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要約 
 

現在、輸送力の増強により東京圏の鉄道混雑率は以前と比べて下がっているものの未だ

に改善するべき状態である。さらに、輸送力の増強には限界があり、現状を改善するため

にはピーク時において運賃を上げることが効果的であると考えられる。本稿においては、

運賃を引き上げる際に重要な指標となる鉄道需要の運賃弾力性を重回帰分析によって推計

し、政府の目標とする混雑率まで混雑を改善するための運賃を提案する。 

 分析においては定期・定期外を区別し、運賃の指標としてはキロ当たり運賃に加えて初

乗り運賃を考慮した。分析の結果、運賃弾力性値が初乗り定期代については約-1、キロ当た

り定期代については約-0.3、初乗り運賃とキロ当たり運賃については約-0.6 と推計された。

その運賃弾力性により、政府の目標を達成するためには初乗り定期代の 2555 円引き上げ、

またはキロ当たり定期代の 803 円引き上げが必要だと分かった。 

 

キーワード：運賃弾力性、鉄道需要、重回帰分析、混雑軽減、東京 23 区、混雑料金 
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第 1 章 はじめに 
 

第 1 節 研究の目的 

 

 東京に鉄道で通勤、または通学している人なら誰でも体験したことがあるのが朝のラッ

シュアワーにおける通勤混雑であろう。「痛勤」とも言われるこの大混雑は、通勤・通学者

にとって 1 日の始まりからやる気を削ぐものでしかないだろう。本稿では、この混雑をど

のようにして改善できるのかを明らかにする。 

 鉄道混雑の改善策を考える上で、最も重要な指標となるのが鉄道需要の運賃弾力性であ

ろう。運賃を設定する際に、運賃弾力性は事業者の収益への影響を考慮するための指標と

なり、また混雑状況への影響も測定可能になる。実際、これまでも山田・綿貫(1996)や金子

ら(2004)によって鉄道需要の運賃弾力性の測定が試みられている。だが、様々な要因が絡ま

っている鉄道需要は分析が困難であり、課題は残されている。本稿では、先行研究におい

ては考慮されていない要素を付け加え、独自の分析を行った。 

 分析方法は、被説明変数に駅別一日平均乗降客数を取り、重回帰分析をするというもの

である。金子ら(2004)においては、定期外の運賃弾力性の推定精度を向上させていくことが

課題として挙げられており、本稿では定期・定期外利用者それぞれで分析を行った。運賃

の指標としては、キロ当たり運賃に加えて、筆者らの知る限り考慮している先行研究が存

在しない初乗り運賃を考慮している。分析対象としたのは、データの制約上対象外とした

駅もあるが、東京 23 区に存在する鉄道の駅全てである。 

 最終的には、運賃弾力性を計測した上で、混雑率を低減させるための運賃設定を提案す

る。 

 

第 2 節 現状分析  

  

国土交通省は、2000 年に公表した「運輸政策審議会答申第 19 号」において、2015 年ま

でに東京圏の主要区間の平均混雑率を全体として 150％以内とすると共に、全ての区間のそ

れぞれの混雑率を 180％以内にすることを目標としている。図 1-1 を見ると、東京圏におけ

る混雑率は昭和 50年(1975年)においては221％だったものが平成23年(2011年)には164％

まで減少しているため、以前と比べて改善されつつあることが分かる。このように混雑率

が軽減された理由として、岡野(1994)は東京圏の鉄道が第二次世界大戦後に輸送力の増強を

精力的に行ったことを挙げている。表 1-1 を見ると、実際に 1945 年に 1441.2km だった首

都交通圏の鉄道営業キロは 1991 年には 2088.5km にも伸びている。 
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図 1-1 東京圏における混雑率の推移 

 

出所：国土交通省「平成 23 年度の三大都市圏における鉄道混雑率について(公表)」 

 

 表 1-1 戦後の鉄道営業キロの推移(首都交通圏)  

 

(注) 国鉄(JR)と私鉄、地下鉄の合計である。また、各年度末時点のデータになる。 

出所：岡野行秀、“第 2 章 通勤混雑と交通対策”、東京一極集中の経済分析、八田達夫編

より筆者作成 

 

だが、以下に提示する表 1-2 を見ると、2014 年度において全体の平均混雑率は 165％で

あり、区間それぞれの混雑率も 180％を超えるものがある。よって、国土交通省が提示する

目標混雑率の達成に関しては未だに課題が残っている状況と言えるだろう。図 1-2 は混雑率

の目安を示しているが、混雑がどのくらいひどいのか、分かりやすい事例として混雑率が

最も高い東西線のガラス破損を紹介する。2014 年 11 月 18 日、東京メトロ大手町駅で乗客

を詰め込んだために窓ガラスが割れたと話題になった。東京メトロの広報担当者によると、

もともとヒビが入っていたところに人の圧力が加わって割れたと考えられるとのことだ。

よって、ガラスが割れたのは混雑のせいだけではないだろうが、そうだとしても相当な混

年度 計(km)
1945 1441.2
1950 1456.9
1955 1484.2
1960 1495.8
1965 1567.3
1970 1675.1
1975 1795.4
1980 1888.8
1985 1944.6
1990 2070.1
1991 2088.5
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雑が起こっていたことが予想できる。混雑率 200％は「体がふれあい相当圧迫感があるが、

週刊誌程度なら何とか読める」程度とのことだが、この時点ではそれを明らかに超えてい

ただろう。 

 

表 1-2 東京圏における主要区間の混雑率ランキング(2014 年度) 

 

(注)混雑率は最混雑時間帯 1 時間の平均 

出所：国土交通省「東京圏における主要区間の混雑率」より筆者作成 

 

図 1-2 混雑率の目安 

 

出所：国土交通省「平成 23 年度の三大都市圏における混雑率について（公表）」 

1 東京地下鉄東西線 木              場 → 門  前  仲  町 38,448 77,037 200

2 JR東日本総武線（緩行） 錦     糸     町 → 両              国 38,480 76,730 199

3 JR東日本京浜東北線 上              野 → 御     徒     町 38,480 75,780 197

4 JR東日本横須賀線 武  蔵  小  杉 → 西     大     井 18,640 35,860 192

5 中 央線 （ 快 速 ） 中              野 → 新              宿 44,400 84,930 191

6 小田原線 世 田 谷 代 田 → 下     北     沢 38,395 72,529 189

7 東急田園都市線 池  尻  大  橋 → 渋              谷 42,746 78,971 185

8 JR東日本東海道線 川              崎 → 品              川 35,036 63,660 182

9 東京地下鉄千代田線 町              屋 → 西  日  暮  里 41,296 73,428 178

10 総武線（快速） 新     小     岩 → 錦     糸     町 35,416 63,120 178

11 東京地下鉄半蔵門線 渋              谷 → 表     参     道 39,872 68,563 172

12 東急東横線 祐     天     寺 → 中     目     黒 31,344 52,667 168

13 京王線 下  高  井  戸 → 明     大     前 42,000 68,554 163

14 JR東日本常磐線（快速） 松              戸 → 北     千     住 19,980 32,520 163

15 東京地下鉄有楽町線 東     池     袋 → 護     国     寺 34,176 54,726 160

16 JR東日本常磐線（緩行） 亀              有 → 綾              瀬 33,600 53,710 160

17 東京地下鉄日比谷線 三      ノ      輪 → 入              谷 28,224 44,879 159

18 東京地下鉄丸ノ内線 新     大     塚 → 茗     荷     谷 23,731 37,680 159

19 西武池袋線 椎     名     町 → 池              袋 30,240 47,548 157

20 東京地下鉄銀座線 赤  坂  見  附 → 溜  池  山  王 18,240 28,530 156

21 西武新宿線 下     落     合 → 高  田  馬  場 33,600 52,074 155

22 京成押上線 京  成  曳  舟 → 押              上 23,232 35,298 152

23 都営新宿線 西     大     島 → 住              吉 21,280 32,190 151

24 都営三田線 西     巣     鴨 → 巣              鴨 15,960 23,883 150

25 東武伊勢崎線 小              菅 → 北     千     住 44,364 65,964 149

26 京急本線 戸              部 → 横              浜 32,000 46,804 146

27 京王井の頭線 池      ノ      上 → 駒 場 東 大 前 20,300 28,498 140

28 東武東上線 北     池     袋 → 池              袋 33,120 45,275 137

29 京成本線 大  神  宮  下 → 京  成  船  橋 15,246 20,222 133

30 都営浅草線 本 所 吾 妻 橋 → 浅              草 22,080 26,140 118

31 JR東日本中央線（緩行） 代     々     木 → 千   駄   ヶ   谷 34,040 31,130 91

165

混雑率（％）

３１区間の平均混雑率

順位 路線名 区間 輸送力(人）
輸送人員

（人）
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 このような大混雑は、どのように改善することができるのか。事業者はこれまで需要の

増大に対応するために先述のように輸送力の増強を積極的に行ってきた。輸送力の増強、

つまり供給の増大のために事業者が行ったこととしては、運行本数の増大、列車の長大化、

複線化、新線開業などがあるが、輸送力増強には限界がある。例えば、新線開業のために

は用地を確保しなければならないが、そのためには巨額の費用がかかる上に周辺住民の反

対などによって開業がなかなかできない場合もある。実際に、営団地下鉄半蔵門線(現在東

京メトロ半蔵門線)においては、事業者の説明方法への不満や騒音等の懸念により住民によ

る反対運動が起こり、用地取得に 14 年を要した。また、もし巨額の資金を費やして設備を

拡大したとしても、ピーク時以外の利用人数が少ない時間帯では過剰設備となってしまう

だろう。運行本数の増大も限界がある。混雑率の高い路線では、運行間隔が 2 分から 3 分

と高頻度の運行を行っていて、ホームなど駅における施設についても施設容量いっぱいに

運行をしている状態である。このように、供給サイドの調整には限界があり、混雑率を更

に改善させるためには需要サイドの調整が必要だと考えられる。 

 需要を調整するためには、通勤・通学者の絶対数を減らす方法と、混雑を他の時間に分

散させる方法の 2 つがある。絶対数を減らす方法としては事業所を郊外に移転させること

などがあるが、本稿では触れない。混雑を分散させるためには、主に 2 つの方法があると

言える。鉄道事業者が混雑料金を徴収する方法、また企業がフレックスタイム制を採用す

る方法である。フレックスタイム制を既に導入した企業も存在するが、この制度は、特に

従業者数に余裕のない企業にとっては取引先との営業時間のずれなどの問題が生じる可能

性が高い。そのため、フレックスタイム制を自ら導入する企業は限られてしまい、混雑率

改善への効果は限定的なものとなるだろう。一方、鉄道事業者が混雑料金を徴収すれば利

用者全員に影響が及ぶため、一部の利用者に効果が限られるということはない。更に、1997

年に総括原価方式での上限価格制が導入されたことにより、事業者は上限の範囲内であれ

ば届出のみで運賃を変更できるようになった。混雑料金を導入することの課題としては、

事業者の収益への影響を計測するのが困難であること、また利用者の理解をどのように得

ていくのかということがある。この課題がまだ解決されていないために、首都圏において

混雑が激しい路線でも混雑料金を徴収している路線がないのだと考えられる。本論では、

首都圏において事業者が政府の目標混雑率を達成するためにどれくらい運賃を値上げすれ

ばいいのかを検証していく。 

 今日混雑料金を徴収することは技術的にも可能なのか。実際に混雑料金を導入している

事例として、ロンドンの地下鉄の事例を紹介する。ロンドンでは、Oyster Card というプリ

ペイド IC カードを導入している。これはロンドン市内の交通機関で使用することができ、

現金で支払う場合よりも運賃が安くなる。このカードを利用した時にはピーク時とオフピ

ーク時では運賃が変わる。ピーク時は平日朝 6 時半から 9 時半までと、午後 16 時から 19

時半までになっている。料金は以下の通りである。ピークかオフピークかの判断は入場時

の時刻で判断され、ゾーンごとにも運賃が変化する。 
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表 1-3 ロンドンの地下鉄における運賃 

 

出所：ロンドン留学センター「オイスターカード」 

 

 このように、海外ではすでに混雑料金が導入されている。日本でもピーク時に混雑料金

を徴収することは、Suica 等の IC 乗車券の登場により、技術的に十分可能になっている。 

 

 

  

現金で支払う片道料金
ピーク時間 ピーク時間外 終日

ZONE1 £2.30 £2.30 £4.80
ZONE1～2 £2.90 £2.30 £4.80
ZONE1～3 £3.30 £2.80 £4.80
ZONE1～4 £3.90 £2.80 £5.80
ZONE1～5 £4.70 £3.10 £5.80
ZONE1～6 £5.10 £3.10 £5.80
ZONE2～7 £2.80 £1.50 £5.80

Oyster Cardの片道料金
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第 2章 先行研究 
 

 本章では、鉄道需要の運賃弾力性導出の方法、また運賃弾力性を用いた分析に関連する

先行研究を紹介する。また、これらの先行研究において参考にしたことについても言及す

る。 

 

第 1 節 鉄道需要の運賃弾力性導出に関する先行研究 

 

 山田ら(1996)は、関西の私鉄データ(1960－1992)に基づき、定期及び定期外需要の運賃

弾力性を計測している。計測にあたって、被説明変数に路線ごとの旅客人キロ、説明変数

には自社運賃水準(旅客運賃収入を旅客輸送人キロで除したもの)、競合他社運賃水準、沿線

人口、万博ダミー(定期外のみ)を設定し、対数線形モデル仮定のもと、重回帰分析を行って

いる。結果、定期ついては-0.19 から-0.34、定期外については-0.2 から-0.7 の運賃弾力性が

算出された。また、金子ら(2004)は山田らの分析を首都圏に応用した。被説明変数に輸送人

キロ、定期の説明変数には自線の運賃、就業人口、新線整備ダミーを設定した。定期外の

説明変数には、自社運賃、夜間人口、勤労者世帯の実質実収入、新線整備ダミーを設定し、

路線ごとに重回帰分析を行った。需要の運賃弾力性値について、定期が-0.14 から-0.41、定

期外が-0.31 から-0.42 という値が得られている。 

 本稿においては、この 2 つの先行研究と同じく、重回帰分析によって運賃弾力性を計測

した。また、運賃弾力性の参考値としてこれらの分析で得られた運賃弾力性と本稿で計測

した運賃弾力性を比較した。さらに、これらの先行研究においては考慮していない初乗り

運賃を運賃の指標として取り入れた。 

 

第２節 混雑料金に関する先行研究 

 

小田切・豊原・深山(2006)の研究では、金子ら(2004)をもとに弾力性値を設定し、線形仮

定のもとで需要曲線を導出している。また、国土交通省マニュアル(2005)記載の「混雑不効

用の評価値の時間換算係数」と、「時間価値」をもとに社会的限界費用曲線を描いている。

この二つの曲線の交点を均衡点とみなすことで、社会的余剰を最大にする混雑料金を設定

し、混雑料金収入額、及び社会的余剰の増加額を算出した。また、感度分析により、弾力

値、混雑不効用の時間換算係数、時間価値を変化させ、より蓋然的なモデルを構築した。 

この先行研究においては運賃のみを私的限界費用としているが、本論においては、混雑

による疲労費用を金銭換算したものを運賃に加えて、私的限界費用としている。 
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第 3 章 使用するデータと変数 
 

第１節 データの詳細 

 

 本稿における分析には、国土交通省総合政策局公共交通政策部交通計画課が 2005 年、

2010 年に実施した「第 10 回大都市交通センサス」・「第 11 回大都市交通センサス」の一日平均

駅別発着人員(定期・定期外)を用いた。この調査は首都圏・中京圏・近畿圏の三大都市にお

ける公共交通機関の利用実態を把握することを目的としており、1960 年より 5 年ごとに実

施されている。実際の調査日は、鉄道定期券・普通券等利用者調査においては、2005 年・

2010 年共に 10 月から 11 月の平日のうち各事業者が個々に決定する 1 日である。その調査

日に鉄道利用者に対して調査票を配布し、後日回収している。 

 鉄道輸送人数の定期券利用者については、鉄道定期券・普通券等利用者調査で回収され

た各調査票の拡大率を利用して集計している。拡大率は、定期券購入箇所ごとに回収され

た調査票枚数と実販売枚数とを比較することで推計している。また、普通券利用を含む全

鉄道利用分については、自動改札機データを基に拡大率を導出している。拡大率の推計方

法は、具体的には以下の通りである。 

 

 

 

             

① 定期券販売枚数 

② 自動改札機データから求める調査日の鉄道利用者数 

出所: 国土交通省 「平成 22 年大都市交通センサス首都圏報告書」より筆者作成 

  

定期券利用者数について、ここでは調査実施日に全ての定期購入者が１日２回定期券を

利用していると仮定しているため、実際の利用者人数よりも多くなる傾向にある。逆に、

１日３回以上利用する人が多い地域などでは、多めにならない可能性もある。 

この「大都市交通センサス」による集計が各事業者の公式ホームページに掲載されてい

る一日平均駅別乗降客数とは異なったデータになっている場合もあったが、「大都市交通セ

ンサス」のデータに従った。これは、「大都市交通センサス」において各事業者の提供する

自動改札機情報の不足分や着駅不明等を推計、または補間しているためと考えられる。 

 本稿における分析対象は東京 23 区内に存在する全ての駅であるが、以下の区間・路線は

対象外とした。 

 

拡大率＝
母数（①または②）

調査票枚数（有効枚数）
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【東京 23 区内で対象外となっている区間・路線】 

・東京臨海新交通臨海線(ゆりかもめ)有明・豊洲間(2006 年開業) 

・成田スカイアクセス(2010 年 7 月 17 日開業) 

・東京メトロ副都心線(2008 年開業) 

・都電荒川線(大都市交通センサスで、路面電車扱いになっている) 

・日暮里・舎人ライナー(2008 年開業) 

・京成金町線、東急世田谷線、東京メトロ丸ノ内線中野坂上～方南町間、西武豊島線、西

武有楽町線、東武大師線、東武亀戸線、東武伊勢崎線曳舟～押上間(路線が短いため、初乗

り運賃で端から端まで行くことができ、運賃の指標(後述)を導出する際に、キロ当たりの運

賃がゼロになってしまった) 

 

また、乗降客数がゼロになっているデータが見つかったため、各路線の端にある駅・ま

たその隣の駅以外において、定期券・定期外利用者の乗車人数、または降車人数がゼロに

なっているデータは除いた。両端の駅を残したのは、路線の始点で降車すること、また終

点で乗車することは考えられないためである。加えて、1 つ隣の駅から端の駅へ定期券で向

かう乗降客数がゼロになっていることが多かった。これは、隣の駅から 1 駅分の定期券を

使って乗車する人が少ないからだと考え、端から 1 つ隣の駅の場合はデータを残した。 

さらに、2005 年・2010 年の乗降客数を比較した時に異常に増加・また減少しているデー

タが見つかったため、2005 年・2010 年の乗降客数を比較し、「2010 年乗降客数/2005 年乗

降客数」が 0．5 倍以下、または 2 倍以上となっているデータは分析の対象外とした。この

データを削る際に目安として参考にしたのは、以下、表 3-1 のデータである。これは中央線

各駅の乗車人員を表しており、13 年間で多くて 26．4％の増加、7．0％の減少がみられる。

これは乗車人数についてのみだが、これをみると 5 年間で降車人数も含めた利用者に劇的

な変動はないといえるだろう。 

0．5 倍以下、または 2 倍以上で区切ったのは、表 3-2、表 3-3 で表すように 2005 年と

2010 年の乗降客数を比べた時に、0.5 倍以下、また 2 倍以上になっているサンプル数が少

なかったからである。データが少ないということは、異常値である可能性が高いと言える

だろう。サンプル数を確保する上でも、分析対象外とするサンプル数を少なくしたいと考

えたため、0．5 倍以下、または 2 倍以上で区切った。 
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表 3-1 JR 中央線沿線各駅(大久保～高尾駅まで)の乗車人数 

 

出所：立澤(2014) 「鉄道沿線エリアマーケティング 第一回 JR 中央線(新宿駅以西)編」

より筆者作成 

 

表 3-2 定期券利用者 

 

 

表 3-3 定期外利用者 

 

 

第２節 運賃の指標について 

  

分析において最初の課題となったのが、運賃をどのように指標化するか、ということで

2013年度 対2000年（％）
大久保 24775 -1.9
東中野 39554 0.5
中野 138467 21.0
高円寺 49236 -0.4
阿佐ヶ谷 44298 0.2
荻窪 86032 3.7
西荻窪 42402 5.5
吉祥寺 139282 0.1
三鷹 92724 9.8
武蔵境 65331 11.3
東小金井 28908 4.0
武蔵小金井 59504 7.6
国分寺 108819 5.4
西国分寺 28394 26.4
国立 53237 -3.6
立川 160411 10.1
日野 28651 9.0
豊田 30910 -1.6
八王子 85191 4.8
西八王子 31681 7.2
高尾 30284 -7.0

中央線東日本駅名
一日あたり平均乗車人員

2010年定期券利用者数
/2005年定期券利用者数

～0.5 0.5～1 1～1.5 1.5～2 2～2.5 2.5～3 3～

サンプル数 10 236 322 46 14 3 11

2010年定期外利用者数
/2005年定期外利用者数

～0.5 0.5～1 1～1.5 1.5～2 2～2.5 2.5～3 3～

サンプル数 8 206 382 32 10 1 3
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あった。山田・綿貫(1996)は、鉄道需要の運賃弾力性を計測する際に、定期と定期外につい

て旅客運賃収入を旅客輸送人キロで除し、その 1 人 1 キロ当たりの運賃を消費者物価指数

を用いて平準化したものを運賃指数としている。だが、本稿では定期・定期外についての

キロ当たりの運賃に加え、初乗り運賃についても考慮する。鉄道運賃には初乗り運賃が含

まれているため、移動距離当たりの運賃だけではなく、初乗り運賃の高さによっても利用

者が支払う運賃は変化する。初乗り運賃を含めた運賃のみで分析してしまうと、鉄道需要

に影響を与えているのは初乗り運賃なのか、それともキロ当たり運賃なのかを計測するこ

とができなくなってしまう。また、移動距離が短い人には初乗り運賃の影響が強く、長い

人にはキロ当たり運賃の方が強くなる。先行研究ではこの違いを考慮することができてい

ないと考えた。よって、初乗り運賃とキロ当たり運賃の 2 つを説明変数として取り入れた。 

 まず、初乗り運賃については路線ごとの変数となっている。乗降客数のデータが 2005 年

と 2010 年のものであるため、両年度、全路線において 2014 年 4 月の消費増税直前の運賃

水準に従った。2005 年と 2010 年における運賃が望ましいと考えたが、その時点における

正確なデータが集まらなかった。そのため、各事業者が公表している「国土交通大臣への

旅客運賃の変更認可申請についての報告書」に明記されている消費増税直前の運賃を採用

した。ここでは、2005 年と 2010 年両時点において同じ運賃を用いた。報告書には営業キ

ロに対応する形で改定前の運賃、また定期代が示されている。定期券利用者にとっての初

乗り運賃としては、移動距離が 1km の場合の定期代を採用した。また、分析にはデータの

制約上 1 か月分の通勤定期代を用いた。 

次に、キロ当たり運賃については、以下のように導出した。 

 こちらも初乗り運賃同様、各事業者の公表している「国土交通大臣への旅客運賃の変更

認可申請についての報告書」を基に消費増税直前の運賃水準に合わせている。東日本旅客

鉄道株式会社(JR)については、特定区間(東京地区)内・または山手線内の初乗り運賃、キロ

当たり運賃、定期代を使用している。路線の端としては、基本的に JR 以外の事業者につい

ては大都市交通センサスに記載されている両端の駅とし、JR については、特定区間内と区

間外で運賃水準が変わるため、特定区間内に入る駅の中で両端の駅とする。ただし、山手

線は独自の運賃水準となっているため、山手線内の運賃水準に従った。東京 23 区内の駅は

全て山手線内か特定区間内にあるため、これらの設定から、より正確な運賃の指標が得ら

キロ当たり定期代＝

（路線の端から端までの定期代）−（移動距離が１ｋｍの時の定期代）

（路線の端から端までの営業キロ）−（移動距離が１ｋｍの時の定期代で行ける最長の距離）
 

 

キロ当たり運賃＝

（路線の端から端までの運賃）−（初乗り運賃）

（路線の端から端までの営業キロ）−（初乗り運賃で行ける最長の距離）
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れると考えた。ただし、路線によって例外もあるため、以下に両端の駅一覧を記載する。

また、例外については注釈を示す。 

 

表 3-4 路線の両端の駅一覧 

 

鉄道名 端の駅① 端の駅② 注番号

つくばエクスプレス 秋葉原 つくば

東京臨海新交通臨海線 新橋 有明 1

りんかい線 新木場 大崎

京成本線 京成上野 成田空港 2

押上線 押上 京成高砂

大井町線 大井町 溝の口

池上線 五反田 蒲田

東急多摩川線 多摩川 蒲田

田園都市線 渋谷 中央林間

東横線 渋谷 横浜

目黒線 目黒 日吉

総武線各駅停車 千葉 三鷹

京浜東北線・根岸線 大宮 大船

山手線 品川 品川

京葉線（１） 東京 千葉みなと

東海道本線 東京 大船

埼京線 大崎 大宮

総武本線 東京 千葉

横須賀線 東京 久里浜

東北本線 東京 大宮

中央本線 東京 高尾

常磐線各駅停車 北千住 取手

高崎線 上野 大宮

常磐線快速 上野 取手

湘南新宿ライン 大宮 横浜

銀座線 浅草 渋谷

丸ノ内線（１） 池袋 荻窪 3

東西線 西船橋 中野

日比谷線 中目黒 北千住

千代田線 代々木上原 北綾瀬

有楽町線 和光市 新木場

半蔵門線 押上 渋谷

南北線 目黒 赤羽岩淵

西武新宿線 西武新宿 本川越

池袋線 池袋 吾野

東京モノレール羽田線 モノレール浜松町 羽田空港第2ビル

浅草線 西馬込 押上

三田線 目黒 西高島平 4

都営新宿線 新宿 本八幡

大江戸線 都庁前 光が丘 5

井の頭線 渋谷 吉祥寺

京王線 新宿 京王八王子

東上線 池袋 寄居

伊勢崎線（１） 浅草 多々良

北総線 京成高砂 印旛日本医大

埼玉高速鉄道線 赤羽岩淵 浦和美園

小田原線 新宿 小田原

京浜急行本線 泉岳寺 浦賀

空港線 品川 羽田空港国内線ターミナル 6
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表 3-5 注釈一覧 

 

 

 留意点としては、まず営業キロを採用しているため、利用者が実際に移動する距離とは

異なる場合があることが挙げられる。営業キロとは、運賃・料金の算定や統計の基礎とな

るものである。次に、営業キロに従って改定前の運賃を調べたため、改定前に実際に利用

者が支払っていた運賃とは相違が生じることがあることが挙げられる。例えば、表 3-5 の注

3 のように、荻窪から池袋の移動の際には、他の路線を使い、より短い営業キロで行く方法

もある。しかし、こういった場合には当該路線のみ、つまり丸ノ内線のみを使った場合の

営業キロに対応する運賃・定期代を用いている。 

 

第３節 作成した変数について 

  

本節では、今回の分析をする際に取り入れた変数をどのように作成したかについて説明

する。また、最後に使用した変数の記述統計量、また変数間の相関係数を示す。 

 

・利用者数の定義  

 定期券・定期外利用者については、「大都市交通センサス」の駅別一日平均乗降客数(定期

券利用者・普通券利用者)の対数を取ったものを被説明変数とした。本稿では、駅別一日平

均乗降客数(定期券利用者)を定期券利用者数、駅別一日平均乗降客数(普通券利用者)を定期

外利用者数とする。「大都市交通センサス」において、利用者数のデータは乗車人数と降車

人数、更に上りと下りに分かれていたが、それら 4 つの値を足し合わせた。また、定期券

利用者数に通勤・通学の区別はなかった。元のデータが年度別であるため、分析の際も同

注番号 注内容

1 2006年に有明から豊洲駅間延伸開業。有明までの営業キロを用いた。

2
京成成田駅から空港第二ビル・成田空港駅間は加算運賃140円が含まれる。定期代は該
当営業キロの一ヶ月定期代22740円に加算料金6000円を加えた。

3 荻窪・池袋間は、営業キロが24.2キロとなる経路を用いた。

4
目黒・白金台・白金高輪の各駅を相互に発着する場合に用いられる特別運賃は、考慮して
いない。

5
大都市交通センサスの乗降客数のデータは、都庁前駅が２つ存在し、利用者数を区別した
データであるか未確定であるため、１つの乗降客数を採用した。

6

当該区間は特定運賃が採用されるが、初乗り運賃・初乗り定期代に関しては通常の運賃
を用いた。また、2010年に、天空橋-羽田空港間に羽田空港国際線ターミナル駅が開業、
羽田空港駅を羽田空港国内線ターミナル駅に改称した。2005年の乗降客数について、国
際線ターミナル駅をゼロとし、羽田空港駅のデータを国内線ターミナル駅に代替した。
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じ駅について年度別のデータが存在する。例えば、渋谷駅については、2005 年山手線渋谷

駅と 2010 年山手線渋谷駅を区別している。さらに、路線も区別しているので、2005 年、

2010 年東急東横線渋谷駅も存在する。 

このように、人キロではなく乗降客数を用いたのは混雑率を直接的に表すものは人数で

あると考えたためである。単純な例で言うと、人キロなら 50 人が 10km 移動するのと 5 人

が 100km 移動するのでは同じことになってしまう。これでは、混雑の度合を直接表すこと

はできない。混雑率をどのように軽減できるのか明らかにすることが本稿の目的であるた

め、乗降客数を被説明変数として使用した。 

 

・定期券利用者についての分析に使用した変数 

説明変数として、まず初乗り定期代、キロ当たり定期代の対数を取ったものを取り入れ

た。この 2 つの説明変数が定期代に関する説明変数となっている。定期代に加えて定期券

利用者数に影響を与える要因として、駅に通っている路線の数、駅周辺の学校に通学する

生徒数、従業者数を加えている。駅周辺の学校に通学する生徒数については、出店戦略情

報局に掲載されている、駅別の生徒学生数を用いた。その際、複数の路線が通っている駅

では、路線によっては生徒数がゼロになっていた。そのため、路線別に扱われていた生徒

数を、路線を考慮せずに同名の駅ごとに合計し、その合計を駅数で割った平均を各駅に割

り振った。また､データが不足している駅については､分析の対象外とした｡駅周辺の学校に

通学する生徒数を説明変数として加えるのは、定期利用者数のうち、駅からの学校の近さ、

そしてその学校の規模によって説明される通学定期利用者数を除外して分析を行うためで

ある。従業者数は 2005年・2010年のデータが見つからなかったため、総務省統計局による

2001年・2006年の「事業所・企業統計調査」、2012年の「経済センサス-活動調査-」を用

いて線形補間している。従業者数を説明変数に加えた理由は、生徒数を加えた理由と同様

である。 

初乗り定期代、キロ当たり定期代は路線別、定期券利用者数、駅に通っている路線数、

駅周辺の学校に通学する生徒数は駅別、従業者数は 23 区別の変数となっている 

 

・定期外(普通券)利用者についての分析に使用した変数 

 定期外利用者数に影響を与える説明変数として、まず初乗り運賃の対数を取ったもの、

キロ当たり運賃の対数を取ったものを取り入れた。これらの運賃に関する説明変数に加え、

駅に通っている路線の数と従業者数を入れた。定期外利用者についての分析に従業者数を

加えたのは、「大都市交通センサス」の調査日が平日であるため、平日に普通券で鉄道を利

用するのは出張などで移動する会社員が多いと考えたためである。加えて、商業施設が多

い場所ではそれだけそこで働く従業者数も増加するため、商業施設数のことも同時に考慮

できると考えた。休日であれば、仕事で移動する人数よりも娯楽のために移動する人数が

多いと考えられるため、事業所数など商業施設の影響の方が強いと思われるが、今回の分
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析では 2 つの要素を同時に考慮できる従業者数を取り入れた。実際に、事業所数と従業者

数をそれぞれ説明変数に加えた結果が表 3-6 である。この結果から、従業者数のみを取り入

れた分析において従業者数のｔ値が最も高くなったため、従業者数を取り入れた。 

 定期券利用者と同様に、事業所数・従業者数は 2005 年・2010 年のデータが見つからな

かったため、総務省統計局による 2001 年・2006 年の「事業所・企業統計調査」、2012 年

の「経済センサス-活動調査-」を用いて線形補間している。 

 

表 3-6 事業所数を加えた分析との比較 

 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

  

初乗り運賃、キロ当たり運賃は路線別、定期外利用者数、駅に通っている路線の数は駅

別、従業者数は 23 区別の変数である。 

 

・人口関連の変数について 

 ここでは本稿における分析に人口関連の説明変数を加えなかった理由について記す。 

人口に関わる説明変数として、山田・綿貫(1996)は沿線人口、金子ら(2004)は定期券利用

者の説明変数として就業人口、定期外利用者の説明変数として夜間人口を取り入れている。 

被説明変数：定期外利用者
数(対数)

model1 model2 model3

推定方法：最小2乗法 b/t b/t b/t

初乗り運賃（対数） -0.566*** -0.566*** -0.582***

(-8.200) (-8.211) (-8.373)

キロ当たり運賃（対数） -0.603** -0.595** -0.366*

(-3.271) (-3.289) (-2.059)

駅に通っている路線数（本） 0.274*** 0.275*** 0.290***

(-23.345) (-23.702) (-25.639)

従業者数（１０万人） 0.077*** 0.073***

(-4.401) (-8 .416)

事業所数(事業所) 0 0.000***

(-0.232) (-7.116)

定数項 13.342*** 13.283*** 11.954***

(-13.582) (-13.998) (-12.746)

自由度調整済み決定係数 0.434 0.435 0.425

サンプル数 1143 1143 1143
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先行研究を参考に、まず 0.5km 圏沿線人口のデータとして鉄道輸送統計【懐古編】に掲載

されている鉄道の駅周辺人口(0.5km 圏内)を用いた。ここでデータが得られなかった駅につ

いては平成 17 年・22 年国勢調査の地域メッシュ統計を用いた。次に、平成 17・22 年の国

勢調査より昼間人口比率を使用した。この沿線人口のデータを説明変数として加えたとこ

ろ、定期・定期外共に t 値が低く、有意を示さなかった。そのため、0.5km 圏沿線人口(10

万人)と昼間人口比率(%)の相関係数(表 3-7)に注目した。この相関係数から、沿線人口と昼

間人口比率の間には負の相関があることがわかる。つまり、昼間人口比率が低い地域では

沿線人口が多くなり、昼間人口比率が高い地域では沿線人口が少なくなっている。このこ

とと本分析が東京 23 区内に限定されていることを考慮すると、住宅が集積する地域と、オ

フィスや商業施設などが集積する地域があり、それらの地域で分析結果が異なることが予

想された。さらに、昼間人口比率が大きくなる地域には、東京 23 区外から通勤・通学する

人も多く、沿線人口が鉄道の利用者数に正の影響を与えるかどうか正確に検証することが

難しい。そこで、昼間人口比率が低く沿線人口が大きくなる地域では、沿線人口が鉄道利

用者数に正の影響を与えるのではないかと考え、昼間人口比率を限定して分析した。その

際、沿線人口と従業者数の相関が強いため(表 3-8)、従業者数を除いて分析を行った。その

結果、昼間人口比率を 100％以下と限定した分析で、定期・定期外ともにｔ値が有意になっ

た。つまりベッドタウンのような昼間に人口の流出が多く、流入が少ない地域では、沿線

人口が鉄道利用者数に正の影響を与えることがわかった。このように、昼間人口比率で限

定すれば望むような結果が得られるが、東京 23 区全域を分析対象としているため、本稿の

分析からは沿線人口を除いた。 

 

表 3-7 0.5km 圏内沿線人口と昼間人口比率の相関係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5km圏沿線人口(10万人) 昼間人口比率(%)
0.5km圏沿線人口(10万人) 1
昼間人口比率(%) -0.582 1
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図 3-1 0.5km 圏沿線人口(10 万人)と昼間人口比率(%)の散布図 

 

 

表 3-8 0.5 圏沿線人口と従業者数の相関係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5km圏沿線人口 従業者数

0.5km圏沿線人口 1.000

従業者数 -0.654 1.000
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表 3-9 0.5km 圏内沿線人口を入れた分析結果の比較 

 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

 

 人口に関わる変数として、通勤者数も説明変数に加えてみたが、従業者数との相関が強

いため、説明変数には取り入れなかった。 

 

 

   

被説明変数：利用者数(対数) 定期 定期外 定期 定期外 定期 定期外
昼間人口比率(%) 指定なし 指定なし 100以下 100以下 100以上 100以上
推定方法：最小2乗法 b/t b/t b/t b/t b/t b/t
初乗り定期代(円)(対数) -1.032*** -1.100***                -1.048***

(-6.808) (-4.436)                (-5.508)
キロ当たり定期代(円)(対数) -0.318*** -0.290**                -0.260***

(-5.563) (-3.108)                (-3.604)
0.5km圏沿線人口(10万人) -0.118 -1.763*** 2.353* 3.076*** -1.499** -2.843***

(-0.265) (-4.655) (-2.226) (-3.540) (-2.810) (-6.593)
駅に通っている路線の数(本) 0.335*** 0.286*** 0.443*** 0.415*** 0.296*** 0.225***

(-22.570) (-23.730) (-11.263) (-12.208) (-17.542) (-17.208)
駅周辺の学校に通学する生徒数(10万人) 1.861** 13.723***                1.359*

(-3.002) (-4.629)                (-2.139)
キロ当たり運賃(円)(対数) -0.628*** -0.381*** -0.698***

(-8.916) (-3.318)   (-8.365)
初乗り運賃(円)(対数) -0.412* -1.293*** -0.866***

(-2.238) (-4.162)   (-3.790)
定数項 20.007*** 13.040*** 19.635*** 15.607*** 20.145*** 15.860***

(-13.419) (-13.120) (-8.221) (-9.742) (-10.734) (-12.812)
自由度調整済み決定係数 0.416 0.411 0.355 0.323 0.449 0.435
サンプル数 1139 1143 421 421 718 722
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表 3-10 記述統計量 

変数名 観測数 平均 標準偏差 最小値 最大値

定期券利用者数（人） 1143 60476.880 80424.160 914.000 598288.000

定期外利用者数（人） 1143 37556.840 43529.660 796.000 377224.000

初乗り運賃（円） 1143 145.573 19.934 120.000 210.000

キロ当たり運賃（円） 1143 10.020 3.786 5.645 23.478

初乗り定期代（円） 1143 5051.671 1077.613 3640.000 8460.000

キロ当たり定期代（円） 1143 292.483 181.385 92.617 1289.474

駅に通っている路線の数（本） 1143 2.445 2.071 1.000 10.000

従業者数（１０万人） 1143 4.298 2.829 0.829 9.355

事業所数（事業所） 1143 27124.900 8979.424 10441.000 44270.600

駅周辺の学校に通学する生徒数（１０万人） 1139 0.030 0.046 0.000 0.295

昼間人口比率（％） 1143 405.775 580.351 80.700 2047.300

0.5ｋｍ圏内沿線人口（１０万人） 1143 0.136 0.067 0.000 0.287

他市区町村からの通勤者数＋他市区町村
への通勤者数（１０万人）

1143 3.960 2.095 0.955 7.578
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表 3-11 変数間の相関関係 

定期券
利用者数

定期外
利用者数

初乗り運賃
キロ当たり
運賃

初乗り
定期代

キロ当たり
定期代

駅に通ってい
る路線の数

従業者数 事業所数
駅周辺の学校に
通学する生徒数

昼間
人口比率

0.5ｋｍ圏内
沿線人口

他市区町村からの
通勤者数＋他市区
町村への通勤者数

定期券利用者数 1

定期外利用者数 0.900 1

初乗り運賃 -0.208 -0.104 1

キロ当たり運賃 0.064 -0.026 -0.242 1

初乗り定期代 -0.255 -0.139 0.917 -0.438 1

キロ当たり定期代 0.006 -0.077 -0.293 0.767 -0.318 1

駅に通っている路線の数 0.680 0.658 -0.065 0.123 -0.150 0.010 1

従業者数 0.168 0.276 0.250 -0.078 0.177 -0.190 0.294 1

事業所数 0.111 0.221 0.132 -0.044 0.090 -0.127 0.192 0.867 1

駅周辺の学校に通学する
生徒数

0.224 0.199 0.076 -0.087 0.057 -0.131 0.245 0.244 0.095 1

昼間人口比率 0.141 0.177 0.183 -0.082 0.138 -0.175 0.292 0.735 0.469 0.358 1

0.5ｋｍ圏内沿線人口 -0.209 -0.305 -0.182 -0.076 -0.123 0.023 -0.364 -0.654 -0.570 -0.122 -0.582 1

他市区町村からの通勤
者数＋　他市区町村への
通勤者数

0.146 0.249 0.215 -0.080 0.156 -0.184 0.266 0.984 0.858 0.240 0.749 -0.650 1
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第 4 章 分析方法 
  

第 3 章では、様々な説明変数を取り入れて分析を行い、説明変数の取捨選択を行った。

本章では、最終的に行き着いたモデルについて説明する。そのモデルの設定においては、

利用者数と運賃の指標について対数をとることによって、運賃の指標の係数がそのまま弾

力性値になるようにした。ここでは、s が駅ごと、d が区ごと、l が路線ごとを表すことと

する。また、ln は対数を取ったことを示す。 

  

・定期利用者についての基本的な回帰モデル 

ln 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑠𝑠𝑢𝑠𝑒𝑟_𝑎𝑙𝑙𝑠

=  𝜀1 + 𝛼1 ln 𝑐𝑜𝑚𝑡𝑖𝑐𝑘𝑒𝑡_1𝑙 + 𝛼2 ln 𝑐𝑜𝑚𝑡𝑖𝑐𝑘𝑒𝑡_𝑘𝑚𝑙 + 𝛼3𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟_𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑠

+ 𝛼4𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 + 𝛼5𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑑𝑑 

 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑠𝑠𝑢𝑠𝑒𝑟_𝑎𝑙𝑙𝑠   定期券利用者数(人) 

𝑐𝑜𝑚𝑡𝑖𝑐𝑘𝑒𝑡_1𝑙   初乗り定期代(円) 

𝑐𝑜𝑚𝑡𝑖𝑐𝑘𝑒𝑡_𝑘𝑚𝑙   キロ当たり定期代(円) 

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟_𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑠   駅に通っている路線の数(本) 

𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠   駅周辺の学校に通学する生徒数(10 万人) 

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑑𝑑   従業者数(10 万人) 

 

定期券利用者については、上記のモデルでプーリング回帰モデルによる推定を行った。

予想される推定式の説明変数の符号の符号は、初乗り定期代・キロ当たり定期代について

はマイナス、駅に通っている路線の数、駅周辺の学校に通学する生徒数、従業者数につい

てはプラスである。 

 

・定期外利用者についての基本的な回帰モデル 

ln 𝑛𝑜𝑛_𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑠𝑠𝑢𝑠𝑒𝑟_𝑎𝑙𝑙𝑠

= 𝜀2 + 𝛼6 ln 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑓𝑎𝑟𝑒𝑙 + 𝛼7 ln 𝑓𝑎𝑟𝑒_𝑘𝑚𝑙 + 𝛼8𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟_𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑠

+ 𝛼9𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑑𝑑 

 

𝑛𝑜𝑛_𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑠𝑠𝑢𝑠𝑒𝑟_𝑎𝑙𝑙𝑠   定期外利用者数(人) 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑓𝑎𝑟𝑒𝑙   初乗り運賃(円) 

𝑓𝑎𝑟𝑒_𝑘𝑚𝑙   キロ当たり運賃(円) 

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟_𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑠   駅に通っている路線の数(本) 

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑑𝑑   従業者数(10 万人) 
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定期外利用者についても、上記のモデルでプーリング回帰モデルによる推定を行った。

予想される推定式の説明変数の係数の符号は、初乗り運賃・運賃の指標についてはマイナ

ス、1 つの駅を通っている路線数・従業者数についてはプラスである。 

このように、定期利用者だけでなく定期外利用者も分析対象としたのは、混雑は定期券

利用者だけではなく定期外利用者によっても引き起こされていると考えたためである。実

際に、全鉄道利用者に占める定期外利用者の割合を見てみると、定期外利用者の方が多く

なる駅も存在し、定期外利用者も混雑に寄与している可能性があるといえる。 

 

表 4-1 全鉄道利用者に占める定期外利用者の割合 

 

  

2005

全鉄道利用者に占める
定期外利用者の割合

80％以上 70％以上 60％以上 50％以上 40％以上 30％以上 20％以上 10％以上 総サンプル数

駅の数 14 31 76 188 346 533 624 642 642

2010

全鉄道利用者に占める
定期外利用者の割合

80％以上 70％以上 60％以上 50％以上 40％以上 30％以上 20％以上 10％以上 総サンプル数

駅の数 11 29 68 192 375 576 652 659 659
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第 5 章 推定結果と考察 
  

本章では、第 4 章で明記した分析方法に従って推定を行った結果を示す。また、それに

ついての考察を行う。 

 

 定期券利用者に関する推定結果は、以下の通りである。t 値の絶対値は従業者数以外の全

ての説明変数に関して 2 を上回っている。従業者数については t 値が 2 を上回っていない

が、1.96 に近い値を示している。係数の符号も、予想通りの結果となった。この推定結果

において、特筆すべきことは、初乗り定期代の係数である。キロ当たり定期代より初乗り

定期代の係数が大きく、初乗り定期代の変化のほうが需要に大きく影響を与えることが想

定される。また、初乗り定期代が１％上がれば、定期券利用者数は約１％減少することに

なる。需要の運賃弾力性が絶対値で１以上となっているので、収入の運賃弾力性（運賃が

１％増加したら、収入が何％変化するか）が０より小さくなり、初乗り運賃の値上げは事

業者の収入減少につながるが、ほぼ 1 であるためあまり影響はないだろうと考えられる。 

 

表 5-1 定期券利用者に関する回帰分析 

 

サンプル数：1139 自由度調整済み決定係数：0.418 

 

 定期外利用者に関しては、以下のような推定結果となった。定期外においては、t 値が全

ての説明変数について 2 を上回っているのでこの回帰式で推定された係数は十分に信頼性

があると分かる。係数の符号も、予想と同じ結果となった。この推定結果において、初乗

り運賃とキロ当たり運賃の係数はほぼ同じとなったが、わずかに初乗り運賃のほうが大き

くなった。 

 

 

 

 

 

被説明変数：定期券利用者数(対数)
推定方法：最小2乗法
初乗り定期代(円)(対数) -1.066 -7.080
キロ当たり定期代(円)(対数) -0.305 -5.320
駅に通っている路線の数(本) 0.328 22.900
駅周辺の学校に通学する生徒数(10万人) 1.674 2.670
従業者数（１０万人） 0.021 1.950
定数項 20.145 13.780

係数 t値
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表 5-2 定期外利用者に関する分析 

 

サンプル数：1143 自由度調整済み決定係数：0.435 

 

以上 2 つの分析結果より、運賃の指標の推定係数について考えると、定期外については

初乗り運賃とキロ当たり運賃の弾力性が近い数値を示している。これは、普通運賃におい

ては初乗り運賃もキロ当たり運賃も利用者に対してほぼ同様の影響を与えているというこ

とが言えるだろう。具体的な数値で説明すると、初乗り運賃が 1%上がると定期外利用者数

は 0.595%減少し、キロ当たり運賃が 1%上がると定期外利用者数が 0.566%減少すると推定

されている。この差は 0.595-0.566=0.029%である。一方、定期券利用者についてはキロ当

たり定期代より初乗り定期代の弾力性値が大きくなっていることが分かる。具体的には定

期代が 1%上がった場合に、初乗り定期代によって上がるのとキロ当たり定期代によって上

がるのでは利用者数の減少に 1.066-0.305=0.761%の違いがみられると推定されている。定

期券利用者についてのみこのような違いがみられたことに対する理由は明確にすることが

できなかったため、初乗り定期代の弾力性値については今後の課題としたい。 

 次に、年度別で違いがあるのかを確かめるために、年度別の分析も行った。その際、2010

年ダミーを運賃の指標にそれぞれ掛け合わせた交差項を分析に用いた。(表 5-3)その推定結

果において、交差項のｔ値に注目するとすべて 2 を下回ったため、2005 年と 2010 年の間

に統計的に有意な差が見られないと言える。また、説明変数として 2010 年ダミーを入れた

分析も行ったが有意にはならなかった。(表 5-4)このことから、本稿の分析において、2005

年と 2010 年を区別して分析する必要はなく、年度の違いを考慮した変数を加える必要はな

いと考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被説明変数：定期外利用者(対数)
推定方法：最小２乗法
初乗り運賃(円)(対数) -0.595 -3.290
キロ当たり運賃(円)(対数) -0.566 -8.210
駅に通っている路線の数(本) 0.275 23.700
従業者数(10万人) 0.073 8.420
定数項 13.283 14.000

係数 t値
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表 5-3  2010 年ダミーとの交差項を入れた分析 

 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

 

 

被説明変数：利用者数（対数） 定期 定期外
推定方法；最小2乗法 b/t b/t

初乗り定期代(円)(対数) -1.092***

(-7.134)

初乗り定期代(円)(対数)と2010
年ダミーの交差項

0.053

(-0.957)

キロ当たり定期代(円)(対数) -0.268***

(-3.754)

キロ当たり定期代(円)(対数)と
2010年ダミーの交差項

-0.075

(-0.882)

駅に通っている路線の数(本) 0.328*** 0.275***

(-22.893) (-23.709)
駅周辺の学校に通学する生徒
数(10万人)

1.674**

(-2.671)
従業者数(10万人) 0.021 0.073***

(-1.948) (-8.399)

初乗り運賃(円)(対数) -0.601**

(-3.286)

初乗り運賃(円)(対数)と2010年
ダミーの交差項

0.01

(-0.185)

キロ当たり運賃(円)(対数) -0.569***

(-6.188)

キロ当たり運賃(円)(対数)と
2010年ダミーの交差項

0.006

(-0.047)

定数項 20.147*** 13.289***

(-13.772) (-14.004)

自由度調整済み決定係数 0.418 0.435

サンプル数 1139 1143
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表 5-4  2010 年ダミーを入れた分析 

 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

 

  

定期 定期 定期外 定期外
model1 model2 model3 model4   

推定方法：最小2乗法 b/t b/t b/t b/t   

初乗り定期代(円)(対数) -1.066*** -1.066***                

(-7.079) (-7.078)                

キロ当たり定期代(円)(対数) -0.305*** -0.305***                

(-5.319) (-5.320)                

駅に通っている路線の数(本) 0.328*** 0.329*** 0.275*** 0.275***

(-22.901) (-22.898) (-23.702) (-23.72)

駅周辺の学校に通学する生徒
数(10万人)

1.674** 1.675**                

(-2.672) (-2.673)                

従業者数（10万人） 0.021 0.02 0.073*** 0.073***

(-1.946) (-1.937) (-8.416) (-8.405)

2010年ダミー 0.037 0.064

(-0.682) (-1.424)

キロ当たり運賃(円)(対数) -0.566*** -0.566***

(-8.211) (-8.220)   

初乗り運賃(円)(対数) -0.595** -0.596** 

(-3.289) (-3.295)   

定数項 20.145*** 20.129*** 13.283*** 13.256***

(-13.775) (-13.759) (-13.998) (-13.973)

自由度調整済み決定係数 0.418 0.418 0.435 0.435
サンプル数 1139 1139 1143 1143

被説明変数：利用者数(対数)
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第 6 章  
混雑率改善のための運賃設定 

 

 鉄道サービスという財は、常に寡占状態にあり、完全競争のもとでの価格調整は行われ

ていない。政府は鉄道事業者による価格つり上げの予防策として上限価格制を設けており、

これにより事業者はこの価格を下回る運賃でしか鉄道サービスを供給できないようになっ

ている。しかし、現実の混雑状況を鑑みる限り、人々は運賃以上の対価を払いながら通勤・

通学しているように思われる。この問題を解決するために、本章では朝の通勤ラッシュの

時間帯のみ運賃の値上げを実施することを提言したいと思っている。これにより通勤・通

学者の一部は通勤ラッシュ時間から、他の時間帯へシフトすることが予想される。これま

でにも東京メトロでは混雑率の高い東西線のユーザーを対象に「早起きキャンペーン」を

行い、通勤ラッシュ時間帯より早い時間帯の利用者に牛丼チェーン店やカフェでの割引券

を配布することで、早い時間帯での通勤の価値を高め、利用者の分散による混雑率の緩和

を目指す政策を行ってきた。この取り組みは継続的に行われていることから、一定の効果

があると推測できる。今回の提言では、ラッシュ時の料金を値上げすることで、相対的に

他の時間帯における料金を安くするので、同様の効果が得られるものと考えらえる。 

本稿においては定期・定期外を区別して運賃弾力性を推計したが、運賃設定の提言は定

期券についてのみ行う。定期外運賃の設定については、今後の課題としたい。また、定期

代弾力性はデータの制約上、一日全体のものをラッシュアワー時に用いる。今回の提言の

特徴は、初乗り定期代とキロ当たり定期代の双方から運賃設定を提案することにある。使

用するデータについては 2014 年時点のものを用いる。初乗り定期代とキロ当たり運賃のそ

れぞれを動かして個別路線においての需要をコントロールする。また、今回の分析で使用

する需要曲線・私的限界費用曲線の導出方法については、小田切ら（2006）を参考にした。

小田切らは輸送量の指標として人キロを用いているが、我々は輸送人員（人）を指標とし

て用いる。理由は第 3 章：第 3 節で述べた通りである。 
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第１節 分析のための設定 

 

図 6-1 分析フレーム 

 

 

 まず、私的限界費用曲線（以下 PMC）を導出する。PMC の算出には国土交通省の作成

した「鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル（2012 年改定版）」より「鉄道社内混雑によ

る不快感の評価」を参考にしている。小田切らの先行研究では、PMC を現行運賃のみに設

定している。また、「鉄道社内混雑による不快感の評価」にしめされる、混雑による疲労費

用と現行運賃の合計を社会的限界費用として扱っているが、我々はこれを PMC とみなして

考えることにした。つまり、混雑による疲労費用を現行定期代に足したものを PMC とみな

すことにする。推定式は以下である。 

 この推定式において、P1 は利用者が支払っている現行定期代である。よって、運賃を値

上げする前は、利用者が P1 を定期代として支払い、(P2－P1)を混雑率 R2 における疲労費

用として支払っている状態である。 
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𝑃𝑀𝐶 = 𝜔 ∙ 𝐹 ∙ 𝑇 ∙ 𝐷 + 𝑃1 

𝐹 = 𝑎𝑅 − 𝑏 

 

表 6-1 混雑不効用関数の係数表  

 

出所：国土交通省「鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル（2012 年改訂版）」より筆者作

成 

 

 

ω: 乗車中の時間評価値（円／分） 

F: 混雑不効用関数（混雑不効用の評価値の時間換算係数） 

R: 混雑度（＝Q／C） 

Q: 輸送人数（人） 

C: 輸送力（人） 

T: 乗車時間（分） 

D: 乗車日数（日） 

 

次に、第 5 章で得られた運賃弾力性値（以下ε）から需要曲線を推定する。まず需要曲線

の傾きαを求める。 

 

𝜀 = |
1

𝛼
∙

𝑃2

𝑄2
| 

P2: 混雑度 R2 のもとでの PMC（円） 

Q2: 実際の輸送人数（人） 

 

 この傾きαの直線が E2(P2,Q2)を通っていることを仮定して、定数であるβを算出し、線

形を仮定した需要曲線を次のように設定する。 

 

𝑃 = 𝛼𝑄 + 𝛽 

  

P: 運賃（円） 

混雑率 a b

0-100 0.027 0

100-150 0.0828 0.0558
150-200 0.179 0.2
200-250 0.69 1.22

250- 1.15 2.37



31 

 

対象とする路線は朝の混雑率が高く、また我々が通学に使っていて馴染みがある京浜東

北線を選択した。京浜東北線の 2014 年データは、以下の国土交通省の情報をもとにした。 

 

表 6-2 京浜東北線における最混雑区間（2014 年） 

 

出所：国土交通省「東京圏における主要区間の混雑率」より筆者作成 

 

また、ジェイアール東日本企画のメディアデータ、路線プロファイルによれば、京浜東

北線における一回の平均乗車時間は 14.4 分である。そのため、今回の分析では定期利用者

の京浜東北線の朝のラッシュ時における乗車時間をこの 14.4 分と仮定して行う。ただし、

区間別の混雑率のデータが得られなかったことから、表 6-2 のデータに修正を加え、さらに

他のデータを付加したものが表 6-3 である。データの修正について、具体的には上野・御徒

町間の乗車時間は 2 分であるが、利用者の平均乗車時間は 14.4 分であることから、表 6-2

の輸送力・輸送人数に 14.4 分 / 2 分 = 7.2 を掛け合わせた。（乗車時間中の混雑率は 197%

で一定であり、一分当たりの輸送人数も一定であると仮定した。） 

 

表 6-3 分析に用いたデータ 

 

 

 

 

 

 

 

路線 区間 時間帯 編成×本数 輸送力（人） 輸送人数(人) 混雑率(%)
京浜東北線 上 野 → 御 徒 町 7:50～8:50 10×26 38480 75580 197

2014

京浜東北線 単位 備考

Ph: 初乗り定期代 3880 円

Pk: キロ当たり運賃 413 円

Q2: 輸送人員 545616 人 75580×7.2

C: 輸送力 277056 人 38480×7.2

R2: 混雑度 1.97 混雑率(%)/100 Q2/c

ε h: 初乗り定期弾力性値 -1

ε k: キロあたり定期弾力性値 -0.3

ω : 時間価値 47 円/分 国土交通省マニュアル（2012）より

T: 乗車分数 14.4 分 ジェイアール東日本企画メディアデータより

D: 乗車日数 20 日 一カ月の出勤日数
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第２節 初乗り定期代弾力性値を用いた分析 

 

 第１節の流れを踏まえて、私的限界費用と需要曲線を推定したものが以下である。 

  

   図 6-2 

 

 

現在の混雑率、1.97 における PMC の値は 5944 円である。これにより、2014 年時点の

京浜東北線ユーザーは現行初乗り定期代との差分である 2064円（5944円-3880円）を 197%

の混雑度による疲労費用として支払っていることが推定できる。 

以上を踏まえたうえで、現行初乗り運賃から何円値上げすれば、政府の目標である混雑

率 150%を達成できるかを試算してみたいと思う。図 6-1 の混雑度 = 1.5 のところで、需要

曲線と PMC が交点を持つように、グラフを描きなおしたのが以下である。 
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図 6-3 

 

 

 上のグラフによれば、混雑度 1.5 で需要曲線と交わるように PMC を設定した時の、初乗

り定期代は約 6435 円である。これにより、混雑率 150%達成のためには、初乗り定期代を

6435 円と現行初乗り定期代である 3880 円との差額、つまり 2555 円の値上げを行えばよい

ということがわかる。これは、現行運賃の約 69%の値上げにあたる。 

 ただし、この値上げには課題が残る。それは初乗り定期代の弾力性が-1 であることから、

鉄道会社側に値上げによる収入増加が見込めないことである。そこで次節では、弾力性が

-0.3 であり、値上げにより鉄道事業者側に収入増加が見込めるキロ当たり定期代弾力性を用

いた分析を行う。 

 

第 3 節 キロ当たり定期代弾力性値を用いた分析 

 

第 2 節同様、需要曲線と私的限界費用曲線を導出する。ただし、PMC の y 切片にはキロ

当たり定期代に 14.4 分に対応したキロ数をかけたものを採用する。京浜東北線が 14.4 分に

何キロ進むかについては、乗車時間が 14 分（Yahoo 乗り換え情報より）である御徒町～田

町間が 7.6 キロであることから、7.6×14.4÷14 = 7.8 より、7.8 キロと考えた。これにより、

PMC の y 切片には 413 円×7.8 キロ= 3221 円が入る。この 3221 円を、利用者が 7.8km 乗

車した時に支払う現行のキロ当たり運賃とする。 
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図 6－4 

 

 

 現在の混雑率 197%に対応する PMC は 5286 円である。私的限界費用は、初乗り定期代

のときと同じため、疲労費用もほぼ同じく 2065 円(5286 円-3221 円)である。 

 以上を踏まえ、混雑度 1.5 で両曲線が交わるように、グラフを描きなおしてみる。 

 

図 6－5 

 

 

 上のグラフによれば、混雑度 1.5 を達成するための、7.8 キロ当たりの定期代は 9485 円

であると推測できる。つまり、7.8 キロあたり定期代を現行より 6264 円（9485 円-3221 円）
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引き上げればよい。キロ当たり定期代は現行より 803 円（6264 円÷7.8 キロ）引き上げる

ことになる。またこれは、現行キロ当たり定期代 413 円の 195%の引き上げである。 

 前節でも述べたように、キロ当たり定期代の値上げは、その弾力性の絶対値が 1 を下回

っていることから、鉄道会社側は収入の増加を見込むことができる。しかし、ここで問題

となるのは混雑率 150%を達成するためのキロ当たり定期代の引き上げ率にある。第 2 節で

みたように、初乗り定期代の値上げにより混雑率 150%を達成するには、その引き上げ率は

現行の 69%ですむ。実際に２種類の値上げの仕方により、利用者の総定期代はどのように

違うのだろうか。検証してみた結果が以下である。 

 

表 6－4 値上げ時の総定期代の比較 

 

 

  やはり、同じ混雑率達成のためにも、キロ当たり定期代を値上げしたほうが、実質値

上げ率（各項目の総定期代を現行運賃での総定期代で除し 100 をかけたもの）は大きくな

る。混雑料金によって鉄道利用者側に発生する便益を可視化しない限り、値上げによって

利用者側から批判を浴びることは免れない。また、上限価格制により、大幅な値上げが国

側に承認されることは困難である。これらのことからも、鉄道事業者側には、少ない値上

げによって、混雑率を改善しつつも、収入を確保したいという考えがうまれる。この考え

に基づき、鉄道事業者は初乗り定期代とキロ当たり定期代の双方からの値上げによる混雑

改善を目指すと考えられるが、その際に運賃をどのように設定していくかが今後の課題で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

  

初乗り定期代（円） キロ当たり定期代（円） 総定期代（円） 実質値上げ率(%)

現行運賃 3880 413 7101 100
初乗り定期代値上げ 6435 413 9656 136

キロ当たり定期代値上げ 3880 803 10143 143
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