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高松市は、温暖で晴天の多い気象条件や起伏の少ない地形条件などから、地方都市の中では有数の自転

車利用都市であり、これまでに自転車走行空間の整備が進められてきた。本研究では今後の自転車利用環

境整備のための基礎資料として、市内の自転車交通量より自転車利用の需要を把握するとともに、アンケ

ート調査による走行経路や選定理由、移動の目的を把握し、自転車走行空間の現状のサービス水準を把握

した上で、経路選択のメカニズムを分析した。アンケートでは経路を地図上に直接記入し、GISを用いて

分析を行った。調査の結果、郊外部はトラフィック機能を有する幹線道路を基本的に選択するが、近道と

なる路線があれば選択する傾向が確認された。さらに自転車の流入方向を特定し詳細に分析したところ、

中心部でも同様に幹線を通行するが、地下横断道路がある区間では垂直方向への移動を回避し、並行する

路線へ転換するなどの傾向が明らかとなった。 
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1.  はじめに 
 
我が国では、地球温暖化による環境意識の向上や健康

志向の高まりから、環境にやさしく高いモビリティを持

つ自転車の利用が近年急速に増加しつつある。このよう

な中、平成20年には全国98箇所の自転車通行環境整備の

モデル地区が選定され、自転車走行環境整備が進められ

ている。また、面的な利用環境の整備を目的として、自

転車ネットワーク計画の検討も都市圏レベルで進められ

はじめてきている。 
自転車ネットワーク計画の検討を行う場合、自動車交

通の計画立案時と同様にODや経路選択などの利用の特

性（需要面）と走行空間のサービス水準など、供給面の

双方を把握しておくことが重要である。しかしながら、

自転車は小回りが利く気軽な交通手段であるがゆえに、

細街路への進入や細かい経路変更、個人の特性による影

響など１）、自転車転車固有の経路選択パターンが存在

する。 

自動車交通では、道路交通センサスや近年はテレマト

リクス技術を活用したプローブデータなどの交通計画立

案に必要となるデータが整備されており、これらのデー

タからネットワーク上の流動を面的に把握することが可

能である。一方自転車交通の場合、ネットワーク上の流

動パターンを面的に把握できるデータは十分に整備され

ているとは言い難く、経路選択パターンなどの需要特性

が把握しにくい状況にある。 
そこで本研究では、自転車ネットワーク計画策定時に

求められる自転車の移動特性や経路の選択特性を的確か

つ簡便に収集・分析する手法を構築し、香川県高松市の

中心部をケーススタディとして実証的に分析を行う。 
 

2. 既往研究のレビュー 
 
自転車は自由に移動可能であることから、道路密度の

高い地区等における走行時に選択可能な経路の数は自動

車と比較して極めて多い。そのため、自転車の利用特性
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を把握するための手法には、対象となる密なネットワー

ク上での流動を効率的に求めるといった、相反する要素

を両立した手法が必要とされている。 
自転車の走行特性の把握手法については、集計的アプ

ローチ、非集計的アプローチの２つに大別される。 
集計的アプローチはネットワークのリンクを走行する

台数の大小により、自転車の需要を明確化するものであ

る。佐藤ら2)は岡山市中心部を対象に、自転車の走行経

路をアンケートの回答者より地図上に直接記入してもら

うことで得られた走行経路情報を重ね合わせ、リンク毎

の自転車の交通量を集計している。その結果、郊外部は

幹線を通行し、都心部は多くの路線に分散していること

を明らかにしている。また、鎮山3)らは、同様に地図へ

の記入により得られたデータを用いて、経路・リンク選

択モデルを構築し、自転車利用者は直進の効用が高いこ

とや、距離が短く歩道を設置しているリンクを選択する

傾向があることを明らかにしている。Senerら4)も経路選

択モデルを構築しているが、Webアンケートにより走行

経路情報を得ている点に特徴がある。 
上記の分析では、それぞれ数百～千程度のサンプルを

得た上で分析を行っており、容易に多サンプルのデータ

が取得できる面では優れている。しかしながら自転車利

用者の一般的な選択の傾向を明らかしているものの、あ

るリンクを通る自転車はどこから、或いはどこのリンク

へ向かったのか自転車の一連のトリップの連続性が明ら

かではなく、現存のネットワーク上おけるサービス水準

との対比も直感的に把握しにくい。 
他方、非集計的なアプローチでは、個々の自転車利用

者の流動を把握し、走行特性を明確化している。藤井ら
5)は松山市中心部を対象に、プローブパーソンデータを

用いて自転車利用経路を把握している。この方法は自転

車の走行経路を比較的正確に把握できるものの、被験者

それぞれに専用機器を用意する必要があり、短期間で大

量のデータを取得する面では課題がある。 
 

3. 自転車走行経路の分析手法の構築 
 
自転車は自動車と同様に様々な移動目的で利用される

が、自転車の特徴として、誰でも気軽に乗れる長所があ

るが故に、選択する経路が多様となったり、また体力の

差が経路の選択傾向に現れたりする可能性がある。従っ

て、ネットワーク計画の立案にあたっては、対象とする

エリア内における自転車の経路選択特性を把握しておく

ことも必要である。 
本研究では、自転車ネットワーク整備計画立案時の基

礎資料としての活用を念頭に、自転車トリップの一連の

経路選択傾向を把握・分析する手法について構築する

（図-１）。自転車走行経路について、記入式のアンケ

ートにより回答を得た上で、得られた走行経路を重ね合

わせる点は従来の手法と同様である。それに加えて走行

経路の特性を分析するため、任意の断面を通過する走行

（回答）をアンケートで得られたデータより抽出し、出

発地から目的地までの走行経路をGISを用いて表示する。

これにより任意の断面の通過前後の走行経路選択の傾向

が明確化する。例えば図-１の右側に示す表示例では、

分析対象断面より東側は直線的に進んでいるが、左上側

からは多くの流動が極力少ない右左折だけで流入するの

ではなく、３回の右左折を経た上で流入する傾向が伺え

る。 
この手法は集計的なアプローチを基本としつつ、集計

的なアプローチでは明らかになりにくい自転車利用での

一連の移動における経路選択の傾向を明確化させる特徴

がある。 

【分析対象データ収集】

アンケート調査

・個人属性
・移動目的等

OD＋走行経路データ
（地図上に記入）

データベース化
地図に記入された経路（回答）を
リンク単位でデータベースに入力（GISを活用）

【自転車交通特性分析】

リンク交通量分析
走行行経路の回答を
地図上で重ね合わせ
（従来の集計的手法）

走行経路分析
特定の断面(リンク)を
通過する走行を
GISを用いて抽出し、
地図上で重ね合わせ

分析対象断面
（例）

対象エリアにおける自転車の流動特性の面的な把握

【分析対象データ収集】

アンケート調査

・個人属性
・移動目的等

OD＋走行経路データ
（地図上に記入）

データベース化
地図に記入された経路（回答）を
リンク単位でデータベースに入力（GISを活用）

【自転車交通特性分析】

リンク交通量分析
走行行経路の回答を
地図上で重ね合わせ
（従来の集計的手法）

走行経路分析
特定の断面(リンク)を
通過する走行を
GISを用いて抽出し、
地図上で重ね合わせ

分析対象断面
（例）

対象エリアにおける自転車の流動特性の面的な把握

 

図-1 自転車交通特性分析のフロー 

 

なお、ネットワーク検討対象エリア全体の流動を極力

偏りを抑制して把握するため、アンケート調査実施段階

において自転車のトリップの状況に応じて空間的に均一

なサンプル数が得られるように配慮する必要がある。 
 

4. 実証分析 
(1)  分析対象地域の特徴 
前述の手法を用い、高松市中心部の自転車流動特性の
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分析を行った。高松市は気候が温暖で晴天が多く、また

地形も平坦で起伏が少なく、自転車利用に適した環境で

ある。通勤通学時の自転車分担率は全国平均の2倍（Ｈ

12国勢調査）となっており、自転車利用が非常に多い。 
自転車利用環境の整備は計画的に進められており、平

成20年に「高松市中心部における自転車ネットワーク整

備方針」が策定され、主に鉄道・海運との結節点である

JR高松駅と、高松市を代表する観光地「栗林公園」を結

ぶ南北方向の主要感である「中央通り」や、東西方向の

主要幹線道路を中心に整備が展開されてきた。これまで

に自転車利用環境整備が実施された箇所については、整

備の認知度や走行性の改善状況に対して概ね高い評価が

得られている。 
しかしながら、「中央通り」と並行する、全長2.7km

にも及ぶアーケード街への自転車への集中や、中央通り

の複数の交差点で自転車が平面横断できないなどの問題

があり、自転車がより安全でスムーズに走行できるため

のネットワーク整備が望まれている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図-2 高松市の自転車ネットワーク整備方針と整備状況 

 

 
図-3 高松市中心部の自転車利用環境整備状況 

（左：中央通り、右：観光通り） 

 
(2)  分析対象データの収集 

高松市中心部における自転車交通の状況や経路選択の

特性を把握するため、高松市中心部での自転車利用者を

対象に、走行経路等を尋ねるアンケートを実施した。ア

ンケートで把握した項目は、表-１で示すような、自転

車を利用した移動のトリップ特性や選択経路、現在のネ

ットワークにおけるサービス水準を尋ねた。 
表-1 アンケート調査項目 

分類 主な質問項目 

個人属性 ・年代・性別 

トリップ特性
・移動目的 
・出発地、経由地、目的地 

経路選択特性

・走行経路 
（詳細な地図上に直接記入） 
・走行経路選択理由 

サービス水準

・自転車利用目的 
・走行しにくい箇所、危険箇所 
・既整備箇所の評価 

 
また、自転車は通勤・通学や平日や休日の私用等、

様々な目的で利用され、また目的によってトリップ特性

や経路選択特性が異なる可能性が考えられることを踏ま

え、表-２に示す方法で実施した。通学目的で実施した

アンケートは、自転車ネットワーク検討対象範囲に含ま

れるすべての高校に対し実施した。また、街頭ヒアリン

グ調査は、ネットワーク検討対象範囲を５つのブロック

に分け、各ブロックの利用者より回答を得た。なお、街

頭ヒアリング調査で通勤・通学目的として得られた回答

は、集計の段階において、それぞれ通勤目的・通学目的

の調査のサンプルとして取り扱い集計した。 
調査の結果、事業所従業員107票、高校の生徒717票、

ヒアリング595票（平日300票、休日295票）の回答が得

られた。 
表-2 調査対象と調査方法 

調査対象 調査方法 備考 

通勤目的 
市内中心部の事業所

従業員へのアンケー

ト調査（郵送回収） 
－ 

通学目的 

市内中心部の高校の

生徒へのアンケート

調査 
（学校を通じ回収） 

－ 

私事・買物等

市内５箇所での街頭

ヒアリング調査 
平日・休日

で各１日ず

つ実施 
 

(3) 調査結果の分析 

(a) 自転車の発生集中状況・路線別交通量 

表-３に自転車利用トリップの出発地の分布状況を移

動目的別に示す。出発地はいずれのパターンでも南側、

東側の郊外エリアや高松駅が多くなっているが、通学目

的は市内中心部発の移動は少なく、平日（通勤・通学目

高松駅

栗林公園

高松駅

栗林公園
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的以外）、休日は市内中心部にも万遍なく出発地が分布

している。 
表-3 出発地の分布状況 

①通勤目的 

 
②通学目的 

 
③平日（通勤・通学目的以外） 

 
④休日 

 

 
次に、アンケートで回答のあった走行経路を、移動目

的別に重ね合わせて集計した結果を表-４に示す。 
走行経路の集中状況は、主に南北・東西方向の幹線に

集中しており、中心部では幹線以外の路線にも広く集中

している。一方目的別に見ると、幹線等への集中状況の

傾向が異なる。通勤目的について見ると、南北方向の幹

線となる「中央通り」には、北方向で自転車の量が多く

なっているものの、南側に進むと低下し、幹線である中

央通りより、「商店街（アーケード）」のほうが相対的

に多くなっている。一方で、平日（通勤・通学目的以

外）や休日については、中央通りの自転車の量は、通勤

目的で見られたような北側・南側の格差はあまり見られ

ない。 
また、表-４に示した図では、南北方向や東西方向の

幹線に比較的自転車が一定数集中しており、迂回をする

ような傾向が明確には見られない。 
表-4 回答のあった走行経路の集計結果 

①通勤目的 

 
②通学目的 

 
③平日（通勤・通学目的以外） 

 
④休日 

 

 
 

商店街 

県庁通り

中央通り 

商店街 

商店街 

県庁通り

中央通り 

商店街 

商店街 

県庁通り

中央通り 

商店街 

商店街 

県庁通り

中央通り 

商店街 
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(b) 経路選択特性の分析 

a) 平面交差ができない交差点の影響 

走行経路に関する回答を集計した結果、南部では幹線

である「中央通り」の量が少なく、並行する商店街（ア

ーケード）が相対的に多くなっていた。この原因として

考えられることとして、中央通りに自転車が平面交差で

きず、地下道を通過する必要のある交差点があるためと

考えられる。地下道の通過は自転車を下車した上で垂直

方向の移動を伴うため、自転車利用者は体力的・心理的

な要因から避ける可能性がある。 
上記の要因による経路選択特性への影響を把握するた

め、「中央通り」を南側から流入する自転車の流動を分

析した。 
「中央通り」を通行し、地下道による交差が必要とな

る「中新町交差点」の南部を通勤目的で通行する自転車

の流動を図-４に示す。南方向から中新町交差点まで

「中央通り」を通過していた自転車は、中新町交差点で

右折または左折し、「中央通り」と並行する「県庁通

り」や「商店街」へ向かう自転車が多く存在している状

況が確認できる。 
また、「中央通り」では「番町交差点」も自転車は平

面交差ができず、地下道を通過する必要がある。「番町

交差点」の構造の影響を把握するため、「番町交差点」

の東側に位置する「塩屋町交差点」の西側を通勤目的で

通行する自転車の流動を分析した結果を図-５に示す。

右左折の回数が増加するものの、「番町交差点」を避け

て、商店街や菊池寛通りへ流入している自転車が多く存

在している状況が確認できる。 
なお、上記の傾向は、通勤・通学目的で顕著に見られ、

平日（通勤・通学以外）や休日についてはこの傾向が小

さかった。日常的に自転車を利用している移動では、時

間的な制約や体力面での要因を繰り返し受けることから、

感度が高くなっているものと推測される。 
 

 
図-4 中央通り中新町交差点南側からの流動状況（通勤） 

 
 

 

図-5 塩屋町交差点東側からの流動状況（通勤） 

 

b) 商店街（アーケード）を通過する自転車の特性 

前項の分析結果より、幹線での交差に障壁があること

により、並行する商店街（以下、アーケード）に回避す

る傾向が明らかとなった。しかしながら、アーケードは

歩行者も多数通行しており、自転車の過度な集中は歩行

者と自転車の錯綜により安全性が低下する恐れがある。 
そこで、アーケードを通過する自転車の特性を把握す

るため、アーケード区間の断面を通過する自転車の流動

を分析した。集計結果を図-６に示す。 
アーケードを通過する自転車の量は、設定した断面の

前後でも大きな変化は見られない。すなわち、アーケー

ド区間を目的地近くまで直線的・連続的に走行しており、

本来幹線が果たすべき機能を果たしていると考えられる。 
 

 
図-6 商店街南部から中心部への流動状況（通勤） 

 
c) 整備水準の低い短絡路線を通過する自転車の移動特性 
自転車利用者の走行経路の選定要因は、距離の近さや

時間の早さの優先度が高い（図-７）。高松市の道路ネ

ットワークは格子状となっており、東西・南北方向の幹

線道路の自転車・歩行者通行空間は比較的整備されてい

る。斜め方向に短絡する路線は十分な自転車走行空間を

中央通り 

中新町交差

県庁通り 
商店街 

国道 11 号
塩屋町交差

番町交差点

商店街 

菊池寛通り

商店街 

（アーケード街）



 

 6

有していない路線も少なくないにもかかわらず、自転車

が集中するケースも見られる（図-８）。 

 

図-7 走行経路選択理由（通学） 

 

 
 

 

図-8 回答のあった走行経路の集計結果（通学） 

 

図-８に示す集計結果より、短絡路線を通過する自転車は、

回答の量より推測すると、北方向へ連続しているようにも見え

る。そこで、短絡路線を通過する自転車の流動を把握するため

に図-９に示す集計をしたところ、多くの利用は東西方向へと

連続している。このように、本稿で構築した分析手法を用いる

ことにより、自転車の流動をより的確・性格に把握することが

可能となる。 

 

 
図-9 商店街南部から中心部への流動状況（通学） 

5. まとめ 
 
本研究では、自転車ネットワーク計画策定時に求めら

れる自転車の移動特性や経路の選択特性を的確かつ簡便

に収集・分析する手法を構築し、香川県高松市の中心部

をケーススタディとして実証的に分析を行った。具体的

には、アンケートで地図に直接記入してもらうことによ

り得られた走行経路情報をデータベース化し、任意の断

面を通過する移動をGISを用いて抽出・集計し図化する

ことで、自転車の経路選択特性の分析を実施した。また、

高松市中心部をケーススタディとして分析を行った。 
その結果、幹線道路上に平面交差ができない交差点を

回避する傾向や、その影響により本来なら幹線が果たす

べき機能を並行する商店街が担っている点、また短絡経

路を走行する自転車の経路選択特性を的確に示すなどの

傾向を明らかにした。 
自転車は気軽な乗り物であり、また誰でも乗られるこ

とから、無秩序な移動を取りがちとなる。安全で円滑な

自転車利用環境の実現に向けて、利用者のマナー向上も

重要であるが、上記のような自転車の特性を踏まえた上

でネットワーク計画を策定、実行していくことも重要で

ある。このような観点では、本稿で構築した自転車の流

動特性を比較的簡易に把握できる手法は実用性も高く、

実現可能性の高いネットワーク計画の策定に寄与するも

のと考えられる。 
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