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要旨 

 東京において,道路混雑の慢性化が叫ばれて随分と久しい。特に 23 区には政治・経済機能が集中して

おり，道路混雑の解消は機能の効率化にもつながるものとなる。しかし,今までに効果をあげるような施

策が実施されていないのが現状である。原因としては道路供給側の限界，そして実証分析の困難さが挙

げられる。 

 道路供給に関しては,現状のインフラ整備はすでに飽和状態であると言え,これ以上の整備は現実的に

不可能であろう。そこで近年では,TDM と呼ばれる需要側からの道路混雑解消に対する理論的なアプロー

チが盛んになってきている。しかしながら,その目を実証に向けると,テータの不足といった分析の困難

性から,その成果をあまりあげることができていないと言わざるをえない。 

 そこで私たちはTDMの中でもロードプライシングに着目し,実証分析をすることで,東京都23区におけ

るロードプライシング導入の実現可能性,すなわち最適な課金額と交通密度を探り,その導入をまず政策

提言とすることにした。 

 先行研究などのサーベイを通じてモデルを構築し,実証分析を試みた結果,１km あたり 36.2 円を課金

して,１kmあたり平均して61.5台/kmの交通密度を減らすことで最適な交通,すなわち道路混雑が緩和さ

れた状態を実現することができるという結果を得た。この結果には高い妥当性があると考える。また,

このような最適な状況の場合を現状と比較すると,最前部から先行して走る自動車の最後部まで,現状で

約３メートルしかなかったものが,混雑料金導入後で約 8 メートルになることになり,走行に関しても十

分な安全性を確保できるということもわかった。 

 そこで私たちは,現行の道路交通法では実施することのできない一般道への課金を実施するために,道

路交通法の改正をもう一つの政策提言とした。 
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はじめに 

「道路混雑の慢性化」―このようなニュアンスの言葉を誰しもが耳にしたことがあるだろう。道路混雑

に関する論文には必ずと言って良いほどでてくる言葉である。これは紛れもない事実であり，経験的に

も実感があるかもしれないが，それを裏付けるようなデータも多く存在している。データの詳細に関し

ては２で述べるが，そこで提示したデータからも，道路混雑の慢性化が叫ばれ続けていながら，実際と

しては野放しになっているという現状を伺い知ることができる。 
また，国土交通省道路局では，現在の状況を渋滞がない場合と比較した上で，その損失時間や損失金

額を試算している。特に，東京都における道路混雑は深刻であり，年間の都道府県別１キロあたり渋滞

損失額で見てみると，東京都は 4.35 億円と試算しており，２位の大阪府の 3.38 億円と比べても一段と

損失額が大きいことがわかっている。 

東京都は言うまでもなく日本の中心都市であり，政治・経済といったあらゆる機能が集中している。

特にそれら機能は 23 区に集中しており，道路混雑の解消は機能の効率化にもつながるものとなる。東京

都における道路混雑解消は必要不可欠である。 

 混雑解消が全国的に野放しになっていることは先ほど述べたが，その原因としてまず考えられるのは，

道路供給側の限界であろう。すでにインフラ整備も充実している日本において，これ以上の供給を実現

することはほぼ不可能に近い。 

そこで近年では，需要側から混雑解消に対してアプローチをする交通需要マネジメント（TDM）の議
論が活発である。その中でも私たちはロードプライシングに注目した。 
ロードプライシングは道路混雑解消と大気汚染の改善を目的として，混雑している地域に流入する自動

車から料金をとってコントロールを図る手法である。シンガポールやロンドンなど海外のいくつかの都

市では実施され，成果をあげているものの，日本ではいまだ実施にはいたっていない。 
また，実証分析の難しさといったものも原因としてあげられる。交通分野はデータの不足などで思う

ような実証的研究が難しいと言われている。結果として有効なプランを提示できないために，施策の実

施へとは流れがなかなか向かないのである。 
よって私たちは，以上の議論を踏まえた上で，交通分野における実証研究の難題に挑戦することにし

た。本稿では，混雑解消を第一の目的としたロードプライシングを東京都 23区において導入することで，
その目的が達成できるということを実証分析を通じて政策提言し，それを示すことにする。具体的には，

第１章において問題意識としてここでの議論をより深く記し，第２章では現状分析からロードプライシ

ングに関する先行研究を紹介し，ロードプライシングの目的を示し、実証分析へと導く。第 3 章におい
てサーベイした先行研究を元に，実際に実証分析を行う。第 4章では第 3章の実証分析を基に政策提言
を展開していく。最後に参考文献，引用文献，およびテータ出展を付す。 
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第1章  問題意識 

第1節  道路混雑の問題  
第二次大戦後，経済発展とともにモータリゼーションは急速に進展していき，自動車交通が増加する

ことで，道路上の交通渋滞は常態化するようになっていった。特に，近年の都心部においては多くの高

層ビルが建ち並び，さまざまな経済活動が密集されている。さらに，地価の上昇などが原因で郊外へと

移り住み，郊外から都心部へと通勤する人々が増加したため，都市交通の役割は増すと同時に，都心部

の道路混雑はきわめて深刻な問題となってきているのである。 
 誰でも都市部の混雑を経験し，悩まされているのに，政府は道路混雑を見過ごす結果になっているの

であろうか。東京を限定に考えても，環状 8 号線に代表されるような環状の一般国道，バイパスの建設
が行われてきてはいる。しかし，こうした公共事業を行ったにもかかわらず，道路混雑は解消されてい

ない。それは全国的に同じことが言える。 
では，道路混雑を解消するにはどのようにしたら良いのか，海外の都市ではどのようなことが行われ

ているのだろうか。こうした考えの下で，公共交通サービスの需要側と供給側のどちらが問題であり，

どのような解決法があるのか。それを解き明かさなければ，効果的な解決法を行うことは出来ない。そ

こで，現在の道路混雑の状況や，道路混雑の緩和手法などを国内外の事例や先行研究を紹介しつつ，次

章以降で具体的に述べることにしたい。 
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第2章  現状分析 

 

第1節  道路混雑の現状  
図１は昭和 55年から平成 11年までの関東全域における交通量の推移である。交通量は年々増加傾向

にあり，平成 11年には昭和 55年と比べ１.5倍にまで伸びていることがわかる。 
また，図２は関東全域における混雑状況を示している。これは，混雑の程度を表す混雑度が１以上だ

と渋滞等の混雑が起きていると考え，混雑度１以上＝混雑区間としたものである。一般都県道は３分の

１が，一般国道においては実に２分の１が混雑状況にある。すでに道路供給が飽和状態にある都心部の

道路混雑であるため，今後何らかの対策を講じないと道路混雑は一層深刻化することが予想される。 
 
 

図１ 関東全域における交通量の推移 
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図２ 混雑状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：いずれも国土交通省道路局 道路環境データより 

第2節  道路混雑による経済損失  
道路混雑によってもたらされる経済的損失も，国土交通省の試算では大きな額にのぼっており，非常

に深刻な問題と化してきている。渋滞による損失時間（（渋滞時の所要時間）―（渋滞していないときの

所要時間））は全国で年間 38.1億時間にまでのぼり，一人当たりにすると年間約 30時間が損失されてい
る計算となる。 
表１の都道府県別の渋滞損失時間を見てみると，東京都は 3.7億人時間と，２位の愛知県（2.8億人時

間）３位の大阪府（2.7億人時間）を圧倒的に上まわっている。図３から，混雑は大都市に集中している
ことがわかり，特に東京都の道路混雑は深刻であると言える。 
 

表１ 都道府県別渋滞損失時間（上位１０位都道府県） 

 
順位 都道府県 渋滞損失時間(億人時間) 

1 東京都 3.7 
2 愛知県 2.8 
3 大阪府 2.7 
4 埼玉県 1.9 
5 神奈川県 1.7 
6 静岡県 1.6 
7 千葉県 1.6 
8 北海道 1.3 
9 福岡県 1.3 
10 宮城県 1.3 

全国 38.1 
            出典：国土交通省資料より作成 
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第3節  道路混雑の緩和手段  
道路混雑は，道路サービスの供給と需要が均衡していないために起こる。それならば，図 3 に示すよ

うに道路混雑の対策としては大きく分けて供給側の交通容量拡大か，需要側の交通需要調整（効率化＝

需要の減少）を行うかのいずれかしかない。交通容量拡大には，交差点改良，連続立体交差事業，左右

折レーンの設置等を推進するボトルネック解消施策や，バイパスや環状道路整備等による道路ネットワ

ークの整備がある。 
しかし，小淵(1992)では，大都市交通問題は，これまで需要追随時型で道路サービスの供給を増やし

てきたが，それが既に不可能になっていると指摘している。そして，そうなった場合に考えなければな

らないのは，東京などの大都市においてみられるような道路サービスを増やす際の物理的・費用的な限

界ではなく，社会的限界の問題であると指摘する。これは，一定の質の道路サービスを供給するには，

絶対的な限界がある，すなわち，自動車の道路サービスの消費の際には絶対的な社会的稀少性があると

いうことである。さらには，混雑現象がこの社会的稀少性から発生するようになると，どれだけ多くの

人々が道路使用を望んでも，その供給は増やせなくなると指摘している。これは，道路サービスは技術

革新により需要に合わせた供給増は不可能であるためである。これらのことより，道路サービスの供給

が容易に増やせなくなったいま，道路サービスの需要を減らす政策が必要と述べている。 
 交通需要を減少させる対策として，道路利用者に時間，経路，交通手段や自動車の利用法の変更を促

すことで交通混雑の緩和を図る交通需要マネジメント(TDM)施策や，良好な交通環境を作るために，海
運，鉄道など，複数の交通機関と連携し，都市への車の集中を緩和する総合的な交通施策であるマルチ

モーダル施策がある。 
これら交通需要調整の施策のひとつに「ロードプライシング」が挙げられる。ロードプライシングは，

特定の地域・時間帯における自動車利用者に対して直接的に課金を行うもので，海外ではシンガポール

やロンドン，ソウル，北欧などで渋滞緩和を目的に実施されている。 
ロードプライシングの理論であるが，これは社会的限界費用曲線と私的費用曲線が乖離しているとき，

すなわち現状では外部不経済が生じてしまっているときに混雑料金を掛けることで死荷重をなくすとい

うものである。 
現在，世界中でロードプライシングが注目されている。日本では実施されてはいないが，４で紹介す

るように，ロードプライシングの実施は検討されている。ロードプライシングは他の施策に比べ，広い

区域・多くの車を対象に実施可能であるため，大きな効果を期待されている。価格メカニズムを活用す

ることで，超過需要をいかに抑制するかという課題において効果をもたらすと考えられている。 
以上からわかるように，道路混雑の解消は喫緊の問題であり，このまま放置していれば経済損失は拡

大していくことが容易に想像される。解消に向けたより現実的な施策の導入が迫られていると言えるだ

ろう。そうした状況において，私たちはロードプライシングの導入が効果を見込めると考えているので

ある。 
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図３ 渋滞対策に係る主要な施策の体系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国土交通省 資料 
 

第4節  先行研究  
ロードプライシングに関する先行研究は，様々なものがある。以下にサーベイを行った先行研究を紹

介することにする。 
 

（1）小渕(1998) 
小渕(1998)は，最近の大都市交通の問題点を挙げた上で，交通流の円滑化対策ではなく自動車交通量

それ自体を削減することが必要としている。ロードプライシングの収入を公共交通サービスの充実に充

てて鉄道やバスといった交通手段への転換も可能としている。そして維持・管理費などのロードプライ

シングの問題点を踏まえつつも，市民の合意形成の方策としてパッケージ・アプローチ，ポリシー・ミ

ックス・アプローチを挙げている。 
パッケージ・アプローチとは，道路混雑という単一の目的ではなく，道路財源の確保、環境対策，公

共交通サービスの充実といった複数の目的にすることで，賛成してくれる比率が高まるというものであ

る。 
そして，ポリシー・ミックス・アプローチとは,ロードプライシングのほかに，パーク･アンド･ライド

のような他の施策と組み合わせてパッケージングしたものである。 
鎌倉市で 1996 年に行われた混雑に対する意識調査でも単一の目的のときは 40％あまりの賛成しかな

かったものが，この手法を取り入れることで 60％あまりの賛成を得たという実績もあるという。 
 

（2）寺田(2004) 
ロードプライシングの妥当性ついては，寺田(2004)がある。寺田(2004)によると，ロンドンにおける

ロードプライシング導入により，乗用車が約 30％減少，タクシーが約 20％増加，バス及びコーチが約
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15％増加，バン及びトラックが約 10％減少し，四輪の台数全体として 16％の交通量減少の効果がでて
いるという事実を述べている。そして，ロードプライシングの理想ともいえる自動車から他の交通手段

への転換としては，自転車が約 30％，バイクが約 20％増加という結果も紹介している。 
 

（3）東京都ロードプライシング検討委員会報告書(2004) 
最初に挙げられるのが，本稿でも取り上げている東京都におけるロードプライシングに関する先行研

究である。東京都による取り組みは，環境ロードプライシングとして既に検討が成されている。東京都

は，千代田区と中央区を中心として主に環状七号線内側の地域，すなわち①環状２号・隅田川区域，②

山手線・隅田川区域、③環状６号・隅田川区域，④環状７号・荒川区域，の４パターンの環境ロードプ

ライシングの実施をシュミレーションして，ＣＯ２やＮＯｘといった排出ガスの削減効果があるという

分析結果を出している。 
 
（4）井料･桑原(2002) 
続いて，都市間高速道路に関する混雑料金についての先行研究としては，井料・桑原(2002)がある。井
料・桑原(2002)では，関越自動車道における一日単位の交通需要の変化を動学的に捉えてピークロード
プライシング政策における最適なピークロード料金を決定するための指針を示している。 
 
（5）林山･坂下(1993) 
林山・坂下(1993)では，首都高速道路１号線における混雑量金導入に関して，一日の時間帯別の交通量
のデータなどを用いて最適混雑料金を推定，及びそれに伴う社会的余剰を計算している。 
 
（6）Michael Z.F.Li(1999) 
世界に先駆けてロードプライシングを実施したシンガポールに関する実証分析の先行研究としては，

Michael Z..F..Li(1999)がある。Michael Z..F.Li(1999)は，シンガポールで行われている混雑料金額が理
論的に最適な額かどうかについて実証分析から明らかにし，最適な混雑料金に近づけることが可能であ

ることを述べている。 
 

第5節  海外事例の紹介  
ここでは，実際にロードプライシングを導入している都市がどのような成果を挙げているのかを詳し

く見ていくことにする。 
現在，ロードプライシングを導入している都市はロンドン，シンガポール，オスロ，スイスなどいく

つか存在するが，ここではロンドンでの導入例を紹介することにする。ロンドンは，実際にロードプラ

イシングを導入している都市の中でも東京の経済規模に最も近く，東京都 23区でのロードプライシング
導入を検討するうえで有益な示唆を与えてくれるものと考える。 
ロンドンでは，2003年 2月よりロードプライシングが導入されている。この導入は世界のメガシティ

ーでは初めての試みである。 
まずは導入状況をみていきたい。ロンドンでの導入の目的は，渋滞解消のための自動車利用の抑制，

環境改善，そして公共交通機関の改善等のための財源調達と三つの目的を掲げているが，一番の目的は

渋滞解消である。課金対象区域は交通渋滞が著しいセントラルロンドン（内環状道路を境界とし，その
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内側の面積約 21ｋ㎡）に指定している。課金方式はエリア・プライシング方式１で，課金対象は課金対

象区域内を走行する原則すべての車両である。課金額は１日単位で全車種一律５ポンド（１ポンド≒195
円）に設定し，課金する時間帯は７時から 18時 30分までとなっている。なお，免除・割引対象車両に
ついては２輪車，タクシー，緊急車両，障害者運転車両，代替燃料利用車両，乗車人員９人以上の車両

等としている。また，課金対象区域に居住している住民の車両は 90パーセントの割引が行われている。 
課金の徴収方法であるが，事前，または当日に入域許可証を購入してもらう。購入方法は商店で購入

するほか，電話やインターネット，携帯電話からも購入できるようになっている。通行認識方法につい

ては，内環状道路からの流入路と域内に約８００ヶ所にデジタルカメラを設置し，走行車のナンバープ

レートを確認する。そして，そのナンバープレートを入域許可証を取得した車両のデータベースと照合

し，登録の有無をチェックするというシステムを採用している。このシステムにより，違反が確認され

た場合，無許可車両の登録者に料金と罰金を請求することができる。また，無許可車両の捕捉率を高め

るために移動式カメラ（監視車両）も導入している。違反した場合の罰金であるが，罰金額は８０ポン

ドで，１４日以内に支払えば４０ポンドに減額されるが，２８日を越えても支払いがなければ１２０ポ

ンドに増額される。 
そして課金収入の使途についてであるが，公共交通機関の改善や運賃の引き下げ，歩行者および自転

車利用者のための環境整備等，自動車利用を抑制するための交通目的に活用することにしている。 
以上で導入状況の説明をしてきたが，次に導入の成果を紹介していきたい。課金対象区域内のロード

プライシング導入１ヵ月後の車両数は，導入の１年前の同時期と比べ 20パーセント減少しており，自家
用車は 38パーセント減少した。一方，バス，タクシー，2輪車の進入車両数はわずかに増加している。
減少した自動車交通の 50～60パーセントはバスや地下鉄，鉄道などの公共交通機関に転換した２。そし

て 15～25パーセントはカーシェアリングや自動二輪車，自転車，徒歩などに転換している。 
また，迂回道路が混雑するのではないかとの懸念があるが，これまでのところ，迂回道路の交通量に

目立った変化は起きていない。 
そして交通渋滞の解消の結果，課金対象区域を通過・出入する旅行時間が，課金導入以前と比較して

平均で 14パーセント減少し，旅行時間の信頼性が向上している。バスの遅れは 50パーセント減少し，
超過待ち時間は３分の１減少した。旅行時間の信頼性が向上することで経済にもよい影響を与えている

と言える。 
 以上のように，ロンドンでのロードプライシングはうまく機能していると言うことができる。私たち

は，このような海外での成功事例を参考に，東京都 23区でもロードプライシング導入が可能であると考
えている。 
 
 

                                                        
１  ロードプライシングの課金方式にはエリアプライシング方式，コードンプライシング方式，走行距離課金方式の３方式がある。
コードンプライシング方式は対象地域を取り囲むように設置したコードン（遮断）線を通過して流入する車に課金するもの（地

域内での移動では課金されない）でオスロなどがその代表例。エリアプライシング方式は内々交通でも課金される。ロンドンな

どが代表例。この二つは一度支払ったあとは走行距離にかかわらず課金されない。一方，走行距離課金方式は車に車載器を搭載

させ，走行距離ベースで課金する方式。スイスで採用されている。 
２  ピーク時流入バス乗客数が６千人増加したことから新たに 300 車両以上のバスを課金に合わせて投入して交通需要に対処して
いる。. 
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第3章  実証分析 

第1節  理論モデル  
前章第 4節で示した林山泰久･坂下昇(1993)を本稿の理論モデルとして，実際に本稿における実証分析

を行うことにする。 

林山･坂下(1993)は，昭和 63 年に首都高速道路公団が行った旅行速度調査の首都高速道路 1 号線の時

間帯別交通量デ‐タ，時間帯別平均走行速度データを用いて，首都高速道路 1 号線における混雑料金の

導入に際して，その混雑に応じた課金額を導出している。 

平均費用関数は指数関数の形で，次式になる。 

  DC !" +=ln  ⇔ )exp( DaTC !" #==   (α＝１，a＞０，β＞０) 

そして回帰分析から次式を得ている。 

  DC 087.0067.5ln +!=   

     (4.31) (2.77)    R２＝0.711 

   ⇔ )0087.0exp(0063.0 DC !=  

この平均費用は hour/km 表示なので，金額表示して，首都高速道路 21.9km あたりの平均費用関数は， 

  )0087.0exp(0.517 DC !=  

と導出している。 

 また，需要価格関数を，平均費用関数と同様に指数関数の形で， 

  )exp( DbP !"#=   (ｂ＞０，γ＞０，ｂ＞a) 

と表わす。ｂは，交通需要を０にするような禁止的価格水準である。林山･坂下(1993)では，禁止的価格

水準として本四架橋児島･坂出ルートの 6300 円/37．3km を用いている。γは，C＋道路料金=P から均衡

交通量が求まる。 

混雑料金は，限界社会的費用と需要価格関数の交点から求まる。限界社会的費用は，次式で求められ

る。 

  )exp()1()()(
)(

DDaDDfDf
dD

CDd
MSCD !!"" #+=$+==   (α＝１とする) 

そして，この限界社会的費用と需要価格関数が等しくなるときの均衡交通密度が外部不経済を含んだ

最適な交通密度ということになる。従って，最適交通密度は次式から求められる。 

 PDDaMRC
E

=!+= )exp()1( ""  

))exp(()()1( 1
DbaD !"" +#=+$ %
 

これを解くことで，最適交通密度が求まり，そのときの社会的限界費用から平均費用を引いたものが

課金額になる。林山・坂下(1993)は，この方法でそれぞれの時間帯別データから時間帯別の課金額を求

めている。 
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第2節  使用データ･仮定  
前節で提示した先行研究を基に，本稿では混雑が激しい東京都 23区におけるピーク時の混雑料金を求

める。特定の課金区域を設ける面でのロードプライシング１は，1975 年に世界に先駆けてロードプライ
シングを導入したシンガポール，他にもロンドン，ソウル，ノルウェーのベルゲンなどで成功を収めて

おり，東京都 23区にこれらの国々と同様の形式を適用することにする。ただし，東京都ロードプライシ
ング検討委員会報告書に明記されているように，ロードプライシングの導入による物流への影響は無い

ものと仮定する。 
 使用するデータは，国土交通省の平成 11年度全国道路交通情勢調査（交通センサス）の東京都特別区
の一般国道データを用いた。具体的には，混雑時交通量（平日の大型・小型自動車交通量），混雑時平均

速度（平日），区間延長の各一般国道のデータである。ここで，混雑時間とは，一日のうち最も混雑して

いる時間帯であり，おおよそ朝の 7時から 9時２にあたる。 
 

第3節  東京都 23 区における最適交通密度及び  
            最適混雑料金の推定  
本稿では（２）で紹介した理論モデル，すなわち交通工学の見地から課金額を求めている林山･坂下

(1993)のモデルを使用することにする。ここでは、データを一般国道に限定して分析を行う。なぜ一般
国道のデータで算出した課金額を東京 23区全域における課金額として採用するのかと言えば，一般国道
は交通が集中していて混雑が特にひどく，従って一般国道のデータを用いることで，自動車利用者の支

払意思額に近づけると考えたからである。 
さて，林山･坂下(1993)では，以下の恒等式から交通密度を求めている。 

  SDF !=  
   F：交通流量（台／h） 
   D：交通密度（台／km） 
   S：走行速度（km／h） 
また，走行時間 T は，走行速度 S の逆数とし，また T は交通密度 D の関数としている。本稿で用い

る D は，平成 11 年度全国道路交通情勢調査の混雑時交通量を混雑時平均速度のデータで割った値であ
る。 
 自動車１台あたりが負担する機会費用を含めた全費用 C(ここでは hour/km 表示)は，走行時間と等し
いと考える。そして，走行時間 Tは交通密度 Dの関数であり，一定の割合で増加するのではなく，指数
関数の形で表され，逓増的に増加すると仮定する。すなわち，平均費用関数（私的費用関数）は以下の

ようになる。 
  )exp( DaTC !"==   (a>０,β>０)  ―― ①           
①式は， ae =

!
とすると，  

  DC !" +=ln   ―― ①′ 
と変形することが出来るので，①′式を最小自乗法により求める。すると，推定結果は以下のようにな

る。 
DC !+"= 0028.0478.3ln                   

      (-63.811) (9.588)      Adjusted R-squared＝0.429083 

                                                        
１ ロードプライシングを実施するにあたり，特定の課金区域を設定する面でのロードプライシングと，特定の道路にのみ課金する
線でのロードプライシングがある。 

２ この時間帯については，全国道路交通情勢調査では指定されておらず，従って東京都環境局発表の出発時間帯別集中交通量のう
ち，通勤利用者が多い時間帯を表わしているとここでは定義することにする。 
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     )0028.0exp(03086.0 DC !="  ―― ② 
 ②式の左辺は正確にはｌｎT，すなわち hour/km表示であるから，これを円/km 表示に直す。それに
は，②式を minutes/km表示に直して，さらに平成 11年国民所得を総就業時間で除して平均乗車人員を
乗じる１。 

)0028.0exp(082.123 DC !=   ―― ③ 
これが本稿の平均費用関数（私的費用関数）である。 
次に，価格需要関数（社会的限界便益関数）であるが，これも指数関数の形で表され，以下の形にな

る。 
  )exp( DbP !"!= #    (ｂ>０,γ>０,ｂ>a)  ―― ④ 
④式のｂは，交通密度 Dを０にしてしまう禁止的価格水準である。交通密度を０にしてしまうような

実例はないが，ここでは交通量が計画より少なくて問題になった東京湾アクアラインの川崎浮島･木更津

金田ルートの１km あたり 199円（≒200円）を用いる。また，C=P で均衡交通密度が得られるとすれ
ば，Dに東京都特別区一般国道における交通密度の平均値(＝141.99)を代入して，γ＝0.00058が得られ
る。 
 以上から，需要価格関数（社会的限界便益関数）は， 
  )00058.0exp(200 DP !"=   ―― ⑤ 
として求められる。 
 ここで混雑料金は，限界社会的費用と私的限界費用の乖離で求められるが，限界社会的費用は平均費

用に交通密度を掛けたものを交通密度で微分することで得られる。 

  )exp()1(
)(

DDa
dD

CDd
MSC !! "+==  

これが Pと等しいので，均衡交通密度は， 
  ))exp(()/()1( *1*

DbaD !"" +#=+
$  
*

D! ≒80.4(台/km) 
このとき， 

  課金額＝Ｐ‐Ｃ )4.800028.0exp(082.123)4.8000058.0exp(200 !"#!"=  
≒36.2（円/km） 

 以上から，１kmあたり 36.2円を課金して，１kmあたり平均して 61.5台/km(＝141.9‐80.4)の交通
密度を減らすことで最適な交通を実現することができる。 
 

第4節  本稿の独自性  
 本稿の独自性としては，交通経済学では実証分析が少なく，理論的な需要曲線・供給曲線を実際のデ

ータから求めている先行研究が少ないこと，そして，交通混雑に関して混雑料金導入の研究として，都

市間高速道路の混雑料金を求めた論文は多数存在しているが，一般道に関する混雑料金の金額を実証分

析により求めている論文が，筆者の探した範囲では存在しないことがあげられる。さらに，工学的手法

から需要管理をして課金額を求めていることも本稿の大きな独自性に一つである。 
  
 

                                                        
１ 円/km 表示への転換にあたっては，（平成 11 年国民所得）÷（平成 11 年総就労時間）×（平均乗車人員）をａに掛けている。 
平成 11 年国民諸国＝国民経済計算の平成 11 年国民可処分所得＝4114294（億円） 

平成 11 年総就労時間＝307.78（億時間） 厚生労働省発表データ 

平均乗車人員＝0.3（人/台） 国土交通省道路局データから作者により作成 
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第4章  政策提言 

第1節  混雑料金の課金による効果･収益  
ここで，前章での実証分析の結果を考察し，政策提言をさらに展開していく。 
はじめに，現状の平均交通密度と本稿実証分析により求めた最適な交通密度とを比較してどのような

意味があるか検討してみたい。まず現状の平均交通密度の 141.9 台/km であるが，この値から先行する
自動車の最前部から後続する自動車の最前部までの車頭間隔を計算すると１，0.0070km/台であり，１台
あたり 7メートルの余裕しかない。今度は最適交通密度の場合を考えると車頭間隔 0.0124km/台であり，
自動車１台あたり 12メートルの余裕ができ，混雑料金導入前と比べると，5メートルの差が生まれるこ
とになる。自動車１台あたりの全長が約４メートルとすると，最前部から先行して走る自動車の最後部

まで，現状で約３メートルしかなかったものが，混雑料金導入後で約 8 メートルになることになる。こ
の 8 メートルという距離は，法定速度 60km/h で走行していない，むしろ信号機による停止などで速度
が小さいとするなら，十分安全に走行できる距離を確保できた２といっても差し支えはない。このことに

よって事故が減少し，一時的な道路混雑をも解消することができるだろう。 
 次に，本稿で回帰分析により求めた課金額の 36.2 円であるが，このときの最適交通密度 80.4 台/km
が実現された場合の収益について考えてみたい。 
まずは，前提となる課金方法であるが，本稿ではスイスで 2001 年から実際に行われている大型貨物

車課金制度(LSVA，Kilometer based heavy vehicle charge)の課金システムで課金することとする。ス
イスでは，大型貨物車の走行に伴う環境への影響から，国内を走る全ての大型貨物車に車両の許可重量

と排出ガス量をベースに，走行距離に応じて課金するロードプライシングを実施している。そして，課

金対象となる全ての大型貨物車に OBU(On-Board Unit)と呼ばれる装置の装着を義務付けて，これをタ
コメーターに連動させて走行距離を計測する。課金システムについては整備に若干の時間がかかること

が予想される。しかし，近年の ETCの急速な普及の例を考えても，実現は決して難しいことではない。 
 続いて，東京都 23 区における一般国道，地方道を含んだ一般道路の合計距離は，1110km３であるか

ら，１時間あたりの収益を概算で求めると， 
１時間あたり収益＝36.2(円/km)×80.4(台/h)×1110(km)＝3230632.8(円/ｈ) 

となり，課金を通勤利用者の多い 7時～9時の 2時間にわたって平日に行うとすると，１週間の収益は， 
 １週間あたり収益＝3230632.8(円/ｈ)×2(h/日)×5(日/週間)＝32306328 (円/週間) 
となる。これを１年にすると， 
 １年あたり収益＝ 32306328 (円/週間)×52(週間/年)＝1679929056 (円/年) 
となり，１年で 16億円あまりの収益を得ることが出来る計算となる。 
 以上,ロードプライシングの効果を収益面から見てきたが、続いてロードプライシングが公共交通機関
に与えるであろうプラスの影響について考えてみたい。 
                                                        
１ 車頭間隔をｓとすると， Ds 1= として求められる。 
２ 交通警察実務の指導本による停止距離の概数＝（速度の 2乗）／100，から時速 30km/h の場合で 9メートルであり，急ブレーキ

を掛けないような通常の運転であれば安全上問題はないと考えた。 

３ 一般国道,地方道のみを含み、その他，私道などは含まれない。 
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都会の公共交通機関，とりわけバスは混雑から定刻通りに出発できないといった問題があるが，ロー

ドプライシングの導入により道路混雑が解消され，ロンドンの例からもその信頼性の向上が見込める。

さらに，収益をバスなどの公共交通機関の整備に利用することは，公平性の面からも適切であり，さら

なるサービスの充実につながるものと考える。 
 

第2節  ロードプライシング導入に向けた法整備  
このように，東京都 23区におけるロードプライシングを導入するにあたっての実現可能性を探り，私

たちはその可能性が高いということを分析結果，そして一連の考察から判断した。しかし，一般道への

課金は現行の道路交通法では行えないことになっている。と言うのも，東京都ロードプライシング検討

委員会報告書によれば,『道路法の理念によれば，道路は，人の移動や物資の運搬等に必要不可欠であり，
高度の公共性を有するものであることから，いわゆる「道路無料公開の原則」』があるとしている。また，

道路交通法は「道路における危険を防止し，その他交通の安全と円滑を図り，及び道路交通に起因する

障害の防止に資すること」を目的としていると述べている。 
従って,このままの道路交通法ではロードプライシングを導入するのは，道路交通法の拡大解釈ともと

られかねない。道路交通法を改正し，道路交通法第 82条に記されている，「警察署長は，沿道の土地に
設置されている工作物等が道路における交通の危険を生じさせ，又は著しく交通の妨害となるおそれが

あるときは，当該工作物等の占有者等に対し，当該工作物等の除去その他当該工作物等について道路に

おける交通の危険を防止し，又は交通の円滑を図るため必要な措置をとることを命ずることができる。」

を課金できるものに変える必要がある。課金できる法に改正することを提言する。 
以上，私たちは一般道への課金も可能にするために，道路交通法の改正を，東京都 23区におけるロー

ドプライシング導入と併せて政策提言とする。本稿によって，一般道への混雑税導入が現実的なもので

あるということが伝われば幸いである。 
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第5章  今後の課題 

第1節  ロードプライシング導入の影響について  
 本稿では，物流や他の地域への影響は無いものとして政策提言を行ったが，実際には何らかの影響が

出ることが予想される。それを考えることなしにはロードプライシングを導入することは出来ない。本

稿はロードプライシングの実現可能性についての言及として部分均衡分析にとどめたが，次際にロード

プライシングを導入する際には一般均衡分析が当然に必要になる。 
 

第2節  課金収入の使い道について  
本稿は，実際にロードプライシングを実施した際の収益をどこが得て，どのように使用するのか，課

金システムの維持･管理費などはどうするのか，車載装置のようなものを設置する費用をどのように国民

に負担させるのか，といった実施にあたることは本稿では触れていない。というのも，本稿は経済学の

手法によって最適交通密度と混雑料金額を算出したのであって，収益の使い道などは本稿の実証分析な

どからは提言することが出来ないからである。また，一般国道と地方道等が入り混じるエリアに対して

ロードプライシングを導入する際に，どこが課金収入を得るかということも問題になる。もし，これら

のことを提言しようとするならば，民意を含めた分析でなければならないと考えた。 
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