バスと同じで、

利用者はこの運行形態を好む傾向があるが、予算がかかり、効率性が落ちるという短所がある。 

                                                   
21 慶山市(2015.8), [10](pp.67-70) 
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二番目は、運行時刻表によって、運行区域内に基本的に定められた固定経路を運行し、予約が

ある場合のみ経路を離脱して、輸送する形態である。大体に、このような交通体系を導入する場

合が多く、固定経路は地域住民合意をもって決定する。 

三つ目は、準ダイナミク型（Flexible）で、基終点の運行時間は決まっており、固定経路なしで

予約によって当日の運行経路を定めて運行する形態である。 

四つ目は、ダイナミク型（Virtual flexible）で、定められた運行時刻表、固定経路、基終点がな

く、予約によって当日の運行時間と経路、基終点を定めて運行する形態である。  

次は路線形態による分類である。  

一番目は、バス路線のすべての停留場に停車することではなく、状況によって特定の停留所の

み乗降できる形態である。そのうち、ピークタイムとそうでない時間帯、または、乗客数が少な

い週末や夜の時間帯に停車する停留場を最小化する‘弾力的な停留所停車技法（Fixed Route 

Skeletal）’がある。運行時間を短縮し、燃料を節約することができ、多くの地域で適用されてい

る。 

二番目は、‘弾力的路線運営手法（Deviated Fixed Route）’であり、運行中に基本路線を持

って運行するものの、路線から決まった距離内で需要が発生する場合のみ、乗客が待っている路

線上の決まった地点と目的地を連結して、路線を変更する手法である。 

三番目の‘支線路線サービス技法（Feeder Service）’は、路線バスの主要停留所から一定距離

に居住する利用客を対象に、この停留場まで連絡するサービスで、一般的にタクシー会社が担当

している。後で紹介する牙山市の‘マジュン（迎え）タクシー’が代表的な例である。 

基終点の形による分類もあるが、基点と終点をそれぞれ一つずつ持つのか、起点または終点の

数によって One-to-One、Many-to-One、One-to-Many、Many-to-Many に分けられる。 
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最後に運営主体別に分けると、自治体、非営利団体、民間事業者による運営形態がある。自治

体が運営する場合、関係機関、交通事業者との協議が容易して、地域住民の要求に合わせるサー

ビスが可能であるが、直接に車両を保有して交通サービスを提供した場合、遊休車両などの非効

率や予算負担の短所がある。 

非営利団体が運営する場合、利潤創出を目的としないため運行費が最も安く、地元商店の広告

収入、賛助金など、その他の運行収入の確保が容易という長所がある。日本の多くの自治体が非

営利団体（NPO）を交通空白地域の交通サービスを委託する理由でもある。 

民間事業者によるサービスは、競争を通じてより安くて良いサービス提供できる反面、過度な

競争による不法交通サービス会社が発生する恐れがある。したがって、このサービスは民間事業

者に完全に委ねる場合は少なく、民間に委託して補助金を支払う方式が多い。 

2.  韓国のモデル 22 

韓国の交通空白地域に適用できるモデルを、地域の特性に合わせて４種類にまとめる。 

一番目のモデルは、路線バスの廃止地域に人口減少と自治体の財政力のために、今後の運行の

再開が難しいと判断される地域に構築するモデルである。原則的に路線バスの終点から僻奥地の

村間を運行して、必要な時、邑・面（韓国の町村）役所所在地までの運行も許可するものの、既存

バスの運行区間では運行を制限する限定免許を発給して運行する体系である。 

運行車両は、輸送需要や道路環境によって選定するが、この地域は大体、交通需要が少なく、

狭小な道路環境によって、小型バスや乗合タクシーが主に運行される。運行方法では、地域住民

に運行系統と運行時間を知らせて、需要が多い場合に増回し、需要が少ない場合には運行を減る。

運行の類型は、経路離脱型または準ダイナミク型が望ましく、起終点が数ヵ所の地域に分散して、

広範に運行することができる Many-to-Many 型が効率的である。 

                                                   
22 交通安全公団(2015.2), [11](pp.24-32) 
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路線バスの運行地域ではないため、バス事業者の反対が発生する可能性がなくて、地域タクシ

ー会社に運行の優先権を付与し、もし従来のバスと路線が一部競合する場合、当該バス会社に優

先権を付与する案がある。タクシー会社とバス会社間に競争の場合は、両事業者間にコンソーシ

アム案も考慮することができる。 

当該事業の免許は‘旅客自動車運輸事業法’によって付与して、起終点・運行時間などを事前

に公示する条件を定めて、既存のバスおよびタクシー会社に特例適用を行う行政措置が必要であ

る。従来の業者の DRT 事業兼用を許容し、運行時には車両に DRT 車両であることを表示して、

既存交通体系との混乱を防止する必要がある。 

二番目のモデルは、路線バスはあるが、運行回数が少なくい地域に DRT を運行する地域の模型

である。交通需要が少ないが、一番目のモデルよりは交通需要が多く、運行回数増加の要求があ

るにもかかわらず、自治体の脆弱な財政のため不可能な地域である。 

運行系統と運行時間などを事前に告知して需要に合わせて運行する案、運行系統・運行時間を

事前に告知しないで予約だけで運行計画を立てて運行する案などがある。一定の時間前に予約す

べきことをあらかじめ告知して、予約の移行有無を住民に通報してくれることなど、予約システ

ムの定着が必要である。 

運行は、すでに路線バスが運行しているので、既存バス事業者に優先権を与える方策とともに、

バスが運行しない時間に限ってタクシー会社に優先権を与える方策もある。事業免許付与と運行

管理体系は、一番目のモデルと同一である。 

三番目のモデルは、いままでの過疎地域の路線バス運行体系を補完するタイプである。この地

域の路線バスは、決まった路線と時間によって運行して、地域住民の実質的な需要に対応できず、

乗客数の減少により財政支援のみ増えている。したがって、農漁村地域で既存路線バスを、運行

方式だけ需要応答型に変更して、効率性を図るものである。 
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運行体系を DRT に切り替えた後にも、運行時間や路線はそのまま維持するが、需要に応じて任

意に変更するシステムである。つまり、経路離脱型または準ダイナミク型に路線の運行と弾力的

な路線運営型モデルである。 

既存路線バス会社が運行するが、別の需要応答型運送事業免許を付与し、車両を需要応答型運

送事業用に使用できるように、許可することである。ただし、上のモデルと同様に、需要応答型

車両を表示することと、需要に合わせて運行経路の変更又は短縮することができるように、事前

予約システムが必要である。 

四番目のモデルは、人口減少や高齢化などの交通需要の減少や、自治体の財政状況などにより、

路線バスをそのまま維持できない場合、路線バスの代替手段として需要応答型交通体系を採択す

る場合である。 

既存の僻地命令路線について、命令路線欠損補助金を、DRT 運営財源に転用して財政効率化を

図るものである。路線バス代替型 DRT を導入する場合は、邑∙面役所所在地を起点として僻奥地

の地域間の運行することになり、僻地命令路線が DRT の運行対象路線になると予想される。 

交通需要が比較的少ない地域なので、小型バスが望ましく、極めて少ない地域には乗合タクシ

ーなども可能である。あらかじめ運行スケジュールを告知して、需要がない場合には短縮運行し

て、需要が多い場合には運行回数を増やす。 

路線の運行方法は、経路離脱型・準ダイナミク型・ダイナミク型が可能であり、路線形態は、

弾力的な路線、起終点が多様な Many-to-Many 型運行方式が望ましい。運営主体は、既存のバス

の運行区間に運行する時には、既存事業者に DRT 運営の優先権付与し、バス運行区間と運行しな

い区間の割合がほぼ同じ場合には、路線バス会社とタクシー会社が共同参加する案も可能である。 

第4節 韓国の政策事例  
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いままで韓国の交通空白に対する政策は、路線バス会社に補助金支給が全てであるといえる。

しかし、人口減少と高齢化傾向、自家用車の増加による公共交通需要減少と収益性の悪化で、こ

れ以上路線バスを維持できない状況になった。 

僻地路線バスに対する補助金の増加に耐えられない自治体の場合、僻地路線を廃止または運行

回数を減らす方法で対応している。過疎地域の住民に、自家用車の利用をさらに加速化させて、

路線バスの収益性を悪化する悪循環が続いている。 

それで、農林畜産食品部では、2014 年と 2015 年に‘農村型交通モデルの発掘事業’を実施し

て、交通空白に村バスおよびタクシーを活用して、病院、邑役所のような公共サービス拠点と結

んで、地域活性化を図った。この事業によって、2014 年に完州郡など 13 の市郡、2015 年には 6

つの市郡が選定され、バス型(8)、タクシー型(10)、バス・タクシー複合型(1)が試しに運営され、

地域住民の評価が高く、これが需要応答型交通体系導入のきっかけの一つになった。 

国土交通部は 2015 年、‘需要応答型公共交通支援事業’を実施し、全羅南道莞島郡、慶尚北道

英陽郡、全羅南道高興郡、全羅北道任實郡などの交通不便地域に対する需要応答型交通システム

の導入を試みた。その外に、大統領の諮問機関である地域発展委員会は、茂朱・鎮安・長水郡に

需要応答型公共交通構築事業を支援した。 

1.  牙山市（アサンシ） 

牙山市は、2015 年 4 月現在、人口 308,007 人の都市であり、忠清南道北部に位置しており、6

つの洞、2 つの邑、9 つの面で構成されている。1995 年温陽市と牙山郡が合併して、人口 15 万か

ら 30 万を超える都農複合都市に変わった。 

都心部地域と以外の過疎地域との交通福祉の差が急激に大きくなって、交通問題が牙山市統合

のための優先課題になった。特に 2016 年全国体育大会をきっかけとして、成功的な開催のため

には、公共交通体系の改善が大事であると認識して、多様な形の需要応答型交通システムを、初

めて導入するようになった。  
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牙山市の需要応答型交通体系は、‘マジュン（迎え）タクシー’と‘マジュン（迎え）バス’に

構成されている。2012 年 11 月 1 日に路線バスのない地域に、牙山市のブランドタクシーを利用

したマジュンタクシーと、16 人乗り型のマジュンバス 5 台を僻地路線・登校路線・循環路線に運

行した後、段階的に拡大して 2015 年現在、マジュンバスは 18 台が運行されている。 

牙山市が運行するマジュンタクシーとマジュンバスは、従来の路線バス運営費用（年間 1 億

6,000 万ウォン）に比べて、マジュンバスは 1 億ウォン、マジュンタクシーは 1,000 万~2,000 万

ウォン程度を要するため、財政的な長所を持っている。 

マジュンバスは、路線バスのない農村地域から交通の不便な市内の中学校を結ぶ登校バスと、

各村を循環するバスとして活用されている。料金は、大人 600 ウォン、中高生 500 ウォンで、路

線バスの 40%程度で、2015 年現在 1 日平均 432 人が利用するなど、評判が高い。  

マジュンタクシーは、牙山市が運営するブランドタクシーを活用して、マジュンバスが運行さ

れていない地域で運行するタクシーである。当該地域の村会館でコールセンターにマジュンタク

シーを呼び出して、最も近いバス停まで旅客を連れてくる役割を果たしている。 料金は 100 ウォ

ンであり、残りは牙山市が補助する。 

マジュンタクシーの場合、最初は法的根拠がなくて一時中断されたが、2013 年 7 月 22 日‘牙

山市公共交通の奥地地域住民の交通福祉増進に関する条例’を制定し、現在はマジュンタクシー

を 38 の村で運営している。 

マジュンタクシーが村一つ当たり年間 100 万ウォン程度の補助で十分であるが、路線バスの場

合は、村一つ当たり 2,000 万ウォン以上の予算が投入しなければならないため、サービス開始後

マジュンタクシーの運営地域が大きく拡大された。牙山市は 2017 年現在 62 の村からマジュンタ

クシーを運行しており、2016 年には１万 8432 台が利用されて、補助金として 1 億 8200 万ウォ

ンの予算を支給した。  
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また、牙山市はタクシー料金の補助のための確認方法（領収書または日誌の確認）を改善して、

地域タクシー会社とマジュンタクシー運行実績を自動的にチェックする技術を開発するなど、需

要応答型交通体系で先駆的な姿を見せている。 

しかし、マジュンタクシーは、搭乗の 30 分前に呼ぶ必要があり、乗り継ぎバス停までしか送っ

てくれないので、住民は路線バスやマジュンバスの路線延長および新設を欲しがっている。 

2.  舒川郡（ソチョンクン） 

舒川郡は、忠清南道西南部にある地域であり、韓国の西海に流入される地域に位置する。郡庁

所在地は舒川邑であり、2 邑 11 面で構成され、面積は 365 ㎢、人口 56,910 人（2015.12 基準）

で港がある長項邑と、工業地域がある舒川邑を中心に人口が集中（48%）されている。 

二つの邑を除いた 11 個の面には、住民が広範囲に居住しており、人口減少も続いている。路線

バスの運行による補助金支給が限界に致しており、舒川郡は 2012 年 11 月から 2013 年 3 月にか

けて、6 つ邑面の 23 個村の住民を対象に‘移動パターン表’を作成して、最適な運行日や時刻な

どの基礎事項を把握した。調査結果、村の住民がほとんど 65 歳以上で、目的地は市場や病院があ

る邑面役所所在地であり、運行の時間帯は、病院は平日、市場は市場の開かれる日に交通利用が

集中していることがわかった。 

2013 年 5 月 31 日‘舒川郡・農漁村のバス未運行地域の希望タクシー運行および利用の住民支

援に関する条例’を制定し、予算 5 千万ウォンを確保して 2013 年 6 月、道路環境などのために

路線バスが運行していない（バスを利用した時、30~40 分程度の徒歩が必要な地域）5 つの邑面

の 16 の村を対象に実施した。 

地域にある 202 台のタクシーのうち、村ごとに住民との協議を経て、村を担当するタクシー1

台ずつ選定して、1 ヵ月間の運行時刻表を作成した。利用料金は、邑役所所在地へ行く場合、バス

の運賃と同じく 1,100 ウォンに、近い面役所所在地に行く場合、100 ウォンに決めた。料金の不
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足分は、郡が毎月の運行回数などを計算して精算した後、村の里長を通じて村担当のタクシー運

転手に支払うこととした。 

‘希望タクシー’導入の初月である 2013 年 6 月の一ヵ月間希望タクシーを運営した結果、491

回の往復運行で１回当たり 2.53 人の割合である 1,237 人が利用した。利用率が最も高い地域は、

80 人あまりが居住している文曲里で月 46 回、156 人が利用（平均乗車人員 3.39 人）した。 

1 年間（2013 年 6 月~2014 年 5 月）の利用者は 27,757 人として、一回当たり平均 2.76 人、タ

クシー1 台当たり 1 ヵ月間平均 401,000 ウォンを支援（タクシー19 台）した。 

‘希望タクシー’を 23 の村に拡大する時に必要な予算（年間約 8,000 万ウォン）が、路線バス

の運行に必要な予算（年間約 2.5 億ウォン）に比べてはるかに安くて、良質の交通サービスを提

供できる交通手段と判断した。その後、住民の持続的な要求によって、2017 年 5 月現在 37 の村

に希望タクシーが運行されており、2016 年に 32,900 人が利用して、１億 1 万ウォンを支援した。  

舒川郡は、徹底な事前準備を通じて、需要応答型交通体系を導入したことは注目に値する。住

民アンケート調査によって作成した‘移動パターン表’により、交通需要を体系的に整理して、

住民に新しい交通体系に対する理解と参加を誘導した点は、他の自治体でも参考にすべきである。 

3.  他の事例 

韓国は、日本に比べて需要応答型交通体系の導入が遅れて、最近、本格的に拡散されている。

ほとんど上で紹介した二つの地域の政策をベンチンマークとして、各地域の実情に合わせて適用

している。 

特に、全羅南道を中心に、過疎地域から最も近いバスの停留場まで連携させてくれる‘100 ウ

ォンタクシー’は大人気であった。2016 年に全羅南道 645 の村 39 万人がこのサービスを導入し

たが、2017 年大統領選挙で全国への拡大することを公約で掲げて、注目を浴びた。 
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各地域別にバス型またはタクシー型需要応答型交通体系を運行していて、地域規模によって二

つの形を合わせて運営する地域と、ひとつの形だけで運営する地域もある。需要応答型交通サー

ビスの事例については、下記の表 23を通じて運営形態を紹介する。 

表 4.2 バス型 DRT 運営地域 

所在地 京畿道楊平郡西宗面 慶尚北道醴泉郡竜宮面 慶尚北道蔚珍郡 

人口/面積 7,423 人(2012 年) 
/92.84 ㎢ 

2,875 人(2015 年) 
/31.85 ㎢ 

52,061 人(2014 年) 
/989 ㎢ 

サービス 
手段 

小型バス(11 人乗り) 中型バス(21 人乗り) 
1 代 

中型バス(34 人乗り) 
1 台 

運行時間/回数 1 区間:月∼金、往復 8 回 
2 区間:月∼金、往復 1 回

(学生輸送) 

毎日 2 回/路線指定 1 日 1 人 2 回 

利用料金 100 ウォン 
(65 歳以上、妊婦) 
500 ウォン 
(一般、子供、青少年) 

1,200 ウォン 1,000 ウォン 

終点 
(目的地) 

面所在地 面所在地 - 

予約方法 時間割どおりに運行 定期バス路線 - 
平均利用者数 1 日平均 10.7 人、月平

均 214 人 
1 日平均 16 人 1 日平均 20 人 

2014 事業費 
(百万ウォン) 

71(農漁村基金) 75(国費) 15(国費) 

2015 事業費

(百万ウォン) 
60(農漁村基金 30、地方

費 30) 
80(国費 40、地方費 40) 30(国費 15、地方費

15) 
従来の僻地路

線の有無 
従来のバス未運行地域 - - 

運営事業者 限定免許 3 年 
(運営費支援) 

既存のバス会社の運行 限定免許 

特異事項 村バス限定免許で推

進、 
既存のバス未運行地域

に小型バスで定期路線

- 

                                                   
23 大邱慶北研究員(2015),[12] (pp.58-62) 
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老人、障害人、妊婦、優

先乗車 
の運行 

運行開始 2014.10.1 2014.12.23 2014.12.1 

 

表 4.3 タクシー型 DRT 運営地域 

所在地 京畿道楊平郡 慶尚北道醴泉郡 慶尚北道星州郡 

人口/面積 104,873 人(2013 年) 
/878 ㎢ 

45,322 人(2014 年) 
/661 ㎢ 

碧珍面（3,438 人/63 ㎢、

2011 年) 
船南面（6,816 人/67 ㎢、

2010 年） 
運行時間 
/回数 

村ごとに多様 村ごとに 4∼8 回 1 日 2 回(片道)、運行時

間帯 1 日 8 回 
利用料金 1 当たり基本 1,200 ウォ

ン、10 ㎞を超過した場合

5 キロごとに 100 ウォン 

1 当たり 1,200 ウォン 1 当たり 500 ウォン 

終点 
(目的地) 

電車駅、市場、官公庁や病

院 
邑所在地 面所在地 

(最大 15 分所要) 
1 里 3つの村邑所在地連

携(テスト) 
予約方法 住民総会で運行区間と時

間の選定 
毎月の村が時間と日付

指定 
事前予約(電話でドライ

バーに直接予約) 
平均利用者

数 
月 405 人('15.5 月)、 
往復 268 回  

- 1 日平均 33 人 

2014 事業

費 (百万ウ

ォン) 

- - 50（国費） 

2015 事業

費 (百万ウ

ォン) 

100（郡費） 100（郡費） 100（国費 50、郡費 50） 

従来の僻地

路線の有無 
従来のバス未運行地域 従来のバス未運行地域 従来のバス一部運行 

運営事業者 個人または法人タクシー

(村で指定) 
個人タクシー 
(村で指定) 

- 
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確認方法 領収証と事前搭乗申請内

訳 
領収証と事前予約時間

割確認 
領収証を添付した日誌

作成 
運行開始 2015.1.19 2015.2 2014.9.20(碧珍面) 

2014.5.27(船南面) 

 

表 4.4 バスとタクシー混合型 DRT 運営地域 

区分 料金（ウォン） 運行開始 特異事項 

京畿道 
楊平郡 

100(高齢者、妊婦) 
500(その他) 

2014.10.1 
小型バス(11 人乗り)限定免許の推

進、タイムテーブルで運行 

1,200(10km の超過に

5km ごとに 100 ウォ

ン) 
2015.1.19 

住民総会で運行区間、時間を選定 
→幸せタクシー運営委員会の審議 

慶 尚 北

道 醴 泉

郡 

1,200 2014.12.23 
既存のバス未運行地域、  
小型バスで定期路線の運営 

1,200 2015.2 
既存のバス未運行地域、  
毎月の町が利用時間と日付指定 

全 羅 北

道 完 州

郡 

500 2014.11.3 
32 つの村ごとの専従タクシー1 台 
(月別住民会議またはコール予約) 

500 2015.6 山間地域を中心に運行 

全 羅 南

道 高 興

郡 

100 2015.2.1 21 つの村に、毎月 3 枚利用券支給 

1,000 2016.7.1 
市日など特定日又は需要に 
合わせて運行 

全 羅 南

道 莞 島

郡 

100 2015.3.23 村あたり 1 日 4 枚利用券支給 

- 2018 以降  15 人乗りのバス利用 

 

第 2 部  福岡ゾーンバスシステムの実証的経済分析  

第5章 分析のねらいと目的  
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国や自治体の経済政策の変化は、必ず政策の対象となる住民の便益を変化させ、時々費用の増

減を招く。第 1 部で紹介した様々な交通政策は地域住民の便益を増加させたりするが、莫大な予

算が投入され、地方財政に負担を与えることも現実である。逆に便益を減少させる交通政策に応

じる適切な補償が必要な場合もある。したがって、費用と効用のバランスをとる政策と予算の投

入が重要である。  

第 2 部では、新しい交通政策実施による便益を消費者効用の観点から分析して、リーズナブル

な予算投入のレベルを把握しようとする。このため、福岡市バス政策のうち、乗り継ぎシステム

である‘ゾーンバスシステム’の乗客に対する実証調査を通じて、消費者の効用水準を把握して、

乗り継ぎ割引政策の妥当性を判断してほしい。 

つまり、新しい交通政策の実施によって、減少された消費者効用を補償するための乗り継ぎ割

引金額を費用、すなわち予算の側面から見る。バス利用者の立場で乗り継ぎにより、増加された

費用と所要時間を時間価値に換算して、減少した消費者効用を測定する。 

バス会社の立場では、新しい政策の実施によって二つの側面から変化が発生している。一つは

乗り継ぎによる増加された運行の収入と、他の一つは都心部に進入するバスの運行減少によるコ

スト削減である。これによって発生する資金は、消費者効用の減少による不満を抑える乗り継ぎ

割引に使用することができる。 

交通政策の担当者、すなわちバス会社の担当者が、新しい政策（ここでは乗り継ぎ割引）を決

定する前に、営業収支を減少させない範囲で投入できる予算を定める方法を提示する。また、現

在、福岡市のバス会社である西鉄バス会社が施行している乗り継ぎ割引の水準が、利用客の減少

された効用をどれほど補償しているのかを見て、適切な水準を判断することができる。 

第6章 分析の枠組  
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第1節 ゾーンバスシステムの概要  

1.  意味 

少子高齢化とともに、都市への人口集中が加速している。その結果、農魚村のみならず、都市

の周辺地域も過疎地域になり、バスをいつものように運行することが難しくなる。この地域の人

口減少によってバスが運行しない、または、運行頻度が減る地域が多数発生している。とはいっ

ても、第 1 部で紹介した様々な理由で、過疎地域の公共交通をあきらめて、自家用車のみに任せ

ることは望ましくない。また、誰でも行きたいところに行ける権利、つまり、移動権の重要性は

だんだん高まっている。 

最近、自治体の条例に移動権を直接明文化するとか、選挙で地域交通不便の解消を主要公約に

掲げる場合も多い。市民が交通政策について注目しており、実生活に及ぼす影響も大きいからで

ある。しかし、無分別な交通政策の施行によって、自治体に大きな負担になる例も多い。したが

って、多くの自治体が最小の予算を投入して、交通空白地域または不便地域を解消する政策的な

試みをしている。 

農魚村の交通空白地域における代表的な交通政策が‘需要応答型交通体系’というなら、都市

周辺地域の交通不便または交通空白を解決する政策が‘ゾーンバスシステム’である。 

ゾーンバスシステムということは、地域の拠点間の連絡する幹線バスと、拠点から郊外地域な

どを連絡する支線バスで構成されたシステムである。既存バスシステムは郊外地域から中心部ま

で直接に連絡するが、ゾーンバスシステムは一つの拠点だけを連絡して、拠点から中心部また他

の拠点まで連絡する。同じ時間帯に発生する複数の小規模需要を幹線に集約し、すべての地域ニ

ーズに効率的に対応するシステムである 24。 

2.  メリット 

                                                   
24 鈴木(2014), [13](pp.146-149) 
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まずは、バスの運行回数増加である。最寄りの停留所で目的地を気にせず、どのバスでも利用

可能になる。例えば、ある停留所 1 日当たり博多行バス 1 本と天神ゆきバス 1 本として 1 日 2 本

のバスが運行する場合、この停留所を利用する人は 1 日 1 回しか天神にいくことができない。ゾ

ーンバスシステムを適用したら、2 本のバスを全部ゾーンバスターミナルに行き、そこから新し

いゾーンバス（博多ゆきまたは天神ゆき）に乗り継ぎしたら、1 日 2 回天神にいくことができる

ようになる。ゾーンバスシステムによって、バスの運行頻度が 2 倍になる効果ができている。つ

まり、乗り継ぎ停留所までどのバスも利用可能になって、同じ本数のバス運行で運行頻度を増加

させる効果がある。このシステムを実施する自治体は、支線バスの運行便数をへらさず、幹線バ

スの運行便数を減るのが多い。 

2 番目の効果は、定時にバスを運行することができることである。郊外地域から都心部に行く

バスの重複並行の防止し、幹線道路上のバスが集中するダンゴ運転を防ぐことができる。従来の

路線があちこちの停留所を立ち寄って都心部に行く場合、ある区間の交通渋滞が路線全体とその

路線に絡んでいる路線に広がる。ゾーンバスシステムはひとつ路線系統の長さが短くて、交通渋

滞の影響がその系統に限定させることができる。支線と幹線が分かれていて、一系統の渋滞がそ

の系統に限られることである。 

3 番目は、同一運賃の乗車範囲が拡大になることである。乗り継ぎ停留所で支線バスまたは幹

線バスを利用して、以前は高い料金で行く目的地を同じ料金で行くことができる。また、新しい

系統の創設がなくても、行ける地域が拡大になることである。例えば、従来は家の前の停留所で

は天神行きまたは博多行きのバスを経由して、ほかの目的地まで行ったら、このシステムを利用

して安い料金で、より早く目的地まで行くことができる。 

4 番目は、バス会社の経営改善である。1970 年代に加速したモータリゼーションによって、公

共交通からマイカーに交通手段がかわった。1970 年代は自家用車の交通分担率は 18.9％であっ

たが、1988 年になると 30％以上になった。それに加えて、電車など、定時性がより優秀な他の交
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通手段が増えて、バスの交通分担率が下がる一方であった。当然、バス会社の経営は悪化して、

赤字の規模が手のほどこしようもなく大きくなった。 

ゾーンバスシステムの導入初期の重要な理由は、バス会社の経営を改善するためであった。後

程紹介するが、初めてゾーンバスシステムというネーミングした大阪市は、システム導入の核心

的な理由がこの問題であった。幹線で運行するバスを減らすことが可能であれば、バス会社のコ

ストを減らすことができるし、上の効果によって、バス乗客の増加を予想できる。また、自動車

の交通量を抑制し、ゾーンバスシステムの効果を、さらに高まることもできる。 

5 番目は、バス輸送力の向上である。特定な支線バスのみ利用する必要がないので、乗客数の平

均化することができる。例えば、福岡市南部のある地域が天神ゆきバスと百道浜ゆきバス二つし

かない場合、百道浜近くの福岡ドームで開催する有名な歌手のコンサートにいくことを想定しよ

う。この時、百道浜ゆきバスは当然なことであるが、満員の状態運行することとなるが、天神ゆ

きバスの中は空で運行することになる。 

ゾーンバスシステムの導入によって、このような状況を緩和することができる。一つの系統バ

スに乗客が集中することを防ぐために、二つのバスに均一に分散して輸送力が高まる。もちろん、

ゾーンバスターミナルから百道浜ゆきバスの混雑を避けることは不可能であるが、ターミナルか

らのバス増便など余裕をもった運行もできる。 

3.  成功の条件 

今まで紹介したゾーンバスシステムのメリットだけをみると、このシステムの導入を反対する

理由はなさそうである。だが、システムの決定的なデメリットがある。乗り継ぎそのものである。

従来はたとえば、天神まで一回乗ることによって途中で降りることなく到着することができた。

乗り継ぎのため、ゾーンバスターミナルからは立ったまま、天神に行かなければならない場合も

ある。とくに、高齢者や体の不自由な人はこのシステム導入に反対である可能性もある。 
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しかし、都市周辺地域の人口減少が深刻になっている状況にあわせて、バス会社の赤字が続い

ていることや莫大な補助金のために、今のままでバス路線を維持することも困難である。従って、

バス乗客の不便さを減らしながら、ゾーンバスシステムを成功的に定着するためには、様々な取

り組みが必要となろう。 

まずは、効率的な系統の設計を通じて、バス路線の再編することである。人口分布、利用頻度

などを考慮して、ゾーンバスターミナルを中心として幹線と支線を分離する。支線系統の長さと

幹線系統の長さを考えて、乗り継ぎ停留所を設置することである。通勤時間帯は一部直通バス路

線を維持するなど、弾力的にシステムを適用してバス乗客の不満を最小化する。支線バスは、時

と場合によってバスの便数を増発し、利便性に関する乗客の体感度を増加する必要もある。 

次は、乗り継ぎによる料金負担を、減少させる政策が並行しなければならない。一般的には乗

り継ぎ路線は、直接路線より路線の時間距離が長くて、その分料金が高くなるはずである。乗り

継ぎが重なるとバス料金が膨らんで、乗客の反発が高くなることも当然なので、ゾーンバスシス

テムを実施する自治体やバス会社は、従来の料金政策を大幅に変更する。 

大阪の場合、システムが適用される地域は、同一料金を決めている。この料金政策によって、

遠い目的地もゾーンバスシステムの範囲であると、同じ料金になって料金が安くなった。福岡市

のゾーンバスシステムは、従来の乗り継ぎ割引（最大 80 円）以外にもゾーンバスターミナル（藤

崎ターミナルと大橋ターミナル）を通じてバスを乗り継ぎする時、距離に関係なく 100 円割引す

るサービスを実施している。この政策によって、ゾーンバスシステムを適用される大部分の地域

は、直通バスの料金より乗り継ぎバスの料金が安くなった。より詳しい内容は後で紹介する。 

3 番目に必要な政策は、乗り継ぎ施設の改善である。乗り継ぎ乗客の最高の不満は乗り継ぎそ

のものであることなので、不便さをできるだけ減らすことがゾーンバスシステムの成功の必須条
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件であるといえる。歩行距離を最小化し、すぐ乗り継ぎバスに乗ることができる利用施設が必要

である。つまり、‘目の前で乗り継げる’環境づくりが大切である 25。 

天気に関係なく利用できるように、移動通路や停留所を整備することがゾーンバスシステムに

とって必要であるが、これだけでは乗り継ぎへの抵抗を下げることには不十分であろう。最近は

ショッピングセンター、役所、総合病院などの主要施設にターミナルを設置して、住民がバスの

乗り継ぎに兼ねて多様な用事ができるようにしている。 

とくに、地域住民がよく利用する駅を乗り継ぎターミナルに設定して、バスと電車のなかで乗

り継ぎ手段を選んで目的地までいける形も多い。福岡市の大橋ゾーンバスターミナルもこの形態

であるが、ショッピングセンターも兼ねていて、乗り継ぎの抵抗感を比較的すくない。今は一部

の施設の整備工事が実施中であるので、今後の利用者の評価ももっと良くなるかもしれない。 

4 番目は、バス優先の交通規制の導入である。ゾーンバスシステムによって長くなる時間距離

を、できるたけ最小化するために特別な対策が必要である。その一つがバス専用路線である。バ

ス専用路線の長さと専用時間帯の拡大によって、自家用車の運転者は不満を持っても、公共交通

の利用拡大を目指すためには必要な政策である。 

ただし、道路の左端に設けられたバス専用車線は、左折車両により渋滞を引き起こすこともあ

り、バス専用車線の効果に疑問を持っている意見も多い。実際にゾーンバスシステムを初めて導

入した大阪市の場合、ある運転手は‘交差点などでバス路線に交差する道路の自動車交通量が規

制によって増加したため、渋滞が激しくなる 26’との意見もあった。 

従って、今のバス専用車線の制度ではバスの運行時間を大幅に短縮することは困難であるの

で、韓国のようにバス専用車線を両側から中央に移動する、中央バス専用車線制度の導入も考え

                                                   
25 鈴木(2014), [13](p.148) 

26 松本(1975), [14](pp.70-87) 
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る必要がある。そのほかに、バス専用車線制度の拡大に従って道路照明、踏切の新設など、歩行

者の安全対策も並行すべきである。 

5 番目は、車両デザインの改善など、ソフトウェアの側面の取り組みが必要である。支線バス

と幹線バスを一目で分かりやすく塗装して、利用者の利便性を高まることができる。支線バスは

バス番号以外に、色またはマークの表示で利用者がすぐゾーンバスを確認できる。 

最近、ゾーンバスシステムを導入した自治体は大体、上に紹介した条件を受け入れて実施して

いる。初めてこの政策を導入した大阪市は、初期の反応と評価はあまり高くなかったが、大阪市

をはじめ、多くの自治体は事後評価と総合的な検討を通じて、ゾーンバスシステムを定着させる

ことに成功している。 

4.  歴史 

‘ゾーンバスシステム’は本質的に単なる‘バスの乗り継ぎシステム’なので、このシステム

の起源がどこかを探すのは容易ではない。どの自治体も主要バスターミナルに各地域を結ぶバス

が集まるので、今のゾーンバスターミナルと似た形の乗り継ぎ構造を持っている。 

ただし、ゾーンバスシステムの名前を初めて使用した自治体が、大阪市である。大阪市は

1974 年ゾーンバスシステムを実施するために、事前意識調査を通じてバス路線の需要などを把

握し、システムの導入に従う制度を整備した。特に、バス運行時間の短縮に欠かせない条件であ

るバス専用車線を拡大するための、‘バス優先化交通規制’に関して関係機関との協議が重なっ

た。 

大阪市がゾーンバスシステムを導入した主な理由は、バス会社の経営状態が次第に悪化するた

めであった。大阪市のバスは市営なので、経営赤字の分は市予算に補うしかなかった。モータリ
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ゼーションに加わって、地下鉄の登場はバス乗客数の減少を加速化させた。昭和 39 年度の１日

平均 119 万人に比べて、49 年度では約 2 分の 1 の 60 万人に減った 27。 

この問題を改善するために、バス路線網の再編整備、バス優先化交通規制を含めて停留所標識

の改良、車両の低床化 28、乗り継ぎ施設の改善整備も行った。また、新しいシステムの導入によ

る乗客の負担を下げるため、ゾーンバスシステムが実施する地域は、同一運賃を適用するように

した。一部地域は、従来の料金よりも安い料金で行けるようになって、このシステムに対する満

足度を高める効果を期待した。 

ゾーンバスシステムの導入前に実施した需要調査などをもとにして、1 日平均約 2 万人程度の

乗客増加を予想した。それによって経営収支が約 2 億 5000 万円程度の改善を期待したが、実績

はこれを大きく下回った。システム導入の初期であって、様々な予想しない問題が発生したため

である。 

バス優先化交通規制が左折車両によって、あまり効果をもたらさず、ラッシュ時所要時間が長

くなり、所要時間のばらつきも大きくなった。今は大半の自治体で乗り継ぎ停留場にラッピング

を設置して、天気に関係なく乗り継ぎできるが、初期には雨や雪による乗客の不便が多かった。 

また、遠くからくる乗客は従来最寄りのバス停から目的地まで座って行くことができたが、乗

り継ぎによって座れなくなった。同一運賃の利用範囲拡大は実際、乗客の反応に影響を与えなか

った。‘便利になって助かる’の応答はわずか 12.1％で大体‘広くなったが利用していない’

とか、‘知らない’の応答が多かった 29。利用範囲が拡大されても乗客が主に利用する路線は決

まっており、他の地域はあまり利用しないためであると見られる。 

                                                   
27 松田(1976), [15](pp.60-69) 

28 ノンステップバスと表現する。バリアフリーの観点から床面高さを350mm程度の低床構造とし、

高齢者や障害者でも乗降がしやすいよう考慮されている(wikipedia)。乗り換える時、不便を最小化する

ために必要なバスの装置で、多くの自治体とバス会社で導入を拡大している。 

29 松本(1975), [14](pp.80-81) 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC
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結果的に初期のゾーンバスシステムへの満足度は、非常に低かった。新しいシステムの導入初

期であるだけに、様々な試行錯誤があるしかなく、総合的な対応策が必要であった。以降に大阪

市以外の多くの自治体が改善策を講じて、ゾーンバスシステムを定着させることに成功した。 

盛岡市は、1999 年度からゾーンバスシステムを導入して松園、南部、青山の 3 地区に乗り継

ぎターミナルを設置した。支線の運行範囲を細かく広げて、都心部に向けるバスの運行頻度まで

大きくして、バスに関する評判が高まって乗客数も増加した。とくに、現在松園バスターミナル

がある場所は、以前は人が集まらない場所であったが、このシステムの導入によって、コンビニ

や郊外店などができるようになった。 

福山市も、盛岡市をベンチンマークとして、2008 年からゾーンバスシステムを実施してい

る。公共施設や病院などを乗り継ぎターミナルとして活用しているため、乗り継ぎの抵抗感を最

小化した。 

岐阜市は、多様な地域の核と中心部を幹線バスで連絡し、郊外地域は地域の核を中心として支

線バスを運行する通常のゾーンバスシステムと同じであるが、地域住民が運営するコミュニティ

バスで、きめ細かく生活エリアの交通を解決していることが特徴である。そのほかに、岐阜駅か

ら岐阜大学病院など北東部までの連節バスも導入して、システムの利便性向上を図っている。 

鳥取市のゾーンバスシステムの特徴は、一挙に乗り継ぎターミナルを設置せず、実証運行を通

じてひとつずつ増やしながら、ターミナルをショッピングセンターや主要駅に設置しているとい

うことである。また、運賃を単純化または均一に設定して、乗客がわかりやすくしている。 

相模原市は、2014 年 4 月 1 日田名バスターミナルを設けて、複雑になったバス路線網を整備

して、バスターミナルを結節点として各地域をつなぐようにした。とくに、バスの乗降場以外に

タクシー乗り場、送迎車停車場、駐輪場も設置して、ほかの交通手段と連絡も容易にし、待合室

内のバスロケーションシステムは、バスの待ち時間をわかりやすくようにしている。 
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その他に、愛知県春日井市は総合病院の玄関のすぐ前を乗り継ぎターミナルとして、幹線バス

とコミュニティバスを連結させており、山口市は観光施設を結節点として活用している。今後も

ゾーンバスシステムの導入が増加するとともに、システムに対する抵抗感は減少させて、利便性

を高める多様な政策が試みられると見込む。 

5.  福岡市ゾーンバスシステム 

福岡市は、比較的に遅くゾーンバスシステムの政策を導入した。福岡市及び市の近郊は、日本

で珍しく人口が増えている都市の中でひとつである。2015 年基準、人口増加率は 5.1%で、2 位

の川坂市の 3.5%をはるかに上回っている。福岡市は世界で住みやすい 7 番目の市として選ばれ

（『モノクル（MONOCLE）』、英国 2016 年度）、職場人が転勤したい都市にも有名である。

この理由は様々であるが、そのひとつは、コンパクトに形成された都市と効率的な交通網である

ことと見られる。 

しかし、他の都市と同様に、福岡市も公共交通の経営赤字が避けられない問題であった。 そ

の中に福岡市のバス路線を担当している西鉄のバス部門の営業赤字は、2013 年度基準 1800 万

円に達している。バス事業の大きな部分を占める路線バスの運行は、黒字になりにくい事業では

あるが、その中にも特に郊外地域から都心部に向ける路線は、赤字の幅がさらに大きい。 

福岡市の場合、近郊地域の人口減少は、他の都市に比べて大きくなく、むしろ増えている地域

もあるために、赤字幅が大きくない方である。だからといって、毎年発生している赤字をそのま

ま放置できず、便数を減らして解決してきた。減らす便数に従って、近郊住民の不便と不満も高

まっていた。 

バス路線の営業赤字と近郊住民の不便を解決するため、西鉄は 2013 年と 2014 年にゾーンバ

スシステムを導入することにした。2013 年 11 月 2 日西鉄大橋駅にゾーンバスターミナルを設置

して、福岡市南部（三宅、老司、弥永地区、那珂川町）から福岡市の都心部である天神に向ける

路線バスをこのゾーンバスターミナルで止めるようにした。 
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そして、西鉄大橋駅から天神までは、‘W’という行き先番号がついている路線バス（ラッシ

ュ時４分おき、以外は 8 分おき）を新しく作って、渡辺通り幹線バスと一緒に担当することにし

た。 

図 6.1 西鉄大橋駅乗り継ぎシステム 30 

 

 

郊外から西鉄大橋駅までの便数はそのまま維持し、西鉄大橋駅から天神までのバス運行便数を

大幅に減少させた。その結果、1 日当たり約 150 便減らすことになったが、西鉄大橋駅から天神

までの乗客数の変動はなかった 31。減ったバス便数の分だけコストを低減するとともに、都心部

の交通渋滞を緩和させる効果を収めた。懸念されていた乗客数の減少がなかったので、新たなバ

ス路線政策は成功的であった。 

翌年の 2014 年には福岡市の西部地域にも、同じバス路線政策を実施することにした。藤崎タ

ーミナルは、このシステムが導入前からあったターミナルとして、福岡市の東西を横断する主な

電車路線である空港線の藤崎駅とつながっている。 

藤崎ゾーンバスターミナルは、西鉄大橋駅ゾーンバスターミナルより直接路線から乗り継ぎ路

線に変更する規模か小さく、約６割を終点にした。早良区の四箇田団地、西区の野方から天神に

向かう路線が主な対象であった。 

このターミナルは従来、西方からの一部の路線バスの終点として役割をしているし、多くのバ

スが立ち寄るところであった。それで、ゾーンバスシステムの導入を含める路線改編による、西

部地域から天神にいくバスの減る便数は、福岡市南部より少ない 110 便であって、乗客数も１％

                                                   
30 西鉄グループ(2014), [16]( http://www.nishitetsu.co.jp/release/2013/13_101.pdf) 

31 産経新聞社(2015), [17](http://www.sankei.com/region/news/15027/rgn1502170011-n1.hatml) 

http://www.sankei.com/region/news/15027/rgn1502170011-n1.hatml
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減ることになった。でも、その分、西エリアから都心部への交通渋滞が緩和された。そして、路

線再編を通じて、福岡市の東西を結ぶバス路線網が大幅に改善され、今後、バスの利用を向上さ

せると予想される。 

福岡市のゾーンバスシステムが成功することができたことは、何よりも大胆な乗り継ぎ割引政

策である。福岡市のバス運行を担当している西鉄バス会社は、このシステムの実施前にも乗り継

ぎする時に、乗り継ぎ１回ごとに最大 80 ポイント 32（80 円相当）の乗り継ぎ割引を適用してい

た。それに加え、ゾーンバスターミナルである大橋ターミナルや藤崎ターミナルを通じて乗り継

ぎする場合、追加で 100 ポイント（100 円相当）の乗り継ぎ割引を適用し、全部あわせて最大

180 ポイント（180 円相当）の割引を提供している。 

結局、ゾーンバスシステムの導入によって、2014 年基準で 1 日 260 本の都心部に向かうバス

が減った。しかし、ここで見過ごせないことは、このシステムが適用される地域の人口が政策の

実施を前後して 1%以上増加 33したのである。つまり、相変わらず福岡市住民のバスからの離れ

は、まだ乗り越えなかったことを反証するものといえる。したがって、福岡市と西鉄バスは、バ

ス利用者のニーズにもっと耳を傾けて、利用者が利便となる施設などの拡充に気を使わなければ

ならない。 

第 6 章と第 7 章で分析する福岡市南部地域のゾーンバスターミナルである西鉄大橋駅は、

1924 年開業して久留米駅とともに福岡市南部を含める福岡県南部地域の重要な駅の中でひとつ

である。偶然かもしれないが、1 日平均乗降人員は 2012 年までは西鉄の駅の中で、西鉄天神

駅、薬院駅、西鉄留米駅に次いで 4 番目に多かったが、西鉄大橋駅にゾーンバスターミナルを設

                                                   
32 乗り継ぎ前後の安いバスの運賃が 100 円の場合は 0 円、150 円は 50 円、160 円は 60 円、170 円

は 70 円、180 円以上は 80 円分のポイントを受ける。ただし、西鉄が販売している交通カード nimoca
を使用する時のみ提供される。詳細は西鉄ホームページ参考 
(http://www.nishitetsu.jp/bus/norikata/noriwari/)  

33 人口は藤崎系統(西区、早良区)の 1.56％、大橋系統(南区、春日市、那珂川町)1％増加(2012～2014)、
福岡市ホームページと福岡県ホームページ参照 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%97%E9%99%8D%E4%BA%BA%E5%93%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E9%99%A2%E9%A7%85
http://www.nishitetsu.jp/bus/norikata/noriwari/
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置した 2013 年からは、西鉄留米駅より乗降人員が多くなって 3 番目になって、2016 年基準、1

日平均乗降人員は 35,680 人である 34。 

起点である西鉄天神駅から 4.3km 離れており、急行の場合 6 分、普通の場合 8 分ぶりに西鉄

天神駅に到着することができる。配車間隔は概ね 5 分以内で、遅くても 10 分以内に乗ることが

できて、都心部に接近するのに便利な駅である。 

駅のビルにはずっと前から様々な商店があり、地下 1 階には食料品をはじめ、生活用品を購入

できるショッピングモールが運営されている。乗り継ぎする時、このショッピングモールで、食

材を購入してバスに乗車する人々をよく見られる。 

大橋西鉄名店街と名づけているこの商店街は、2019 年春の完工を目標にリニューアルしてお

り、1978 年 3 月開業後、38 年ぶりのことで、総投資費 33 億円の大規模の工事である。コンセ

プトは「Railway Oasis:レールウェイオアシス」として、商店街の再整備以外に地下待合室や休

憩室の整備、バリアフリー機能向上のためのエレベーターの改修などが含まれており、利用者の

満足度をさらに高めると見通す。 

6.  実施地域の人口分布 

ゾーンバスシステムの実施により影響を受ける地域は、西鉄大橋駅経由バスのある福岡市南

区、博多区の一部、筑紫郡那珂川町一部、春日市一部地域である。この政策効果を分析するた

め、路線バスが経由する地域の人口分布を把握する必要がある。  

それで、年齢別や性別に分類して公表する小学校区（以下、校区）別の人口分布を参考して、

当該地域の住民に及ぼす厚生効果を測定して全体の効果も予測する。ゾーンバスシステムの影響

がある校区は福岡市 9 個校区、筑紫郡那珂川町 3 個校区、春日市 1 個校区、合わせて 13 個校区

である。 

                                                   
34 ウィキペディア(2017), [18] 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%97%E9%99%8D%E4%BA%BA%E5%93%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%97%E9%99%8D%E4%BA%BA%E5%93%A1
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表 6.1 は校区の人口分布と比率であるが、分析対象のない 10 代未満は除いて 10 代、20～30

代、40～50 代、60 代以上に分類してまとめた。今後の分析もこの分類に従って、個人属性の時

間価値などを計測する。 

表 6.1 ゾーンバスシステム実施地域の人口分布 35 

区分 
曰佐 高木 野多目 

合計 女性 男性 合計 女性 男性 合計 女性 男性 

10 代 675 339 336 769 399 370 1,349 657 692 

20-30 代 1,676 833 843 3,165 1,588 1,577 2,206 1,160 1,046 

40-50 代 1,969 985 984 2,604 1,256 1,348 3,298 1,726 1,572 

60 代以上 1,765 964 801 2,209 1,229 980 3,497 2,015 1,482 

合計 6,085 3,121 2,964 8,747 4,472 4,275 10,350 5,558 4,792 

区分 
東花畑 三宅 弥永 

合計 女性 男性 合計 女性 男性 合計 女性 男性 

10 代 705 322 383 1,308 681 627 531 271 260 

20-30 代 1,876 957 919 4,633 2,488 2,145 1,255 600 655 

40-50 代 2,246 1,161 1,085 4,837 2,473 2,364 1,485 757 728 

60 代以上 3,606 2,092 1,514 4,195 2,429 1,766 2,462 1,480 982 

合計 8,433 4,532 3,901 14,973 8,071 6,902 5,733 3,108 2,625 

区分 
弥永西 横手 老司 

合計 女性 男性 合計 女性 男性 合計 女性 男性 

10 代 742 331 411 711 365 346 830 368 462 

20-30 代 2,068 1,060 1,008 2,375 1,234 1,141 1,715 872 843 

40-50 代 2,120 1,075 1,045 2,179 1,062 1,117 2,199 1,162 1,037 

60 代以上 2,437 1,363 1,074 1,945 1,077 868 3,020 1,741 1,279 

合計 7,367 3,829 3,538 7,210 3,738 3,472 7,764 4,143 3,621 

区分 
那珂川片縄 那珂川岩戸北 那珂川安徳北 

合計 女性 男性 合計 女性 男性 合計 女性 男性 

10 代 913 464 449 1,212 632 580 1,187 571 616 

                                                   
35  福岡市ホームページ [7](http://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/community/life/kakukunokoukude-

tasyuu/minami.html),那珂川町ホームページ[19], 春日市ホームページ[20]参照作成 
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20-30 代 1,959 1,005 954 2,418 1,192 1,226 2,583 1,362 1,221 

40-50 代 2,339 1,204 1,135 3,005 1,536 1,469 3,179 1,592 1,587 

60 代以上 2,429 1,357 1,072 2,902 1,561 1,341 2,444 1,335 1,109 

合計 7,640 4,030 3,610 9,537 4,921 4,616 9,393 4,860 4,533 

区分 
春日市上白水 全体    

合計 女性 男性 合計 女性 男性    

10 代 778 374 404 11,710 5,774 5,936    

20-30 代 1,434 734 700 29,363 15,085 14,278    

40-50 代 1,980 1,024 956 33,440 17,013 16,427    

60 代以上 1,514 816 698 34,425 19,459 14,966    

合計 5,706 2,948 2,758 108,938 57,331 51,607    

 

人口分布をみると、他の地域と同じように、中高年層の比率が高くて女性の人数が多い。中高

年層女性の個人属性が、当該地域の時間価値や政策効果に大きな影響を与えることを予想でき

る。 

第2節 分析の考え方  

1.  時間価値の計測方法 36 

時間価値は、一般化交通費用を算出する際に必要な概念である。一般化交通費用は、直接的に

支払う運賃に、交通手段を選択した結果から計算した時間価値を加えた交通費をいう。  

普通は実際に選択した結果(Revealed Preference)から一般化交通費を算出するが、本論文では

直行バスに対する支払意向(Stated Preference)を問う方法を通じて、時間価値を推定する。直行

バスによって短縮される時間に対して追加に支払う金額で、時間価値を計算する方法である。 

                                                   
36 斎藤・山城・栫井・中嶋(2002), [21](pp.269-286) 
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時間価値を計測する方法は次である。直行バスを選択する人の効用を𝑈𝑈𝑑𝑑𝑑𝑑、乗り継ぎバスを選

択する人の効用を𝑈𝑈𝑡𝑡𝑑𝑑で表し、それぞれ確定効用で間接効用関数𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑、𝑉𝑉𝑡𝑡𝑑𝑑と誤差項𝜀𝜀𝑑𝑑𝑑𝑑、𝜀𝜀𝑡𝑡𝑑𝑑に分けら

れる。 

消費者 i が直行バスを選択する時、以下の不等式が成立する。 

𝑈𝑈𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝜀𝜀𝑑𝑑𝑑𝑑 ≥ 𝑈𝑈𝑡𝑡𝑑𝑑 = 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑑𝑑 + 𝜀𝜀𝑡𝑡𝑑𝑑 

この式を選択する確率で表現すると、 

𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃{𝜀𝜀𝑑𝑑𝑑𝑑 ≥ 𝜀𝜀𝑡𝑡𝑑𝑑 + (𝑉𝑉𝑡𝑡𝑑𝑑 − 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑)} 

になる。ここで間接効用関数𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑、𝑉𝑉𝑡𝑡𝑑𝑑は時間と費用の関係で表す。 

𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝛼𝛼𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝛽𝛽𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑑𝑑 = 𝛼𝛼𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑 + 𝛽𝛽𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑 

上の式に代入すると、 

𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃{𝜀𝜀𝑑𝑑𝑑𝑑 ≥ 𝜀𝜀𝑡𝑡𝑑𝑑 + 𝛼𝛼(𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑) + 𝛽𝛽(𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑 − 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑)} 

𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑 = 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑 − 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 

になる。ロジットモデルを使って𝛼𝛼と𝛽𝛽を計算する。 

Y𝑑𝑑 = �1           𝑡𝑡𝑖𝑖 𝜀𝜀𝑑𝑑𝑑𝑑 ≥ 𝜀𝜀𝑡𝑡𝑑𝑑 + 𝛼𝛼𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑 + 𝛽𝛽𝑑𝑑𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑
0             Otherwise                                          

 

𝑋𝑋𝑋𝑋 = 𝛼𝛼𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑 + 𝛽𝛽𝑑𝑑𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑 

𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐹𝐹𝜀𝜀(𝑋𝑋𝑋𝑋) =
𝑡𝑡𝑋𝑋𝑋𝑋

1 + 𝑡𝑡𝑋𝑋𝑋𝑋
 

効用水準𝑉𝑉、または、直行バスを選択する確率を一定して求める限界代替率(MRS)は、個人 i

の時間価値になる。 

∆𝑉𝑉 =  𝛼𝛼(−∆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)− 𝛽𝛽(∆𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡) = 0 
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∆𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡
∆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡�𝑉𝑉=𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡

=
𝛼𝛼
𝛽𝛽

 

𝛼𝛼
𝛽𝛽
は、所要時間１分（本論文の場合）短縮するために支払う料金になる。 

2.  時間価値を考える補償変分 37 

消費者の効用を下げる新しい政策を実施する場合、不満をなくす一番良い方法は当然のことで

あるが、低くなった効用の大きさほど金銭的に補償することである。ゾーンバスシステムは直行

バスの運行を廃止し、乗り継ぎバスを運行する政策であるだけに、消費者の不効用をもたらすは

ずである。  

政策の実施以降、元の効用を維持するため、消費者に支払うべき金額が補償変分(CV)という。

例えば、政策の実施を価格変動とみなして、価格変動の時、変動後、元の効用を維持するために

あげる（価格が上がる時）金額、または、奪う（価格が下がる時）金額を計算する方法を以下に示

す。 

𝑝𝑝0は元の価格、𝑝𝑝1は変動後の価格、w は支出額、e は支出関数を表す。 

価格組合せが変動しても、支出額 w は変わらないと仮定する。つまり、価格が上がる時、消費

者は消費量を減らすしかないということを示す。この仮定から、 

e(𝑝𝑝1, 𝑢𝑢1) = e(𝑝𝑝0, 𝑢𝑢0) = w 

が得て、ゾーンバスシステムの場合、𝑢𝑢1＜𝑢𝑢0になる。 

補償変分（CV）の計算方法を具体的に見てみると、以下になる。 

CV(𝑝𝑝0, 𝑝𝑝1,w) = e(𝑝𝑝1, 𝑢𝑢0) － e(𝑝𝑝1, 𝑢𝑢1) = e(𝑝𝑝1, 𝑢𝑢0) － w 

                                                   
37 Andreu Mas・Michael・Jerry(1995), [22](pp.80-91) 
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e(𝑝𝑝1, 𝑢𝑢0)はゾーンバスシステムの実施後、元の効用を維持するための支出額を表す。また、

e(𝑝𝑝1, 𝑢𝑢1)は実施によって下がる効用に対応する支出額であり、上の仮定で w である。従って、

e(𝑝𝑝1, 𝑢𝑢0) － w > 0 になる 38。 

CV(𝑝𝑝0, 𝑝𝑝1,w) = e(𝑝𝑝1, 𝑢𝑢0) － e(𝑝𝑝1, 𝑢𝑢1) = e(𝑝𝑝1, 𝑢𝑢0) － w = e(𝑝𝑝1, 𝑢𝑢0) － e(𝑝𝑝0, 𝑢𝑢0) 

                    = ∫ 𝜕𝜕e
𝜕𝜕𝑝𝑝1

𝑑𝑑𝑝𝑝1
𝑝𝑝1

𝑝𝑝0  

                    = ∫ ℎ1(𝑝𝑝1, �̅�𝑝−1,𝑢𝑢0)𝑝𝑝1

𝑝𝑝0  𝑑𝑑𝑝𝑝1 

 ここで、𝑝𝑝1はバス料金、�̅�𝑝−1はバス以外の価格は一定することを表す。 

元の効用(𝑢𝑢0)の Hicks 需要関数(ℎ1)を価格変動が起きた物の価格で積分したら、CV を計算する

ことができる。これを間接効用関数 39と支出関数で表すと、 

𝑢𝑢0=v(𝑝𝑝1,w＋CV) ⇒ e(𝑝𝑝1, 𝑢𝑢0) = e(𝑝𝑝1, v(𝑝𝑝1,w＋CV)) = w＋CV 

𝑢𝑢0は、変動後の価格組合せと CV ほどの所得増加分で表現できる。ゾーンバスシステムの導入

によって下がる効用を、完全に補償するための金額が CV である。 

注目すべきことは、価格変動による効用の変化がないので、所得効果はなく、代替効果だけあ

る。本論文は、同じ効用水準の中で政策効果を分析するので、価格変動による所得効果がない

Hicks 需要関数を仮定している。 

また、扱う価格は、実際に支払う料金と時間価値の合計、言わば、一般化交通費なので、価格

変動後の𝑝𝑝1は、ゾーンバスシステムによる長くなる時間を時間価値で換算する金額が含めている。

                                                   
38 e(𝑝𝑝1, 𝑢𝑢0) 変動の価格組合せ+元の効用の時の支出額。もし、価格が上がった場合、支出額 e(𝑝𝑝1, 𝑢𝑢0)は増やす

はず。買う数量を価格変動の以前と同じに維持するためである。 

39 この式は、政策によって価格が上がる時の式である。価格が下がる時は w＋CV ではなく、w－CV になる。

（CV＞0 の仮定） 
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つまり、政策の実施によって運賃も上がるし、長くなる所要時間による不効用が重ねていること

である。これを考えて、消費者の効用を完全に補償する CV を求める。 

3.  地域別の不効用予測方法 

ゾーンバスシステムによる住民の不効用は、地域によって違うため、地域別の時間価値を計測

する必要がある。地域別に人口分布も異なり、人口分布によって直行バスと乗り継ぎバスの料金

差と時間差が異なるためである。そして、地域別全体住民の不効用の合計は、都心部までの距離

による訪問頻度によって変わる。距離の影響は後で実際のデータを見ながら計算して、まずは、

距離の影響を除いて、不効用の予測方法を見る。 

下がる 1 回あたり地域 j の消費者𝑡𝑡の不効用の予測方法は、以下になる。まず、増える所要時

間による地域別消費者不効用を計算する。 

個人属性別時間価値(𝛼𝛼𝑖𝑖
𝛽𝛽𝑖𝑖

)40×個人属性別１年間都心部への訪問頻度(𝑣𝑣𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑)×該当人口数(𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑗𝑗𝑑𝑑)×直

行バスと乗り継ぎバスの時間差(𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑗𝑗)を計算する。 

個人属性は男女、10 代、20～30 代、40～50 代、60 代以上の 8 個グループがあるから、8 個

の該当人口の不効用を計算して全部合わせる。この結果を該当地域住民の１年間都心部への総訪

問頻度で割ると、増える所要時間による１回あたり地域別消費者不効用が出る。 

増える料金による１回あたりの地域別消費者不効用は、直行バスと乗り継ぎバスの料金差、そ

のもので簡単に𝑑𝑑𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡である。  

地域 j の個人属性𝑡𝑡の消費者の１回あたりのCV�𝑗𝑗𝑑𝑑は、次になる。 

𝐶𝐶𝑉𝑉�𝑗𝑗𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑗𝑗 + (𝛼𝛼𝑖𝑖
𝛽𝛽𝑖𝑖

) × 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑗𝑗 

                                                   
40 (𝛼𝛼

𝛽𝛽
)は個人属性によって異なった時間価値なので、時間価値は(𝛼𝛼𝑖𝑖

𝛽𝛽𝑖𝑖
)である。 
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になる。 

 地域 j、個人属性𝑡𝑡の消費者の都心部へ出向頻度を𝑣𝑣𝑐𝑐𝑡𝑡𝑗𝑗𝑑𝑑とおくと、1 人あたりの𝐶𝐶𝑉𝑉𝑗𝑗𝑑𝑑は、 

𝐶𝐶𝑉𝑉𝑗𝑗𝑑𝑑 = 𝐶𝐶𝑉𝑉�𝑗𝑗𝑑𝑑×𝑣𝑣𝑐𝑐𝑡𝑡𝑗𝑗𝑑𝑑 

 地域 j の個人属性𝑡𝑡の人口を𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑗𝑗𝑑𝑑とおくと、地域 j 全体の補償変分𝐶𝐶𝑉𝑉𝑗𝑗は、 

𝐶𝐶𝑉𝑉𝑗𝑗 = ∑ 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑗𝑗𝑑𝑑𝑑𝑑 ∙ 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑗𝑗𝑑𝑑 

                                     = ∑ 𝐶𝐶𝑉𝑉�𝑗𝑗𝑑𝑑 ∙ 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑡𝑡𝑗𝑗𝑑𝑑𝑑𝑑 ∙ 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑗𝑗𝑑𝑑 

                                     = ∑ (𝑑𝑑𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑗𝑗  + (𝛼𝛼𝑖𝑖
𝛽𝛽𝑖𝑖

)  × 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑗𝑗) ∙ 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑡𝑡𝑗𝑗𝑑𝑑𝑑𝑑 ∙ 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑗𝑗𝑑𝑑 

になって、全地域では、 

𝐶𝐶𝑉𝑉 = ∑ 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑗𝑗𝑗𝑗  

                                    = ∑ ∑ (𝑑𝑑𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑗𝑗  + (𝛼𝛼𝑖𝑖
𝛽𝛽𝑖𝑖

)  ×  𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑗𝑗) ∙ 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑡𝑡𝑗𝑗𝑑𝑑𝑑𝑑 ∙ 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑗𝑗𝑑𝑑𝑗𝑗  

になる。 

第3節 調査データ  

1.  調査概要 

2017 年 7 月 8 日(土)11 時～14 時、9 日(日)11 時～15 時、15 日(土)11 時～16 時に西鉄大橋駅

ゾーンバスターミナルでアンケート調査を実施した。ターミナル内に 2 カ所の調査地点を設置し

て、210 票の有効サンプルを得た。この中で、ゾーンバスシステムの適用を受けている南部住民

のサンプルは、全体サンプルの 84%の 177 票であった。 
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調査項目は、調査対象の個人属性である性別、年齢など基本的な質問以外に、大きく二つの項

目で構成した。一つはゾーンバスターミナルシステムの実施前後の買い物、レジャーなどの理由

で福岡都心部への訪問頻度の変化を聞いた。 

他の一つは直行バスに対する支払意向を聞いた。より具体的に言えば 100 円安い場合、同じ価

格である場合、200 円から 1,000 円までの高い価格の場合、乗り継ぎバスを利用するか、直行バ

スを利用するかを調査した。 

その他に乗り継ぎ形態を確認するため、西鉄大橋駅ゾーンバスターミナルからバスと電車の中

でどっちに乗り継ぎするのかを問って、西鉄が発行する交通カードの nimoca を利用するかを聞

いた。 

調査場所が乗り継ぎターミナルであって、調査対象もすぐ他のバスや電車に乗らなければなら

ない乗客なので、できるだけ早く調査を終えるべきであった。調査内容を分かりやすくするた

め、可能な限り番号を選択する方式にし、調査項目を最大限減らして一枚の調査用紙に収めた。 

それにもかかわらず、質問の途中に調査をやめて搭乗する乗客もおり、取り調べの途中、廃棄

するアンケートもあった。その結果、初めの日のサンプル数は 35 票にとどまった。 

二日目からは、調査をスタートする前に調査員にアンケート調査内容を十分に理解するように

して、質問を最大限短くて速やかにするよう指示した。二日目は 92 票、三日目は 93 票を得て

合計 210 票のサンプルを収集した。 

その中には北九州市から来た乗客など、ゾーンバスシステムの実施と関係ない地域の人もお

り、この分を除外すると、サンプル数は 177 となった。全体調査結果のうち、南部地域の住民に

対象を絞って分析する必要がある。だからといって、除外された 33 票が意味のないサンプルで

はない。例えば、福岡市都心部への訪問頻度や交通カードの保有率などを分析するとき、全体住

民とゾーンバスシステム対象地域の住民を比較できる資料となる。今回の調査の中で、ゾーンバ

スシステムの影響を与える南部地域住民の割合は 84%（177 票）である。 
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2.  都心部への訪問頻度 

ゾーンバスシステムが実施した 2013 年以前と以後の月平均都心部への訪問頻度を回顧的方法

で質問して、その結果をもとに実施以降に訪問頻度が同じか増加した場合を 1 に、そうでない場

合を 0 として分析した。平均が 1 に近いほど訪問の頻度は増加、0 に近いほど減少することにな

る。 

全体対象からの平均は 0.9363、南部住民の平均は 0.9286 であって、いすれも、政策の実施以

降都心部への訪問頻度は減らないことがわかった。この結果によって、ゾーンバスシステムが住

民の都心部への訪問に良い影響を与えるとは断定できない。都心部への訪問頻度の増加と減少の

原因は、数え切れないほど多いからである。 

ただし、注目すべきことは、南部住民の平均が全体対象の平均より少し低いか、ほぼ同じとい

うことである。つまり、所要時間を長くするゾーンバスシステムの導入が、都心部への訪れに大

きな影響を与えないと見られる。 

3.  直通バスに追加支払う意向 

直通バスに対して、乗り継ぎバスよりいくらほどさらに支払う意向があるかという質問の結果

である。本論文のテーマであるゾーンバスシステムの地域住民の時間価値を計測するための質問

項目である。 

調査結果から見る面白いことは、直通バス料金が乗り継ぎバスの料金より安い場合も、乗り継

ぎバスを利用しようとする人が、全体対象は 6.1％、南部住民は 6.6％で、同じ料金の場合、そ

れぞれ 9.7％、10.8％であった。予想と違って、乗り継ぎバスに対する拒否感があまり高くな

く、特に南部の住民の拒否感がもっと低いということがわかる。 

ゾーンバスシステムが実施している南部の住民が乗り継ぎシステムについて、比較的良い感じ

を持っていると言える。もっと詳しく分析するために、乗り継ぎバスと直通バスの選択確率をバ
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ス料金の差でまとめて、折れ線グラフで表現したことが図 6.2 である。二つの折れ線グラフの交

差点をみると、サンプル全体は 150.4 円、南部住民は 146.0 円になる。調査サンプルの 45％が

60 代以上なので、サンプルの偏りがあるために調査結果の歪曲があり得る。 

ただし、直観的にこの数値の近くに追加支払う金額が形成される可能性が高く、南部住民のこ

とが全体対象のことより低かったということがわかった。サンプル全体と南部住民との分析結果

をもとに、政策実施による流れと相対的な大きさを把握することができる。 

図 6.2 料金の差による直通バスと乗り継ぎバスの選択 

調査対象者全部（210 人）    
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※ 交差点(x) = 146.0     

4.  他の統計結果 
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そのほかに、大橋駅から天神までのバスと電車の利用比率は、南部住民を基準にしてバスが

48.0％、電車が 50.3％でほとんど同じである。乗り継ぎ割引（バスとバスのみ）にもかかわら

ず、大橋駅から都心部へのアクセスが良い電車の利用が少なくないことがわかる。 

支払い方法は nimoca が、全体調査対象は 63.8%、南部住民は 65.5%で、定期券がそれぞれ

22.9％、21.5％であって、南部住民の 65.5％がゾーンバスシステムによる割引サービスを受けて

いる。 

天神までの直通バスがある場合、最寄りのバス停からの平均所要時間は 28 分であって（最大

48 分、最小 9 分、南部基準）、一ヶ月間の交通費は、全体調査対象と南部住民のすべてが 5.6

千円程度であった。 

第7章 ゾーンバスシステムの経済厚生分析  

第1節 分析のながれ  

本論文の目的は、ゾーンバスシステムによって下がる効用を計測して、今の乗り継ぎ割引サー

ビスが、どの程度消費者の不効用を補償しているのかを判断することである。この政策は消費者

には不効用をもたらすことは当然のことであるが、供給者には乗り継ぎによる追加収入と、都心

部に行くバス運行便数を減らすためのコスト減少の利得が発生する。 

供給者の西鉄バス会社の利得の大きさは、消費者に補償する乗り継ぎ割引サービスの規模を決

定する。従って、消費者の立場で分析し後、供給者の立場でも分析してゾーンバスシステムによ

る影響を総合的に判断する。 

まず、アンケート調査から性別、年齢別の直行バスに追加支払う意向、買い物などの自由目的

で都心部への訪問頻度をまとめて、個人属性別時間価値、1 年間追加で支払う時間価値を含む交

通費を計測する。この結果から 1 回あたり効用の減少分がわかる。 
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そして、ゾーンバスシステム実施地域の人口分布、つまり、地域の性別、年齢別構成による時

間価値と、１年間追加で支払う時間価値を含む交通費を予測する。同じように地域別１回あたり

効用の減少分と、実施全地域の 1 回あたり効用の減少分、すなわち、CV が計算できる。 

最後にバス会社の収入増加分とコスト減少分を考えて、可能な乗り継ぎ割引サービスの範囲を

推定する。そして、今の乗り継ぎ割引サービスの水準、つまり、補償率を計算する。 

第2節 個人属性別時間価値と効用の計測結果  

1.  時間価値と交通費 

10 代の女性をベースにして、性別ダミー、年齢ダミーでパラメータを推定した。5％有意水準

から見ると、dtime、dcost、dcost*sex、dcost* age6070 のみ有意であって、時間価値が‘dtime 

のパラメータ/ dcost のパラメータ’なので、10 代の女性の時間価値しか有意ではない。少ない

サンプル数を 8 個のグループに分けたので、避けられない結果である。 

有意水準を無視して、所得ない 10 代を一つのグループ、20-30 代、40-50 代、60 代以上を性

別に分けて分析した結果が表 7.1 と表 7.2 である。 

表 7.1 パラメータの推定結果 

パラメータ 推定値 標準誤差 t 値 近似 Pr > |t| 

dtime -0.081980 0.037613 -2.18 0.0293 

dtime*sex -0.019004 0.022002 -0.86 0.3877 

dtime*age2030 0.015893 0.048394 0.33 0.7426 

dtime*age4050 0.008476 0.041130 0.21 0.8367 

dtime*age6070 0.028795 0.038725 0.74 0.4571 

dcost -0.011193 0.003344 -3.35 0.0008 

dcost*sex -0.004253 0.001876 -2.27 0.0234 

dcost*age2030 0.001122 0.003874 0.29 0.7721 
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dcost*age4050 0.003862 0.003540 1.09 0.2753 

dcost*age6070 0.006945 0.003368 2.06 0.0392 

 

表 7.2 個人属性別 1 分当たり時間価値 

区分 女性 男性 

10 代 7.32 6.54 

20-30 代 6.56 5.94 

40-50 代 10.03 7.99 

60 代以上 12.52 8.49 

一番時間価値が高いグループは 60 代以上の女性で、乗り継ぎによる不便さ、長い時間移動に

よる苦痛のためであることを示す。一番時間価値が低いグループは 20-30 代の男性で、比較的少

ない月給と体の調子が最も良い時期のため、乗り継ぎの不便さを我慢して、できるだけ安い交通

手段を選ぶためであると推定される。 

測定する時間価値に、最寄りのバス停で乗り継ぎバス所要時間から直通バス所要時間の差をか

けると、増える時間による不効用が計算できる。この結果に乗り継ぎによる追加料金を足すこと

が、いわば、一般化交通費である。 

2.  1 年間都心部への訪問頻度 

ゾーンバスシステムによる不効用の大きさを把握するためには、個人属性別都心部への訪問頻

度を知らなければならない。訪問頻度が多いグループの時間価値が、不効用の大きさにより大き

い影響を及ぼすはずである。 

表 7.3 個人属性別 1 年間都心部への平均訪問頻度 

区分 女性 男性 

10 代 33.48 41.40 

20-30 代 73.55 42.00 

40-50 代 39.96 46.54 
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60 代以上 76.88 53.68 

表 7.3 を見ると、男性の訪問頻度は女性のことより年齢別偏差が少ないことがわかる。女性の

場合、60 代以上と 20-30 代の訪問頻度は 10 代の訪問頻度より 2 倍以上なので、この年齢人口数

の多い地域の訪問頻度が多くなる。従って、ゾーンバスシステムによる影響も大きい。 

20-30 代の女性はまだ結婚しなく、育児負担のない比率が比較的に大きいから、買い物、レジャ

ーの自由目的で、都心部へ行く余裕が多いと推測される。10 代は週末も部活などのことで都心部

へ行く時間が少なくて、訪問頻度も低く、前で見たように時間価値も予想外に高くと思う。 

ここで注意すべきことは、表 7.3 の訪問頻度は地域から都心部までの距離の変数が反映してな

いことである。この影響を含めるために、全体地域の平均訪問頻度とゾーンバスシステムの実施

地域ごとの平均訪問頻度を考えて、計算し直す必要がある。詳細は、第 3 節で説明する。 

3.  1 回あたり効用減少分 

1 回あたりの効用減少分は、追加料金+1 分当たりの時間価値×追加時間なので、簡単に計算で

きる。しかし、地域別、地域全体の効用減少分を計算する時は、個人属性別の人口分布を考えて

計算して、1 回あたりの効用減少分が出る。 

第3節 地域別時間価値と効用の予測結果  

1.  人口分布による時間価値 

地域別時間価値と効用は、人口構成によって大きく変わる。時間価値と訪問頻度が大きい 60 代

以上女性の比率が多い地域は、他の地域より効用減少分も大きくなる。また、地域別の都心部ま

での距離によって、個人属性別の訪問頻度も変わることになる。乗り継ぎによる追加料金と追加

時間が大きくなると、同じく、この減少分も大きくなるはずである。 
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地域別個人属性別の訪問頻度を考える時間価値、乗り継ぎによる追加料金と追加時間を計算し

て、1 年間の交通費が予測する。この交通費は時間価値を含む一般化交通費で、ゾーンバスシステ

ムによる不効用の大きさである。 

まず、地域別の都心部までの距離による訪問頻度の計算方法は[個人属性別人口×(個人属性別

訪問頻度 / 全体の平均訪問頻度)×地域別平均訪問頻度]の合計である。つまり、個人属性別の訪

問傾向に地域別平均訪問頻度をかけて、この結果に地域別の人口分布を考えて計算することであ

る。表 7.4 と表 7.5 がこの結果である。 

表 7.4. 地域別平均訪問頻度 41 

区分 全体 曰佐 高木 野多目 

平均頻度 60.06 73.36 88.97 50.15 

区分 東花畑 三宅 弥永 弥永西 

平均頻度 32.48 64.32 73.36 73.36 

区分 横手 老司 那珂川片縄 那珂川岩戸北 

平均頻度 49 32.48 73.36 73.36 

区分 那珂川安徳北 春日市上白水 

平均頻度 73.36 36.11 

 

表 7.5. 地域別 1 年間訪問頻度 

地域 合計 曰佐 396,040 高木 698,866 野多目 464,729 

個人属性別 女性 男性 女性 男性 女性 男性 

10 代 13,863 16,991 19,789 22,691 18,367 23,922 

20-30 代 74,834 43,246 173,018 98,116 71,240 36,683 

40-50 代 48,125 55,937 74,423 92,934 57,648 61,089 

60 代以上 90,524 52,519 139,966 77,929 129,352 66,427 
                                                   
41 サンプル数が少ない地域は、合わせて一つの地域として平均訪問頻度を計算した。曰佐・弥

永・弥永西・那珂川片縄・那珂川岩戸北・那珂川安徳北の平均訪問頻度同じ 73.36 で、東花畑・

老司の平均訪問頻度は 32.48 である。 
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地域 合計 東花畑 256,694 三宅 869,938 弥永 393,469 

個人属性別 女性 男性 女性 男性 女性 男性 

10 代 5,830 8,575 24,417 27,799 11,082 13,148 

20-30 代 38,065 20,874 195,972 96,480 53,902 33,602 

40-50 代 25,114 27,308 105,936 117,824 36,985 41,384 

60 代以上 86,977 43,951 199,987 101,523 138,979 64,387 

地域 合計 弥永西 491,595 横手 317,437 老司 231,587 

個人属性別 女性 男性 女性 男性 女性 男性 

10 代 13,536 20,783 9,970 11,687 6,663 10,344 

20-30 代 95,228 51,711 74,047 39,097 34,684 19,147 

40-50 代 52,522 59,404 34,657 42,412 25,136 26,100 

60 代以上 127,992 70,419 67,552 38,014 72,384 37,129 

地域 合計 那珂川片縄 501,969 那珂川岩戸北 618,218 那珂川安徳北 605,570 

個人属性別 女性 男性 女性 男性 女性 男性 

10 代 18,975 22,705 25,845 29,329 23,350 31,150 

20-30 代 90,286 48,941 107,086 62,895 122,358 62,638 

40-50 代 58,825 64,520 75,046 83,507 77,782 90,215 

60 代以上 127,429 70,288 146,585 87,926 125,363 72,714 

地域 合計 春日市上白水 179,340 全体 6,025,453 

個人属性別 女性 男性 女性 男性 

10 代 7,528 10,056 199,215 249,179 

20-30 代 32,458 17,676 1,163,180 631,106 

40-50 代 24,626 26,750 696,826 789,384 

60 代以上 37,718 22,527 1,490,809 805,753 

 

表 7.2 による時間価と表 7.5 による地域別訪問頻度を考えて、例えば、乗り継ぎによる追加料

金が 120 円、追加時間 8 分の曰佐の場合、10 代女性の 1 年間追加交通費（時間価値を含む一般化

交通費）は、 

[追加料金(120 円)+ 1 分当たり時間価値(7.32)* 追加時間(8 分)]× 1 年間訪問頻度(13,863) 
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=2,475,377 円 

になる。まず、ゾーンバスシステム実施による追加時間価値を見よう。 

表 7.6 地域別追加時間価値 

区分 曰佐 高木 野多目 東花畑 
乗り継ぎ-直通 8 5 12 18 
時間価値/分 42 8.76 8.46 9.09 9.37 
追加時間価値/回 70.08 42.31 109.12 168.62 

区分 三宅 弥永 弥永西 横手 
乗り継ぎ-直通 7 5 8 8 
時間価値/分 8.72 9.43 8.89 8.58 
追加時間価値/回 61.06 47.13 71.09 68.61 

区分 老司 那珂川片縄 那珂川岩戸北 那珂川安徳北 
乗り継ぎ-直通 13 6 8 7 
時間価値/分 9.24 8.90 8.83 8.65 
追加時間価値/回 120.11 53.41 70.64 60.54 

区分 春日市上白水 全体 43   

乗り継ぎ-直通 8     

時間価値/分 8.71 8.84   

追加時間価値/回 69.72 70.89   

 

表 7.6 は、表 6.1 ゾーンバスシステム実施地域の人口分布に従って、計算する結果である。こ

こで注目すべきことは、1 回あたりの追加時間価値である。一番高い地域は東花畑で、乗り継ぎに

よる長くなる時間も多いし、時間価値も高い方ためである。 

                                                   
42 時間価値を計算する時、単に人口比率だけで計測してはいけなくて、個人属性別訪問頻度を考慮

して計算しなければならない。もし、時間価値の高いグループが高い訪問頻度を持っている場合、1 回

当たり追加時間価値が過小に計算される。 

43 地域全体の値は各地域の単純平均ではなく、全体の人口分布を考えて計算した結果である。 
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追加時間価値で表す不効用は、地域別の人口分布ほかに、乗り継ぎによる長くなる所要時間に

大きな影響を受けることがわかる。個人属性による地域別時間価値は、最大 9.4 円、最小 8.5 円

で大きくなくて、時間の差は、最大 18 分、最小 5 分で 3 倍以上の違いがある。全体の追加時間価

値を見ると、1 回あたり追加運賃以外に約 71 円分の効用が下がることがわかる。 

2.  1 年間の追加交通費 

消費者の下がる効用を見るために、1 年間追加に支払う時間価値と運賃を見ると、表 7.7 のよう

である。 

表 7.7 1 年間の追加交通費 
区分 曰佐 高木 野多目 東花畑 

追加時間費用 27,753,331 29,569,989 50,709,113 43,283,012 

追加運賃 47,524,767 48,920,617 69,709,377 35,937,151 

効用の減少分 75,278,098 78,490,606 120,418,490 79,220,163 

区分 三宅 弥永 弥永西 横手 

追加時間費用 53,121,251 18,542,747 34,948,422 21,778,699 

追加運賃 86,993,822 51,151,032 58,991,457 41,266,748 

効用の減少分 140,115,072 69,693,779 93,939,879 63,045,447 

区分 老司 那珂川片縄 那珂川岩戸北 那珂川安徳北 

追加時間費用 27,816,959 26,807,722 43,668,727 36,659,267 

追加運賃 23,158,674 60,236,268 74,186,202 60,556,992 

効用の減少分 50,975,633 87,043,991 117,854,929 97,216,259 

区分 春日市上白水 全体 

追加時間費用 12,503,559 427,162,798 

追加運賃 23,314,225 681,947,330 

効用の減少分 35,817,783 1,109,110,128 

 

地域全体の住民はゾーンバスシステムの実施によって、1 年間約 11 億円の追加費用が発生する

ことがわかった。個人によって追加費用の規模は違うが、とにかく、この 13 個の地域に大きな損

失ができたのは明確な事実である。 



 

~ 76 ~ 

 

他の地域との公平性、交通権の平等のため、福岡市、または、バス会社は何か補償策を取り組

むべきである。これが乗り継ぎ割引サービスである。 

3.  1 回あたりの効用減少分 

各地域別および全体地域の時間価値と、ゾーンバスシステムによる料金の上昇分に加えたこと

が、効用の減少分、つまり不効用の値である。 

表 7.8 １回あたり効用の減少分 

区分 曰佐 高木 野多目 東花畑 
追加時間価値 70 42 109 169 
追加運賃 120 70 150 140 
効用の減少分 190 112 259 309 

区分 三宅 弥永 弥永西 横手 
追加時間価値 61 47 71 69 
追加運賃 100 130 120 130 
効用の減少分 161 177 191 199 

区分 老司 那珂川片縄 那珂川岩戸北 那珂川安徳北 
追加時間価値 120 53 71 61 
追加運賃 100 120 120 100 
効用の減少分 220 173 191 161 

区分 春日市上白水 全体   

追加時間価値 70 71   

追加運賃 130 11344   
効用の減少分 200 184   

 

                                                   
44 この数値も地域全体の人口分布による訪問頻度を考慮して、計算した結果である(住民全体の総追

加運賃/住民全体の総訪問頻度) 
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一番不効用の高い地域は東花畑、低い地域は高木で、前の時間価値の結果と同じである。ゾー

ンバスシステムの実施によって最小 112 円から最大 309 円、効用が下がっている。地域全体の人

口分布による効用の減少分は 184 円で、13 個の地域平均は 195 円である。 

第4節 バス会社営業収入の変化予測と乗り継ぎ割引サービス  

1.  バス会社営業収入の変化予測 

直行バス路線を廃止して、大橋駅ゾーンバスターミナル経由乗り継ぎバス路線に変わる時、バ

ス会社のコストと収入に影響を与える。 

まず、コストの面を見ると、地域から出発するバスの運行便数をへらさず、大橋駅から都心部

へ行くバス便を、2015 年度基準 1 日当たり 150 減らせた（2015.2.17.産経ニュース）。正確なコ

スト減少分は、西鉄バス会社の営業資料がなければわからないが、減る便数ほどコストが減ると

推測される。 

収入の側面を見る時は、厳密な分析が必要である。一つは、大橋駅を経由して都心部へ行く人

のバス便を利用する比率と、もう一つは、交通カードである nimoca を利用する人の比率である。

バス会社の西鉄は、大橋駅ターミナルを経由してバス（電車に乗り継ぎする場合、適用除外）に

乗り継ぎする時、最大 180 円分の割引サービスをあげている。ただし、nimoca カードで利用する

条件がある。それで、ゾーンバスシステムによって増える収入は、実施前後の乗客数の変化なし

と仮定（実際変化なし、2015.2.17.産経ニュース）して以下になる。 

 増収=地域から大橋までのバス料金＋大橋から都心部のバス料金(260 円)*バス利用率 

    ＋大橋から都心部の電車料金(210 円)*電車利用率 45 

                                                   
45 西鉄はバス事業部門と電車事業部門が独立であるが、本論文はこのシステムによる利益は共有す

ると仮定する。 
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    －実施前の直行バス料金 

    －バス乗り継ぎ割引*バス利用率*nimoca 利用率 

バス利用率と nimoca 利用率を個人属性別分析して、地域別人口分布と距離による訪問頻度を

考えて計算する増収の結果が表 7.9 である。 

表 7.9 ゾーンバスシステムによる 1 年間西鉄の増収 

地域 曰佐 高木 野多目 東花畑 

後収入(BUS) 120,258,807 194,151,697 134,546,602 80,769,512 

後収入(電車) 45,199,544 82,944,139 50,957,246 27,256,922 

後収入合計(A) 165,458,351 277,095,836 185,503,848 108,026,434 

前収入 134,653,507 258,580,404 134,771,462 82,142,059 

nimoca 割引 21,489,968 34,539,038 24,724,298 15,207,776 

差引合計(B) 156,143,474 293,119,442 159,495,760 97,349,835 

増収(A-B) 9,314,876 -16,023,606 26,008,088 10,676,600 

地域 三宅 弥永 弥永西 横手 

後収入(BUS) 184,079,746 147,694,211 150,462,512 88,947,843 

後収入(電車) 100,714,323 41,595,190 55,264,587 37,068,561 

後収入合計(A) 284,794,068 189,289,402 205,727,100 126,016,404 

前収入 234,883,318 153,453,095 167,142,461 98,405,322 

nimoca 割引 25,884,406 23,382,731 27,324,917 15,916,609 

差引合計(B) 260,767,725 176,835,826 194,467,378 114,321,931 

増収(A-B) 24,026,344 12,453,576 11,259,721 11,694,473 

地域 老司 那珂川片縄 那珂川岩戸北 那珂川安徳北 

後収入(BUS) 72,344,860 164,009,865 238,699,715 230,879,825 

後収入(電車) 24,947,148 56,139,219 69,406,904 70,069,785 

後収入合計(A) 97,292,008 220,149,084 308,106,619 300,949,610 

前収入 78,739,491 180,708,805 259,651,708 266,450,765 

nimoca 割引 12,695,493 27,845,611 34,090,925 32,080,664 

差引合計(B) 91,434,984 208,554,416 293,742,633 298,531,429 

増収(A-B) 5,857,024 11,594,668 14,363,986 2,418,181 
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地域 春日市上白水 全体   

後収入(BUS) 68,656,032 1,875,501,227   

後収入(電車) 20,538,922 682,102,490   

後収入合計(A) 89,194,954 2,557,603,717   

前収入 73,529,477 2,123,111,873   

nimoca 割引 9,594,895 304,777,333   

差引合計(B) 83,124,372 2,427,889,206   

増収(A-B) 6,070,582 129,714,511   

 

最大 180 円の思い切った割引サービスにもかかわらず、高木以外の地域は営業収支が増えるこ

とになった。その原因は乗り継ぎ割引をもらえるためには、必ず nimoca で利用して、大橋でバ

スに乗らなければならないという条件があるからである。 

nimoca の利用率は 70%程度で高い方であるが、大橋からのバス利用率が 60 代以上と 10 代女

性以外のグループが 25%~46%で、特に、男性の場合、全部 25% に過ぎなかった。 

この結果、西鉄はシステム実施の前に比べて、1.3 億円の増収が発生することを予測した。それ

に加えて、1 日当たり約 150 便の減らす運行を考えたら、経営収支はさらに良くなる。1 便あた

りのコストが 5 千円であると、1 年間約 2 億 7 千円のコスト（150*365*5 千円）が下がる。そし

て、都心部のバス便が減ることによって、都心部の渋滞緩和などの見えない効果を考慮すれば、

さらなるコスト削減が期待できる。 

2.  乗り継ぎ割引による不効用の補償 

今までゾーンバスシステムの影響を消費者効用と、供給者利益（または、コスト）の観点から

分析した。乗り継ぎによる消費者効用は下がることは当然であるが、バス会社は、経営の側面で

大きすぎる割引サービスは問題になる。会社の立場では、営業収支を考えながら、割引サービス

の水準を決めることが大事である。いま実施している割引サービス水準を見てみよう。 
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表 7.10 割引サービスの補償水準(１回あたり) 

区分 曰佐 高木 野多目 東花畑 

効用減少分 190 112 259 309 

乗り継ぎ割引 180 170 170 180 

補償率 95% 151% 66% 58% 

区分 三宅 弥永 弥永西 横手 

効用減少分 161 177 191 199 

乗り継ぎ割引 100 180 180 170 

補償率 62% 102% 94% 86% 

区分 老司 那珂川片縄 那珂川岩戸北 那珂川安徳北 

効用減少分 220 173 191 161 

乗り継ぎ割引 170 180 180 180 

補償率 77% 104% 94% 112% 

区分 春日市上白水 全体   

効用減少分 200 184   

乗り継ぎ割引 180 166   

補償率 90% 90%   

 

表 7.4 地域別時間価値の結果と同じく、高木の補償率が一番高く、東花畑の補償率が一番低い

ことがわかる。13 個地域の補償率単純平均は 92％であるが、地域全体の人口分布を考えた補償

率は、90％である。一番人口が多い三宅の補償率が 62％で 2 番目に低いからである。この地域の

補償率が高くなると、全体の補償率もかなり高くなる可能性がある。 

第8章 結論と今後の課題  

全体的な補償率を見ると、90%なので悪くないレベルとみられる。ただし、地域別補償率の幅

が多くて、この原因は、一番重要なことが乗り継ぎバスと直行バスの所要時間の差である。地域

の人口分布による時間価値と訪問頻度は変わるが、この程度は所要時間の差ほど大きくない。 
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バス路線網の整備を通じて、この地域の不効用を減少させるなら、追加的な乗り継ぎ割引がな

くても、補償率を上げることができる。ゾーンバスシステムによる不効用を補償するための割引

は、経営上の理由で限界があるから、バス路線網、ターミナルの改善、ショッピングセンターと

の連携などを通じて、乗り継ぎによる不便を最小化する必要がある。 

つまり、乗り継ぎによる時間差を最小化して、直行バスに対する時間価値を下げて、住民の効

用減少を少なくする取り組みが必要である。また、バス会社である西鉄はゾーンバスシステムの

実施による nimoca カード利用率の上昇、都心部の渋滞減少など、見えない利益を考慮して割引

サービスの最大化することが望ましい。この効果は社会的便益なので、福岡市の積極的な支援も

必要である。 

バス離れに懸念して、バスと電車の乗り継ぎ割引サービスを適用しないかもしれないが、公共

交通利用を増えるために、電車営業部門と協力して適当な割引サービスを実施することが望まし

い。 

今までの分析は、少ないサンプルを個人属性ことに分けたため、有意水準が低くて結果の数値

が信頼できないと思うが、大体、ゾーンバスシステムによる不効用は、あまり大きくないことが

わかった。 

しかし、統計的に有意な結果を得るために、調査サンプル数を多くして、システム実施前の電

車利用率などの調査項目に含めることなどの改善が必要である。そして、ゾーンバスシステム実

施している福岡市以外の地域も調査分析して、福岡市システムの水準と比較して、不足部門を補

うことが今後の課題である。また、乗客数の変化、バス運行時間の定時性などの正確な情報や、

政策連携の強化のために、西鉄会社との共同研究を進む必要もある。 

第9章 おわりに 
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本論文の一つ目の目的は、交通政策の紹介と政策の経済効果分析を通して、現場の政策決定担

当者に政策の考察や立案に必要となる基礎的な情報を提供することである。第 1 部では日本と韓

国の交通政策、特に過疎地域など交通不便地域の問題を解決するための政策を比較して、代表的

な事例を地域別に紹介した。韓国の交通政策担当者に、日本自治体の細心かつ、思い切った政策

を教えてくれて韓国現地で適用できるようにした。 

韓国は交通不便地域に対する法的整備は、日本より少し良いと見えるが、政策の適用において

は、遅れて多様性も不足する。特に、日本は、NGO などの地域社会との連携及び協力を通じて、

地域の現況やニーズに合う政策を実施しているため、韓国の自治体は積極的にベンチンマークと

すべきである。 

しかし、時には過度な予算投入で、地方財政の大きな負担を抱かせるケースも少なくない。特

に、選挙のため、少子高齢化が深刻化されている地域の老人に対して、交通政策の乱発は再考の

余地がある。 

第 2 部の福岡ゾーンバスシステムの実証的分析は、そのようなことを防ぐための手段である。

時間価値と消費者効用を基づいた便益分析は、過度な補償によって発生する恐れのある予算の無

駄遣いを防止できる。 

バス会社の大幅な乗り継ぎ割引によって、ゾーンバスシステムの不効用を収めることができる

が、経営または自治体に大きな負担も与えられる。一方、不効用をそのまま放置すれば、地域住

民の不満や公共交通に対する不信が積もっていく。 

したがって、経営収支、または、地方財政と住民効用間のバランスをとる適正な乗り継ぎ割引

の規模、つまり、予算投入の規模を決めなければならない。また、ここで一歩進んで分析しなけ

ればならないことは、社会的な派生効果である。ゾーンバスシステムの実施で、都心部の渋滞が

緩和されたのは、代表的な例である。このような見えない効果を数値化するのが、今後の課題で

もある。 
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結論的に、人口減少が加速化されている日本と韓国は、単純な費用便益分析ではなく、消費者

の効用、地域活性化、過疎地域の保存などを考慮する総合的な交通政策決定が必要である。 
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