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　日本には400を超える有人離島があり、これらの
離島では人口減少および高齢化が顕著である。離島
居住者に共通するのは、通院や買い物等で本土と往
来をしていることである。その際、路線バスやフェ
リーなど複数の交通機関を乗り継ぐ必要があり、負
担となっている。著者らは、路線バスとフェリーを

乗り継いだ移動について利用者がどのように感じて
いるのかを、一般化時間を用いて定量的に評価した1）

が、取得した結果が調査した離島の居住者特有の結
果なのか、一般的な離島にも展開可能なのか評価が
できていなかった。そこで本研究では、一般化時間
の算出に必要な「等価時間係数」「心理的負担時間」
について、他の離島についても調査を行い、居住場
所による違いがあるのかを明らかにする。

　2-1　わが国の離島
　わが国は数多くの島嶼により構成されている。
Fig.1は日本の島の構成を示している。わが国には
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離島航路利用者における移動負担感

　1.　はじめに

有人島・無人島を含めて6,852島存在している。この
うち258島が離島振興法による離島振興対策実施地
域となっている。離島振興法では、人の往来および
生活に必要な物資等の輸送に要する費用が、他の地
域に比較して多額である状況を改善するとともに、
産業基盤および生活環境等に関する地域格差の是正
を図ること等が目的として記載されている。これら
の島々は、本土と海を隔てた場所にあるため、産業
基盤や生活環境等に関する地域格差が課題となって
おり、人口減少や高齢化が進展している状況である。
　Fig.2は、人口規模別の離島構成を示したもので
ある。半数以上が500人未満の離島であり、比較的
人口規模の小さい離島が多いことがわかる。特に
500人未満の離島では、高齢化率が平均47.1％と、
全離島の平均31.5％やわが国の平均27.3％と比較し
ても著しく高い水準となっている３）。
　2-2　離島航路の実態
　離島航路は、離島航路整備法において、本土と離
島とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路、
その他船舶以外には交通機関がない地点間、または
船舶以外の交通機関によることが著しく不便である
地点間を連絡する航路のことをいう。
　近年、人口減少等を主原因とする利用者の減少に
より、航路事業の継続が困難な状況となっているも
のの、離島居住者の足として、また生活物資の輸送
手段として重要な役割を担っているため、国が補助
金を交付して、その維持を図っている４）。
　各離島航路の実態は、国や地方自治体による離島
振興計画５）や航路改善計画６）によってまとめられ
ている。多くの離島航路では、通勤・通学、生活物
資等の搬出入、旅行客の往来、また一部では島内交
通＊１の面において不可欠な交通手段となっている。 
　Fig.3は、2013年度における瀬戸内海を中心とし
た国庫補助航路の1日当たりの便数（以下、日便数）
と平均利用者数の関係＊２を示したものである。日

便数においては、片道2便～ 5便辺りに多く集中し
ている。また、1便当たりの平均利用者数は20人以
下が多く、特に10人以下の離島も多くみられる。
これは500人未満の離島が多いため、離島居住者に
よる利用が必然的に少なくなるのが原因といえる。
一方で、Fig.3には記載できていないが、1便当たり
40人以上という離島も一部にみられた。これは瀬
戸内芸術祭等による一時的な観光需要の増加による
ものである。 
　2-3　本研究の位置づけ
　前節までに述べたとおり、わが国の離島航路は離
島人口および利用者数の少なさから厳しい現状であ
るが、海外の離島航路でも同様の問題を抱えている。
例えば香港では、離島において収益の高い航路と低

　2.　離島を巡る現況と本研究の位置づけ

Mobility Burden on User of Remote Island Route

　離島の多くは高齢化が進んでおり、本土にある病院等に行く場合には、路線バスと船
を乗り継いで行く利用者も多い。これまで離島航路利用者の移動負担感を、歩行速度や
乗換行動等を調査することで、簡便かつ定量的に把握できる一般化時間による評価を行っ
てきた。しかし、取得した結果が調査した離島の特有の結果なのか、他の離島航路にも
展開可能なのか、評価ができていなかった。そこで本研究では、一般化時間の算出に必
要な「等価時間係数」「心理的負担時間」を他の離島で調査し、居住場所による違いがあ
るのかを明らかにした。

　There are many remote islands in Japan. Most of these islands are connected by 
bridges, but still some islands have only ferry boats or passenger ships between the 
island and the mainland as vital means for transportation. The residents of the 
remote islands have to transfer from a ferry boat to a local bus at a transport hub 
when they visit the main island to go shopping or hospital and so on. For the elderly 
residents, it is a burden to wait for a long time for the bus or the ferry boat and to 
change transportation vehicles at the transport hub. The authors have evaluated the 
burden by the generalized time. The generalized time is a measure which evaluates 
the mobility burden for users of remote islands route, and obtained easily and 
quantitatively by investigating walking speed and transit behavior. However, we 
were not able to confirm whether the acquired results are specific to the solitary 
island surveyed or it can be expanded to general remote islands. In this study, we 
investigated another remote island area and clarified differences of the equivalent 
time parameter and the psychological lost time depending on residential areas. 

い航路をパッケージにして、1つの会社によって運
営させる方式を取っている７）。これにより、フェリー
会社の種類やサイズなどを考慮してサービス全体の
利益最大化を目指している。スコットランドの離島
では、2016年～2017年にかけて船舶や港湾などの
フェリー運航に関わるサービスに対して約209.7百
万ポンドの補助金が支払われている。限られた財政
状況の中で、利用者ニーズを満たす持続可能な対応
が課題となっている８）。フィンランドの南西にある
離島では、フェリーネットワークの維持コストの高
さおよび人口減少により、離島居住者の利便性に課
題が生じており、人口分布や交通ニーズに見合った
計画が必要とされている９）。このように海外におい
ても、離島人口の減少、利用者の減少、航路事業の
継続等に課題が生じていることがわかる。
　わが国では、各地方自治体において協議会を設置
して、離島航路の経済性および利用者の利便性の維
持と改善を図ろうとしている。利便性において、離
島居住者が離島と本土を往来する際に、特に負担と
なるのはターミナルでの乗り換えである。
　広島県大崎上島町地域公共交通網形成計画10）や
広島県江田島市地域公共交通網形成計画11）では、
島内路線バスの改善要望は、「船とバスの乗り継ぎ
時間を短くする」「船との乗り継ぎ待ち時間を改善
する」が1位であり、待ち時間が利用者にとって負
担となっている。香川県伊吹～観音寺航路改善計画12）

における住民意向の分析では、航路改善の内容とし

て、「港での乗船をし易く」が多くを占める結果と
なっている。そのため、乗換時の負担を減らすこと
は重要な課題になっており、乗換時の負担を定量的
に評価する手法が必要である。
　そこで、著者らは路線バスとフェリーを乗り継い
だ移動について一般化時間を用いて評価を行い、離
島航路の交通においても、一般化時間による定量的
評価が行えることを明らかにした１）。一般化時間は、
移動に関わる全ての負担感について水平歩行時間に
置き換えて表した指標であり、離島居住者の歩行速
度等、乗換行動を調査することで、簡便かつ定量的
に負担感を把握できる特徴がある。
　一般化時間を用いた研究では、鉄道駅の乗り換え
を評価した研究13）14）がみられる。これらの研究は
関西地区など都市のターミナル駅等で調査を実施し
ており、都市と地方では時間価値が異なるのと同じ
ように、一般化時間の算出に必要な等価時間係数や
心理的負担時間は異なると考えられる。大東ら15）は、
広島のバス路線における一般化時間の算出を試みて
いるが、等価時間係数については、毛利ら16）の研
究結果を用いている。この毛利らの研究もまた、関
西地区を調査対象地域としており、年齢区分も45
歳以上でまとめられているため、高齢化率の高い離
島に適用するのは難しい。
　著者らは、これまで広島県竹原市と大崎上島町を
結ぶ航路において、移動負担感調査により、離島居
住者における等価時間係数と心理的負担時間を求め
た１）（以下、これを2015年調査とする）。その上で、
路線バスとフェリーを乗り継いで移動した場合の一
般化時間を算出した。しかし、算出する際に用いた
等価時間係数と心理的負担時間は、当該航路の移動
負担感調査より求めたものであり、これらの値が他
の離島においても同様に扱えるのかどうか検証が必
要であった。特に離島は、本土や他の離島と海を隔
てて離れており、島ことばに代表されるように独自
の文化を形成していることも多い17）。そこで本研究
では、広島県江田島市における航路においても、
2015年調査と同様の調査を行い（以下、これを
2016年調査とする）、居住場所による違いがあるか
を明らかにする。
　2-4　等価時間係数と心理的負担時間
（1）等価時間係数の求め方
　等価時間係数は、個々の移動形態に要する所要時
間を水平歩行時間に置き換えるために用いる係数で
ある。等価時間係数は、フェリー利用者にとって基

準となる水平移動（平らな部分を60秒歩く）と比
較し、同じくらい負担と感じる行動を移動負担感調
査の設問の選択肢の中から回答し、それをもとに算
出される。設問例をFig.4に示した。回答結果を集
計し、本研究では塚田ら14）の研究に倣ってフェリー
利用者の選択率が50％となる点を等価とする。
Fig.4の設問例の場合、上り階段利用の等価時間
（フェリー利用者の選択率50%）が31.4秒となり、
上述のとおり、基準となる水平歩行の等価時間は
60秒であるため、等価時間係数は1.91となる。
（2）　心理的負担時間の求め方
　心理的負担時間は、施設形態や利用形態において
発生する心理的な負担感を時間換算した値である。
心理的負担時間は、移動負担感調査においてフェ
リー乗換時の心理的な負担に関する質問を行い、
フェリー利用者の選択率が50％となる点を心理的
負担時間とした14）。移動負担感調査の設問例を
Fig.5に示した。移動に関わる情報の有無について
評価値を算出する場合、Fig.5のとおり、フェリー
利用者の選択率が50％となる点の評価値66.3秒が、
乗換経路に関する情報提供が無い場合の心理的負担
時間となる。
（3）　一般化時間の求め方
　一般化時間は、（1）および（2）に示した等価時
間係数、心理的負担時間を用いて、式（1）に従っ
て求められる。

　3-1　移動負担感調査の概要
　等価時間係数と心理的負担時間を求めるため、広
島県江田島市においてフェリー利用者を対象にした
移動負担感調査を実施した。
　江田島市は人口27,023人、高齢化率35.8％の自治
体である。江田島市を構成する江田島・能美島は、
1973年に早瀬大橋が完成して呉市と架橋で結ばれ、
本土との間に常時陸上交通が確保されたことによ
り、昭和55年に離島振興法の指定が解除されてい

る違いがあるかどうかを、2015年調査と2016年調
査の比較によって明らかにした。居住場所による違
いでは、65歳以上の離島居住者の場合、有意な差
が認められる項目が少なく、居住場所による違いは
ほぼみられなかった。一方、65歳未満の離島居住
者の心理的負担時間について、有意な差が認められ
る項目が複数存在した。そのため、65歳未満の離
島居住者に関連するデータを扱う場合は留意する必
要があるといえる。また、年齢による違いでは、例
えば、心理的負担時間における待合ベンチの有無に
ついては、高齢者の方が非高齢者よりも心理的負担
時間は長くなり、少し遠くても座りたい傾向がある
ことが考えられる。
　2-2節で述べたとおり、多くの離島航路は、国が
補助金を交付してその維持を図っており、多額の費
用をかけて離島航路利用者の利便性向上を図ること
は困難というのが実情である。そうした中でも、一
部航路ではバスフロート船＊３が認められ、バス、
タクシー、乗用車等の運転者、同乗者等の旅客が、
航行中もフェリーの暴露甲板上の車内にとどまるこ
とができ、乗り換えが発生せず、移動負担感が少な
くなる１）交通システムが導入されている。 
　一方、最近では離島航路の採算性が厳しい背景が
あることから、フェリー型の船舶から旅客船へと小
型化の方向に変わりつつある。旅客船の場合はどう
しても車のまま乗り込むことはできず、港での乗り
換えが発生してしまうため、移動負担感が増加する
傾向がある。このような移動負担感を等価時間係数
と心理的負担時間を用いた一般化時間で評価する場
合は、船舶の形状やターミナルの状況から実際に移
動負担感調査を行うことが最もよいが、本研究で示
した値を用いることで簡便に求めることが可能であ
る。船舶が代替される場合やターミナルの建て替え、
または設備変更は、地方自治体が中心となって計画
を策定するが、その際、経済性だけではなく、利便
性についても評価することが重要であると考える。
本研究の結果は、離島航路に就航する船舶の代替建
造による設備面の変化やターミナルのバリアフリー
化など、環境の変化が予想される場合における離島
航路利用者の利便性が事前に評価できる点で有用で
あると考える。

　今後の課題として、移動負担感調査では、瀬戸内
における複数の離島航路ターミナルの実態調査を通
じて代表的に考えられる項目を中心に行った。しか
し、乗換部分については、さらにどのような項目が
等価時間係数や心理的負担時間によって影響するの
か等について詳細に分析することが必要であると考
える。これにより、限られた費用の中でのターミナ
ルの改造や案内設置等の整備の優先順位等を決定す
ることができ、離島航路利用者の移動負担感の減少
にもつながるものと考えられる。

謝辞
　移動負担感調査に当たっては、呉海運株式会社、
瀬戸内シーライン株式会社、上村汽船株式会社、江
田島汽船株式会社（現瀬戸内シーライン株式会社）、
江田島市企画部企画振興課、広島商船高等専門学校
の岡山正人教授および同校の学生の協力を頂いた。
また、移動負担感調査の回答は、江田島市在住の方々
をはじめとする多くの方々から頂いた。関係各位に
深く感謝申し上げる。

参考文献
1 ）  荒谷太郎、宮崎恵子「離島航路におけるバスフ

ロート船導入時の移動負担感に関する研究」『土
木計画学研究・講演集（CD-ROM）』Vol.54、
2016年

2 ） 国土交通省「国土審議会第15回離島振興対策
分科会資料4」『平成28年度に離島の振興に関
して講じた施策～離島振興対策分科会報告～』
2017年

3 ）  日本離島センター「2015離島統計年報CD-ROM
版」2017年

4 ）  国土交通省九州運輸局「九州離島航路経営改善
ガイド～離島航路の安定的な維持・活性化に向
けて～」2012年

5 ）  国土交通省「離島振興計画（平成25年度～平
成34年度）」

　　▶http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chirit/
　　kokudoseisaku_chirit_fr_000005.html
　　（2018年5月11日閲覧）
6 ）  九州運輸局海事振興部：航路改善計画の概要に

ついて
　　▶http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/
　　kaiji/file13.htm　（2018年5月11日閲覧）
7 ）  Lai, M.F., Hong, K.L.：Ferry service network 

design:  optimal fleet s ize ,  routing,  and 
scheduling，Transportation Research Part A 
Vol.38, pp.305‒328, 2004

8 ）  Audit Scotland：Transport Scotland’ s ferry 
services, 2017

9 ）  Makkonen,T., Salonen, M., Kajander, S. ：Island 
accessibility challenges: Rural transport in the 
Finnish archipelago，European Journal of 
Transport and Infrastructure Research, Issue 
13(4), pp. 274-290, 2013 

10 ） 大崎上島町「大崎上島町地域公共交通網形成計
画」2016年3月

11 ） 江田島市「江田島市地域公共交通網形成計画」
2016年3月

12 ） 伊吹観音寺航路改善協議会「伊吹～観音寺航路
改善計画（概要）」2014年2月

　　▶http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/soshiki/
　　kaiji/img/island/08.pdf（2018年5月11日閲覧）
13 ） 飯田克弘、新田保次、森康男、照井一史「鉄道
駅における乗換行動の負担感とアクセシビリ
ティに関する研究」『土木計画学研究・講演集』
Vol. 19（2）、pp. 705-708、1996

14 ） 塚田幸広、河野辰男、田中良寛、諸田恵士「一
般化時間による交通結節点の利便性評価手法」
国土技術政策総合研究所資料、国総研資料第
297号（オンライン）、2006年

　　▶http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/
　　tnn0297pdf/ks0297.pdf（2018年5月16日閲覧）

15 ） 大東延幸、三秋英二、折田康明「公共交通手段
別のサービスレベルに関する研究―五日市地区
をケーススタディとして―」『広島工業大学紀
要研究編』第40巻、pp.75-80、2005年

16 ）毛利正光、新田保次「一般化時間を組み込ん
だ交通手段選択モデルに関する基礎的研究」
『土木学会論文報告集』第343号、 pp.63-72、 
1984年

17 ） 木部暢子、三井はるみ、下地賀代子、盛思超、
北原次郎太、山田真寛「文化庁委託事業 危機
的な状況にある言語・方言の実態に関する調査
研究事業報告書」（オンライン）

　　▶http://www.bunka.go.jp/seisaku/
　　kokugo_nihongo/kokugo_shisaku/kikigengo/
　　jittaichosa/pdf/kikigengo_kenkyu.pdf（2018年
5月16日閲覧）

18 ） 国土交通省海事局安全政策課「海陸連結型交通
システム（バスフロート船）の実用化に係る安
全管理規程の設定について」

　　▶http://www.mlit.go.jp/maritime/
　　maritime_mn6_000005.html（2018年5月16日
閲覧）

る。しかし、早瀬大橋は市の南側に位置しており、
江田島市と呉市の市街地とは倉橋島を経由するルー
トになるため、大幅な迂回ルートとなる。そのため、
日常から船の利用が多い。また同様の理由から、江
田島市から広島市への船の利用も多い。そのため、
等価時間係数と心理的負担時間を算出するにあた
り、十分な回答数が期待できると考えた。また、調
査を実施した航路（Fig.6）は、呉～江田島（小用港）、
広島（宇品港）～江田島（切串港）、広島（宇品港）
～江田島（三高港）の3航路であるが、この3航路は、
いずれも航行時間が20分～30分程度であり、2015
年調査で実施した航路と航行時間がほぼ等しく、使
用船舶（Fig.7）の形態が同じである。そのため、
江田島市の航路において調査することとした。
　移動負担感調査の概要をTable 1に示す。移動負
担感調査は、2016年8月25日～27日の3日間、フェ
リー利用者が配布されたアンケートに自ら回答する
乗船者自記式にて行った。調査票については、個人
属性の居住地の選択肢以外、2015年調査と同様の

ものを用いた。移動負担感調査においてフェリー利
用者に調査した内容をTable 2に示す。

　3-2　移動負担感調査の結果
　3日間にわたる移動負担感調査において、304枚
の回答結果が得られた。回答結果の内訳をTable 3
に示す。離島居住者から233枚、本土居住者からは
65枚の結果が得られた。居住地別にみると、江田
島市から最も多くの回答が得られた。本土居住者は
広島市が最も多かったが、その他本土も多く、近隣
県や関東関西からの利用者もみられた。本研究で
は、これら移動負担感調査の65歳以上の離島居住

者（以下、高齢者）および65歳未満の離島居住者（以
下、非高齢者）の結果を用いて、等価時間係数およ
び心理的負担時間を求めた。 

　4-1　等価時間係数の算出結果
　Table 4は、2015年調査と2016年調査の等価時間
係数を比較したものである。等価時間係数の値は、
1より大きければ水平歩行より負担感が大きく、1
より小さければ水平歩行より負担感が少ないことを
示している。
　2015年調査および2016年調査の高齢者、非高齢
者ともに、バス車内（着座）よりもフェリー船内（着
座）の方が値は小さくなった。つまり、フェリー船
内の方が負担感は少ない結果になった。これは、フェ
リー船内はバス車内より空間的に広く、自由に動く
ことができるためと考えられる。次に、2015年調
査および2016年調査ともに、下り階段よりも上り
階段の方が等価時間係数の値が大きくなった。通常
であれば、上り階段の方が下り階段よりも負担感が
大きいと考えられ、等価時間係数の算出結果につい
ても同様の結果となった。 

　4-2　心理的負担時間の算出結果
　Table 5は、2015年調査と2016年調査の心理的負
担時間を求めた結果である。乗換時に発生する心理
的に負担と感じることに対して時間に換算したもの
で、秒で表している。なお、心理的負担時間は、値
が大きいほど心理的な負担が大きいことを表してい
る。乗換案内の有無は、2015年調査および2016年
調査ともに、高齢者よりも非高齢者の方が心理的負
担時間の値が大きくなった。これは、非高齢者の方
が自ら乗換経路を探そうとする傾向が高齢者よりも
強いと考えられ、心理的負担時間の値が大きくなっ

たといえる。
　出発案内の有無は、非高齢者の方が高齢者よりも
心理的負担時間の値が大きくなった。これは非高齢
者の方が時間を気にして、遠くの場所まで出発時間
を確認したいからだと考えられる。
　待合ベンチの有無は、高齢者の方が非高齢者より
も心理的負担時間の値が大きくなり、少し遠くても
座りたい傾向があることが考えられる。駐車場は非
高齢者、高齢者とも100秒～130秒程度となり、少々
離れていても、車を利用して港へアクセスしたいと
考えていることがわかる。
　4-3　2015年調査と2016年調査の比較
　2015年調査と2016年調査について差があるかど
うかを比較するため、カイ二乗検定により検定を
行った（Table 4、5のP値を参照）。
　等価時間係数では、非高齢者の上り階段のみ5％
有意水準の差が認められたが、他は居住場所による
違いは認められなかった。
　心理的負担時間では、高齢者の乗換案内の有無と
非高齢者の出発案内の有無、料金の支払い、上屋の
有無において5％有意水準の差が認められた。非高
齢者では、複数の項目において有意な差が認められ
る結果となり、特に心理的負担時間については、非
高齢者の場合、施設形態や利用形態の違いといった
項目は、心理的負担時間における居住場所による違
いが生じる項目であることが明らかになった。

　本研究では、一般化時間の算出に必要な等価時間
係数および心理的負担時間について、居住場所によ
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　日本には400を超える有人離島があり、これらの
離島では人口減少および高齢化が顕著である。離島
居住者に共通するのは、通院や買い物等で本土と往
来をしていることである。その際、路線バスやフェ
リーなど複数の交通機関を乗り継ぐ必要があり、負
担となっている。著者らは、路線バスとフェリーを

乗り継いだ移動について利用者がどのように感じて
いるのかを、一般化時間を用いて定量的に評価した1）

が、取得した結果が調査した離島の居住者特有の結
果なのか、一般的な離島にも展開可能なのか評価が
できていなかった。そこで本研究では、一般化時間
の算出に必要な「等価時間係数」「心理的負担時間」
について、他の離島についても調査を行い、居住場
所による違いがあるのかを明らかにする。

　2-1　わが国の離島
　わが国は数多くの島嶼により構成されている。
Fig.1は日本の島の構成を示している。わが国には

（ 21 ）
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有人島・無人島を含めて6,852島存在している。この
うち258島が離島振興法による離島振興対策実施地
域となっている。離島振興法では、人の往来および
生活に必要な物資等の輸送に要する費用が、他の地
域に比較して多額である状況を改善するとともに、
産業基盤および生活環境等に関する地域格差の是正
を図ること等が目的として記載されている。これら
の島々は、本土と海を隔てた場所にあるため、産業
基盤や生活環境等に関する地域格差が課題となって
おり、人口減少や高齢化が進展している状況である。
　Fig.2は、人口規模別の離島構成を示したもので
ある。半数以上が500人未満の離島であり、比較的
人口規模の小さい離島が多いことがわかる。特に
500人未満の離島では、高齢化率が平均47.1％と、
全離島の平均31.5％やわが国の平均27.3％と比較し
ても著しく高い水準となっている３）。
　2-2　離島航路の実態
　離島航路は、離島航路整備法において、本土と離
島とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路、
その他船舶以外には交通機関がない地点間、または
船舶以外の交通機関によることが著しく不便である
地点間を連絡する航路のことをいう。
　近年、人口減少等を主原因とする利用者の減少に
より、航路事業の継続が困難な状況となっているも
のの、離島居住者の足として、また生活物資の輸送
手段として重要な役割を担っているため、国が補助
金を交付して、その維持を図っている４）。
　各離島航路の実態は、国や地方自治体による離島
振興計画５）や航路改善計画６）によってまとめられ
ている。多くの離島航路では、通勤・通学、生活物
資等の搬出入、旅行客の往来、また一部では島内交
通＊１の面において不可欠な交通手段となっている。 
　Fig.3は、2013年度における瀬戸内海を中心とし
た国庫補助航路の1日当たりの便数（以下、日便数）
と平均利用者数の関係＊２を示したものである。日

便数においては、片道2便～ 5便辺りに多く集中し
ている。また、1便当たりの平均利用者数は20人以
下が多く、特に10人以下の離島も多くみられる。
これは500人未満の離島が多いため、離島居住者に
よる利用が必然的に少なくなるのが原因といえる。
一方で、Fig.3には記載できていないが、1便当たり
40人以上という離島も一部にみられた。これは瀬
戸内芸術祭等による一時的な観光需要の増加による
ものである。 
　2-3　本研究の位置づけ
　前節までに述べたとおり、わが国の離島航路は離
島人口および利用者数の少なさから厳しい現状であ
るが、海外の離島航路でも同様の問題を抱えている。
例えば香港では、離島において収益の高い航路と低

い航路をパッケージにして、1つの会社によって運
営させる方式を取っている７）。これにより、フェリー
会社の種類やサイズなどを考慮してサービス全体の
利益最大化を目指している。スコットランドの離島
では、2016年～2017年にかけて船舶や港湾などの
フェリー運航に関わるサービスに対して約209.7百
万ポンドの補助金が支払われている。限られた財政
状況の中で、利用者ニーズを満たす持続可能な対応
が課題となっている８）。フィンランドの南西にある
離島では、フェリーネットワークの維持コストの高
さおよび人口減少により、離島居住者の利便性に課
題が生じており、人口分布や交通ニーズに見合った
計画が必要とされている９）。このように海外におい
ても、離島人口の減少、利用者の減少、航路事業の
継続等に課題が生じていることがわかる。
　わが国では、各地方自治体において協議会を設置
して、離島航路の経済性および利用者の利便性の維
持と改善を図ろうとしている。利便性において、離
島居住者が離島と本土を往来する際に、特に負担と
なるのはターミナルでの乗り換えである。
　広島県大崎上島町地域公共交通網形成計画10）や
広島県江田島市地域公共交通網形成計画11）では、
島内路線バスの改善要望は、「船とバスの乗り継ぎ
時間を短くする」「船との乗り継ぎ待ち時間を改善
する」が1位であり、待ち時間が利用者にとって負
担となっている。香川県伊吹～観音寺航路改善計画12）

における住民意向の分析では、航路改善の内容とし

て、「港での乗船をし易く」が多くを占める結果と
なっている。そのため、乗換時の負担を減らすこと
は重要な課題になっており、乗換時の負担を定量的
に評価する手法が必要である。
　そこで、著者らは路線バスとフェリーを乗り継い
だ移動について一般化時間を用いて評価を行い、離
島航路の交通においても、一般化時間による定量的
評価が行えることを明らかにした１）。一般化時間は、
移動に関わる全ての負担感について水平歩行時間に
置き換えて表した指標であり、離島居住者の歩行速
度等、乗換行動を調査することで、簡便かつ定量的
に負担感を把握できる特徴がある。
　一般化時間を用いた研究では、鉄道駅の乗り換え
を評価した研究13）14）がみられる。これらの研究は
関西地区など都市のターミナル駅等で調査を実施し
ており、都市と地方では時間価値が異なるのと同じ
ように、一般化時間の算出に必要な等価時間係数や
心理的負担時間は異なると考えられる。大東ら15）は、
広島のバス路線における一般化時間の算出を試みて
いるが、等価時間係数については、毛利ら16）の研
究結果を用いている。この毛利らの研究もまた、関
西地区を調査対象地域としており、年齢区分も45
歳以上でまとめられているため、高齢化率の高い離
島に適用するのは難しい。
　著者らは、これまで広島県竹原市と大崎上島町を
結ぶ航路において、移動負担感調査により、離島居
住者における等価時間係数と心理的負担時間を求め
た１）（以下、これを2015年調査とする）。その上で、
路線バスとフェリーを乗り継いで移動した場合の一
般化時間を算出した。しかし、算出する際に用いた
等価時間係数と心理的負担時間は、当該航路の移動
負担感調査より求めたものであり、これらの値が他
の離島においても同様に扱えるのかどうか検証が必
要であった。特に離島は、本土や他の離島と海を隔
てて離れており、島ことばに代表されるように独自
の文化を形成していることも多い17）。そこで本研究
では、広島県江田島市における航路においても、
2015年調査と同様の調査を行い（以下、これを
2016年調査とする）、居住場所による違いがあるか
を明らかにする。
　2-4　等価時間係数と心理的負担時間
（1）等価時間係数の求め方
　等価時間係数は、個々の移動形態に要する所要時
間を水平歩行時間に置き換えるために用いる係数で
ある。等価時間係数は、フェリー利用者にとって基

準となる水平移動（平らな部分を60秒歩く）と比
較し、同じくらい負担と感じる行動を移動負担感調
査の設問の選択肢の中から回答し、それをもとに算
出される。設問例をFig.4に示した。回答結果を集
計し、本研究では塚田ら14）の研究に倣ってフェリー
利用者の選択率が50％となる点を等価とする。
Fig.4の設問例の場合、上り階段利用の等価時間
（フェリー利用者の選択率50%）が31.4秒となり、
上述のとおり、基準となる水平歩行の等価時間は
60秒であるため、等価時間係数は1.91となる。
（2）　心理的負担時間の求め方
　心理的負担時間は、施設形態や利用形態において
発生する心理的な負担感を時間換算した値である。
心理的負担時間は、移動負担感調査においてフェ
リー乗換時の心理的な負担に関する質問を行い、
フェリー利用者の選択率が50％となる点を心理的
負担時間とした14）。移動負担感調査の設問例を
Fig.5に示した。移動に関わる情報の有無について
評価値を算出する場合、Fig.5のとおり、フェリー
利用者の選択率が50％となる点の評価値66.3秒が、
乗換経路に関する情報提供が無い場合の心理的負担
時間となる。
（3）　一般化時間の求め方
　一般化時間は、（1）および（2）に示した等価時
間係数、心理的負担時間を用いて、式（1）に従っ
て求められる。

　3-1　移動負担感調査の概要
　等価時間係数と心理的負担時間を求めるため、広
島県江田島市においてフェリー利用者を対象にした
移動負担感調査を実施した。
　江田島市は人口27,023人、高齢化率35.8％の自治
体である。江田島市を構成する江田島・能美島は、
1973年に早瀬大橋が完成して呉市と架橋で結ばれ、
本土との間に常時陸上交通が確保されたことによ
り、昭和55年に離島振興法の指定が解除されてい

る違いがあるかどうかを、2015年調査と2016年調
査の比較によって明らかにした。居住場所による違
いでは、65歳以上の離島居住者の場合、有意な差
が認められる項目が少なく、居住場所による違いは
ほぼみられなかった。一方、65歳未満の離島居住
者の心理的負担時間について、有意な差が認められ
る項目が複数存在した。そのため、65歳未満の離
島居住者に関連するデータを扱う場合は留意する必
要があるといえる。また、年齢による違いでは、例
えば、心理的負担時間における待合ベンチの有無に
ついては、高齢者の方が非高齢者よりも心理的負担
時間は長くなり、少し遠くても座りたい傾向がある
ことが考えられる。
　2-2節で述べたとおり、多くの離島航路は、国が
補助金を交付してその維持を図っており、多額の費
用をかけて離島航路利用者の利便性向上を図ること
は困難というのが実情である。そうした中でも、一
部航路ではバスフロート船＊３が認められ、バス、
タクシー、乗用車等の運転者、同乗者等の旅客が、
航行中もフェリーの暴露甲板上の車内にとどまるこ
とができ、乗り換えが発生せず、移動負担感が少な
くなる１）交通システムが導入されている。 
　一方、最近では離島航路の採算性が厳しい背景が
あることから、フェリー型の船舶から旅客船へと小
型化の方向に変わりつつある。旅客船の場合はどう
しても車のまま乗り込むことはできず、港での乗り
換えが発生してしまうため、移動負担感が増加する
傾向がある。このような移動負担感を等価時間係数
と心理的負担時間を用いた一般化時間で評価する場
合は、船舶の形状やターミナルの状況から実際に移
動負担感調査を行うことが最もよいが、本研究で示
した値を用いることで簡便に求めることが可能であ
る。船舶が代替される場合やターミナルの建て替え、
または設備変更は、地方自治体が中心となって計画
を策定するが、その際、経済性だけではなく、利便
性についても評価することが重要であると考える。
本研究の結果は、離島航路に就航する船舶の代替建
造による設備面の変化やターミナルのバリアフリー
化など、環境の変化が予想される場合における離島
航路利用者の利便性が事前に評価できる点で有用で
あると考える。

　今後の課題として、移動負担感調査では、瀬戸内
における複数の離島航路ターミナルの実態調査を通
じて代表的に考えられる項目を中心に行った。しか
し、乗換部分については、さらにどのような項目が
等価時間係数や心理的負担時間によって影響するの
か等について詳細に分析することが必要であると考
える。これにより、限られた費用の中でのターミナ
ルの改造や案内設置等の整備の優先順位等を決定す
ることができ、離島航路利用者の移動負担感の減少
にもつながるものと考えられる。
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る。しかし、早瀬大橋は市の南側に位置しており、
江田島市と呉市の市街地とは倉橋島を経由するルー
トになるため、大幅な迂回ルートとなる。そのため、
日常から船の利用が多い。また同様の理由から、江
田島市から広島市への船の利用も多い。そのため、
等価時間係数と心理的負担時間を算出するにあた
り、十分な回答数が期待できると考えた。また、調
査を実施した航路（Fig.6）は、呉～江田島（小用港）、
広島（宇品港）～江田島（切串港）、広島（宇品港）
～江田島（三高港）の3航路であるが、この3航路は、
いずれも航行時間が20分～30分程度であり、2015
年調査で実施した航路と航行時間がほぼ等しく、使
用船舶（Fig.7）の形態が同じである。そのため、
江田島市の航路において調査することとした。
　移動負担感調査の概要をTable 1に示す。移動負
担感調査は、2016年8月25日～27日の3日間、フェ
リー利用者が配布されたアンケートに自ら回答する
乗船者自記式にて行った。調査票については、個人
属性の居住地の選択肢以外、2015年調査と同様の

ものを用いた。移動負担感調査においてフェリー利
用者に調査した内容をTable 2に示す。

　3-2　移動負担感調査の結果
　3日間にわたる移動負担感調査において、304枚
の回答結果が得られた。回答結果の内訳をTable 3
に示す。離島居住者から233枚、本土居住者からは
65枚の結果が得られた。居住地別にみると、江田
島市から最も多くの回答が得られた。本土居住者は
広島市が最も多かったが、その他本土も多く、近隣
県や関東関西からの利用者もみられた。本研究で
は、これら移動負担感調査の65歳以上の離島居住

者（以下、高齢者）および65歳未満の離島居住者（以
下、非高齢者）の結果を用いて、等価時間係数およ
び心理的負担時間を求めた。 

　4-1　等価時間係数の算出結果
　Table 4は、2015年調査と2016年調査の等価時間
係数を比較したものである。等価時間係数の値は、
1より大きければ水平歩行より負担感が大きく、1
より小さければ水平歩行より負担感が少ないことを
示している。
　2015年調査および2016年調査の高齢者、非高齢
者ともに、バス車内（着座）よりもフェリー船内（着
座）の方が値は小さくなった。つまり、フェリー船
内の方が負担感は少ない結果になった。これは、フェ
リー船内はバス車内より空間的に広く、自由に動く
ことができるためと考えられる。次に、2015年調
査および2016年調査ともに、下り階段よりも上り
階段の方が等価時間係数の値が大きくなった。通常
であれば、上り階段の方が下り階段よりも負担感が
大きいと考えられ、等価時間係数の算出結果につい
ても同様の結果となった。 

　4-2　心理的負担時間の算出結果
　Table 5は、2015年調査と2016年調査の心理的負
担時間を求めた結果である。乗換時に発生する心理
的に負担と感じることに対して時間に換算したもの
で、秒で表している。なお、心理的負担時間は、値
が大きいほど心理的な負担が大きいことを表してい
る。乗換案内の有無は、2015年調査および2016年
調査ともに、高齢者よりも非高齢者の方が心理的負
担時間の値が大きくなった。これは、非高齢者の方
が自ら乗換経路を探そうとする傾向が高齢者よりも
強いと考えられ、心理的負担時間の値が大きくなっ

たといえる。
　出発案内の有無は、非高齢者の方が高齢者よりも
心理的負担時間の値が大きくなった。これは非高齢
者の方が時間を気にして、遠くの場所まで出発時間
を確認したいからだと考えられる。
　待合ベンチの有無は、高齢者の方が非高齢者より
も心理的負担時間の値が大きくなり、少し遠くても
座りたい傾向があることが考えられる。駐車場は非
高齢者、高齢者とも100秒～130秒程度となり、少々
離れていても、車を利用して港へアクセスしたいと
考えていることがわかる。
　4-3　2015年調査と2016年調査の比較
　2015年調査と2016年調査について差があるかど
うかを比較するため、カイ二乗検定により検定を
行った（Table 4、5のP値を参照）。
　等価時間係数では、非高齢者の上り階段のみ5％
有意水準の差が認められたが、他は居住場所による
違いは認められなかった。
　心理的負担時間では、高齢者の乗換案内の有無と
非高齢者の出発案内の有無、料金の支払い、上屋の
有無において5％有意水準の差が認められた。非高
齢者では、複数の項目において有意な差が認められ
る結果となり、特に心理的負担時間については、非
高齢者の場合、施設形態や利用形態の違いといった
項目は、心理的負担時間における居住場所による違
いが生じる項目であることが明らかになった。

　本研究では、一般化時間の算出に必要な等価時間
係数および心理的負担時間について、居住場所によ

Fig.2　人口規模別の離島構成３）

＊1 離島は港周辺に集落が集中していることが多く、島内の
公共交通機関が十分に整備されていないために、航路を
利用して移動する場合がある。

＊2 日便数は各離島航路のホームページより確認し、平均利用
者数は、離島統計年報の港湾利用状況より推定している。

Fig.1　日本の島の構成２）
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　日本には400を超える有人離島があり、これらの
離島では人口減少および高齢化が顕著である。離島
居住者に共通するのは、通院や買い物等で本土と往
来をしていることである。その際、路線バスやフェ
リーなど複数の交通機関を乗り継ぐ必要があり、負
担となっている。著者らは、路線バスとフェリーを

乗り継いだ移動について利用者がどのように感じて
いるのかを、一般化時間を用いて定量的に評価した1）

が、取得した結果が調査した離島の居住者特有の結
果なのか、一般的な離島にも展開可能なのか評価が
できていなかった。そこで本研究では、一般化時間
の算出に必要な「等価時間係数」「心理的負担時間」
について、他の離島についても調査を行い、居住場
所による違いがあるのかを明らかにする。

　2-1　わが国の離島
　わが国は数多くの島嶼により構成されている。
Fig.1は日本の島の構成を示している。わが国には

有人島・無人島を含めて6,852島存在している。この
うち258島が離島振興法による離島振興対策実施地
域となっている。離島振興法では、人の往来および
生活に必要な物資等の輸送に要する費用が、他の地
域に比較して多額である状況を改善するとともに、
産業基盤および生活環境等に関する地域格差の是正
を図ること等が目的として記載されている。これら
の島々は、本土と海を隔てた場所にあるため、産業
基盤や生活環境等に関する地域格差が課題となって
おり、人口減少や高齢化が進展している状況である。
　Fig.2は、人口規模別の離島構成を示したもので
ある。半数以上が500人未満の離島であり、比較的
人口規模の小さい離島が多いことがわかる。特に
500人未満の離島では、高齢化率が平均47.1％と、
全離島の平均31.5％やわが国の平均27.3％と比較し
ても著しく高い水準となっている３）。
　2-2　離島航路の実態
　離島航路は、離島航路整備法において、本土と離
島とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路、
その他船舶以外には交通機関がない地点間、または
船舶以外の交通機関によることが著しく不便である
地点間を連絡する航路のことをいう。
　近年、人口減少等を主原因とする利用者の減少に
より、航路事業の継続が困難な状況となっているも
のの、離島居住者の足として、また生活物資の輸送
手段として重要な役割を担っているため、国が補助
金を交付して、その維持を図っている４）。
　各離島航路の実態は、国や地方自治体による離島
振興計画５）や航路改善計画６）によってまとめられ
ている。多くの離島航路では、通勤・通学、生活物
資等の搬出入、旅行客の往来、また一部では島内交
通＊１の面において不可欠な交通手段となっている。 
　Fig.3は、2013年度における瀬戸内海を中心とし
た国庫補助航路の1日当たりの便数（以下、日便数）
と平均利用者数の関係＊２を示したものである。日

便数においては、片道2便～ 5便辺りに多く集中し
ている。また、1便当たりの平均利用者数は20人以
下が多く、特に10人以下の離島も多くみられる。
これは500人未満の離島が多いため、離島居住者に
よる利用が必然的に少なくなるのが原因といえる。
一方で、Fig.3には記載できていないが、1便当たり
40人以上という離島も一部にみられた。これは瀬
戸内芸術祭等による一時的な観光需要の増加による
ものである。 
　2-3　本研究の位置づけ
　前節までに述べたとおり、わが国の離島航路は離
島人口および利用者数の少なさから厳しい現状であ
るが、海外の離島航路でも同様の問題を抱えている。
例えば香港では、離島において収益の高い航路と低
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い航路をパッケージにして、1つの会社によって運
営させる方式を取っている７）。これにより、フェリー
会社の種類やサイズなどを考慮してサービス全体の
利益最大化を目指している。スコットランドの離島
では、2016年～2017年にかけて船舶や港湾などの
フェリー運航に関わるサービスに対して約209.7百
万ポンドの補助金が支払われている。限られた財政
状況の中で、利用者ニーズを満たす持続可能な対応
が課題となっている８）。フィンランドの南西にある
離島では、フェリーネットワークの維持コストの高
さおよび人口減少により、離島居住者の利便性に課
題が生じており、人口分布や交通ニーズに見合った
計画が必要とされている９）。このように海外におい
ても、離島人口の減少、利用者の減少、航路事業の
継続等に課題が生じていることがわかる。
　わが国では、各地方自治体において協議会を設置
して、離島航路の経済性および利用者の利便性の維
持と改善を図ろうとしている。利便性において、離
島居住者が離島と本土を往来する際に、特に負担と
なるのはターミナルでの乗り換えである。
　広島県大崎上島町地域公共交通網形成計画10）や
広島県江田島市地域公共交通網形成計画11）では、
島内路線バスの改善要望は、「船とバスの乗り継ぎ
時間を短くする」「船との乗り継ぎ待ち時間を改善
する」が1位であり、待ち時間が利用者にとって負
担となっている。香川県伊吹～観音寺航路改善計画12）

における住民意向の分析では、航路改善の内容とし

て、「港での乗船をし易く」が多くを占める結果と
なっている。そのため、乗換時の負担を減らすこと
は重要な課題になっており、乗換時の負担を定量的
に評価する手法が必要である。
　そこで、著者らは路線バスとフェリーを乗り継い
だ移動について一般化時間を用いて評価を行い、離
島航路の交通においても、一般化時間による定量的
評価が行えることを明らかにした１）。一般化時間は、
移動に関わる全ての負担感について水平歩行時間に
置き換えて表した指標であり、離島居住者の歩行速
度等、乗換行動を調査することで、簡便かつ定量的
に負担感を把握できる特徴がある。
　一般化時間を用いた研究では、鉄道駅の乗り換え
を評価した研究13）14）がみられる。これらの研究は
関西地区など都市のターミナル駅等で調査を実施し
ており、都市と地方では時間価値が異なるのと同じ
ように、一般化時間の算出に必要な等価時間係数や
心理的負担時間は異なると考えられる。大東ら15）は、
広島のバス路線における一般化時間の算出を試みて
いるが、等価時間係数については、毛利ら16）の研
究結果を用いている。この毛利らの研究もまた、関
西地区を調査対象地域としており、年齢区分も45
歳以上でまとめられているため、高齢化率の高い離
島に適用するのは難しい。
　著者らは、これまで広島県竹原市と大崎上島町を
結ぶ航路において、移動負担感調査により、離島居
住者における等価時間係数と心理的負担時間を求め
た１）（以下、これを2015年調査とする）。その上で、
路線バスとフェリーを乗り継いで移動した場合の一
般化時間を算出した。しかし、算出する際に用いた
等価時間係数と心理的負担時間は、当該航路の移動
負担感調査より求めたものであり、これらの値が他
の離島においても同様に扱えるのかどうか検証が必
要であった。特に離島は、本土や他の離島と海を隔
てて離れており、島ことばに代表されるように独自
の文化を形成していることも多い17）。そこで本研究
では、広島県江田島市における航路においても、
2015年調査と同様の調査を行い（以下、これを
2016年調査とする）、居住場所による違いがあるか
を明らかにする。
　2-4　等価時間係数と心理的負担時間
（1）等価時間係数の求め方
　等価時間係数は、個々の移動形態に要する所要時
間を水平歩行時間に置き換えるために用いる係数で
ある。等価時間係数は、フェリー利用者にとって基

準となる水平移動（平らな部分を60秒歩く）と比
較し、同じくらい負担と感じる行動を移動負担感調
査の設問の選択肢の中から回答し、それをもとに算
出される。設問例をFig.4に示した。回答結果を集
計し、本研究では塚田ら14）の研究に倣ってフェリー
利用者の選択率が50％となる点を等価とする。
Fig.4の設問例の場合、上り階段利用の等価時間
（フェリー利用者の選択率50%）が31.4秒となり、
上述のとおり、基準となる水平歩行の等価時間は
60秒であるため、等価時間係数は1.91となる。
（2）　心理的負担時間の求め方
　心理的負担時間は、施設形態や利用形態において
発生する心理的な負担感を時間換算した値である。
心理的負担時間は、移動負担感調査においてフェ
リー乗換時の心理的な負担に関する質問を行い、
フェリー利用者の選択率が50％となる点を心理的
負担時間とした14）。移動負担感調査の設問例を
Fig.5に示した。移動に関わる情報の有無について
評価値を算出する場合、Fig.5のとおり、フェリー
利用者の選択率が50％となる点の評価値66.3秒が、
乗換経路に関する情報提供が無い場合の心理的負担
時間となる。
（3）　一般化時間の求め方
　一般化時間は、（1）および（2）に示した等価時
間係数、心理的負担時間を用いて、式（1）に従っ
て求められる。

　3-1　移動負担感調査の概要
　等価時間係数と心理的負担時間を求めるため、広
島県江田島市においてフェリー利用者を対象にした
移動負担感調査を実施した。
　江田島市は人口27,023人、高齢化率35.8％の自治
体である。江田島市を構成する江田島・能美島は、
1973年に早瀬大橋が完成して呉市と架橋で結ばれ、
本土との間に常時陸上交通が確保されたことによ
り、昭和55年に離島振興法の指定が解除されてい

る違いがあるかどうかを、2015年調査と2016年調
査の比較によって明らかにした。居住場所による違
いでは、65歳以上の離島居住者の場合、有意な差
が認められる項目が少なく、居住場所による違いは
ほぼみられなかった。一方、65歳未満の離島居住
者の心理的負担時間について、有意な差が認められ
る項目が複数存在した。そのため、65歳未満の離
島居住者に関連するデータを扱う場合は留意する必
要があるといえる。また、年齢による違いでは、例
えば、心理的負担時間における待合ベンチの有無に
ついては、高齢者の方が非高齢者よりも心理的負担
時間は長くなり、少し遠くても座りたい傾向がある
ことが考えられる。
　2-2節で述べたとおり、多くの離島航路は、国が
補助金を交付してその維持を図っており、多額の費
用をかけて離島航路利用者の利便性向上を図ること
は困難というのが実情である。そうした中でも、一
部航路ではバスフロート船＊３が認められ、バス、
タクシー、乗用車等の運転者、同乗者等の旅客が、
航行中もフェリーの暴露甲板上の車内にとどまるこ
とができ、乗り換えが発生せず、移動負担感が少な
くなる１）交通システムが導入されている。 
　一方、最近では離島航路の採算性が厳しい背景が
あることから、フェリー型の船舶から旅客船へと小
型化の方向に変わりつつある。旅客船の場合はどう
しても車のまま乗り込むことはできず、港での乗り
換えが発生してしまうため、移動負担感が増加する
傾向がある。このような移動負担感を等価時間係数
と心理的負担時間を用いた一般化時間で評価する場
合は、船舶の形状やターミナルの状況から実際に移
動負担感調査を行うことが最もよいが、本研究で示
した値を用いることで簡便に求めることが可能であ
る。船舶が代替される場合やターミナルの建て替え、
または設備変更は、地方自治体が中心となって計画
を策定するが、その際、経済性だけではなく、利便
性についても評価することが重要であると考える。
本研究の結果は、離島航路に就航する船舶の代替建
造による設備面の変化やターミナルのバリアフリー
化など、環境の変化が予想される場合における離島
航路利用者の利便性が事前に評価できる点で有用で
あると考える。

　今後の課題として、移動負担感調査では、瀬戸内
における複数の離島航路ターミナルの実態調査を通
じて代表的に考えられる項目を中心に行った。しか
し、乗換部分については、さらにどのような項目が
等価時間係数や心理的負担時間によって影響するの
か等について詳細に分析することが必要であると考
える。これにより、限られた費用の中でのターミナ
ルの改造や案内設置等の整備の優先順位等を決定す
ることができ、離島航路利用者の移動負担感の減少
にもつながるものと考えられる。
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る。しかし、早瀬大橋は市の南側に位置しており、
江田島市と呉市の市街地とは倉橋島を経由するルー
トになるため、大幅な迂回ルートとなる。そのため、
日常から船の利用が多い。また同様の理由から、江
田島市から広島市への船の利用も多い。そのため、
等価時間係数と心理的負担時間を算出するにあた
り、十分な回答数が期待できると考えた。また、調
査を実施した航路（Fig.6）は、呉～江田島（小用港）、
広島（宇品港）～江田島（切串港）、広島（宇品港）
～江田島（三高港）の3航路であるが、この3航路は、
いずれも航行時間が20分～30分程度であり、2015
年調査で実施した航路と航行時間がほぼ等しく、使
用船舶（Fig.7）の形態が同じである。そのため、
江田島市の航路において調査することとした。
　移動負担感調査の概要をTable 1に示す。移動負
担感調査は、2016年8月25日～27日の3日間、フェ
リー利用者が配布されたアンケートに自ら回答する
乗船者自記式にて行った。調査票については、個人
属性の居住地の選択肢以外、2015年調査と同様の

ものを用いた。移動負担感調査においてフェリー利
用者に調査した内容をTable 2に示す。

　3-2　移動負担感調査の結果
　3日間にわたる移動負担感調査において、304枚
の回答結果が得られた。回答結果の内訳をTable 3
に示す。離島居住者から233枚、本土居住者からは
65枚の結果が得られた。居住地別にみると、江田
島市から最も多くの回答が得られた。本土居住者は
広島市が最も多かったが、その他本土も多く、近隣
県や関東関西からの利用者もみられた。本研究で
は、これら移動負担感調査の65歳以上の離島居住

者（以下、高齢者）および65歳未満の離島居住者（以
下、非高齢者）の結果を用いて、等価時間係数およ
び心理的負担時間を求めた。 

　4-1　等価時間係数の算出結果
　Table 4は、2015年調査と2016年調査の等価時間
係数を比較したものである。等価時間係数の値は、
1より大きければ水平歩行より負担感が大きく、1
より小さければ水平歩行より負担感が少ないことを
示している。
　2015年調査および2016年調査の高齢者、非高齢
者ともに、バス車内（着座）よりもフェリー船内（着
座）の方が値は小さくなった。つまり、フェリー船
内の方が負担感は少ない結果になった。これは、フェ
リー船内はバス車内より空間的に広く、自由に動く
ことができるためと考えられる。次に、2015年調
査および2016年調査ともに、下り階段よりも上り
階段の方が等価時間係数の値が大きくなった。通常
であれば、上り階段の方が下り階段よりも負担感が
大きいと考えられ、等価時間係数の算出結果につい
ても同様の結果となった。 

　4-2　心理的負担時間の算出結果
　Table 5は、2015年調査と2016年調査の心理的負
担時間を求めた結果である。乗換時に発生する心理
的に負担と感じることに対して時間に換算したもの
で、秒で表している。なお、心理的負担時間は、値
が大きいほど心理的な負担が大きいことを表してい
る。乗換案内の有無は、2015年調査および2016年
調査ともに、高齢者よりも非高齢者の方が心理的負
担時間の値が大きくなった。これは、非高齢者の方
が自ら乗換経路を探そうとする傾向が高齢者よりも
強いと考えられ、心理的負担時間の値が大きくなっ

たといえる。
　出発案内の有無は、非高齢者の方が高齢者よりも
心理的負担時間の値が大きくなった。これは非高齢
者の方が時間を気にして、遠くの場所まで出発時間
を確認したいからだと考えられる。
　待合ベンチの有無は、高齢者の方が非高齢者より
も心理的負担時間の値が大きくなり、少し遠くても
座りたい傾向があることが考えられる。駐車場は非
高齢者、高齢者とも100秒～130秒程度となり、少々
離れていても、車を利用して港へアクセスしたいと
考えていることがわかる。
　4-3　2015年調査と2016年調査の比較
　2015年調査と2016年調査について差があるかど
うかを比較するため、カイ二乗検定により検定を
行った（Table 4、5のP値を参照）。
　等価時間係数では、非高齢者の上り階段のみ5％
有意水準の差が認められたが、他は居住場所による
違いは認められなかった。
　心理的負担時間では、高齢者の乗換案内の有無と
非高齢者の出発案内の有無、料金の支払い、上屋の
有無において5％有意水準の差が認められた。非高
齢者では、複数の項目において有意な差が認められ
る結果となり、特に心理的負担時間については、非
高齢者の場合、施設形態や利用形態の違いといった
項目は、心理的負担時間における居住場所による違
いが生じる項目であることが明らかになった。

　本研究では、一般化時間の算出に必要な等価時間
係数および心理的負担時間について、居住場所によ

Fig.3　離島航路の日便数と平均利用者数
（出典）各社ホームページ及び離島統計年報より筆者作成



　日本には400を超える有人離島があり、これらの
離島では人口減少および高齢化が顕著である。離島
居住者に共通するのは、通院や買い物等で本土と往
来をしていることである。その際、路線バスやフェ
リーなど複数の交通機関を乗り継ぐ必要があり、負
担となっている。著者らは、路線バスとフェリーを

乗り継いだ移動について利用者がどのように感じて
いるのかを、一般化時間を用いて定量的に評価した1）

が、取得した結果が調査した離島の居住者特有の結
果なのか、一般的な離島にも展開可能なのか評価が
できていなかった。そこで本研究では、一般化時間
の算出に必要な「等価時間係数」「心理的負担時間」
について、他の離島についても調査を行い、居住場
所による違いがあるのかを明らかにする。

　2-1　わが国の離島
　わが国は数多くの島嶼により構成されている。
Fig.1は日本の島の構成を示している。わが国には

有人島・無人島を含めて6,852島存在している。この
うち258島が離島振興法による離島振興対策実施地
域となっている。離島振興法では、人の往来および
生活に必要な物資等の輸送に要する費用が、他の地
域に比較して多額である状況を改善するとともに、
産業基盤および生活環境等に関する地域格差の是正
を図ること等が目的として記載されている。これら
の島々は、本土と海を隔てた場所にあるため、産業
基盤や生活環境等に関する地域格差が課題となって
おり、人口減少や高齢化が進展している状況である。
　Fig.2は、人口規模別の離島構成を示したもので
ある。半数以上が500人未満の離島であり、比較的
人口規模の小さい離島が多いことがわかる。特に
500人未満の離島では、高齢化率が平均47.1％と、
全離島の平均31.5％やわが国の平均27.3％と比較し
ても著しく高い水準となっている３）。
　2-2　離島航路の実態
　離島航路は、離島航路整備法において、本土と離
島とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路、
その他船舶以外には交通機関がない地点間、または
船舶以外の交通機関によることが著しく不便である
地点間を連絡する航路のことをいう。
　近年、人口減少等を主原因とする利用者の減少に
より、航路事業の継続が困難な状況となっているも
のの、離島居住者の足として、また生活物資の輸送
手段として重要な役割を担っているため、国が補助
金を交付して、その維持を図っている４）。
　各離島航路の実態は、国や地方自治体による離島
振興計画５）や航路改善計画６）によってまとめられ
ている。多くの離島航路では、通勤・通学、生活物
資等の搬出入、旅行客の往来、また一部では島内交
通＊１の面において不可欠な交通手段となっている。 
　Fig.3は、2013年度における瀬戸内海を中心とし
た国庫補助航路の1日当たりの便数（以下、日便数）
と平均利用者数の関係＊２を示したものである。日

便数においては、片道2便～ 5便辺りに多く集中し
ている。また、1便当たりの平均利用者数は20人以
下が多く、特に10人以下の離島も多くみられる。
これは500人未満の離島が多いため、離島居住者に
よる利用が必然的に少なくなるのが原因といえる。
一方で、Fig.3には記載できていないが、1便当たり
40人以上という離島も一部にみられた。これは瀬
戸内芸術祭等による一時的な観光需要の増加による
ものである。 
　2-3　本研究の位置づけ
　前節までに述べたとおり、わが国の離島航路は離
島人口および利用者数の少なさから厳しい現状であ
るが、海外の離島航路でも同様の問題を抱えている。
例えば香港では、離島において収益の高い航路と低

い航路をパッケージにして、1つの会社によって運
営させる方式を取っている７）。これにより、フェリー
会社の種類やサイズなどを考慮してサービス全体の
利益最大化を目指している。スコットランドの離島
では、2016年～2017年にかけて船舶や港湾などの
フェリー運航に関わるサービスに対して約209.7百
万ポンドの補助金が支払われている。限られた財政
状況の中で、利用者ニーズを満たす持続可能な対応
が課題となっている８）。フィンランドの南西にある
離島では、フェリーネットワークの維持コストの高
さおよび人口減少により、離島居住者の利便性に課
題が生じており、人口分布や交通ニーズに見合った
計画が必要とされている９）。このように海外におい
ても、離島人口の減少、利用者の減少、航路事業の
継続等に課題が生じていることがわかる。
　わが国では、各地方自治体において協議会を設置
して、離島航路の経済性および利用者の利便性の維
持と改善を図ろうとしている。利便性において、離
島居住者が離島と本土を往来する際に、特に負担と
なるのはターミナルでの乗り換えである。
　広島県大崎上島町地域公共交通網形成計画10）や
広島県江田島市地域公共交通網形成計画11）では、
島内路線バスの改善要望は、「船とバスの乗り継ぎ
時間を短くする」「船との乗り継ぎ待ち時間を改善
する」が1位であり、待ち時間が利用者にとって負
担となっている。香川県伊吹～観音寺航路改善計画12）

における住民意向の分析では、航路改善の内容とし

て、「港での乗船をし易く」が多くを占める結果と
なっている。そのため、乗換時の負担を減らすこと
は重要な課題になっており、乗換時の負担を定量的
に評価する手法が必要である。
　そこで、著者らは路線バスとフェリーを乗り継い
だ移動について一般化時間を用いて評価を行い、離
島航路の交通においても、一般化時間による定量的
評価が行えることを明らかにした１）。一般化時間は、
移動に関わる全ての負担感について水平歩行時間に
置き換えて表した指標であり、離島居住者の歩行速
度等、乗換行動を調査することで、簡便かつ定量的
に負担感を把握できる特徴がある。
　一般化時間を用いた研究では、鉄道駅の乗り換え
を評価した研究13）14）がみられる。これらの研究は
関西地区など都市のターミナル駅等で調査を実施し
ており、都市と地方では時間価値が異なるのと同じ
ように、一般化時間の算出に必要な等価時間係数や
心理的負担時間は異なると考えられる。大東ら15）は、
広島のバス路線における一般化時間の算出を試みて
いるが、等価時間係数については、毛利ら16）の研
究結果を用いている。この毛利らの研究もまた、関
西地区を調査対象地域としており、年齢区分も45
歳以上でまとめられているため、高齢化率の高い離
島に適用するのは難しい。
　著者らは、これまで広島県竹原市と大崎上島町を
結ぶ航路において、移動負担感調査により、離島居
住者における等価時間係数と心理的負担時間を求め
た１）（以下、これを2015年調査とする）。その上で、
路線バスとフェリーを乗り継いで移動した場合の一
般化時間を算出した。しかし、算出する際に用いた
等価時間係数と心理的負担時間は、当該航路の移動
負担感調査より求めたものであり、これらの値が他
の離島においても同様に扱えるのかどうか検証が必
要であった。特に離島は、本土や他の離島と海を隔
てて離れており、島ことばに代表されるように独自
の文化を形成していることも多い17）。そこで本研究
では、広島県江田島市における航路においても、
2015年調査と同様の調査を行い（以下、これを
2016年調査とする）、居住場所による違いがあるか
を明らかにする。
　2-4　等価時間係数と心理的負担時間
（1）等価時間係数の求め方
　等価時間係数は、個々の移動形態に要する所要時
間を水平歩行時間に置き換えるために用いる係数で
ある。等価時間係数は、フェリー利用者にとって基
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準となる水平移動（平らな部分を60秒歩く）と比
較し、同じくらい負担と感じる行動を移動負担感調
査の設問の選択肢の中から回答し、それをもとに算
出される。設問例をFig.4に示した。回答結果を集
計し、本研究では塚田ら14）の研究に倣ってフェリー
利用者の選択率が50％となる点を等価とする。
Fig.4の設問例の場合、上り階段利用の等価時間
（フェリー利用者の選択率50%）が31.4秒となり、
上述のとおり、基準となる水平歩行の等価時間は
60秒であるため、等価時間係数は1.91となる。
（2）　心理的負担時間の求め方
　心理的負担時間は、施設形態や利用形態において
発生する心理的な負担感を時間換算した値である。
心理的負担時間は、移動負担感調査においてフェ
リー乗換時の心理的な負担に関する質問を行い、
フェリー利用者の選択率が50％となる点を心理的
負担時間とした14）。移動負担感調査の設問例を
Fig.5に示した。移動に関わる情報の有無について
評価値を算出する場合、Fig.5のとおり、フェリー
利用者の選択率が50％となる点の評価値66.3秒が、
乗換経路に関する情報提供が無い場合の心理的負担
時間となる。
（3）　一般化時間の求め方
　一般化時間は、（1）および（2）に示した等価時
間係数、心理的負担時間を用いて、式（1）に従っ
て求められる。

　3-1　移動負担感調査の概要
　等価時間係数と心理的負担時間を求めるため、広
島県江田島市においてフェリー利用者を対象にした
移動負担感調査を実施した。
　江田島市は人口27,023人、高齢化率35.8％の自治
体である。江田島市を構成する江田島・能美島は、
1973年に早瀬大橋が完成して呉市と架橋で結ばれ、
本土との間に常時陸上交通が確保されたことによ
り、昭和55年に離島振興法の指定が解除されてい

る違いがあるかどうかを、2015年調査と2016年調
査の比較によって明らかにした。居住場所による違
いでは、65歳以上の離島居住者の場合、有意な差
が認められる項目が少なく、居住場所による違いは
ほぼみられなかった。一方、65歳未満の離島居住
者の心理的負担時間について、有意な差が認められ
る項目が複数存在した。そのため、65歳未満の離
島居住者に関連するデータを扱う場合は留意する必
要があるといえる。また、年齢による違いでは、例
えば、心理的負担時間における待合ベンチの有無に
ついては、高齢者の方が非高齢者よりも心理的負担
時間は長くなり、少し遠くても座りたい傾向がある
ことが考えられる。
　2-2節で述べたとおり、多くの離島航路は、国が
補助金を交付してその維持を図っており、多額の費
用をかけて離島航路利用者の利便性向上を図ること
は困難というのが実情である。そうした中でも、一
部航路ではバスフロート船＊３が認められ、バス、
タクシー、乗用車等の運転者、同乗者等の旅客が、
航行中もフェリーの暴露甲板上の車内にとどまるこ
とができ、乗り換えが発生せず、移動負担感が少な
くなる１）交通システムが導入されている。 
　一方、最近では離島航路の採算性が厳しい背景が
あることから、フェリー型の船舶から旅客船へと小
型化の方向に変わりつつある。旅客船の場合はどう
しても車のまま乗り込むことはできず、港での乗り
換えが発生してしまうため、移動負担感が増加する
傾向がある。このような移動負担感を等価時間係数
と心理的負担時間を用いた一般化時間で評価する場
合は、船舶の形状やターミナルの状況から実際に移
動負担感調査を行うことが最もよいが、本研究で示
した値を用いることで簡便に求めることが可能であ
る。船舶が代替される場合やターミナルの建て替え、
または設備変更は、地方自治体が中心となって計画
を策定するが、その際、経済性だけではなく、利便
性についても評価することが重要であると考える。
本研究の結果は、離島航路に就航する船舶の代替建
造による設備面の変化やターミナルのバリアフリー
化など、環境の変化が予想される場合における離島
航路利用者の利便性が事前に評価できる点で有用で
あると考える。

　今後の課題として、移動負担感調査では、瀬戸内
における複数の離島航路ターミナルの実態調査を通
じて代表的に考えられる項目を中心に行った。しか
し、乗換部分については、さらにどのような項目が
等価時間係数や心理的負担時間によって影響するの
か等について詳細に分析することが必要であると考
える。これにより、限られた費用の中でのターミナ
ルの改造や案内設置等の整備の優先順位等を決定す
ることができ、離島航路利用者の移動負担感の減少
にもつながるものと考えられる。
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査を実施した航路（Fig.6）は、呉～江田島（小用港）、
広島（宇品港）～江田島（切串港）、広島（宇品港）
～江田島（三高港）の3航路であるが、この3航路は、
いずれも航行時間が20分～30分程度であり、2015
年調査で実施した航路と航行時間がほぼ等しく、使
用船舶（Fig.7）の形態が同じである。そのため、
江田島市の航路において調査することとした。
　移動負担感調査の概要をTable 1に示す。移動負
担感調査は、2016年8月25日～27日の3日間、フェ
リー利用者が配布されたアンケートに自ら回答する
乗船者自記式にて行った。調査票については、個人
属性の居住地の選択肢以外、2015年調査と同様の

ものを用いた。移動負担感調査においてフェリー利
用者に調査した内容をTable 2に示す。

　3-2　移動負担感調査の結果
　3日間にわたる移動負担感調査において、304枚
の回答結果が得られた。回答結果の内訳をTable 3
に示す。離島居住者から233枚、本土居住者からは
65枚の結果が得られた。居住地別にみると、江田
島市から最も多くの回答が得られた。本土居住者は
広島市が最も多かったが、その他本土も多く、近隣
県や関東関西からの利用者もみられた。本研究で
は、これら移動負担感調査の65歳以上の離島居住

者（以下、高齢者）および65歳未満の離島居住者（以
下、非高齢者）の結果を用いて、等価時間係数およ
び心理的負担時間を求めた。 

　4-1　等価時間係数の算出結果
　Table 4は、2015年調査と2016年調査の等価時間
係数を比較したものである。等価時間係数の値は、
1より大きければ水平歩行より負担感が大きく、1
より小さければ水平歩行より負担感が少ないことを
示している。
　2015年調査および2016年調査の高齢者、非高齢
者ともに、バス車内（着座）よりもフェリー船内（着
座）の方が値は小さくなった。つまり、フェリー船
内の方が負担感は少ない結果になった。これは、フェ
リー船内はバス車内より空間的に広く、自由に動く
ことができるためと考えられる。次に、2015年調
査および2016年調査ともに、下り階段よりも上り
階段の方が等価時間係数の値が大きくなった。通常
であれば、上り階段の方が下り階段よりも負担感が
大きいと考えられ、等価時間係数の算出結果につい
ても同様の結果となった。 

　4-2　心理的負担時間の算出結果
　Table 5は、2015年調査と2016年調査の心理的負
担時間を求めた結果である。乗換時に発生する心理
的に負担と感じることに対して時間に換算したもの
で、秒で表している。なお、心理的負担時間は、値
が大きいほど心理的な負担が大きいことを表してい
る。乗換案内の有無は、2015年調査および2016年
調査ともに、高齢者よりも非高齢者の方が心理的負
担時間の値が大きくなった。これは、非高齢者の方
が自ら乗換経路を探そうとする傾向が高齢者よりも
強いと考えられ、心理的負担時間の値が大きくなっ

たといえる。
　出発案内の有無は、非高齢者の方が高齢者よりも
心理的負担時間の値が大きくなった。これは非高齢
者の方が時間を気にして、遠くの場所まで出発時間
を確認したいからだと考えられる。
　待合ベンチの有無は、高齢者の方が非高齢者より
も心理的負担時間の値が大きくなり、少し遠くても
座りたい傾向があることが考えられる。駐車場は非
高齢者、高齢者とも100秒～130秒程度となり、少々
離れていても、車を利用して港へアクセスしたいと
考えていることがわかる。
　4-3　2015年調査と2016年調査の比較
　2015年調査と2016年調査について差があるかど
うかを比較するため、カイ二乗検定により検定を
行った（Table 4、5のP値を参照）。
　等価時間係数では、非高齢者の上り階段のみ5％
有意水準の差が認められたが、他は居住場所による
違いは認められなかった。
　心理的負担時間では、高齢者の乗換案内の有無と
非高齢者の出発案内の有無、料金の支払い、上屋の
有無において5％有意水準の差が認められた。非高
齢者では、複数の項目において有意な差が認められ
る結果となり、特に心理的負担時間については、非
高齢者の場合、施設形態や利用形態の違いといった
項目は、心理的負担時間における居住場所による違
いが生じる項目であることが明らかになった。

　本研究では、一般化時間の算出に必要な等価時間
係数および心理的負担時間について、居住場所によ

Fig.4　等価時間係数の設問例と算出方法 Fig.5　心理的負担時間の設問例と算出
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　3.　移動負担感調査



　日本には400を超える有人離島があり、これらの
離島では人口減少および高齢化が顕著である。離島
居住者に共通するのは、通院や買い物等で本土と往
来をしていることである。その際、路線バスやフェ
リーなど複数の交通機関を乗り継ぐ必要があり、負
担となっている。著者らは、路線バスとフェリーを

乗り継いだ移動について利用者がどのように感じて
いるのかを、一般化時間を用いて定量的に評価した1）

が、取得した結果が調査した離島の居住者特有の結
果なのか、一般的な離島にも展開可能なのか評価が
できていなかった。そこで本研究では、一般化時間
の算出に必要な「等価時間係数」「心理的負担時間」
について、他の離島についても調査を行い、居住場
所による違いがあるのかを明らかにする。

　2-1　わが国の離島
　わが国は数多くの島嶼により構成されている。
Fig.1は日本の島の構成を示している。わが国には

有人島・無人島を含めて6,852島存在している。この
うち258島が離島振興法による離島振興対策実施地
域となっている。離島振興法では、人の往来および
生活に必要な物資等の輸送に要する費用が、他の地
域に比較して多額である状況を改善するとともに、
産業基盤および生活環境等に関する地域格差の是正
を図ること等が目的として記載されている。これら
の島々は、本土と海を隔てた場所にあるため、産業
基盤や生活環境等に関する地域格差が課題となって
おり、人口減少や高齢化が進展している状況である。
　Fig.2は、人口規模別の離島構成を示したもので
ある。半数以上が500人未満の離島であり、比較的
人口規模の小さい離島が多いことがわかる。特に
500人未満の離島では、高齢化率が平均47.1％と、
全離島の平均31.5％やわが国の平均27.3％と比較し
ても著しく高い水準となっている３）。
　2-2　離島航路の実態
　離島航路は、離島航路整備法において、本土と離
島とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路、
その他船舶以外には交通機関がない地点間、または
船舶以外の交通機関によることが著しく不便である
地点間を連絡する航路のことをいう。
　近年、人口減少等を主原因とする利用者の減少に
より、航路事業の継続が困難な状況となっているも
のの、離島居住者の足として、また生活物資の輸送
手段として重要な役割を担っているため、国が補助
金を交付して、その維持を図っている４）。
　各離島航路の実態は、国や地方自治体による離島
振興計画５）や航路改善計画６）によってまとめられ
ている。多くの離島航路では、通勤・通学、生活物
資等の搬出入、旅行客の往来、また一部では島内交
通＊１の面において不可欠な交通手段となっている。 
　Fig.3は、2013年度における瀬戸内海を中心とし
た国庫補助航路の1日当たりの便数（以下、日便数）
と平均利用者数の関係＊２を示したものである。日

便数においては、片道2便～ 5便辺りに多く集中し
ている。また、1便当たりの平均利用者数は20人以
下が多く、特に10人以下の離島も多くみられる。
これは500人未満の離島が多いため、離島居住者に
よる利用が必然的に少なくなるのが原因といえる。
一方で、Fig.3には記載できていないが、1便当たり
40人以上という離島も一部にみられた。これは瀬
戸内芸術祭等による一時的な観光需要の増加による
ものである。 
　2-3　本研究の位置づけ
　前節までに述べたとおり、わが国の離島航路は離
島人口および利用者数の少なさから厳しい現状であ
るが、海外の離島航路でも同様の問題を抱えている。
例えば香港では、離島において収益の高い航路と低

い航路をパッケージにして、1つの会社によって運
営させる方式を取っている７）。これにより、フェリー
会社の種類やサイズなどを考慮してサービス全体の
利益最大化を目指している。スコットランドの離島
では、2016年～2017年にかけて船舶や港湾などの
フェリー運航に関わるサービスに対して約209.7百
万ポンドの補助金が支払われている。限られた財政
状況の中で、利用者ニーズを満たす持続可能な対応
が課題となっている８）。フィンランドの南西にある
離島では、フェリーネットワークの維持コストの高
さおよび人口減少により、離島居住者の利便性に課
題が生じており、人口分布や交通ニーズに見合った
計画が必要とされている９）。このように海外におい
ても、離島人口の減少、利用者の減少、航路事業の
継続等に課題が生じていることがわかる。
　わが国では、各地方自治体において協議会を設置
して、離島航路の経済性および利用者の利便性の維
持と改善を図ろうとしている。利便性において、離
島居住者が離島と本土を往来する際に、特に負担と
なるのはターミナルでの乗り換えである。
　広島県大崎上島町地域公共交通網形成計画10）や
広島県江田島市地域公共交通網形成計画11）では、
島内路線バスの改善要望は、「船とバスの乗り継ぎ
時間を短くする」「船との乗り継ぎ待ち時間を改善
する」が1位であり、待ち時間が利用者にとって負
担となっている。香川県伊吹～観音寺航路改善計画12）

における住民意向の分析では、航路改善の内容とし

て、「港での乗船をし易く」が多くを占める結果と
なっている。そのため、乗換時の負担を減らすこと
は重要な課題になっており、乗換時の負担を定量的
に評価する手法が必要である。
　そこで、著者らは路線バスとフェリーを乗り継い
だ移動について一般化時間を用いて評価を行い、離
島航路の交通においても、一般化時間による定量的
評価が行えることを明らかにした１）。一般化時間は、
移動に関わる全ての負担感について水平歩行時間に
置き換えて表した指標であり、離島居住者の歩行速
度等、乗換行動を調査することで、簡便かつ定量的
に負担感を把握できる特徴がある。
　一般化時間を用いた研究では、鉄道駅の乗り換え
を評価した研究13）14）がみられる。これらの研究は
関西地区など都市のターミナル駅等で調査を実施し
ており、都市と地方では時間価値が異なるのと同じ
ように、一般化時間の算出に必要な等価時間係数や
心理的負担時間は異なると考えられる。大東ら15）は、
広島のバス路線における一般化時間の算出を試みて
いるが、等価時間係数については、毛利ら16）の研
究結果を用いている。この毛利らの研究もまた、関
西地区を調査対象地域としており、年齢区分も45
歳以上でまとめられているため、高齢化率の高い離
島に適用するのは難しい。
　著者らは、これまで広島県竹原市と大崎上島町を
結ぶ航路において、移動負担感調査により、離島居
住者における等価時間係数と心理的負担時間を求め
た１）（以下、これを2015年調査とする）。その上で、
路線バスとフェリーを乗り継いで移動した場合の一
般化時間を算出した。しかし、算出する際に用いた
等価時間係数と心理的負担時間は、当該航路の移動
負担感調査より求めたものであり、これらの値が他
の離島においても同様に扱えるのかどうか検証が必
要であった。特に離島は、本土や他の離島と海を隔
てて離れており、島ことばに代表されるように独自
の文化を形成していることも多い17）。そこで本研究
では、広島県江田島市における航路においても、
2015年調査と同様の調査を行い（以下、これを
2016年調査とする）、居住場所による違いがあるか
を明らかにする。
　2-4　等価時間係数と心理的負担時間
（1）等価時間係数の求め方
　等価時間係数は、個々の移動形態に要する所要時
間を水平歩行時間に置き換えるために用いる係数で
ある。等価時間係数は、フェリー利用者にとって基

準となる水平移動（平らな部分を60秒歩く）と比
較し、同じくらい負担と感じる行動を移動負担感調
査の設問の選択肢の中から回答し、それをもとに算
出される。設問例をFig.4に示した。回答結果を集
計し、本研究では塚田ら14）の研究に倣ってフェリー
利用者の選択率が50％となる点を等価とする。
Fig.4の設問例の場合、上り階段利用の等価時間
（フェリー利用者の選択率50%）が31.4秒となり、
上述のとおり、基準となる水平歩行の等価時間は
60秒であるため、等価時間係数は1.91となる。
（2）　心理的負担時間の求め方
　心理的負担時間は、施設形態や利用形態において
発生する心理的な負担感を時間換算した値である。
心理的負担時間は、移動負担感調査においてフェ
リー乗換時の心理的な負担に関する質問を行い、
フェリー利用者の選択率が50％となる点を心理的
負担時間とした14）。移動負担感調査の設問例を
Fig.5に示した。移動に関わる情報の有無について
評価値を算出する場合、Fig.5のとおり、フェリー
利用者の選択率が50％となる点の評価値66.3秒が、
乗換経路に関する情報提供が無い場合の心理的負担
時間となる。
（3）　一般化時間の求め方
　一般化時間は、（1）および（2）に示した等価時
間係数、心理的負担時間を用いて、式（1）に従っ
て求められる。

　3-1　移動負担感調査の概要
　等価時間係数と心理的負担時間を求めるため、広
島県江田島市においてフェリー利用者を対象にした
移動負担感調査を実施した。
　江田島市は人口27,023人、高齢化率35.8％の自治
体である。江田島市を構成する江田島・能美島は、
1973年に早瀬大橋が完成して呉市と架橋で結ばれ、
本土との間に常時陸上交通が確保されたことによ
り、昭和55年に離島振興法の指定が解除されてい

る違いがあるかどうかを、2015年調査と2016年調
査の比較によって明らかにした。居住場所による違
いでは、65歳以上の離島居住者の場合、有意な差
が認められる項目が少なく、居住場所による違いは
ほぼみられなかった。一方、65歳未満の離島居住
者の心理的負担時間について、有意な差が認められ
る項目が複数存在した。そのため、65歳未満の離
島居住者に関連するデータを扱う場合は留意する必
要があるといえる。また、年齢による違いでは、例
えば、心理的負担時間における待合ベンチの有無に
ついては、高齢者の方が非高齢者よりも心理的負担
時間は長くなり、少し遠くても座りたい傾向がある
ことが考えられる。
　2-2節で述べたとおり、多くの離島航路は、国が
補助金を交付してその維持を図っており、多額の費
用をかけて離島航路利用者の利便性向上を図ること
は困難というのが実情である。そうした中でも、一
部航路ではバスフロート船＊３が認められ、バス、
タクシー、乗用車等の運転者、同乗者等の旅客が、
航行中もフェリーの暴露甲板上の車内にとどまるこ
とができ、乗り換えが発生せず、移動負担感が少な
くなる１）交通システムが導入されている。 
　一方、最近では離島航路の採算性が厳しい背景が
あることから、フェリー型の船舶から旅客船へと小
型化の方向に変わりつつある。旅客船の場合はどう
しても車のまま乗り込むことはできず、港での乗り
換えが発生してしまうため、移動負担感が増加する
傾向がある。このような移動負担感を等価時間係数
と心理的負担時間を用いた一般化時間で評価する場
合は、船舶の形状やターミナルの状況から実際に移
動負担感調査を行うことが最もよいが、本研究で示
した値を用いることで簡便に求めることが可能であ
る。船舶が代替される場合やターミナルの建て替え、
または設備変更は、地方自治体が中心となって計画
を策定するが、その際、経済性だけではなく、利便
性についても評価することが重要であると考える。
本研究の結果は、離島航路に就航する船舶の代替建
造による設備面の変化やターミナルのバリアフリー
化など、環境の変化が予想される場合における離島
航路利用者の利便性が事前に評価できる点で有用で
あると考える。

　今後の課題として、移動負担感調査では、瀬戸内
における複数の離島航路ターミナルの実態調査を通
じて代表的に考えられる項目を中心に行った。しか
し、乗換部分については、さらにどのような項目が
等価時間係数や心理的負担時間によって影響するの
か等について詳細に分析することが必要であると考
える。これにより、限られた費用の中でのターミナ
ルの改造や案内設置等の整備の優先順位等を決定す
ることができ、離島航路利用者の移動負担感の減少
にもつながるものと考えられる。
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る。しかし、早瀬大橋は市の南側に位置しており、
江田島市と呉市の市街地とは倉橋島を経由するルー
トになるため、大幅な迂回ルートとなる。そのため、
日常から船の利用が多い。また同様の理由から、江
田島市から広島市への船の利用も多い。そのため、
等価時間係数と心理的負担時間を算出するにあた
り、十分な回答数が期待できると考えた。また、調
査を実施した航路（Fig.6）は、呉～江田島（小用港）、
広島（宇品港）～江田島（切串港）、広島（宇品港）
～江田島（三高港）の3航路であるが、この3航路は、
いずれも航行時間が20分～30分程度であり、2015
年調査で実施した航路と航行時間がほぼ等しく、使
用船舶（Fig.7）の形態が同じである。そのため、
江田島市の航路において調査することとした。
　移動負担感調査の概要をTable 1に示す。移動負
担感調査は、2016年8月25日～27日の3日間、フェ
リー利用者が配布されたアンケートに自ら回答する
乗船者自記式にて行った。調査票については、個人
属性の居住地の選択肢以外、2015年調査と同様の

ものを用いた。移動負担感調査においてフェリー利
用者に調査した内容をTable 2に示す。

　3-2　移動負担感調査の結果
　3日間にわたる移動負担感調査において、304枚
の回答結果が得られた。回答結果の内訳をTable 3
に示す。離島居住者から233枚、本土居住者からは
65枚の結果が得られた。居住地別にみると、江田
島市から最も多くの回答が得られた。本土居住者は
広島市が最も多かったが、その他本土も多く、近隣
県や関東関西からの利用者もみられた。本研究で
は、これら移動負担感調査の65歳以上の離島居住

者（以下、高齢者）および65歳未満の離島居住者（以
下、非高齢者）の結果を用いて、等価時間係数およ
び心理的負担時間を求めた。 

　4-1　等価時間係数の算出結果
　Table 4は、2015年調査と2016年調査の等価時間
係数を比較したものである。等価時間係数の値は、
1より大きければ水平歩行より負担感が大きく、1
より小さければ水平歩行より負担感が少ないことを
示している。
　2015年調査および2016年調査の高齢者、非高齢
者ともに、バス車内（着座）よりもフェリー船内（着
座）の方が値は小さくなった。つまり、フェリー船
内の方が負担感は少ない結果になった。これは、フェ
リー船内はバス車内より空間的に広く、自由に動く
ことができるためと考えられる。次に、2015年調
査および2016年調査ともに、下り階段よりも上り
階段の方が等価時間係数の値が大きくなった。通常
であれば、上り階段の方が下り階段よりも負担感が
大きいと考えられ、等価時間係数の算出結果につい
ても同様の結果となった。 

　4-2　心理的負担時間の算出結果
　Table 5は、2015年調査と2016年調査の心理的負
担時間を求めた結果である。乗換時に発生する心理
的に負担と感じることに対して時間に換算したもの
で、秒で表している。なお、心理的負担時間は、値
が大きいほど心理的な負担が大きいことを表してい
る。乗換案内の有無は、2015年調査および2016年
調査ともに、高齢者よりも非高齢者の方が心理的負
担時間の値が大きくなった。これは、非高齢者の方
が自ら乗換経路を探そうとする傾向が高齢者よりも
強いと考えられ、心理的負担時間の値が大きくなっ

たといえる。
　出発案内の有無は、非高齢者の方が高齢者よりも
心理的負担時間の値が大きくなった。これは非高齢
者の方が時間を気にして、遠くの場所まで出発時間
を確認したいからだと考えられる。
　待合ベンチの有無は、高齢者の方が非高齢者より
も心理的負担時間の値が大きくなり、少し遠くても
座りたい傾向があることが考えられる。駐車場は非
高齢者、高齢者とも100秒～130秒程度となり、少々
離れていても、車を利用して港へアクセスしたいと
考えていることがわかる。
　4-3　2015年調査と2016年調査の比較
　2015年調査と2016年調査について差があるかど
うかを比較するため、カイ二乗検定により検定を
行った（Table 4、5のP値を参照）。
　等価時間係数では、非高齢者の上り階段のみ5％
有意水準の差が認められたが、他は居住場所による
違いは認められなかった。
　心理的負担時間では、高齢者の乗換案内の有無と
非高齢者の出発案内の有無、料金の支払い、上屋の
有無において5％有意水準の差が認められた。非高
齢者では、複数の項目において有意な差が認められ
る結果となり、特に心理的負担時間については、非
高齢者の場合、施設形態や利用形態の違いといった
項目は、心理的負担時間における居住場所による違
いが生じる項目であることが明らかになった。

　本研究では、一般化時間の算出に必要な等価時間
係数および心理的負担時間について、居住場所によ

Fig.6　調査対象航路

Fig.7　調査対象航路の使用船舶

2015年調査の船舶
（竹原港～垂水港）

2016年調査の船舶
（宇品港～三高港）

（写真・筆者撮影）

Table 1　移動負担感調査の概要

項目
実施場所

実施日

2016年8月25日～27日（3日間）
　8月25日　呉～江田島
　8月26日　広島（宇品）～江田島（切串）
　8月27日　広島（宇品）～江田島（三高）
乗船者自記式にて実施
① 出港するフェリーの港にて、調査員が乗船する旅客に
　 アンケート調査票（ボールペン付き）を配布
② 乗船中（20～25分間）にアンケートに回答してもらう
　 （後で記入したい人のために、返信用の封筒も一緒に配布）
③ 到着するフェリーの港にて、調査員が下船する旅客か
　 ら調査票を回収

実施方法

江田島～呉・広島間のフェリー内
内容

Table 2　移動負担感調査の設問項目

項目
個人属性

等価時間
係数に関
する設問

フェリー船内での着座の肉体的負担（フェリー船内（着座））
バス車内での着座の肉体的負担（バス車内（着座））
上り階段利用時の肉体的負担（上り階段）
下り階段利用時の肉体的負担（下り階段）
乗換案内が無い場合の心理的負担（乗換案内の有無）
出発案内が無い場合の心理的負担（出発案内の有無）
料金の支払いの煩わしさの心理的負担（料金の支払い）
上屋が無い場合の心理的負担（上屋の有無）
ベンチが無い場合の心理的負担（待合ベンチの有無）
駐車場が離れている場合の心理的負担（駐車場）

心理的
負担時間
に関する
設問

性別・年齢・居住地区・普段の利用目的
設問項目

Table 3　アンケート集計結果

離島
居住者

江田島市
その他諸島
広島市
呉市
その他本土

232
1
30
10
25
6
304

1
0
0
0
0
2
3

146
0
25
8
22
2
203

85
1
5
2
3
2
98

未回答他
合計

本土
居住者

65歳以上
（高齢者）

65歳未満
（非高齢者） 未回答 合計



　日本には400を超える有人離島があり、これらの
離島では人口減少および高齢化が顕著である。離島
居住者に共通するのは、通院や買い物等で本土と往
来をしていることである。その際、路線バスやフェ
リーなど複数の交通機関を乗り継ぐ必要があり、負
担となっている。著者らは、路線バスとフェリーを

乗り継いだ移動について利用者がどのように感じて
いるのかを、一般化時間を用いて定量的に評価した1）

が、取得した結果が調査した離島の居住者特有の結
果なのか、一般的な離島にも展開可能なのか評価が
できていなかった。そこで本研究では、一般化時間
の算出に必要な「等価時間係数」「心理的負担時間」
について、他の離島についても調査を行い、居住場
所による違いがあるのかを明らかにする。

　2-1　わが国の離島
　わが国は数多くの島嶼により構成されている。
Fig.1は日本の島の構成を示している。わが国には

　4.　等価時間係数と心理的負担時間の算出結果

有人島・無人島を含めて6,852島存在している。この
うち258島が離島振興法による離島振興対策実施地
域となっている。離島振興法では、人の往来および
生活に必要な物資等の輸送に要する費用が、他の地
域に比較して多額である状況を改善するとともに、
産業基盤および生活環境等に関する地域格差の是正
を図ること等が目的として記載されている。これら
の島々は、本土と海を隔てた場所にあるため、産業
基盤や生活環境等に関する地域格差が課題となって
おり、人口減少や高齢化が進展している状況である。
　Fig.2は、人口規模別の離島構成を示したもので
ある。半数以上が500人未満の離島であり、比較的
人口規模の小さい離島が多いことがわかる。特に
500人未満の離島では、高齢化率が平均47.1％と、
全離島の平均31.5％やわが国の平均27.3％と比較し
ても著しく高い水準となっている３）。
　2-2　離島航路の実態
　離島航路は、離島航路整備法において、本土と離
島とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路、
その他船舶以外には交通機関がない地点間、または
船舶以外の交通機関によることが著しく不便である
地点間を連絡する航路のことをいう。
　近年、人口減少等を主原因とする利用者の減少に
より、航路事業の継続が困難な状況となっているも
のの、離島居住者の足として、また生活物資の輸送
手段として重要な役割を担っているため、国が補助
金を交付して、その維持を図っている４）。
　各離島航路の実態は、国や地方自治体による離島
振興計画５）や航路改善計画６）によってまとめられ
ている。多くの離島航路では、通勤・通学、生活物
資等の搬出入、旅行客の往来、また一部では島内交
通＊１の面において不可欠な交通手段となっている。 
　Fig.3は、2013年度における瀬戸内海を中心とし
た国庫補助航路の1日当たりの便数（以下、日便数）
と平均利用者数の関係＊２を示したものである。日

便数においては、片道2便～ 5便辺りに多く集中し
ている。また、1便当たりの平均利用者数は20人以
下が多く、特に10人以下の離島も多くみられる。
これは500人未満の離島が多いため、離島居住者に
よる利用が必然的に少なくなるのが原因といえる。
一方で、Fig.3には記載できていないが、1便当たり
40人以上という離島も一部にみられた。これは瀬
戸内芸術祭等による一時的な観光需要の増加による
ものである。 
　2-3　本研究の位置づけ
　前節までに述べたとおり、わが国の離島航路は離
島人口および利用者数の少なさから厳しい現状であ
るが、海外の離島航路でも同様の問題を抱えている。
例えば香港では、離島において収益の高い航路と低

い航路をパッケージにして、1つの会社によって運
営させる方式を取っている７）。これにより、フェリー
会社の種類やサイズなどを考慮してサービス全体の
利益最大化を目指している。スコットランドの離島
では、2016年～2017年にかけて船舶や港湾などの
フェリー運航に関わるサービスに対して約209.7百
万ポンドの補助金が支払われている。限られた財政
状況の中で、利用者ニーズを満たす持続可能な対応
が課題となっている８）。フィンランドの南西にある
離島では、フェリーネットワークの維持コストの高
さおよび人口減少により、離島居住者の利便性に課
題が生じており、人口分布や交通ニーズに見合った
計画が必要とされている９）。このように海外におい
ても、離島人口の減少、利用者の減少、航路事業の
継続等に課題が生じていることがわかる。
　わが国では、各地方自治体において協議会を設置
して、離島航路の経済性および利用者の利便性の維
持と改善を図ろうとしている。利便性において、離
島居住者が離島と本土を往来する際に、特に負担と
なるのはターミナルでの乗り換えである。
　広島県大崎上島町地域公共交通網形成計画10）や
広島県江田島市地域公共交通網形成計画11）では、
島内路線バスの改善要望は、「船とバスの乗り継ぎ
時間を短くする」「船との乗り継ぎ待ち時間を改善
する」が1位であり、待ち時間が利用者にとって負
担となっている。香川県伊吹～観音寺航路改善計画12）

における住民意向の分析では、航路改善の内容とし

て、「港での乗船をし易く」が多くを占める結果と
なっている。そのため、乗換時の負担を減らすこと
は重要な課題になっており、乗換時の負担を定量的
に評価する手法が必要である。
　そこで、著者らは路線バスとフェリーを乗り継い
だ移動について一般化時間を用いて評価を行い、離
島航路の交通においても、一般化時間による定量的
評価が行えることを明らかにした１）。一般化時間は、
移動に関わる全ての負担感について水平歩行時間に
置き換えて表した指標であり、離島居住者の歩行速
度等、乗換行動を調査することで、簡便かつ定量的
に負担感を把握できる特徴がある。
　一般化時間を用いた研究では、鉄道駅の乗り換え
を評価した研究13）14）がみられる。これらの研究は
関西地区など都市のターミナル駅等で調査を実施し
ており、都市と地方では時間価値が異なるのと同じ
ように、一般化時間の算出に必要な等価時間係数や
心理的負担時間は異なると考えられる。大東ら15）は、
広島のバス路線における一般化時間の算出を試みて
いるが、等価時間係数については、毛利ら16）の研
究結果を用いている。この毛利らの研究もまた、関
西地区を調査対象地域としており、年齢区分も45
歳以上でまとめられているため、高齢化率の高い離
島に適用するのは難しい。
　著者らは、これまで広島県竹原市と大崎上島町を
結ぶ航路において、移動負担感調査により、離島居
住者における等価時間係数と心理的負担時間を求め
た１）（以下、これを2015年調査とする）。その上で、
路線バスとフェリーを乗り継いで移動した場合の一
般化時間を算出した。しかし、算出する際に用いた
等価時間係数と心理的負担時間は、当該航路の移動
負担感調査より求めたものであり、これらの値が他
の離島においても同様に扱えるのかどうか検証が必
要であった。特に離島は、本土や他の離島と海を隔
てて離れており、島ことばに代表されるように独自
の文化を形成していることも多い17）。そこで本研究
では、広島県江田島市における航路においても、
2015年調査と同様の調査を行い（以下、これを
2016年調査とする）、居住場所による違いがあるか
を明らかにする。
　2-4　等価時間係数と心理的負担時間
（1）等価時間係数の求め方
　等価時間係数は、個々の移動形態に要する所要時
間を水平歩行時間に置き換えるために用いる係数で
ある。等価時間係数は、フェリー利用者にとって基

準となる水平移動（平らな部分を60秒歩く）と比
較し、同じくらい負担と感じる行動を移動負担感調
査の設問の選択肢の中から回答し、それをもとに算
出される。設問例をFig.4に示した。回答結果を集
計し、本研究では塚田ら14）の研究に倣ってフェリー
利用者の選択率が50％となる点を等価とする。
Fig.4の設問例の場合、上り階段利用の等価時間
（フェリー利用者の選択率50%）が31.4秒となり、
上述のとおり、基準となる水平歩行の等価時間は
60秒であるため、等価時間係数は1.91となる。
（2）　心理的負担時間の求め方
　心理的負担時間は、施設形態や利用形態において
発生する心理的な負担感を時間換算した値である。
心理的負担時間は、移動負担感調査においてフェ
リー乗換時の心理的な負担に関する質問を行い、
フェリー利用者の選択率が50％となる点を心理的
負担時間とした14）。移動負担感調査の設問例を
Fig.5に示した。移動に関わる情報の有無について
評価値を算出する場合、Fig.5のとおり、フェリー
利用者の選択率が50％となる点の評価値66.3秒が、
乗換経路に関する情報提供が無い場合の心理的負担
時間となる。
（3）　一般化時間の求め方
　一般化時間は、（1）および（2）に示した等価時
間係数、心理的負担時間を用いて、式（1）に従っ
て求められる。

　3-1　移動負担感調査の概要
　等価時間係数と心理的負担時間を求めるため、広
島県江田島市においてフェリー利用者を対象にした
移動負担感調査を実施した。
　江田島市は人口27,023人、高齢化率35.8％の自治
体である。江田島市を構成する江田島・能美島は、
1973年に早瀬大橋が完成して呉市と架橋で結ばれ、
本土との間に常時陸上交通が確保されたことによ
り、昭和55年に離島振興法の指定が解除されてい

る違いがあるかどうかを、2015年調査と2016年調
査の比較によって明らかにした。居住場所による違
いでは、65歳以上の離島居住者の場合、有意な差
が認められる項目が少なく、居住場所による違いは
ほぼみられなかった。一方、65歳未満の離島居住
者の心理的負担時間について、有意な差が認められ
る項目が複数存在した。そのため、65歳未満の離
島居住者に関連するデータを扱う場合は留意する必
要があるといえる。また、年齢による違いでは、例
えば、心理的負担時間における待合ベンチの有無に
ついては、高齢者の方が非高齢者よりも心理的負担
時間は長くなり、少し遠くても座りたい傾向がある
ことが考えられる。
　2-2節で述べたとおり、多くの離島航路は、国が
補助金を交付してその維持を図っており、多額の費
用をかけて離島航路利用者の利便性向上を図ること
は困難というのが実情である。そうした中でも、一
部航路ではバスフロート船＊３が認められ、バス、
タクシー、乗用車等の運転者、同乗者等の旅客が、
航行中もフェリーの暴露甲板上の車内にとどまるこ
とができ、乗り換えが発生せず、移動負担感が少な
くなる１）交通システムが導入されている。 
　一方、最近では離島航路の採算性が厳しい背景が
あることから、フェリー型の船舶から旅客船へと小
型化の方向に変わりつつある。旅客船の場合はどう
しても車のまま乗り込むことはできず、港での乗り
換えが発生してしまうため、移動負担感が増加する
傾向がある。このような移動負担感を等価時間係数
と心理的負担時間を用いた一般化時間で評価する場
合は、船舶の形状やターミナルの状況から実際に移
動負担感調査を行うことが最もよいが、本研究で示
した値を用いることで簡便に求めることが可能であ
る。船舶が代替される場合やターミナルの建て替え、
または設備変更は、地方自治体が中心となって計画
を策定するが、その際、経済性だけではなく、利便
性についても評価することが重要であると考える。
本研究の結果は、離島航路に就航する船舶の代替建
造による設備面の変化やターミナルのバリアフリー
化など、環境の変化が予想される場合における離島
航路利用者の利便性が事前に評価できる点で有用で
あると考える。

　今後の課題として、移動負担感調査では、瀬戸内
における複数の離島航路ターミナルの実態調査を通
じて代表的に考えられる項目を中心に行った。しか
し、乗換部分については、さらにどのような項目が
等価時間係数や心理的負担時間によって影響するの
か等について詳細に分析することが必要であると考
える。これにより、限られた費用の中でのターミナ
ルの改造や案内設置等の整備の優先順位等を決定す
ることができ、離島航路利用者の移動負担感の減少
にもつながるものと考えられる。
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る。しかし、早瀬大橋は市の南側に位置しており、
江田島市と呉市の市街地とは倉橋島を経由するルー
トになるため、大幅な迂回ルートとなる。そのため、
日常から船の利用が多い。また同様の理由から、江
田島市から広島市への船の利用も多い。そのため、
等価時間係数と心理的負担時間を算出するにあた
り、十分な回答数が期待できると考えた。また、調
査を実施した航路（Fig.6）は、呉～江田島（小用港）、
広島（宇品港）～江田島（切串港）、広島（宇品港）
～江田島（三高港）の3航路であるが、この3航路は、
いずれも航行時間が20分～30分程度であり、2015
年調査で実施した航路と航行時間がほぼ等しく、使
用船舶（Fig.7）の形態が同じである。そのため、
江田島市の航路において調査することとした。
　移動負担感調査の概要をTable 1に示す。移動負
担感調査は、2016年8月25日～27日の3日間、フェ
リー利用者が配布されたアンケートに自ら回答する
乗船者自記式にて行った。調査票については、個人
属性の居住地の選択肢以外、2015年調査と同様の

ものを用いた。移動負担感調査においてフェリー利
用者に調査した内容をTable 2に示す。

　3-2　移動負担感調査の結果
　3日間にわたる移動負担感調査において、304枚
の回答結果が得られた。回答結果の内訳をTable 3
に示す。離島居住者から233枚、本土居住者からは
65枚の結果が得られた。居住地別にみると、江田
島市から最も多くの回答が得られた。本土居住者は
広島市が最も多かったが、その他本土も多く、近隣
県や関東関西からの利用者もみられた。本研究で
は、これら移動負担感調査の65歳以上の離島居住
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者（以下、高齢者）および65歳未満の離島居住者（以
下、非高齢者）の結果を用いて、等価時間係数およ
び心理的負担時間を求めた。 

　4-1　等価時間係数の算出結果
　Table 4は、2015年調査と2016年調査の等価時間
係数を比較したものである。等価時間係数の値は、
1より大きければ水平歩行より負担感が大きく、1
より小さければ水平歩行より負担感が少ないことを
示している。
　2015年調査および2016年調査の高齢者、非高齢
者ともに、バス車内（着座）よりもフェリー船内（着
座）の方が値は小さくなった。つまり、フェリー船
内の方が負担感は少ない結果になった。これは、フェ
リー船内はバス車内より空間的に広く、自由に動く
ことができるためと考えられる。次に、2015年調
査および2016年調査ともに、下り階段よりも上り
階段の方が等価時間係数の値が大きくなった。通常
であれば、上り階段の方が下り階段よりも負担感が
大きいと考えられ、等価時間係数の算出結果につい
ても同様の結果となった。 

　4-2　心理的負担時間の算出結果
　Table 5は、2015年調査と2016年調査の心理的負
担時間を求めた結果である。乗換時に発生する心理
的に負担と感じることに対して時間に換算したもの
で、秒で表している。なお、心理的負担時間は、値
が大きいほど心理的な負担が大きいことを表してい
る。乗換案内の有無は、2015年調査および2016年
調査ともに、高齢者よりも非高齢者の方が心理的負
担時間の値が大きくなった。これは、非高齢者の方
が自ら乗換経路を探そうとする傾向が高齢者よりも
強いと考えられ、心理的負担時間の値が大きくなっ

たといえる。
　出発案内の有無は、非高齢者の方が高齢者よりも
心理的負担時間の値が大きくなった。これは非高齢
者の方が時間を気にして、遠くの場所まで出発時間
を確認したいからだと考えられる。
　待合ベンチの有無は、高齢者の方が非高齢者より
も心理的負担時間の値が大きくなり、少し遠くても
座りたい傾向があることが考えられる。駐車場は非
高齢者、高齢者とも100秒～130秒程度となり、少々
離れていても、車を利用して港へアクセスしたいと
考えていることがわかる。
　4-3　2015年調査と2016年調査の比較
　2015年調査と2016年調査について差があるかど
うかを比較するため、カイ二乗検定により検定を
行った（Table 4、5のP値を参照）。
　等価時間係数では、非高齢者の上り階段のみ5％
有意水準の差が認められたが、他は居住場所による
違いは認められなかった。
　心理的負担時間では、高齢者の乗換案内の有無と
非高齢者の出発案内の有無、料金の支払い、上屋の
有無において5％有意水準の差が認められた。非高
齢者では、複数の項目において有意な差が認められ
る結果となり、特に心理的負担時間については、非
高齢者の場合、施設形態や利用形態の違いといった
項目は、心理的負担時間における居住場所による違
いが生じる項目であることが明らかになった。

　本研究では、一般化時間の算出に必要な等価時間
係数および心理的負担時間について、居住場所によ

Table 4　等価時間係数の算出結果

65歳以上
離島居住者
（高齢者）

フェリー船内（着座）
バス車内（着座）
上り階段
下り階段
フェリー船内（着座）
バス車内（着座）
上り階段
下り階段

0.44
0.39
0.24
0.16
0.47
0.50
0.05
0.40

＊

＊ 5%有意水準

0.40
0.51
1.73
1.59
0.22
0.34
2.20
1.82

0.33
0.41
1.91
1.77
0.27
0.40
1.88
1.61

65歳未満
離島居住者
（非高齢者）

2015年調査
大崎上島町

2016年調査
江田島市 P値

Table 5　心理的負担時間の算出結果

65歳以上
離島居住者
（高齢者）

乗換案内の有無
出発案内の有無
料金の支払い
上屋の有無
待合ベンチの有無
駐車場
乗換案内の有無
出発案内の有無
料金の支払い
上屋の有無
待合ベンチの有無
駐車場

0.00
0.58
0.75
0.23
0.86
0.39
0.70
0.02
0.01
0.05
0.14
0.28

＊

＊

＊

＊

＊ 5%有意水準

（単位：秒）

53.33
50.29
10.00
29.36
13.81
113.33
70.00
60.00
9.82
24.55
11.49
98.71

32.65
47.14
8.45
30.0
16.58
120.00
66.25
72.75
10.10
33.10
12.71
128.94

65歳未満
離島居住者
（非高齢者）

2015年調査
大崎上島町

2016年調査
江田島市 P値

　5.　まとめと今後の課題



　日本には400を超える有人離島があり、これらの
離島では人口減少および高齢化が顕著である。離島
居住者に共通するのは、通院や買い物等で本土と往
来をしていることである。その際、路線バスやフェ
リーなど複数の交通機関を乗り継ぐ必要があり、負
担となっている。著者らは、路線バスとフェリーを

乗り継いだ移動について利用者がどのように感じて
いるのかを、一般化時間を用いて定量的に評価した1）

が、取得した結果が調査した離島の居住者特有の結
果なのか、一般的な離島にも展開可能なのか評価が
できていなかった。そこで本研究では、一般化時間
の算出に必要な「等価時間係数」「心理的負担時間」
について、他の離島についても調査を行い、居住場
所による違いがあるのかを明らかにする。

　2-1　わが国の離島
　わが国は数多くの島嶼により構成されている。
Fig.1は日本の島の構成を示している。わが国には

有人島・無人島を含めて6,852島存在している。この
うち258島が離島振興法による離島振興対策実施地
域となっている。離島振興法では、人の往来および
生活に必要な物資等の輸送に要する費用が、他の地
域に比較して多額である状況を改善するとともに、
産業基盤および生活環境等に関する地域格差の是正
を図ること等が目的として記載されている。これら
の島々は、本土と海を隔てた場所にあるため、産業
基盤や生活環境等に関する地域格差が課題となって
おり、人口減少や高齢化が進展している状況である。
　Fig.2は、人口規模別の離島構成を示したもので
ある。半数以上が500人未満の離島であり、比較的
人口規模の小さい離島が多いことがわかる。特に
500人未満の離島では、高齢化率が平均47.1％と、
全離島の平均31.5％やわが国の平均27.3％と比較し
ても著しく高い水準となっている３）。
　2-2　離島航路の実態
　離島航路は、離島航路整備法において、本土と離
島とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路、
その他船舶以外には交通機関がない地点間、または
船舶以外の交通機関によることが著しく不便である
地点間を連絡する航路のことをいう。
　近年、人口減少等を主原因とする利用者の減少に
より、航路事業の継続が困難な状況となっているも
のの、離島居住者の足として、また生活物資の輸送
手段として重要な役割を担っているため、国が補助
金を交付して、その維持を図っている４）。
　各離島航路の実態は、国や地方自治体による離島
振興計画５）や航路改善計画６）によってまとめられ
ている。多くの離島航路では、通勤・通学、生活物
資等の搬出入、旅行客の往来、また一部では島内交
通＊１の面において不可欠な交通手段となっている。 
　Fig.3は、2013年度における瀬戸内海を中心とし
た国庫補助航路の1日当たりの便数（以下、日便数）
と平均利用者数の関係＊２を示したものである。日

便数においては、片道2便～ 5便辺りに多く集中し
ている。また、1便当たりの平均利用者数は20人以
下が多く、特に10人以下の離島も多くみられる。
これは500人未満の離島が多いため、離島居住者に
よる利用が必然的に少なくなるのが原因といえる。
一方で、Fig.3には記載できていないが、1便当たり
40人以上という離島も一部にみられた。これは瀬
戸内芸術祭等による一時的な観光需要の増加による
ものである。 
　2-3　本研究の位置づけ
　前節までに述べたとおり、わが国の離島航路は離
島人口および利用者数の少なさから厳しい現状であ
るが、海外の離島航路でも同様の問題を抱えている。
例えば香港では、離島において収益の高い航路と低

い航路をパッケージにして、1つの会社によって運
営させる方式を取っている７）。これにより、フェリー
会社の種類やサイズなどを考慮してサービス全体の
利益最大化を目指している。スコットランドの離島
では、2016年～2017年にかけて船舶や港湾などの
フェリー運航に関わるサービスに対して約209.7百
万ポンドの補助金が支払われている。限られた財政
状況の中で、利用者ニーズを満たす持続可能な対応
が課題となっている８）。フィンランドの南西にある
離島では、フェリーネットワークの維持コストの高
さおよび人口減少により、離島居住者の利便性に課
題が生じており、人口分布や交通ニーズに見合った
計画が必要とされている９）。このように海外におい
ても、離島人口の減少、利用者の減少、航路事業の
継続等に課題が生じていることがわかる。
　わが国では、各地方自治体において協議会を設置
して、離島航路の経済性および利用者の利便性の維
持と改善を図ろうとしている。利便性において、離
島居住者が離島と本土を往来する際に、特に負担と
なるのはターミナルでの乗り換えである。
　広島県大崎上島町地域公共交通網形成計画10）や
広島県江田島市地域公共交通網形成計画11）では、
島内路線バスの改善要望は、「船とバスの乗り継ぎ
時間を短くする」「船との乗り継ぎ待ち時間を改善
する」が1位であり、待ち時間が利用者にとって負
担となっている。香川県伊吹～観音寺航路改善計画12）

における住民意向の分析では、航路改善の内容とし

て、「港での乗船をし易く」が多くを占める結果と
なっている。そのため、乗換時の負担を減らすこと
は重要な課題になっており、乗換時の負担を定量的
に評価する手法が必要である。
　そこで、著者らは路線バスとフェリーを乗り継い
だ移動について一般化時間を用いて評価を行い、離
島航路の交通においても、一般化時間による定量的
評価が行えることを明らかにした１）。一般化時間は、
移動に関わる全ての負担感について水平歩行時間に
置き換えて表した指標であり、離島居住者の歩行速
度等、乗換行動を調査することで、簡便かつ定量的
に負担感を把握できる特徴がある。
　一般化時間を用いた研究では、鉄道駅の乗り換え
を評価した研究13）14）がみられる。これらの研究は
関西地区など都市のターミナル駅等で調査を実施し
ており、都市と地方では時間価値が異なるのと同じ
ように、一般化時間の算出に必要な等価時間係数や
心理的負担時間は異なると考えられる。大東ら15）は、
広島のバス路線における一般化時間の算出を試みて
いるが、等価時間係数については、毛利ら16）の研
究結果を用いている。この毛利らの研究もまた、関
西地区を調査対象地域としており、年齢区分も45
歳以上でまとめられているため、高齢化率の高い離
島に適用するのは難しい。
　著者らは、これまで広島県竹原市と大崎上島町を
結ぶ航路において、移動負担感調査により、離島居
住者における等価時間係数と心理的負担時間を求め
た１）（以下、これを2015年調査とする）。その上で、
路線バスとフェリーを乗り継いで移動した場合の一
般化時間を算出した。しかし、算出する際に用いた
等価時間係数と心理的負担時間は、当該航路の移動
負担感調査より求めたものであり、これらの値が他
の離島においても同様に扱えるのかどうか検証が必
要であった。特に離島は、本土や他の離島と海を隔
てて離れており、島ことばに代表されるように独自
の文化を形成していることも多い17）。そこで本研究
では、広島県江田島市における航路においても、
2015年調査と同様の調査を行い（以下、これを
2016年調査とする）、居住場所による違いがあるか
を明らかにする。
　2-4　等価時間係数と心理的負担時間
（1）等価時間係数の求め方
　等価時間係数は、個々の移動形態に要する所要時
間を水平歩行時間に置き換えるために用いる係数で
ある。等価時間係数は、フェリー利用者にとって基

準となる水平移動（平らな部分を60秒歩く）と比
較し、同じくらい負担と感じる行動を移動負担感調
査の設問の選択肢の中から回答し、それをもとに算
出される。設問例をFig.4に示した。回答結果を集
計し、本研究では塚田ら14）の研究に倣ってフェリー
利用者の選択率が50％となる点を等価とする。
Fig.4の設問例の場合、上り階段利用の等価時間
（フェリー利用者の選択率50%）が31.4秒となり、
上述のとおり、基準となる水平歩行の等価時間は
60秒であるため、等価時間係数は1.91となる。
（2）　心理的負担時間の求め方
　心理的負担時間は、施設形態や利用形態において
発生する心理的な負担感を時間換算した値である。
心理的負担時間は、移動負担感調査においてフェ
リー乗換時の心理的な負担に関する質問を行い、
フェリー利用者の選択率が50％となる点を心理的
負担時間とした14）。移動負担感調査の設問例を
Fig.5に示した。移動に関わる情報の有無について
評価値を算出する場合、Fig.5のとおり、フェリー
利用者の選択率が50％となる点の評価値66.3秒が、
乗換経路に関する情報提供が無い場合の心理的負担
時間となる。
（3）　一般化時間の求め方
　一般化時間は、（1）および（2）に示した等価時
間係数、心理的負担時間を用いて、式（1）に従っ
て求められる。

　3-1　移動負担感調査の概要
　等価時間係数と心理的負担時間を求めるため、広
島県江田島市においてフェリー利用者を対象にした
移動負担感調査を実施した。
　江田島市は人口27,023人、高齢化率35.8％の自治
体である。江田島市を構成する江田島・能美島は、
1973年に早瀬大橋が完成して呉市と架橋で結ばれ、
本土との間に常時陸上交通が確保されたことによ
り、昭和55年に離島振興法の指定が解除されてい
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る違いがあるかどうかを、2015年調査と2016年調
査の比較によって明らかにした。居住場所による違
いでは、65歳以上の離島居住者の場合、有意な差
が認められる項目が少なく、居住場所による違いは
ほぼみられなかった。一方、65歳未満の離島居住
者の心理的負担時間について、有意な差が認められ
る項目が複数存在した。そのため、65歳未満の離
島居住者に関連するデータを扱う場合は留意する必
要があるといえる。また、年齢による違いでは、例
えば、心理的負担時間における待合ベンチの有無に
ついては、高齢者の方が非高齢者よりも心理的負担
時間は長くなり、少し遠くても座りたい傾向がある
ことが考えられる。
　2-2節で述べたとおり、多くの離島航路は、国が
補助金を交付してその維持を図っており、多額の費
用をかけて離島航路利用者の利便性向上を図ること
は困難というのが実情である。そうした中でも、一
部航路ではバスフロート船＊３が認められ、バス、
タクシー、乗用車等の運転者、同乗者等の旅客が、
航行中もフェリーの暴露甲板上の車内にとどまるこ
とができ、乗り換えが発生せず、移動負担感が少な
くなる１）交通システムが導入されている。 
　一方、最近では離島航路の採算性が厳しい背景が
あることから、フェリー型の船舶から旅客船へと小
型化の方向に変わりつつある。旅客船の場合はどう
しても車のまま乗り込むことはできず、港での乗り
換えが発生してしまうため、移動負担感が増加する
傾向がある。このような移動負担感を等価時間係数
と心理的負担時間を用いた一般化時間で評価する場
合は、船舶の形状やターミナルの状況から実際に移
動負担感調査を行うことが最もよいが、本研究で示
した値を用いることで簡便に求めることが可能であ
る。船舶が代替される場合やターミナルの建て替え、
または設備変更は、地方自治体が中心となって計画
を策定するが、その際、経済性だけではなく、利便
性についても評価することが重要であると考える。
本研究の結果は、離島航路に就航する船舶の代替建
造による設備面の変化やターミナルのバリアフリー
化など、環境の変化が予想される場合における離島
航路利用者の利便性が事前に評価できる点で有用で
あると考える。

　今後の課題として、移動負担感調査では、瀬戸内
における複数の離島航路ターミナルの実態調査を通
じて代表的に考えられる項目を中心に行った。しか
し、乗換部分については、さらにどのような項目が
等価時間係数や心理的負担時間によって影響するの
か等について詳細に分析することが必要であると考
える。これにより、限られた費用の中でのターミナ
ルの改造や案内設置等の整備の優先順位等を決定す
ることができ、離島航路利用者の移動負担感の減少
にもつながるものと考えられる。
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る。しかし、早瀬大橋は市の南側に位置しており、
江田島市と呉市の市街地とは倉橋島を経由するルー
トになるため、大幅な迂回ルートとなる。そのため、
日常から船の利用が多い。また同様の理由から、江
田島市から広島市への船の利用も多い。そのため、
等価時間係数と心理的負担時間を算出するにあた
り、十分な回答数が期待できると考えた。また、調
査を実施した航路（Fig.6）は、呉～江田島（小用港）、
広島（宇品港）～江田島（切串港）、広島（宇品港）
～江田島（三高港）の3航路であるが、この3航路は、
いずれも航行時間が20分～30分程度であり、2015
年調査で実施した航路と航行時間がほぼ等しく、使
用船舶（Fig.7）の形態が同じである。そのため、
江田島市の航路において調査することとした。
　移動負担感調査の概要をTable 1に示す。移動負
担感調査は、2016年8月25日～27日の3日間、フェ
リー利用者が配布されたアンケートに自ら回答する
乗船者自記式にて行った。調査票については、個人
属性の居住地の選択肢以外、2015年調査と同様の

ものを用いた。移動負担感調査においてフェリー利
用者に調査した内容をTable 2に示す。

　3-2　移動負担感調査の結果
　3日間にわたる移動負担感調査において、304枚
の回答結果が得られた。回答結果の内訳をTable 3
に示す。離島居住者から233枚、本土居住者からは
65枚の結果が得られた。居住地別にみると、江田
島市から最も多くの回答が得られた。本土居住者は
広島市が最も多かったが、その他本土も多く、近隣
県や関東関西からの利用者もみられた。本研究で
は、これら移動負担感調査の65歳以上の離島居住

者（以下、高齢者）および65歳未満の離島居住者（以
下、非高齢者）の結果を用いて、等価時間係数およ
び心理的負担時間を求めた。 

　4-1　等価時間係数の算出結果
　Table 4は、2015年調査と2016年調査の等価時間
係数を比較したものである。等価時間係数の値は、
1より大きければ水平歩行より負担感が大きく、1
より小さければ水平歩行より負担感が少ないことを
示している。
　2015年調査および2016年調査の高齢者、非高齢
者ともに、バス車内（着座）よりもフェリー船内（着
座）の方が値は小さくなった。つまり、フェリー船
内の方が負担感は少ない結果になった。これは、フェ
リー船内はバス車内より空間的に広く、自由に動く
ことができるためと考えられる。次に、2015年調
査および2016年調査ともに、下り階段よりも上り
階段の方が等価時間係数の値が大きくなった。通常
であれば、上り階段の方が下り階段よりも負担感が
大きいと考えられ、等価時間係数の算出結果につい
ても同様の結果となった。 

　4-2　心理的負担時間の算出結果
　Table 5は、2015年調査と2016年調査の心理的負
担時間を求めた結果である。乗換時に発生する心理
的に負担と感じることに対して時間に換算したもの
で、秒で表している。なお、心理的負担時間は、値
が大きいほど心理的な負担が大きいことを表してい
る。乗換案内の有無は、2015年調査および2016年
調査ともに、高齢者よりも非高齢者の方が心理的負
担時間の値が大きくなった。これは、非高齢者の方
が自ら乗換経路を探そうとする傾向が高齢者よりも
強いと考えられ、心理的負担時間の値が大きくなっ

たといえる。
　出発案内の有無は、非高齢者の方が高齢者よりも
心理的負担時間の値が大きくなった。これは非高齢
者の方が時間を気にして、遠くの場所まで出発時間
を確認したいからだと考えられる。
　待合ベンチの有無は、高齢者の方が非高齢者より
も心理的負担時間の値が大きくなり、少し遠くても
座りたい傾向があることが考えられる。駐車場は非
高齢者、高齢者とも100秒～130秒程度となり、少々
離れていても、車を利用して港へアクセスしたいと
考えていることがわかる。
　4-3　2015年調査と2016年調査の比較
　2015年調査と2016年調査について差があるかど
うかを比較するため、カイ二乗検定により検定を
行った（Table 4、5のP値を参照）。
　等価時間係数では、非高齢者の上り階段のみ5％
有意水準の差が認められたが、他は居住場所による
違いは認められなかった。
　心理的負担時間では、高齢者の乗換案内の有無と
非高齢者の出発案内の有無、料金の支払い、上屋の
有無において5％有意水準の差が認められた。非高
齢者では、複数の項目において有意な差が認められ
る結果となり、特に心理的負担時間については、非
高齢者の場合、施設形態や利用形態の違いといった
項目は、心理的負担時間における居住場所による違
いが生じる項目であることが明らかになった。

　本研究では、一般化時間の算出に必要な等価時間
係数および心理的負担時間について、居住場所によ

＊3 バスフロート船とは、海陸連結型交通システムとして一定
の要件を満たし、安全性が確保されると船長が判断した場
合に、バス等の運転者、同乗者等の旅客が航行中も車内に
とどまることのできるカーフェリーのことである18）。



　日本には400を超える有人離島があり、これらの
離島では人口減少および高齢化が顕著である。離島
居住者に共通するのは、通院や買い物等で本土と往
来をしていることである。その際、路線バスやフェ
リーなど複数の交通機関を乗り継ぐ必要があり、負
担となっている。著者らは、路線バスとフェリーを

乗り継いだ移動について利用者がどのように感じて
いるのかを、一般化時間を用いて定量的に評価した1）

が、取得した結果が調査した離島の居住者特有の結
果なのか、一般的な離島にも展開可能なのか評価が
できていなかった。そこで本研究では、一般化時間
の算出に必要な「等価時間係数」「心理的負担時間」
について、他の離島についても調査を行い、居住場
所による違いがあるのかを明らかにする。

　2-1　わが国の離島
　わが国は数多くの島嶼により構成されている。
Fig.1は日本の島の構成を示している。わが国には

有人島・無人島を含めて6,852島存在している。この
うち258島が離島振興法による離島振興対策実施地
域となっている。離島振興法では、人の往来および
生活に必要な物資等の輸送に要する費用が、他の地
域に比較して多額である状況を改善するとともに、
産業基盤および生活環境等に関する地域格差の是正
を図ること等が目的として記載されている。これら
の島々は、本土と海を隔てた場所にあるため、産業
基盤や生活環境等に関する地域格差が課題となって
おり、人口減少や高齢化が進展している状況である。
　Fig.2は、人口規模別の離島構成を示したもので
ある。半数以上が500人未満の離島であり、比較的
人口規模の小さい離島が多いことがわかる。特に
500人未満の離島では、高齢化率が平均47.1％と、
全離島の平均31.5％やわが国の平均27.3％と比較し
ても著しく高い水準となっている３）。
　2-2　離島航路の実態
　離島航路は、離島航路整備法において、本土と離
島とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路、
その他船舶以外には交通機関がない地点間、または
船舶以外の交通機関によることが著しく不便である
地点間を連絡する航路のことをいう。
　近年、人口減少等を主原因とする利用者の減少に
より、航路事業の継続が困難な状況となっているも
のの、離島居住者の足として、また生活物資の輸送
手段として重要な役割を担っているため、国が補助
金を交付して、その維持を図っている４）。
　各離島航路の実態は、国や地方自治体による離島
振興計画５）や航路改善計画６）によってまとめられ
ている。多くの離島航路では、通勤・通学、生活物
資等の搬出入、旅行客の往来、また一部では島内交
通＊１の面において不可欠な交通手段となっている。 
　Fig.3は、2013年度における瀬戸内海を中心とし
た国庫補助航路の1日当たりの便数（以下、日便数）
と平均利用者数の関係＊２を示したものである。日

便数においては、片道2便～ 5便辺りに多く集中し
ている。また、1便当たりの平均利用者数は20人以
下が多く、特に10人以下の離島も多くみられる。
これは500人未満の離島が多いため、離島居住者に
よる利用が必然的に少なくなるのが原因といえる。
一方で、Fig.3には記載できていないが、1便当たり
40人以上という離島も一部にみられた。これは瀬
戸内芸術祭等による一時的な観光需要の増加による
ものである。 
　2-3　本研究の位置づけ
　前節までに述べたとおり、わが国の離島航路は離
島人口および利用者数の少なさから厳しい現状であ
るが、海外の離島航路でも同様の問題を抱えている。
例えば香港では、離島において収益の高い航路と低

い航路をパッケージにして、1つの会社によって運
営させる方式を取っている７）。これにより、フェリー
会社の種類やサイズなどを考慮してサービス全体の
利益最大化を目指している。スコットランドの離島
では、2016年～2017年にかけて船舶や港湾などの
フェリー運航に関わるサービスに対して約209.7百
万ポンドの補助金が支払われている。限られた財政
状況の中で、利用者ニーズを満たす持続可能な対応
が課題となっている８）。フィンランドの南西にある
離島では、フェリーネットワークの維持コストの高
さおよび人口減少により、離島居住者の利便性に課
題が生じており、人口分布や交通ニーズに見合った
計画が必要とされている９）。このように海外におい
ても、離島人口の減少、利用者の減少、航路事業の
継続等に課題が生じていることがわかる。
　わが国では、各地方自治体において協議会を設置
して、離島航路の経済性および利用者の利便性の維
持と改善を図ろうとしている。利便性において、離
島居住者が離島と本土を往来する際に、特に負担と
なるのはターミナルでの乗り換えである。
　広島県大崎上島町地域公共交通網形成計画10）や
広島県江田島市地域公共交通網形成計画11）では、
島内路線バスの改善要望は、「船とバスの乗り継ぎ
時間を短くする」「船との乗り継ぎ待ち時間を改善
する」が1位であり、待ち時間が利用者にとって負
担となっている。香川県伊吹～観音寺航路改善計画12）

における住民意向の分析では、航路改善の内容とし

て、「港での乗船をし易く」が多くを占める結果と
なっている。そのため、乗換時の負担を減らすこと
は重要な課題になっており、乗換時の負担を定量的
に評価する手法が必要である。
　そこで、著者らは路線バスとフェリーを乗り継い
だ移動について一般化時間を用いて評価を行い、離
島航路の交通においても、一般化時間による定量的
評価が行えることを明らかにした１）。一般化時間は、
移動に関わる全ての負担感について水平歩行時間に
置き換えて表した指標であり、離島居住者の歩行速
度等、乗換行動を調査することで、簡便かつ定量的
に負担感を把握できる特徴がある。
　一般化時間を用いた研究では、鉄道駅の乗り換え
を評価した研究13）14）がみられる。これらの研究は
関西地区など都市のターミナル駅等で調査を実施し
ており、都市と地方では時間価値が異なるのと同じ
ように、一般化時間の算出に必要な等価時間係数や
心理的負担時間は異なると考えられる。大東ら15）は、
広島のバス路線における一般化時間の算出を試みて
いるが、等価時間係数については、毛利ら16）の研
究結果を用いている。この毛利らの研究もまた、関
西地区を調査対象地域としており、年齢区分も45
歳以上でまとめられているため、高齢化率の高い離
島に適用するのは難しい。
　著者らは、これまで広島県竹原市と大崎上島町を
結ぶ航路において、移動負担感調査により、離島居
住者における等価時間係数と心理的負担時間を求め
た１）（以下、これを2015年調査とする）。その上で、
路線バスとフェリーを乗り継いで移動した場合の一
般化時間を算出した。しかし、算出する際に用いた
等価時間係数と心理的負担時間は、当該航路の移動
負担感調査より求めたものであり、これらの値が他
の離島においても同様に扱えるのかどうか検証が必
要であった。特に離島は、本土や他の離島と海を隔
てて離れており、島ことばに代表されるように独自
の文化を形成していることも多い17）。そこで本研究
では、広島県江田島市における航路においても、
2015年調査と同様の調査を行い（以下、これを
2016年調査とする）、居住場所による違いがあるか
を明らかにする。
　2-4　等価時間係数と心理的負担時間
（1）等価時間係数の求め方
　等価時間係数は、個々の移動形態に要する所要時
間を水平歩行時間に置き換えるために用いる係数で
ある。等価時間係数は、フェリー利用者にとって基

準となる水平移動（平らな部分を60秒歩く）と比
較し、同じくらい負担と感じる行動を移動負担感調
査の設問の選択肢の中から回答し、それをもとに算
出される。設問例をFig.4に示した。回答結果を集
計し、本研究では塚田ら14）の研究に倣ってフェリー
利用者の選択率が50％となる点を等価とする。
Fig.4の設問例の場合、上り階段利用の等価時間
（フェリー利用者の選択率50%）が31.4秒となり、
上述のとおり、基準となる水平歩行の等価時間は
60秒であるため、等価時間係数は1.91となる。
（2）　心理的負担時間の求め方
　心理的負担時間は、施設形態や利用形態において
発生する心理的な負担感を時間換算した値である。
心理的負担時間は、移動負担感調査においてフェ
リー乗換時の心理的な負担に関する質問を行い、
フェリー利用者の選択率が50％となる点を心理的
負担時間とした14）。移動負担感調査の設問例を
Fig.5に示した。移動に関わる情報の有無について
評価値を算出する場合、Fig.5のとおり、フェリー
利用者の選択率が50％となる点の評価値66.3秒が、
乗換経路に関する情報提供が無い場合の心理的負担
時間となる。
（3）　一般化時間の求め方
　一般化時間は、（1）および（2）に示した等価時
間係数、心理的負担時間を用いて、式（1）に従っ
て求められる。

　3-1　移動負担感調査の概要
　等価時間係数と心理的負担時間を求めるため、広
島県江田島市においてフェリー利用者を対象にした
移動負担感調査を実施した。
　江田島市は人口27,023人、高齢化率35.8％の自治
体である。江田島市を構成する江田島・能美島は、
1973年に早瀬大橋が完成して呉市と架橋で結ばれ、
本土との間に常時陸上交通が確保されたことによ
り、昭和55年に離島振興法の指定が解除されてい

る違いがあるかどうかを、2015年調査と2016年調
査の比較によって明らかにした。居住場所による違
いでは、65歳以上の離島居住者の場合、有意な差
が認められる項目が少なく、居住場所による違いは
ほぼみられなかった。一方、65歳未満の離島居住
者の心理的負担時間について、有意な差が認められ
る項目が複数存在した。そのため、65歳未満の離
島居住者に関連するデータを扱う場合は留意する必
要があるといえる。また、年齢による違いでは、例
えば、心理的負担時間における待合ベンチの有無に
ついては、高齢者の方が非高齢者よりも心理的負担
時間は長くなり、少し遠くても座りたい傾向がある
ことが考えられる。
　2-2節で述べたとおり、多くの離島航路は、国が
補助金を交付してその維持を図っており、多額の費
用をかけて離島航路利用者の利便性向上を図ること
は困難というのが実情である。そうした中でも、一
部航路ではバスフロート船＊３が認められ、バス、
タクシー、乗用車等の運転者、同乗者等の旅客が、
航行中もフェリーの暴露甲板上の車内にとどまるこ
とができ、乗り換えが発生せず、移動負担感が少な
くなる１）交通システムが導入されている。 
　一方、最近では離島航路の採算性が厳しい背景が
あることから、フェリー型の船舶から旅客船へと小
型化の方向に変わりつつある。旅客船の場合はどう
しても車のまま乗り込むことはできず、港での乗り
換えが発生してしまうため、移動負担感が増加する
傾向がある。このような移動負担感を等価時間係数
と心理的負担時間を用いた一般化時間で評価する場
合は、船舶の形状やターミナルの状況から実際に移
動負担感調査を行うことが最もよいが、本研究で示
した値を用いることで簡便に求めることが可能であ
る。船舶が代替される場合やターミナルの建て替え、
または設備変更は、地方自治体が中心となって計画
を策定するが、その際、経済性だけではなく、利便
性についても評価することが重要であると考える。
本研究の結果は、離島航路に就航する船舶の代替建
造による設備面の変化やターミナルのバリアフリー
化など、環境の変化が予想される場合における離島
航路利用者の利便性が事前に評価できる点で有用で
あると考える。

　今後の課題として、移動負担感調査では、瀬戸内
における複数の離島航路ターミナルの実態調査を通
じて代表的に考えられる項目を中心に行った。しか
し、乗換部分については、さらにどのような項目が
等価時間係数や心理的負担時間によって影響するの
か等について詳細に分析することが必要であると考
える。これにより、限られた費用の中でのターミナ
ルの改造や案内設置等の整備の優先順位等を決定す
ることができ、離島航路利用者の移動負担感の減少
にもつながるものと考えられる。
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る。しかし、早瀬大橋は市の南側に位置しており、
江田島市と呉市の市街地とは倉橋島を経由するルー
トになるため、大幅な迂回ルートとなる。そのため、
日常から船の利用が多い。また同様の理由から、江
田島市から広島市への船の利用も多い。そのため、
等価時間係数と心理的負担時間を算出するにあた
り、十分な回答数が期待できると考えた。また、調
査を実施した航路（Fig.6）は、呉～江田島（小用港）、
広島（宇品港）～江田島（切串港）、広島（宇品港）
～江田島（三高港）の3航路であるが、この3航路は、
いずれも航行時間が20分～30分程度であり、2015
年調査で実施した航路と航行時間がほぼ等しく、使
用船舶（Fig.7）の形態が同じである。そのため、
江田島市の航路において調査することとした。
　移動負担感調査の概要をTable 1に示す。移動負
担感調査は、2016年8月25日～27日の3日間、フェ
リー利用者が配布されたアンケートに自ら回答する
乗船者自記式にて行った。調査票については、個人
属性の居住地の選択肢以外、2015年調査と同様の

ものを用いた。移動負担感調査においてフェリー利
用者に調査した内容をTable 2に示す。

　3-2　移動負担感調査の結果
　3日間にわたる移動負担感調査において、304枚
の回答結果が得られた。回答結果の内訳をTable 3
に示す。離島居住者から233枚、本土居住者からは
65枚の結果が得られた。居住地別にみると、江田
島市から最も多くの回答が得られた。本土居住者は
広島市が最も多かったが、その他本土も多く、近隣
県や関東関西からの利用者もみられた。本研究で
は、これら移動負担感調査の65歳以上の離島居住

者（以下、高齢者）および65歳未満の離島居住者（以
下、非高齢者）の結果を用いて、等価時間係数およ
び心理的負担時間を求めた。 

　4-1　等価時間係数の算出結果
　Table 4は、2015年調査と2016年調査の等価時間
係数を比較したものである。等価時間係数の値は、
1より大きければ水平歩行より負担感が大きく、1
より小さければ水平歩行より負担感が少ないことを
示している。
　2015年調査および2016年調査の高齢者、非高齢
者ともに、バス車内（着座）よりもフェリー船内（着
座）の方が値は小さくなった。つまり、フェリー船
内の方が負担感は少ない結果になった。これは、フェ
リー船内はバス車内より空間的に広く、自由に動く
ことができるためと考えられる。次に、2015年調
査および2016年調査ともに、下り階段よりも上り
階段の方が等価時間係数の値が大きくなった。通常
であれば、上り階段の方が下り階段よりも負担感が
大きいと考えられ、等価時間係数の算出結果につい
ても同様の結果となった。 

　4-2　心理的負担時間の算出結果
　Table 5は、2015年調査と2016年調査の心理的負
担時間を求めた結果である。乗換時に発生する心理
的に負担と感じることに対して時間に換算したもの
で、秒で表している。なお、心理的負担時間は、値
が大きいほど心理的な負担が大きいことを表してい
る。乗換案内の有無は、2015年調査および2016年
調査ともに、高齢者よりも非高齢者の方が心理的負
担時間の値が大きくなった。これは、非高齢者の方
が自ら乗換経路を探そうとする傾向が高齢者よりも
強いと考えられ、心理的負担時間の値が大きくなっ

たといえる。
　出発案内の有無は、非高齢者の方が高齢者よりも
心理的負担時間の値が大きくなった。これは非高齢
者の方が時間を気にして、遠くの場所まで出発時間
を確認したいからだと考えられる。
　待合ベンチの有無は、高齢者の方が非高齢者より
も心理的負担時間の値が大きくなり、少し遠くても
座りたい傾向があることが考えられる。駐車場は非
高齢者、高齢者とも100秒～130秒程度となり、少々
離れていても、車を利用して港へアクセスしたいと
考えていることがわかる。
　4-3　2015年調査と2016年調査の比較
　2015年調査と2016年調査について差があるかど
うかを比較するため、カイ二乗検定により検定を
行った（Table 4、5のP値を参照）。
　等価時間係数では、非高齢者の上り階段のみ5％
有意水準の差が認められたが、他は居住場所による
違いは認められなかった。
　心理的負担時間では、高齢者の乗換案内の有無と
非高齢者の出発案内の有無、料金の支払い、上屋の
有無において5％有意水準の差が認められた。非高
齢者では、複数の項目において有意な差が認められ
る結果となり、特に心理的負担時間については、非
高齢者の場合、施設形態や利用形態の違いといった
項目は、心理的負担時間における居住場所による違
いが生じる項目であることが明らかになった。

　本研究では、一般化時間の算出に必要な等価時間
係数および心理的負担時間について、居住場所によ


