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１． はじめに 

 時間価値は，交通プロジェクト評価を行う上で重要な数値である．ところが，貨物輸送の時間価値については，

その計測手法が確立されているとは言えない．ちなみに，我が国の道路交通における貨物車の時間価値原単位

は，いわゆる要素費用アプローチによって，小型貨物車と普通貨物車の2分類について算定されている 1)．ここで

は，まず，貨物車が営業用貨物車と自家用貨物車とに分類された上で，ドライバーあるいは同乗者の時間当たり

機会費用1，車両の時間当たり機会費用，貨物の時間当たり機会費用の合計で１台当たりの時間価値が求められ

る．そして，営業用貨物車と自家用車貨物車の走行台キロに応じて加重平均によって，小型貨物車と普通貨物

車の時間価値が設定される方法が用いられている．しかし，道路事業の評価手法に関する検討委員会 2)におい

て，物流の時間価値を計測することが必要であると指摘されるなど，貨物流動の実態を反映した計測手法の導入

が望まれている．今回紹介する論文 3)は，需要モデルアプローチを用いた貨物輸送の時間価値推定に関する，

新のレビュー研究の成果である． 

 

２． 紹介論文の概略 

(1)貨物輸送の時間価値の計測手法 

 一般的に，貨物輸送の時間価値を計測する手法は，大別すると，要素費用アプローチと需要モデルアプロー

チとに分類される．まず，要素費用アプローチとは，輸送時間減少に伴う費用減少を直接計測する手法である．

この手法では，時間価値にいわゆる可変費用の減少分を含めることについては，研究者間で広く合意がある一

方で，固定費用や輸送に直接関わらない物流費用（例えば，在庫費用）をどこまで含めるのかについては，明確

な合意はない．これらの費用を含めるかどうかは，短期，中期，長期のような，考慮する時間スケールに依存する

とされる．また，要素費用アプローチは，比較的容易に時間価値を推定できるが，輸送に関わる様々な変数（例

えば，信頼性，輸送頻度等）が時間価値に与える影響を考慮することができない，という欠点もある． 

 一方で，需要モデルアプローチは，Winston4)によれば，集計モデルアプローチと非集計モデルアプローチとに

分類される．理論的には，集計モデルアプローチよりも，非集計モデルアプローチの方に優位性があるとされる．

非集計モデルアプローチは，さらに，在庫モデルと行動モデルとに分類される．ここで，在庫モデルは，企業の利

潤 大化行動を前提として，生産プロセスにかかわる輸送行動を分析するものである．このモデルを用いた教科

書的な業績とされる Baumol and Vinod5)では，企業の輸送費用関数が，「純粋」な輸送費用，輸送サービスの発

注に関わる費用，輸送中の商品価値の損失費用，在庫を 適水準に維持するための費用，という 4 つの要素の

和によって表されるとしている．一方で，行動モデルは，輸送に従事する個人の効用 大化行動を前提として，

輸送行動を分析するものである．この手法は，旅客交通の行動分析手法を援用したものであるが，どこまで貨物

輸送にも適用可能であるかと言う点で疑問があるとされる．これは，行動モデルでは，在庫モデルのような企業の

合理的な生産プロセスが明示的に取り扱われないためである．ただし，輸送の意思決定者の効用関数にそうした

プロセスの要素が一部含まれていると主張される場合もある．なお，需要モデルアプローチでは，いわゆる顕示

選好（RP）データを用いた分析と選好意識（SP）データを用いた分析の両方があるが，近年では，それらを組み合

わせた分析も広く行われるようになってきている． 

(2)貨物輸送需要モデルの課題 

 以上のように，需要モデルアプローチは，貨物輸送の時間価値計測を行う上で有益なアプローチであるものの，

そこで用いられる需要モデルには，いくつかの課題がある．第一の課題は，一般に，貨物輸送に関わる主体は多

様であるため，輸送の意思決定者を特定することが極めて難しいという点である．実際，既往研究を見ても，意思

                                                  
1営業用貨物車の場合には，トラック事業者の従業員の時間当たり機会費用が用いられ，ドライバーと同乗者は同一の機会費用をもつと

仮定される．自家用貨物車の場合には，目的別（業務／非業務）に，自家用貨物車ドライバーおよび同乗者の時間当たり機会費用をそれ

ぞれ計算し，乗車人員と目的別走行台キロ構成比から加重平均によって時間価値が求められる． 



 

決定に関する仮定は，研究者により異なっていることが指摘されている．例えば，de Jong6)は，実証データに基づ

いて，通常，経路は運送業者により決定され，交通手段は荷主（発送者）により決定されると述べている一方で，

Bergantino and Bolis7)などは， 新の実証データに基づいて，商品輸送に関する半分以上の意思決定は運送業

者によって行われていると述べている．第二の課題は，輸送されている貨物の種類やその輸送特性は，極めて多

様であるため，どのような単位で貨物輸送を分類し，時間価値を設定すべきであるかが明確でないという点である．

既往研究を見ると，需要モデルを構築する上での集計単位として，輸送品目，輸送品目の価値，輸送物資サイ

ズ，輸送距離，地理的な場所，輸送形態など，様々な基準が用いられており，統一された見解はいまだに存在し

ない．第三に，需要モデルで用いられる説明変数に関しても，定説があるわけではない．既往研究においては，

輸送費用，輸送時間，輸送頻度，配送時間の信頼性，配送条件の信頼性，柔軟性，輸送機関，積み替え，貨物

のトレーサビリティ等が用いられているが，変数の選択は，研究によって異なっているのが実態である． 

(3)貨物輸送の時間価値推定値の特性 

 貨物輸送の時間価値推定に関する実証研究は，そのほとんどが道路貨物輸送に関して行われており，海上貨

物輸送や航空貨物輸送に関しては，ほとんど行われていない．多くの実証研究の中から，特に 22 の研究成果を

取り出して，それらを定性的に比較したところ，道路貨物輸送の時間価値は，海上輸送や鉄道輸送よりも圧倒的

に高いこと，道路貨物輸送では，短時間輸送の時間価値の方が，長時間輸送の時間価値よりも高いことなどが示

されている． 

 

３． おわりに 

 言うまでもなく，交通ネットワークの需要のうち，かなりの割合は貨物輸送によって占められている．これは，交通

インフラ投資やネットワークサービス向上施策の効果の相当部分は，貨物輸送の改善を通じて生じる可能性があ

ることを意味している．特に，貨物輸送の時間短縮は，企業の生産性を向上させることが期待されることから，重

要な便益要素と言えるであろう．にもかかわらず，貨物輸送の時間価値に関するモデルを用いた実証的な研究

は，ほとんど行われていない．これは，今回紹介した論文が指摘するように，需要モデルの推定や関連するデー

タの収集が困難であることが原因である．ただし，近年，諸外国では，モデル化に向けた努力が積極的に行われ

ているようである 8)．我が国でも，急速に進む貨物輸送システムの複雑化と我が国の産業・輸送形態等の固有事

情とを考慮した，さらなる研究・分析が必要である．また，近年，旅客交通の時間価値については，ようやく研究の

蓄積が整理されつつある 9)．今後，貨物輸送の時間価値についても，実証研究を積み重ねて，信頼性の高い時

間価値を算定することが重要な課題である． 
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