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概要 

 

近年のコミュニティサイクルの普及により、自転車により公共交通

をアクセス、イグレス交通の双方で補完する環境が向上している。

鉄道と公共交通を組み合わせた一体的な移動を支援し利便性を上げ

ることで、公共交通の利用を促すことが考えられる。本研究では、

自転車と公共交通による移動の利用率向上策を提案するため、スマ

ートフォンアプリを利用した鉄道と自転車、コミュニティサイクル

の一体的な案内を行うシステムを開発し、さいたま市コミュニティ

サイクルを利用した被験者実験を通してその有効性を検討した。そ

の結果、経路案内アプリケーションについては肯定的な意見が得ら

れ、自転車と鉄道一体的な移動の支援を行うナビゲーションにより、

鉄道を利用する動機につながる可能性が見られた。 
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１． 研究の目的 

コンパクトシティの考え方が広がる中、自動車利用を控え、公共交通をどのように維持し、上手に

使っていくかということがますます重要になっている。路線バスや鉄道の弱点の一つとして、ドアツ

ードアの輸送ができないことが常にあげられる。自転車は、公共交通のアクセス・イグレス交通手段

として、出発地と目的地のより近くまで行ける手段として公共交通の利便性を高めること、また徒歩

に比べて移動範囲が拡大することにより利用できる鉄道駅等の選択肢の拡大に寄与することが期待さ

れている 1), 2)。本研究の目的は、自転車と公共交通による移動の利用率向上策を提案するため、スマ

ートフォンアプリを利用した案内システムを開発し、被験者実験を通して、自転車と公共交通の一体

的な移動を支援する方策としての有効性を検討することである。 
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２． 研究の経過 

２.１ 既存事例と本研究の位置づけ 
(1) 交通結節点へのアクセス性向上策とコミュニティサイクルの普及 
公共交通と自転車による移動の利便性の向上策として、自宅等から公共交通の乗車場所までの移動

については、自転車で鉄道駅やバス停に行き乗り換える、サイクル&ライドのための自転車駐車場整

備やその案内が行われていたり（例えば金沢市 3)や甲府市 4)）、『安全で快適な自転車利用環境創出ガイ

ドライン 5)』において自転車ネットワーク計画の基本方針の例にも出てくるように、駅周辺の道路に

ついて自転車通行空間を優先的に整備する計画の立案（例えば警視庁 6)や調布市 7)）といった施策が行

われている。 
公共交通のイグレス交通としての自転車利用はアクセス交通と比較すると小さいことが報告されて

いる 8)が、近年では、複数のサイクルポート間で貸し出しと返却ができるコミュニティサイクルの普

及が進み、イグレス交通手段としての可能性が広がっている 9)。水谷ら 10)はコミュニティサイクル実

施団体への調査から、その多くが目標と成果に「公共交通の機能補完」を挙げていること、またサイ

クルポートの選定理由として「駅、バス停など他の交通施設の近くだから」が最も多く挙げられてい

ることを報告しており、公共交通との組合せが期待されている実態が示されている。コミュニティサ

イクルと公共交通の一体利用を促進する取り組みの例として、北九州市 11)ではモノレールの定期券保

有者へのコミュニティサイクルの月額料金無料（30 分以上利用の場合の利用料金別途）の実験が行わ

れたほか、堺市 12)ではコミュニティサイクルのウェブサイトにバスの運行情報を掲載している他、鉄

道駅の改札前にコミュニティサイクルの空き状況とバス運行情報を表示する情報版を設置している

13)。 
(2) 本研究の位置づけ 
このように、公共交通とコミュニティサイクルを一体的な利用を支援する方策は行われてきている



ものの、トリップ全体の中で、交通手段の乗り継ぎを直接的に支援する方策としては、駅でのサイク

ルポート案内、ウェブサイト上での駐輪場、コミュニティサイクルポートの位置情報の提示・公共交

通の運行情報の案内にとどまっており、個別の発着地点を一体的に案内するサービスは見当たらない。

コミュニティサイクルのポートまでの経路案内を目的として地図アプリケーションと連動したサービ

ス 14)はあるが、最終的な目的地までの案内には対応していない。自転車に特化して発着地間の経路案

内を行う地図アプリケーション 15)は見られるものの、公共交通との乗り継ぎは考慮されていない。本

研究の意義は、自転車と公共交通のシームレスな移動を目的として、スマートフォン用の経路案内ア

プリケーションを開発し、鉄道と自転車の一体的な経路案内を提供する実験を行うことでその有効性

を検証するとともに、利用者意向調査から長期的対策も含む優先対策を検討するものである。 
 
２.２ 研究方法 
(1) 研究の方針 
本研究では、「自転車と鉄道の組み合わせ利用」を支援することを目的として、自転車と鉄道を組み

合わせたドアツードアの経路を総合的に案内するナビゲーションアプリの導入を提案する。公共交通

と自転車の結節点で利用者に迷いを与えないためには、精緻な経路案内が必要となる。現状徒歩の経

路案内システムで多く用いられる GPS 単体利用ではそのような案内は難しいことから、インフラ側で

の案内と協調した案内システムを開発する。このアプリケーションを用いて、被験者が電車とコミュ

ニティサイクルで移動する実験を行い、被験者への意向調査からシステムの評価を行った。実験にあ

たっては、さいたま市が運営するコミュニティサイクル 16)を利用した。 
 

(2) 開発した地図アプリケーションの概要 
鉄道と自転車の一体的な利用を支援することを目的として開発したスマートフォン用の経路案内ア

プリケーションの概要について述べる。経路案内の対象範囲は埼玉県さいたま市内に位置する埼玉大

学を出発地として、約 5.3km 離れた平和台公園を目的地とした区間であり、元となる地図には Google 
map を利用した。ここに、以下の機能を付加した。 

 

1) 3 つの交通手段による出発地から目的地までの経路案内 

 自動車 

 自転車＋電車＋コミュニティサイクル 

 自転車＋電車＋徒歩 

2) 各交通手段による発着時間、所要時間案内 

3) 交通手段に電車を含む場合の電車の発着時間 

4) 発地最寄り鉄道駅近くの駐輪場から駅への経路 

5) 着地最寄り鉄道駅からコミュニティサイクルポートへの経路 

6) 案内板に目的地を引き継ぐ QR コードの表示 

 

上述の機能について説明する。目的地までの経路案内については、交通手段を自動車のみ、自転車

で鉄道駅まで行き電車降車後にコミュニティサイクルで目的地に行くもの、電車降車後徒歩で目的地

に行く場合の 3 つの経路を案内するものとした。コミュニティサイクルを利用する場合の経路案内の



画面例を図 1 に示す。経路案内には発着時間と

各々の交通手段の所要時間を示し、交通手段に電

車を含む場合には経由駅での電車の発時間、着時

間を示した。一つの経路の中で、交通手段ごとに

経路を示す線の色を変えて示した。また、自転車

から電車への乗り換え、および電車からコミュニ

ティサイクルの乗り換えの案内にあたっては、駅

と駐輪場（サイクルポート）の間の徒歩経路を示

すものとした（図 2）。さらに、進行方向が複雑に

なる鉄道駅からの案内として、改札からコミュニ

ティサイクルポートを案内する方策を加えること

とし、改札付近に設置された電子的な案内版に、

スマートフォンで表示した目的地情報を持たせた

QR コードを読み取らせることで、ポートの方向

を矢印で案内する機能を付けた。案内版はキオス

ク端末を想定しているが、本研究における実験で

は人がタブレット端末を持って立つことで代用し

た。 

 
(3) 被験者実験の実施 

2017 年 12 月 16 日（土）に、開発したスマート

フォン用経路案内アプリケーションを用いて、鉄

道と自転車、コミュニティサイクルを利用して目

的地まで移動する被験者実験を行った。当日の天

候は晴れであった。被験者は 18～24歳の大学生 28
人（男性 24 名、女性 4 名）であり、普通自動車免

許保持者、かつコミュニティサイクルを利用した

ことがない人に限定した。被験者実験は、埼玉大学

のヒトを対象とする研究に関する倫理規則に基づ

く審査を受け承認を得た上で実施された。 
出発地は埼玉大学とし目的地は約 5.3km 離れた

平和台公園とした。鉄道を利用する場合、JR 埼京

線があり、出発地から最寄り駅である JR 南与野駅までは約 2.5km、目的地と最寄り駅である JR 北与

野駅の距離は約 1.7km、南与野駅と北与野駅の距離は約 2.7km である。目的地の最寄り駅である北与

野駅付近には、さいたま市のコミュニティサイクルのサイクルポートが配置されている。このコミュ

ニティサイクルは、JR 大宮駅を中心に市内 24 か所のポートが設置されており、支払い方法は Suica
等交通系 IC カード・現金・クレジットカード、利用料金は一時利用が 1 回 30 分以内 120 円、以降超

過 1 時間ごとに 120 円となっている。利用自転車は電動アシスト自転車ではない。 
被験者は経路案内アプリを備えたスマートフォンを持ち、自転車、電車、コミュニティサイクルに

 
図 1 鉄道とコミュニティサイクルを用いた場合

の経路案内 

 

 

図 2 駅からコミュニティサイクルポートへの経

路案内 



より目的地まで移動をした後、同じ経路を出発地で

ある埼玉大学まで戻ってきて、アンケート調査によ

る意識調査に回答した。被験者は出発前に経路案内

アプリケーションの操作を練習し、上述した 3 つ

の交通手段それぞれの経路案内画面を閲覧した上

で、鉄道とコミュニティサイクルを利用した交通手

段の経路案内を見て移動するよう指示された。移動

にあたっては、さいたま市のコミュニティサイクル

への利用登録済の Suica が渡されており、そこか

ら電車の乗車賃、コミュニティサイクル利用料を支

払っている。また、経路案内アプリケーションと駅

に配置した案内板の協調効果を検証するため、北与

野駅で調査員が持つタブレット端末にスマートフ

ォンで表示した QR コードを読み取らせることを

指示した（図 3、図 4）。その他、被験者には、自転

車の安全利用に関する説明や、自転車乗車中にスマ

ートフォンの操作をしないよう、指示がなされた。 
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図 3 スマートフォンで表示した QR コードによ

り案内板でサイクルポートを案内するイ

メージ 

 

 
図 4 スマートフォンで表示した QR コードで案

内板でサイクルポートを案内する様子 

案内板

案内表示

読み取り
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３． 研究の成果 

３.１ 被験者実験の結果 
(1) 実験で用いた経路案内アプリケーションに関する評価 
被験者実験後に行ったアンケート調査の結果から、今回開発した鉄道と自転車の一体的な移動を案

内する経路案内アプリケーションの評価について見ていく。図 5 は、アプリケーションによる経路案

内の全体的な分かりやすさに関する評価の回答で

ある。75%の被験者が肯定的な回答をしている。図

6 は、経路案内アプリケーションに盛り込んだ各機

能が交通手段の選択に役立つと思うかを聞いた結

果である。自動車と鉄道利用の所要時間の結果の

表示については、全ての被験者が肯定的な評価を

している。次いで出発駅近くの駐輪場の案内につ

いて肯定的な意見の割合が 96%と高くなってい

る。到着駅のコミュニティサイクルの案内につい

ても肯定的意見が 89%と大勢を占めているが、出

発駅近くの駐輪場案内との差については、現状ア

クセス交通として自転車を用いる人の方が多いこ

とが理由として考えられる。 
全体として、今回実験で用いた、鉄道と自転

車、コミュニティサイクルを利用した場合の一体

的な経路案内を提供する経路案内アプリケーショ

ンは、肯定的な評価を得ることができた。 
図 7 は着駅の改札前に配置した、スマートフォン

のアプリケーションと連携してコミュニティサイ

クルのポートの方向を案内する案内版に関する評

価を示している。案内板は移動を円滑にしたと思

うかという質問に対して、6 割弱の被験者が肯定

的な回答をした。図 8 は案内板が改札からコミュ

ニティサイクルポートへの移動に役立ったと思う

か質問した回答である。「サイクルポートの場所

が思っていた方向と違っていたことが分かった」

という項目に「そう思う」または「どちらかと言

うとそう思う」と答えた被験者が 4 割おり、スマ

ートフォンアプリと案内板を併用することで、鉄

 

図 5 経路案内の全体的な分かりやすさの評価 

 

 
図 6 各機能が交通手段を選ぶのに役立つか 

 

 

図 7 案内板は移動を円滑にしたと思うか 
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道駅からコミュニティサイクルに乗り換える移

動をスムーズにする可能性が見られた。 
 

３.２ 鉄道とコミュニティサイクルを組み

合わせた移動に関する意見 
次に、実験に参加した被験者に、鉄道とコミュ

ニティサイクルを組み合わせた移動に関する意

見を聞いた結果について見ていく。図 9 は、自

動車で移動する場合と比較して、鉄道とコミュ

ニティサイクルによる移動についてどのように

思うかを質問した結果を示している。「目的地近

くの自動車駐車場を探す必要がなく便利」とい

う項目について肯定的な意見が 97%となり最も

高くなった。目的地直近まで行ける、費用が安

い、運動不足解消や気分転換につながるといっ

た項目にも 8 割以上の被験者が肯定的な意見を

回答した。 
図 10 は、鉄道とコミュニティサイクルを組み

合わせた移動について、寄り道のしやすさや、返

却箇所を選べることによる移動の自由度につい

て、優れていると思う点について質問した結果

を示している。全ての被験者が目的地まで徒歩

では遠い駅も利用できることに肯定的な回答を

している。立ち寄りたい場所がある駅を選択で

きる場合があるという項目にも 8 割以上の被験

者が肯定的な回答をしている。 
 

３.３ 鉄道とコミュニティサイクルの組み

合わせ利用の促進 
鉄道と自転車を組み合わせた移動を選択する

動機について、経路案内ナビゲーションによる

各種の情報提供が動機につながるかを質問した

結果を図 11 に示す。質問した項目の中では、鉄

道とコミュニティサイクルを利用した経路の案内表示に関して、肯定的な意見が最も大きく、今回の

実験で使用した経路案内アプリケーションが、鉄道と自転車の組み合わせ利用を促進する可能性が見

られた。その他、今回の実験では対応ができていない、目的地周辺での駐輪場情報、駐輪場の料金、

コミュニティサイクルの利用料金、渋滞情報を考慮した所要時間の比較についても、それぞれ 8 割を

超える被験者から肯定的な回答がされている。これらの情報提供を行うことで、鉄道と自転車による

移動の促進の可能性が見られる。 

 

図 8 案内板がサイクルポートへの移動に役立ったか 

 

 
図 9 自動車と比較した鉄道とコミュニティサイクル

による移動の評価 
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図 12 は、鉄道と自転車を組み合わせた移動手段

が便利になることにより、日常の移動行動に変化

があると思うかを聞いた結果である。9 割以上の

被験者が、鉄道を移動手段として選択する機会が

増えるという項目に肯定的な回答をしている。ま

た、駅から徒歩で遠い場所に行く機会が増える、

駅から目的地までの間で別の場所に立ち寄る機会

が増える、という項目にも約 9 割の被験者が肯定

的な回答をしており、駅周辺での立ち寄りの増加

による街の活性化につながる可能性も見られた。 

 

４．今後の課題 

本研究では、自転車と公共交通による移動の利用率向上策を提案するため、スマートフォンアプリ

を利用した鉄道と自転車、コミュニティサイクルの一体的な案内を行うシステムを開発し、被験者実

験を通して、自転車と公共交通の一体的な移動を支援する方策としての有効性を検討した。その結果、

経路案内アプリケーションについては肯定的な意見が得られ、自転車と鉄道一体的な移動の支援を行

うナビゲーションにより、鉄道を利用する動機につながる可能性が見られた。 
今後は、今回実験の被験者となった大学生以外の意向についても検討を行うこと、個人属性による

意向の違いについて検討を行うこと、また、今回の実験では提供できていない情報提供による鉄道と

自転車の組み合わせによる移動の支援の効果について検討することが課題であると考えられる。 

  

 
図 10 鉄道とコミュニティサイクルを組み合わせ

た移動が徒歩と比較して優れている点 
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図 11 鉄道と自転車を組み合わせた移動を選択する

動機になるナビゲーションによる情報提供 

 

 
図 12 鉄道と自転車を組み合わせた移動手段が便

利になることによる日常の移動行動の変化 
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