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１．はじめに 

（１）背景・目的 

地方都市をはじめとする自動車依存型都市では、大

規模商業施設の郊外化に伴い、開発地周辺部において

慢性的な渋滞が確認されている。これに対して、2000

年6月に大規模小売店舗立地（以下大店立法）が施行

された。これにより、我が国においても交通影響を検

証する交通影響評価（Traffic Impact Assessment）が

法的に定められた。同法では、店舗開発者が事前に必

要駐車台数などを届出書として提出することが義務付

けられている。しかし、近年郊外へ出店する店舗形態

が、複雑かつ超大型化しているため、大店立法で義務

付けられている届出書のみで判断することに限界が生

じている。また大店立法において、10ヶ月という短い

期間内で判断を行い、対策を講じなければならない為

に、事前予測をスピーディかつ的確に行う必要がある。

そこで本研究では、交通流シミュレータを導入した交

通影響評価事例の整理を行う。そこから交通流シミュ

レータを用いた商業施設の体系的な交通影響評価手法

を提案すると共に、課題を明確にする事を目的とする。 

（２）既存の研究 

既存の研究において、坂本ら1)はtiss-NETを用いて

複数の大規模施設を対象としてケーススタディを実施

し、課題を明確化している。また高橋ら2)はWATSim

を利用して、有効な交通施策の効果を比較検証してい

る。また、小林ら3)によるNETSIMを用いて大規模商

業施設を対象としている研究がある。これらの研究同

様に、交通インパクトを定量的に評価する研究は、近

年その数が増えている。一方、交通影響評価における

課題を抽出している論文として、西宮ら4)は、予測交

通量に用いる発生・集中原単位についての課題を整理

している。同様に、矢島ら5)は交通影響評価手法につ

いて述べると共に、交通影響評価時の複合商業施設の

取り扱いに関して述べている。また交通工学研究会6)

では、交通流シミュレーションを用いた際の適用事例

と課題を紹介している。これら既存の研究において、

交通影響評価に交通流シミュレータが有用である事が

明らかにされている。しかし、交通影響評価にシミュ

レータを用いて実施する為の体系的な方法については

述べられていない。そこで本研究では、体系的な交通

影響評価手法を提案すると共に、大規模商業施設のケ

ーススタディから得られた、シミュレーションを実施

する際の検討課題、留意点を明確にしている。 

 

２．大店立法に基づいた交通影響評価 

（１）概要 

大規模商業開発による交通影響を事前に判断する為

に、大店立法指針値をもとに交通需要（来訪車両）を

算出し、交通流シミュレータを用いて分析をしている。

シミュレーション実施に際しては、前提条件として、

店舗出店者が提出する届出書を基本として実施する。

届出書から、構築するシミュレーションモデルに誘導

経路、発生台数などを反映させる。これにより、出店

者が設定している来客台数、誘導経路での交通影響を

把握する事が可能となる。 
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（２）使用するシミュレーションモデル 

本研究では、ネットワーク規模、再現時間によりそ

れぞれ、交差点分岐率を利用する方法、OD交通流に

て再現する方法を使い分けている。前者ではTSISを、



後者ではTSISとTransCADを併用する。TSISとは、ミ

クロ交通流シミュレータで、都市交通を再現可能なN

ETSIMをシミュレーションモデルとして保有している。

またTransCADは交通GISソフトで、TSIS上でOD交通

流を再現する為のODデータの推計を行う。TransCAD

上では、断面交通量からODパターンを逆推計する。 

（３）影響分析に用いる評価項目 

推計した日来客台数をネットワーク内に生成し、周

辺道路ネットワークが十分に機能しているのかアニメ

ーション上で視認する。その後交差点単位、リンク断

面単位での交通流を分析し事前評価とする。また今後

は、時間単位で算出された滞留台数を利用した渋滞長、

平均旅行速度を評価項目としていく事も検討している。 

（４）シミュレーション手順 

 本研究で、各種ケーススタディを実施する際には、

以下のフローに則して行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．大規模開発におけるケーススタディ 

（１） シミュレーションモデル構築の概念 
シミュレーションモデルの構築に際して、ネットワ

ーク規模、シミュレーション方法、シミュレーション

対象時間の設定概念は以下の通りである。 

１）ネットワーク規模の設定 

 一般的に超大型店舗では、広域な商圏を想定してい

る。この様な場合、来客は遠方より都市間幹線道路を

利用し来店する。従って、都市間幹線道路を基本とし

たネットワーク構築を行う。これを基本として開発地

直近の主要な幹線道路で外郭を構築する。再現に用い

る道路の段階構成は、大店立地法の前提である周辺道

路の生活環境保持を前提として、生活道路を除いた、

国道・主用地方道・県道・市道までとする。 

２）シミュレーション方法 

 シミュレーション方法の設定においては、再現する

ネットワーク構造のリンク状況から判断して設定を行

う。ネットワーク構造において、都市郊外部の様に道

路ネットワークが疎な状態では、交差点分岐率設定方

法を用いる。道路ネットワークが疎な状態では、店舗

への来店ルートが限定される。従って、来店車両によ

り混雑が発生しても、代替ルートに迂回する事が困難

となる。この様な場合、時間が変化しても交差点での

分岐率が固定される事から、交差点分岐率設定を用い

る。一方、都市内の様に道路ネットワークが密な状態

では、来店車両により混雑が発生した場合、代替ルー

トを選択する事が可能となる。この様な場合には、混

雑時に迂回路を選択可能なOD交通流設定を用いる。 

３）シミュレーション対象時間 

 シミュレーション対象時間は、 小単位としてピー

ク1時間のみとし、 長では、店舗営業時間とする。

またネットワーク構造が密な状態では、その影響が連

続した時間で現れ影響を与える事から、対象時間を長

く設定する必要がある。また対象店舗が超大型店かつ、

バックグランドの交通が飽和状態に近い場合は、その

影響が連続する事が想定される為、長時間のシミュレ

ーションを必要とする。 

（２）各ケーススタディ 

 前項の概念を用いて、栃木県内で4つのケーススタ

ディを実施した。 

 

 

 

 

 

１）Case１（大型開発が短期間に連続した場合） 

本ケーススタディは栃木県佐野市に位置する商業開

発である。店舗Aの開業1ヶ月後に、他店が開業する

事から、2つの店舗を同時にネットワーク内に再現し、

その影響を分析した。また、設定された商圏より都市
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図-1.シミュレーション手順 

表-1.シミュレーションケース分類 

開発形態 状況

Case1 大型商業施設が短期間で連続開業 開業中

Case2 大型商業施設とその他の施設 2004年内開業

ase3 大型商業施設が断続的に開業 一部開業中

ase4 主要道路上の交差点部に隣接 開業中

C

C



間幹線道路を利用しての来客、道路ネットワークが疎

な事から、シミュレーションモデルを2km×2kmとし、

交差点分岐率設定とした。加えて、幹線道路が飽和状

態に近い事から、対象時間を14時間とした。 

２）Case２（大型商業開発とその他施設の場合） 

本開発は、栃木県宇都宮市に位置し、主要地方道の

直近に位置する。開発規模は、同市においても有数の

規模となる。また開発地内には商業開発、住宅開発、

アミューズメント施設などを有している。またモデル

は、道路ネットワークから判断し、1.0km×1.5kmの1

時間のモデルとした。方法として、交差点分岐率設定

とOD交通流設定を併用している。 

３）Case３（複数の大型商業開発の場合） 

本開発は、栃木県宇都宮市と上三川町に位置し、北

関東自動車道ICからダイレクトアクセスが可能な箇所

である。該当地区の開発は、Case2同様に多種多様な

施設が存在する。モデルは、3.0km×5.0kmの1時間の

交差点分岐率設定とOD交通流設定を併用している。 

４）Case４（交差点直近部分での開発の場合） 

本開発は、前述の3つと比べると比較的規模が小さ

いが、栃木県宇都宮市の高規格幹線道路の交差点直近

部分に立地が予定されており、店舗入庫車両が減速す

る事で、交通流が悪化し交差点処理能力に影響を与え

ると考えられた。モデルとしては、他のCaseに比べ小

規模となるが、リンク規模が0.4km×0.4kmの2時間の

交差点分岐率設定を採用している。 

 

４． ケーススタディから得られた知見 

 

（１）シミュレーションの入力値による課題 

１）交通誘導の課題 

地域住民へ配慮をした誘導経路を再現したシミュレ

ーションと実際の交通流動が乖離する場合がある。こ

れは、実交通においては、多くのドライバーは状況判

断し、店舗設定の誘導に従わずに、店舗に向かい混雑

に直面するからである。しかし来店時には何度か、各

ドライバーが繰り返し経験する事で、当初の誘導案に

収束し安定する。しかし、この様な収束状態となるに

は時間を必要とする。この間ネットワークは不安定な

状態となる。これらの期間を短くし、安定状態にする

為には、早い段階で情報を提供し、ドライバーに事前

情報を付加する必要がある。 

２）交差点と開発地との距離 

ケーススタディを通して、主要幹線などの既存交通

量が多い路線に接し、交差点と開発地の距離が近い場

合に注意が必要である。特にケーススタディにおいて

は、交差点からの距離が近い場合、従道部分の渋滞が

延伸し、交通量の多い主道部分で著しい渋滞の引き金

となる事が判明した。従って、各店舗ごとにシミュレ

ーションを実施し、渋滞長を事前予測した上で対応を

とることが重要である。 

 

（２）シミュレータの性能による課題 

現在、本研究と同様のシミュレータを利用する場合

の留意点として交差点の再現性に課題がある。 

１）実信号現示の擬似的再現 

特定のシミュレータを用いて、実ネットワークを再

現しようとする際に擬似的な設定を行う必要が生じる。

例として、図-3の左図のような信号交差点がある。し

かしシミュレーション内においては、交差点では各方

向に信号機が対応してしまう。従って擬似的に実信号

に沿うように変更する必要がある。 

 実空間 仮想空間 
 

 

 

 
擬似的に表現 

 

図-3.交差点イメージ  

２）特異的な車両挙動 

シミュレータにおいて、交差点内で車両が留まりボ

トルネックとなり渋滞が発生する事が見受けられる。

その際にはシミュレーション内でドライバー特性のパ

ラメータ変更などを行う必要性が生じる。 

ボトルネックとなる車両  

 

 

 

 仮想空間での待ち状況 実空間での待ち状況 

図-4.交差点部分での渋滞現象  

３）渋滞原因の明確化 

2車線道路において、ある一台の車両が無理に車線

変更を行う。その車両が車線をブロックし渋滞が延伸

する現象を確認する事ができる。しかしこの行動は、



反社会的行動であることから、シミュレーション内に

おいては、車線変更のパラメータを調整し、この現象

を排除している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）事後評価の必要性 

 本研究同様に、交通流シミュレータを利用して事前

評価を行った場合、必ず事後評価を行う必要性がある。

この事後評価を行う事は、2つの点で有益であると考

える。1点目は、実際に構築したモデルの妥当性の検

証である。2点目は、推計パラメータの妥当性の検証

である。シミュレーションでは、発生交通量を推計し

て再現する。その際に用いているパラメータは、大店

指針値、調査値を選択して用いている。しかし現実の

値は、立地環境や利用する顧客の購買意識など、その

店舗を利用する顧客に依存した特性を示す。従って、

事後評価を行う事で、推計に採用したパラメータの妥

当性の検証が可能である。また事後評価で収集したデ

ータは、店舗がオープンした状態を再現している。従

って、これらを蓄積する事で、同様の店舗、同一エリ

アでの交通影響評価に採用でき再現性の向上が期待で

きる。 

 

５．ケーススタディから得た入力用データの知見 

 

（１）必要データの提案 

本研究で行った4つのCaseを通して、交通影響評価

を実施する際に必要とするデータの取得方法を提案す

る。これらのデータは新設、変更時双方に有用である

と考える。望ましいデータの取得方法の整理を図-6に

示す。 

１）既存店のデータが望ましい７）

日来客数や、ピーク時間構成比については、概ね同

系列の既存店などから推計する事で、その精度を高め

る事が可能である事から、日来客数原単位、ピーク率

は既存店のデータを利用するのが望ましい。 

２）地域の実績値、調査データが望ましい 

主店者が届出書を作成する際に、周辺の主要道路に

おいて交通量の調査を実施する事が望ましい。自動車

分担率は、予定地周辺を調査する事で把握可能である。 

 

 

 

 

 

（２）より詳細な検討を可能とするデータ 

駐車場の適正規模を検討する際には、既存店の駐車

場カウントデータを入手する事が望ましい。これらか

ら平均駐車時間を検討する事が可能である。これより、

駐車場モデルを有した交通流シミュレータを利用する

事で駐車場レイアウト、容量等の検討も可能である。 

 

６．おわりに 

本研究を通して、体系的な手法、4つの異なる事例

から交通流シミュレータを用いた商業開発の交通影響

評価の課題、留意点の一部が明確に出来たと考える。

しかし、今後も大規模開発は、新設後増床や他店舗の

併設などが想定される事から、これらの大規模事例に

ついては注意が必要であると考える。また多くの事例

について分析を行い、データ蓄積し、そこから評価に

用いる為のパラメータの算出を行っていく、それによ

り、より交通影響評価の精度向上が期待できる。 
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