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1. はじめに（研究体制）
• 近畿地方整備局が主催する「新都市社会技術融合創造研究会」の

プロジェクトとして産・学・官の研究体制を組成
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1. はじめに（研究の背景）
• 戦略的・効果的な道路交通施策を推進するには、マクロ・ミクロの多角

的観点からの道路交通流動の実態把握、特に常時モニタリングが極め
て重要

• その中枢を担うETC2.0プローブ情報は、国が収集する常時観測デー
タで、道路交通施策への展開に向けた活用が期待

⇒ ETC2.0プローブ情報の利用価値向上のため、
「交通流動の総量把握」がしたい!!

• ところが、ETC2.0プローブ情報はあくまでも、サンプルデータであるため、
交通流動の総量把握には、拡大母数となる外生データが必要

• そこで、拡大母数としての人口流動統計の活用に着目!
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参考:ETC2.0プローブ情報、人口流動統計の可視化例
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ETC2.0プローブ情報（月あたり運行ID数） 人口流動統計の中ゾーン間OD量

「質」に関する情報量が充実! 広域的ODが把握できる
唯一無二のビッグデータ!



参考:ETC2.0プローブ情報と人口流動統計の比較
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項目 ETC2.0プローブ情報 人口流動統計

調査対象 ETC2.0車載器の搭載車両
約370万台（2018年5月末）

NTTドコモの携帯電話
約7,600万台（法人名義は除く）

調査日 365日いつでも 365日いつでも

調査地域 日本全国 日本全国

属性 不明 性別・年齢別・居住地別

時間解像度 走行200m間隔を基本 時間単位

空間解像度 走行した道路 基地局密度に依存
（都市部では中～小ゾーンが目安）

移動目的 不明 一部推計可能※

移動手段 自動車（車種別） 一部推計可能※

※推計手法の技術開発が行われている



1. はじめに（研究の目的）
• ETC2.0プローブ情報と人口流動統計は、ともに24時間、365日取

得可能な常時観測データ
• 本研究のポイントは、2つの常時観測データを組合わせることで、利用

価値の高い道路交通状況モニタリング情報の獲得を目論むこと
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ETC2.0プローブ情報
道路交通の「質」に関す

る情報が充実

交通流動の総量
「質」と「量」を合わせ持つ

モニタリング情報

人口流動統計
広域的ODが把握できる
唯一無二のビッグデータ



2. 広域的道路交通状況モニタリングの全体構想
• ETC2.0プローブ情報と人口流動統計を組み合わせ、交通流動の質

（経路）と量（交通量）の両方を有するデータを生成
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ETC2.0プローブ
情報

人口流動統計
中ゾーン間OD量

起終点判別

走行経路補完

OD毎の
自動車分担率の乗算

PT調査
自動車分担率

中ゾーン間
自動車OD量

センサスOD調査
平均乗車人数

中ゾーン間自動車
OD（経路付き）

拡大処理

道路交通流動の
総量

断面での補正 常時観測交通量
（主要断面）

質データ 量データ

台数換算

① ②

③

① ETC2.0プローブ情報から経路
付き自動車ODを生成

② 人口流動統計から自動車OD
量を算出

③ ETC2.0プローブ情報の自動車
ODを人口流動統計で拡大

ETC2.0プローブ
情報から経路付
き自動車ODを

生成

ETC2.0プローブ
情報から経路付
き自動車ODを

生成

人口流動統計
から自動車OD

量を算出

人口流動統計
から自動車OD

量を算出

ETC2.0プローブ
情報の自動車
ODを人口流動

統計で拡大

ETC2.0プローブ
情報の自動車
ODを人口流動

統計で拡大



3. 人口流動統計による自動車OD量把握手法①
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3. 人口流動統計による自動車OD量把握手法②
（１）人ベース自動車OD量の把握
• PT調査の中ゾーンOD別の自動車分担率を人口流動統計に乗じる

– 近畿PTの中ゾーン間OD量（500トリップ以上、約2,600OD）の算術平均は
約17,000（トリップ／日）→自動車分担率の統計精度に問題はないと仮定

– 人口流動統計に対してPT調査の分担率を乗じたものは、センサスOD調査の自
動車OD量に対して過少になる傾向があり、補正が必要（今回は未実施）
• PT調査では対象外としている営業車両等の自動車交通であるとみなして分担率に

一律10％を加えた換算係数を用いることなどを想定

（２）台ベース自動車OD量の把握（台数換算）
• 人ベースの自動車OD量を、センサスOD調査に基づく平均乗車人数

で除す

⇒ 自動車分担率、平均乗車人数をパラメータ（固定）として扱う
– 道路交通状況を含む人の流れの変動が、自動車分担率、平均乗車人数に対

して十分に大きいものと仮定
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4. 人口流動統計による自動車ODの生成①
• 近畿圏を対象として提案手法で自動車ODの生成を試行

＜使用データ＞
• 人口流動統計

– 対象地域:近畿2府4県（福井県は含まない）
– 時期:2015年10月13日（火）～10月15日（木）の3日間の「日

平均」

• パーソントリップ調査データ
– 対象地域:近畿2府4県（福井県は含まない）
– 時期:2015年秋期

• 2010年秋期調査データの拡大母数（2010年国勢調査）を、
2015年の住民基本台帳データに更新したもの

• センサスODデータ
– 対象地域:近畿2府4県（福井県は含まない）
– 時期:2010年秋期

• 平均乗車人数は、近畿圏居住者全体の値（1.37人／台）を採用
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4. 人口流動統計による自動車ODの生成②
＜自動車ODの生成結果＞

– OD総量:11,549（千トリップ／日）
– OD分布は兵庫県、滋賀県等の内々ト

リップが多い
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No. ODペア ODペア名 トリップ数
（トリップ/日）

1661661 尼崎市内々 388,699
2911911 和歌山市・海南市内々 312,785
3112112 草津市・守山市他内々 276,202
4634634 加古川市・高砂市他内々 251,498
5811811 奈良市内々 228,417
6111111 大津市内々 159,006
7663663 相生市他内々 152,359
8123123 彦根市他内々 138,277
9421421 枚方市・交野市内々 128,143

10122122 東近江市他内々 125,800

人口流動統計による自動車OD量ランキング

近畿PT中ゾーンのようす（計104ゾーン）



4. 人口流動統計による自動車ODの生成③
• 地域間流動に目を向けると、人口流動統計による自動車ODは、郊

外部で大きい傾向（姫路市、大津市、和歌山市関連など）

13
人口流動統計の中ゾーン間OD量（全手段）人口流動統計による自動車OD量



4. 人口流動統計による自動車ODの生成④
• 人口流動統計による自動車ODの総量は、センサスOD（全車種）

に対して61％、センサスOD（乗用車）に対して85％
– 年次の違い、自動車分担率に営業車両等が未考慮、平均乗車人数が過大?

• H22センサスODとの比較では、人口流動統計による自動車OD量が
少ないものの、両者の相関は極めて高い
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4. 人口流動統計による自動車ODの生成⑤
＜自動車ODの生成結果の考察＞
• 人口流動統計による自動車ODの分布傾向には妥当性が認められる
• OD量の補正として、パラメータのキャリブレーションが必要

– 人口流動統計によるOD量の変動量に、センサスODが収まる程度に

＜キャリブレーションの方針（案）＞
① センサスOD（乗用車）に対して人口流動統計による自動車ODの

整合性が高まるように平均乗車人数を変化（調整）
② センサスOD（全車種）に対して人口流動統計による自動車ODの

整合性が高まるようにPT調査の自動車分担率を変化（調整）
– PT調査では把握できない営業車両等を加味、端末交通手段の自動車利用を

考慮、の2つの視点

• 妥当性が認められるパラメータ設定ができれば、時々刻々と変化する
交通流動の全体像を時間的・空間的にシームレスに把握可能!
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5. 想定するユースケース
（１）道路施策の観点から
• 広域的道路交通状況の常時モニタリングにより、機動的な道路施策の展開

に資する基礎情報の獲得
– 道路インフラネットワークの戦略的な整備・管理運営（優先整備区間の特定 等）
– 交通需要マネジメント施策の立案、実施、影響把握（料金施策のPDCA 等）
– 災害時・有事の際の影響把握、対策検討（リダンダンシーの評価、迂回ルートの検

討 等）
– 客観指標としてのストック効果の計測 など

（２）都市施策の観点から
• 自動車交通からの都市活動（都市圏活動）モニタリング

– 休日観光（周遊状況の把握 等）
– マーケティング（商業店舗の立地計画 等）など

• まちづくり施策に向けた分析対象地域の位置づけ、分析の説得力向上
– ゾーン内における「個人」単位の行動をもとに施設配置、道路空間の配分を計画する

スキームであるスマート・プランニングの支援
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6. まとめ
• 人口流動統計を活用したETC2.0プローブ情報による広域的道路交

通状況モニタリング手法を考案・試行結果を報告
– ケーススタディによる有用性の検証と手法の深化が必要

• 今後、提案手法の価値が向上するものと考える
– ETC2.0プローブ情報のデータ精度の向上

• ETC2.0対応車載器の普及によるETC2.0プローブ情報の抽出率向上
• 準天頂衛星4基体制による位置データの精度向上

– 人口流動統計の高度化研究の進展（期待大!）
– 交通ICデータの流通により「答え合わせ」が可能に

• 利用交通手段は、ODペアに依存する特性

• 今後もプロジェクトメンバで一丸となり、社会実装を強く意識した研究
開発を進めます!
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ご清聴ありがとうございました
「大人になった人口流動統計」、今後の活躍に期待!!
• 「生みの苦しみ」を味わうことを誓い合った4年前・・・

– 2014年10月23日:共同研究キックオフ打合せ後の意見交換会
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