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緒　　　　言

　都市道路は、交通や移動のための空間であると
同時に、健康促進の場でもあるという視点から考
え、路上スポーツと自転車利用を促進する健康ま
ちづくりを巡り、以下の 3つのサブテーマについ
て研究を展開した。
Ａ．空間的選好データに基づく都市内ランニン

グコースの設計

　ジョギングは、心身の健康に役立ち、低コスト、
会場の制約がないなどのメリットがあり、広く普
及している。自治体や団体等によってジョギング
の推薦ルートが提案されている例がみられるが、
そのルート選択によって高い満足度を得られるか
は疑問である。ランニングやジョギングについて
の既存研究は少なく、最近の研究2）では、インタ
ビュー調査によるデータ収集はみられるが、サン
プル数は限られている。本研究は、ジョギングを
するランナーの好みを考慮したジョギングルート
の探索を目的とする。まず、ビッグデータに基づ
いてランナーの場所の好みを特定する。次に、

ジョギングルート計画のための手法を提案する。
Ｂ．自転車シェアリングシステムの需要パター

ン分析とステーション間の最適な運送戦略

　レンタサイクルは、環境や健康に優しい、渋滞
を緩和させる、モビリティを向上できるなどのメ
リットがあると考えられ、海外でも多くの導入事
例がみられる。しかし、ステーション間の自転車
の供給が必ずしも需要に対応できていない点など
が問題視されている。本研究では、シカゴとニュ 

ーヨークにおける2018年のレンタサイクルのビッ
グデータを用いて、その需要パターンの都市別の
時間的空間的特徴を明らかにし、都市間の比較を
行い、ステーション間の自転車輸送戦略を議論す
ることを目的とする。
Ｃ．自転車と自動車の道路の分離システムの提案

　自転車は、持続可能で健康的な交通手段として、
世界各地で普及が推進されている。自転車道の幅
を広げると、自動車との衝突リスクの上昇と自動
車用スペースの減少が懸念される。したがって、
自転車交通推進には、多様な交通機関が道路空間
を利用する設計が必要であると考えられる。本研
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究では、自転車と自動車を分離して道路空間を利
用するシステムを提案し、仮想グリッド状の道路
ネットワークシナリオにおいて、道路インフラ建
設の代替手段となり得るかどうかの基礎的な検証
を行うことを目的とする。

方　　　　法

Ａ．空間的選好データに基づく都市内ランニン

グコースの設計

　まず、ランナーに関するデータ処理によって、
ランニング人数のヒートマップの画像から人気
ルートを判読し、決定木分析によって、ランナー
のルート選択の重要な要因を分析する。その結果
から、選択される道路リンクの魅力を支配する評
価項目を決め、ルート選択の 3つのパターンにつ
いて魅力値を最大化するルートを求める。
　 1．ランナーデータの処理
　ジョギングのランナー向けアプリ STRAVAに
記録されたユーザーのランニングヒートマップが
公開されている。そのヒートマップをラスター画
像として、地理情報システムソフトウェア
ArcGISの Iso Cluster Unsupervised Classificationツー
ルにより、ジョガー密度を分析し、密度別の道路

分類を行う。レベルは 3分類とし、レベル 2およ
び 3を人気ルートとする（図 1）。ラスターデー
タから道路セグメントへのベクターデータ変換を
行い、以降の分析を行う。
　 2．決定木分析
　対象地域は東京都区部のうち、荒川、台東、文
京、墨田、足立、葛飾の 6区とし、ランナーの選
好との相関分析を行うために、公園・河川への近
接性、土地利用分類、興味のあるポイント（point 

of interest; POI）などの多様な要素をもつ場所を
選好するとし、ランニングルートを選ぶ際に重要
な要因を推定する。選好決定プロセスの推定は、
カイ二乗自動相互作用検出法による決定木分析を
用いる。要因分析の結果から、道路リンクに魅力
度を与える項目を決定する。
　 3．ルート選択
　既往研究1）のルート選択の方法を参考にし、
vehicle routing problem（VRP）分析を用いて、所
定の制限のなかで、ジョガーの嗜好を最大化する
ルートを求める。所定の制限とは、ルートの形態、
経路の構成、総移動時間である。ルートの形態は、
出発地点に戻ることが一般的であると考え、往復、
ループ、ロリポップという 3つの形態のコースを

図 1．画像処理後のジョギングルートの人気レベルマップ
Fig.1．Popularity level map of jogging routes after image processing.

Strava heat map（raster image）of runner usage in Tokyo is used to classify the roads with low to 
high（level 1 to 3）popularity levels using the Iso Cluster Unsupervised Classification tool in 
ArcGIS. The road length is calculated after matching the raster image to vector geography data. 
Six wards selected for further analysis are labeled with black solid lines.
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取り上げる（図 2）。経路の構成は、出発地・目
的地（OD）、複数の連続リンク、複数の POI、帰
着地から構成される。OD点は町丁目の中心とし、
帰着地は緑地とする。最大移動時間は 3  kmで18

分、 5  kmで30分とし、制限時間内に選択可能な
公園を含むすべてのルートを生成する。
　ルート選択のパターンについては、POI優先パ
ターン、道路幅員優先パターン、混合優先パター
ンという 3つの優先パターンを設定する。ステッ
プ 2で決定した評価項目とパターンの双方から、
道路リンクの魅力度を決定したうえで、魅力度を
最大化するルートを求める。選出されたルートに
ある道路に、ジョギング人口を重みとして与える。
Ｂ．自転車シェアリングシステムの需要パター

ン分析とステーション間の最適な運送戦略

　Motivateが自転車シェアリングシステムを運営
するニューヨーク市とシカゴ市の 2都市を対象と
する。これら 2都市には、システムの運営方針や
技術、データのアクセス可能性、フォーマットは
共通性がある。
　 1  ．自転車移動ステーションペアのネットワーク
　利用頻度が相対的に高い起終点ペアと、自転車
トリップのネットワークからクラスターを抽出し、
ステーション間の繋がりの強さを評価する。
　 2．時系列分析
　既往研究3）の貸出と返却のデータを 0～7時、
7～10時、10～13時、13～16時、16～20時、20～
24時、といった 6つのタイムウィンドウに分割す
る。そのうえで、dynamic time warpingという時
系列データの類似性を分析するツールを用いて、
需要の変動パターンのクラスタリングを行う。そ
して、各クラスターのステーションを地図上に表
し、都市間で比較する。
　 3．施設や天気との関係
　既往研究4）の各タイムウィンドウのデータを用
いて、ステーションの400 m以内の周辺土地利用
状況や POI 施設との関係を Spearman correlation

で分析するとともに、月間気温や降水量、日照量
といったデータから、利用状況と天気の関連を
Canonical correlationで分析する。
　 4．運送戦略の提案
　実際のデータのピーク時の貸出台数を満たすよ

うに、ルートの順番の前のポートから後ろのルー
トへ自転車を移動することを想定し、移動コスト
（距離）を最小にするように、各ポートの自転車
を運送する右回りのルートの最適解を、ヒューリ
スティック・アルゴリズムで計算する。ピーク時
のデータは、 1年間の平均値とし、計算時間の制
約を考えて、都市の中心部における30箇所のポー
トを対象として計算を行う。
Ｃ．自転車と自動車の道路の分離システムの提案

　 1．仮想グリッド状の道路ネットワーク
　地区道路を 3つの階層（道路 A，B，C）に分
けて、各階層の道路空間を自動車、自転車、歩行
者という 3種類の主体の間に配分するシナリオを
設ける。 1  km2のコミュニティをモジュールとし
て、自転車と自動車が同じ道路を利用するケース、
同じ階級の道路において自転車と自動車を別々に
利用するケースなど、 8つのコミュニティのシナ
リオを設ける。
　 2．道路と交差点の通過時間の計算
　各種類の道路セグメント、各種類の道路の交差
部分からなる交差点を対象として、ミクロ交通流
シミュレーターを用いてシミュレーションモデル
を構築する。これを用いて、自転車と自動車が道
路セグメントや交差点を通過するための所要時間
を求める。
　 3．道路システムの総合評価
　交通効率の計算のために、シミュレーターから
得た所要時間をネットワークデータに入力したう
えで、コミュニティの各部分から出発し、一定の
時間（ 5分，30分）以内にアクセスできる地理的
範囲の平均値を指標として、道路システムの総合
評価を行う。自転車環境は、道路と交差点の level 

of traffic stress（LTS）で計測し、歩行者環境は歩
道の長さと幅によって計測する。

結　　　　果

Ａ．空間的選好データに基づく都市内ランニン

グコースの設計

　 1．ジョギングのルート選好の要因
　対象地域での分析の結果、決定木は77.8％の
ケースを予測することができた。ルート選好の要
因とされるのは、道路幅、緑地、川、コーヒー
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ショップ、スタジアム、スナックバー、コンビニ
エンスストア、交番の 8つである。この選好要因
に基づき、道路のジョギング適性ポイント計算表
を作成し、道路にジョギング適性値を与えた。
　 2． 3つのパターンにおける人気ルート選定
　ジョギング人気ルートを選択するために、 3つ
の優先パターンに別々に VRPで選出された道路
のうち、適性値上位の道路を選択した。 3パター
ンで共通に選択されたのは、住宅地と公園を結ぶ
ものであった。 3パターンのすべての道路をマー
ジした結果、適正値上位のルートは、主に公園や
川辺に分布していることがわかる（図 2）。
Ｂ．自転車シェアリングシステムの需要パター

ン分析とステーション間の最適な運送戦略

　 1  ．自転車移動ステーションペアのネットワーク
　ニューヨークでの人気ルートは主に 3つの中心
をもち、すべてのルートが全市にわたって繋がる
傾向があることがわかった。これに対して、シカ
ゴのルートは 1つの中心をもち、周辺クラスター
はニューヨークより大きく、地域的な特徴を有す
ることがわかった。
　 2．時系列分析
　シカゴでは 4つのパターンがあり、そのうち 2

つは「朝：出発＜到達、午後：出発＞到達」、残
りの 2つは「朝：出発＞到達、午後：出発＜到達」
という傾向をもつパターンである。前者は都市の
中心部や地下鉄沿線に集中する一方、後者はその
外周に分布する傾向がある。一方、ニューヨーク
では「朝：出発＜到達、午後：出発＞到達」のパ
ターンは明確な中心をもたず、ロウアー・マン
ハッタンやマンハッタン島中心部、ブルックリ
ン・ダウンタウンにあることがわかった。また、
「朝：出発＞到達、午後：出発＜到達」のパター
ンは 3つのクラスターがあり、都市の外周部にあ
ることがわかる（図 3）。
　 3．施設や天気との関係
　シカゴでは、土地利用分類や POIのなかで、
工業用地だけがピーク時の台数と関連している一
方、ニューヨークでは、買い物や食事や文化や宿
泊などの POIと関連している。気候の影響につ
いては、ニューヨークでは、夜のピーク時から早
朝までの利用は天気に影響されやすいのに対して、
シカゴでは朝のピーク時や仕事中の時間帯に天気
の影響を受けやすい傾向がある。
　 4．運送戦略の提案
　ニューヨークのピーク時のデータを例として、

図 2．3つの優先パターンによるジョガーのための道路選択
Fig.2．Selected roads for jogger in three priority patterns.

Vehicle routing problem（VRP）analysis is applied to find the routes to maximize the 
jogger’s preference in three patterns: POI priority, road width priority, and mixed 
priority. The picture shows the results of the patterns and the combination of them.
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図 4．シナリオとシナリオ別の平均到達範囲の比較
Fig.4．Comparison of average reachable area in scenarios.

Left: road network scenario settings in 1 km2 community. Right: reachable areas for bicycles and cars in 300 sec and 
1800 sec, different colors show results with different intersection treatments and bicycle volumes.

図 3．ニューヨークとシカゴにおけるレンタサイクルの返却／貸出回数のクラスターとその分布図
Fig.3．Check-in/out count clusters of rental bicycles and their distributions in New York and Chicago.

Up: New York; down: Chicago; left: check-in/out count clusters of rental bicycles; right: spatial distribution of the ports. 
In each panel of port clusters, the x-axis shows hours in a day, positive values in the y-axis show check-in counts, nega-
tive show check-out counts. The thick lines show the average check-in/out in each cluster.
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移動コストを最小にする方向でルートの順番と輸
送台数を提案した。
Ｃ．自転車と自動車の道路の分離システムの提案

　交通効率の面では、自転車にとっては短距離
（ 5分）、長距離（30分）ともに大きな効率の低下
はない。自動車に対しては短距離では顕著なマイ
ナス効果があるが、長距離ではマイナス効果は少
ない。
　また、高階層道路の自転車レーンの減少とそれ
に伴う自動車レーンの増幅は自動車の長い距離の
移動における利便性を向上させる（図 4）。
　自動車は主に長い距離、自転車は主に短い距離
の移動という特徴があるので、分離のシナリオは
この 2種類の利用者ともに良い結果を生むが、自
動車と分離することによって、自転車専用の道路
は LTSが改善されるが、通行できる道路が少な
くなるという点もある。
　シナリオ比較の結果として、最低位・中位階層
道路の両方を分離することで、評価項目でバラン
スのとれた結果が得られる傾向があることがわ
かった。

考　　　　察

Ａ．空間的選好データに基づく都市内ランニン

グコースの設計

　決定木分析を使って得られたルートの人気度は、
道路幅や POIや緑地の有無の影響を受けること
がわかった。これらの結果はジョギングルートの
設計において周辺施設の考慮の必要性を示唆して
いる。
　次に、人気ルート選好の要因から、 3つの形態
のコースの 3つの優先パターンによる VRP分析
に基づき、ジョギングに適した道路を選出した。
この方法は、ジョギングルートの候補の絞り込み
や、ジョギングを考慮した道路空間をデザインす
る際の参考となる。興味深いのは、選択された道
路は道路幅や POIの数に優位性があるものに限
らないことである。ルートの型は、往復型やルー
プ型のようにネットワーク全体の接続性が重要で
あり、接続のための道路もサービスレベルに影響
を与えたものと考えられる。
　選出された道路に対して、改造の費用便益分析

を予定していたが、これについては見合わせるこ
ととした。方法面では、費用便益をどれほどの範
囲カバーするのか、他の交通機関の利用者への考
慮が欠如しており、安全性快適性や健康寿命評価
の定式化などの問題が明らかとなった。データの
アクセス面では、ルート建設の費用を考慮すると、
現存の舗装の状況などのデータの入手には難しい
点がある。費用便益分析実施のためには、予算や
計画を考慮し、候補の路線案の数を絞る必要があ
ると判断された。
Ｂ．自転車シェアリングシステムの需要パター

ン分析とステーション間の最適な運送戦略

　シカゴとニューヨークのレンタサイクルのス
テーション間の自転車の貸出と返却台数のビッグ
データから、自転車利用の空間的・時間的な特徴
は、利用目的、都市構造、施設立地および天気と
の関係があり、 2都市間で異なることが明らかに
なった。また、ステーション間の自転車移動ルー
トと台数の輸送戦略の案を提案した。レンタサイ
クル導入やステーションの立地、その間の自転車
輸送戦略の議論には、多様な都市の特徴を考慮す
る必要性を示唆している。
　比較分析によって 2つのシステムのメリット・
デメリットを見つけるという意図があったが、分
析結果をみると、各都市のシステムの利用状況は
独自の特徴があり、利用目的、都市構造、施設立
地および天気との関係があるため、単純な比較に
よる良し悪しの判断は困難であった。
　また、自転車シェアリングの評価指標の作成に
ついては、各ステーションの自転車の貸出は交通
機関利用者のニーズを満たせるかという観点から
評価することを試みたが、各ステーションの貸出
と返却のデータからの判断は困難であること、都
市の ODデータや他の交通手段利用者のデータと
の対応分析には、データ入手上の問題があること
などから、実施を見合わせた。環境面での評価と
して、すべてのレンタサイクルの利用は乗用車か
ら変換したと仮定することにより、ガソリン消費
量と CO2排出量減少分を走行距離から試算するこ
とは可能である。
Ｃ．自転車と自動車の道路の分離システムの提案

　自転車と自動車を区分した道路空間利用は、自
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動車は主に長い距離、自転車は主に短い距離の移
動を前提としたとき、自転車環境を向上できる道
路空間利用の選択肢の 1つであることが明らかと
なった。最低位・中位階層道路に分離し、道路に
歩行者のための環境も整備し、高い階層の道路に
車を重視することによって、多様な利用者を満足
させる道路空間を構築することが可能であること
を示唆している。

総　　　　括

　テーマ Aでは、ビッグデータに基づいてラン
ナーの嗜好を調査し、道幅、POI、緑地、河川な
どを考慮しながら、候補となるルートを分析した。
政策立案者に対して、都市におけるランニング
コースの開発や、魅力的な環境で快適に走るため
の道路デザインの改善などの建築環境デザインに
有用な情報を提供することができる。
　テーマ Bでは、シカゴとニューヨークのレン
タサイクルのステーション間の自転車の貸出と返
却台数のビッグデータから、自転車利用の空間
的・時間的な特徴を分析した。レンタサイクルの
導入や、ステーションの立地、ステーション間の
自転車輸送戦略の提案に有用な情報を提供するこ
とができる。
　テーマ Cでは、自転車と自動車を区分した道
路空間システムを提案した。自転車環境を向上で

きる道路空間利用の選択肢の 1つであり、最低位
および中位階層道路に分離し、道路に歩行者のた
めの環境も整備し、高い階層の道路に車を重視す
ることによって、多様な利用者を満足させる道路
空間を構築するための有用な情報を提供すること
ができる。
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