
 

 

１. はじめに 

大都市中心部における駅前広場は、バスの乗降機能、鉄

道乗降機能、駐車施設機能、アメニティ機能、経済活動機

能など、様々な用途に基づく機能が求められる希少な用地

であり、その貴重な資源である駅前空間の整備は、都市交

通計画上きわめて需要である。 
駅前広場空間を構成する一要素であり、都市部における

重要な交通機関であるバスのターミナル施設は、都市部、

特に大都市の中核と駅では、単一のモードのみならず複数

モードの連絡という意味でも重要な交通結節点である。し

かし、形状は、その歴史的経緯より以前、路面電車が利用

していた敷地･形状を継続的に利用したり、既存の駅に新た

に新設された場合は、駅構内及び駅前広場設計の全体構成

に強く依存し設計面における自由度が低いなど、バスター

ミナルが有効利用されていない事例が多く見られる。 
そこで、バスターミナルの機能をより有効に発揮させる

ため、機能や形状をより「コンパクト」にするこが重要と

なる。しかし、ターミナルのコンパクト化により、ターミ

ナル利用者の移動距離が短縮され、駅前広場を構成する他

の要素に割り当てる面積が拡大するという反面、過度のコ

ンパクト化はバスターミナル内における車両及び利用者の

輻輳問題を生じさせ、社会的な便益を低下させかねない。

そのため、機能と形状について、そのコンパクト化の水準

を踏まえた検討が必要である。 
そこで本研究では、バスターミナル整備の際に重要な視

点となるコンパクト化に着目し、バスターミナルのコンパ

クト化の概念についての整理を行うとともに、渋谷駅東口

バスターミナルをケーススタディとし、バスターミナルの

コンパクト化の概念を用いた整備の有効性を検討すること

を目的とする。 

 

２. 既存研究のレビューと本研究の位置づけ 

大都市におけるバスターミナル施設や利用状況に関する

研究については、柳川 1)らがアンケート調査からバスター

ミナルの快適性について利用者が重視している要素と、そ

れらが利用者の意識に与えている影響を把握し、利用者か

ら見た望ましい駅前バスターミナルのあり方を考察してい

る。また、竹中 2)らは都市部におけるバスターミナルのコ

ンパクト化についての研究を行っており、駅前広場におけ

るバス乗降施設を集約することによる効果を、シミュレー

ション分析により定量的に評価している。 

駅前広場を構成する様々な機能を考慮した整備効果の評

価については、大島 3)らが実施をしており，地方都市部に

おけるバスターミナル整備効果の定量的評価を行っている。

特に、バスターミナル整備のコンパクト化についての研究

では、その概念的整理を味水 4)らにより行って行われ、さ

らに費用対効果分析からその評価のプロセスについて実例

を踏まえ検討を行っている5)。 

以上より、今後、バスターミナル整備の検討を行う場合、

確かなコンセプトの中、その他の交通社会資本と同様に、

様々な経済主体の影響を考慮した評価が必要であり、非市

場財を含めた整備効果を評価するなど、より精緻なモデル

で、整備に対する評価を行う必要がある。 

 

３. コンパクト化の概念を用いたバスターミナルの整備

と代替案の設定 

3.1 バスターミナルにおけるコンパクト化の概念の整理 

都市中心部における駅前広場は、バス乗降（交通結節）

機能以外にも、鉄道乗降（交通結節）機能や駐車施設機能、

アメニティ空間機能、経済活動機能など、様々な用途に基

づく機能が強く求められる稀少な用地である。都市中心部 
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においては、限られた用地の中で駅前広場を構成する機能

の魅力を低下させずに、用地内で配分する必要がある。も

し、交通結節機能に配分されている用地利用の高度化が可

能であれば、より狭い用地ではあるものの、高度化した利

用によって、従前の水準を維持した交通結節点が実現でき

る。その結果、余剰となった用地を他の機能に再配分する

ことにより、用地配分の効率性向上が期待できる。これが

バスターミナルのコンパクト化の考え方である。 

バスターミナルをコンパクトにすることによって、バス

利用者、ターミナル利用者の移動距離が短縮され、バス停

のわかりやすさが向上し、また駅前広場を構成するバス乗

降（交通結節）機能以外の機能に割り当てる面積を拡大す

ることが可能となる。しかし、過度のコンパクト化はバス

ターミナル内における車両及び利用者の輻輳問題を生じさ

せ、安全性を低下しかねない。そのため、どのような形状

のバスターミナルを整備するか、そのコンパクト化の水準

を検討する必要がある。 
以上の考え方を踏まえ、駅前広場におけるバスターミナ

ルのコンパクト化の概念について整理する。なお、コンパ

クト化の概念を整理するにあたり、概念を視覚的に表現す

るため、駅前広場を構成する機能を横軸に、縦軸には単位

用地あたりの利用効率や高度利用などを示す活用水準をと

り、図-1 のような駅前広場空間を表現する。本研究では、

バスターミナルのコンパクト化を考えるにあたり、多様な

駅前広場の機能を「バスターミナル機能」、それ以外の様々

な機能をまとめた「その他の機能」の2つに区分する。さ

らに、バスターミナル機能についてはバス乗降バースやバ

スが走行する車道を含めバス乗降機能とバス停等の､１）利

用者待機､２）安全性、３）快適性の機能を３つにまとめた

機能に大別する。また、駅前広場空間における空白部分は、

駅前広場において有効活用されていない部分であると考え

る。このように機能を区分した駅前広場空間において、そ

れぞれの駅前広場を構成する機能の活用水準を考慮し、コ

ンパクト化の概念について整理を行う。 
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図-1 駅前広場における構成機能の概念図 
 
(1)ターミナル用地のコンパクト化（図-2） 
バス乗降バース部分の面積を主に縮小することによって、

バスターミナル全体のコンパクト化を図る考え方である。

この結果、歩行者・自動車動線の短縮化やバス停位置等の

わかりやすさの増大などの効果が期待される。ターミナル

周辺に路側バス停が散在しているようなケースでは、それ

らを一定の範囲内に集約することによって、動線の短縮の

みならず周辺道路交通の円滑化や安全性の向上なども期待

される。また、ターミナル用地を縮小することにより作り

出された余剰面積については、例えば、ターミナル周辺道

路の拡幅による自動車利用者の利便性向上、走行速度の改

善による環境負荷の軽減などが考えられる。その他、小公

園などアメニティ空間としての整備によって、都市の付加

価値の向上に寄与するものと考えられる。 
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図-2 ターミナル用地のコンパクト化の概念図 

 
(2)バス乗降部分のみのコンパクト化（図-3） 
バス乗降バース部分の面積は縮小するが、バスターミナル

全体の面積は従前のままとする方法である。駅改札とバス

乗降場など流動の多い施設間距離を接近させるなどのレイ

アウト上の配慮を行うことにより、「ターミナル用地のコン

パクト化」と同様の歩行者・自動車動線の短縮化やわかり

やすさの増大などの効果が期待される。一方、コンパクト

化によって新たに生み出された余剰面積を他機能の利用に

転用することによって、新たな便益の発生が期待される。 
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図-3 バス乗降機能のコンパクト化の概念図 

 
3.2 渋谷駅東口バスターミナルの現況 
 本研究では､東京都渋谷駅東口バスターミナルをケース

スタディとして取り上げ、「コンパクト化」の概念を用いた

ターミナル整備の方向性について検討する。 
渋谷駅は JR 線、地下鉄など年間乗降客数が約 1 億 5 千

万人を数え、東口バスターミナルの乗降客数は近年漸減傾

向にあるものの、バスの系統数10、日平均便数約1000本、

1 日平均乗降客数は約 4 万人と、東京都における主要な交

通結節点となっている。 
さらに、地下鉄 13 号線の開通（2007 年度予定）および

東急東横線の地下化・地下鉄 13 号線との相互直通運転化

（2012年度予定）を控え、大幅な再整備が不可避である渋

谷駅東口バスターミナルは、バスの乗降機能のコンパクト

化のみならず、東急百貨店を中心とした経済機能や、駅北

西部のハチ公広場に代表されるように、人々のアメニティ

空間機能に資する用地も存在し、バスターミナルのコンパ

クト化を考える必要性が特に高いと考えられる。 
 



 

 

3.3 バスターミナル整備の代替案設定 
3.1 より整理したバスターミナルのコンパクト化の概念

を用いて、整備代替案の設定を行う。今回は、特に、バス

乗降機能空間のコンパクト化とバスターミナル空間のコン

パクト化より整理し、代替案の設定を行う。 
(1) 現状の渋谷駅東口バスターミナル 
代替案設定に際し、現状の渋谷駅東口バスターミナルの

認識について図-4 に示す。渋谷駅東口バスターミナルは、

当初、都電のターミナルとして使用されたもので、その形

状が色濃く残っており、乗降のための空間が十分活用され

ているとはいいがたく、バス乗降の活用水準が低いと考え

られる。 
 (2) バス乗降機能空間のコンパクト化：A案（図-5） 
この「バス乗降機能空間のコンパクト化」は、バスター

ミナル空間のなかでも低い活用水準にとどまっているバス

乗降機能について、バス停の配置、バスの運行の改善、歩

行者や自動車の動線の見直しなどを通じて利用の高度化を

図り、それによって生じる余剰用地面積を、利用者待機や

安全性、快適性といった、バスターミナル利用者のサービ

ス向上に充てる考え方である。したがって、バスターミナ

ルにおける車道空間は削減されるものの歩道空間が拡大さ

れるため、バスターミナル空間、駅前広場空間の用地面積

は従前のままとなる。このコンパクト化を通じて、バスタ

ーミナル利用者の徒歩時間の短縮や、余剰用地面積の活用

に伴う安全性や快適性の向上が期待される効果として挙げ

られる。 
(3) バスターミナル空間のコンパクト化（地上処理の

み）：B案（図-6） 
バスターミナル空間のなかでも低い活用水準にとどまっ

ているバス乗降機能について、バス停の配置、バスの運行

の改善、歩行者や自動車の動線の見直しなどを通じて利用

の高度化を図る。そして、それによって生じる余剰用地面

積を、鉄道乗降機能や経済活動機能、アメニティ空間機能

といった、その他の機能の空間として追加的に割り当てる

考え方である。この追加的な用地の割り当てによって、た

とえば、商業施設の増築など、経済活動の活性化や、小規

模公園またはベンチといった休憩施設の設置を通じたアメ

ニティ機能の拡充など、駅前広場空間におけるバスターミ

ナル関連機能以外での効果が発生し、駅前広場空間全体で

評価するときの活用水準の向上が期待できる。 
(4) バスターミナル空間のコンパクト化（地下空間の利

用）：C案（図-7） 
B 案と同様に「ターミナル用地のコンパクト化」を図る

案である。地上面では、B 案と同一面積ではあるが、タク

シーを地下1階において分離処理するため、バスターミナ

ルとしての供用面積はB案よりも広い。一方で、地下1階
にタクシープールを整備するための多額の費用が必要とな

るが、バスターミナル利用者の利便性の向上が期待できる。 
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図-4 現状の概念図及び詳細図 

 
その他の
鉄道乗降
経済活動
ｱﾒﾆﾃｨ空間

機能

利
安
快バス乗降

ターミナル その他

活
用
水
準

駅前広場空間  
図-5 A案の概念図及び詳細図 
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 図-6 B案の概念図及び詳細図 
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図-7 C案の概念図及び詳細図（地上1階） 

 
４. バスターミナル整備効果の評価手法の検討 

4.1 費用対効果分析に基づく評価 
バスターミナルの整備は他の交通関連社会資本と同様に、

ターミナル事業者以外の様々な経済主体に影響を及ぼす。

したがって、バスターミナル整備事業の実施においては

様々な観点からバスターミナル整備の検討を行うことが必

要である。整備案の優先順位の決定及びその実施の是非の

検討は、整備事業における費用及び便益の考慮が必要であ

り、費用対効果分析は多様な関係主体の便益を反映した事

業の評価が可能である。 
本研究ではその費用対効果分析に基づき、今回は便益の

多くを享受するバスターミナル利用者を対象とした評価を

行った。 
4.2 バスターミナル整備における評価項目の選定 
都市部におけるバスターミナル整備の評価項目は、定量

的分析により評価が可能な市場財項目と市場財価値からは

評価が困難な非市場財項目の2つに区分される。このうち

都市部において市場財価値の評価においては筆者らがこれ

まで実施してきた４)。しかし、非市場財は重要な項目だが

未評価である。したがって、本研究では非市場財に着目し、

利用者数やバスの運行便数の多さ、周辺環境など、バスタ

ーミナルが置かれている状況から、バスターミナル利用者



 

 

における以下の項目を選定した。また、各項目の定義につ

いても示す。 
・ 安全性：ターミナル内における他交通との動線錯綜の

解消 
・ 情報提供：リアルタイムな情報システムやより明確な

情報システムの設置 
・ アクセス性：他交通モードとの連結 
これら選定した項目を評価するにあたり、非市場財の評

価が可能である仮想市場評価法（Contingent Valuation 
Method：CVM）を適用し、選定した3項目について評価す

る。また、選定した項目の観点から設定した整備代替案の

特徴を以下表－１のように整理した。 
 

表-1 設定した整備代替案の特徴 
代替案

供用
面積

階層
構造

タクシー
プール

安全性 情報提供 アクセス性

A案 維持 単層 ○ ◎ ◎ △
B案 縮小 単層 ○ △ ◎ ◎
C案 維持 2層 ○（地下） ○ ◎ ◎  

 
4.3 CVMの設定 
本研究における評価対象財は、渋谷駅東口バスターミナ

ルの整備とし、仮想的市場はバスターミナル整備によって

安全性、情報提供、アクセス性が変化する場合を想定する。 
また、代替案を評価する母集団は、渋谷駅東口バスター

ミナルの年間バス乗客数とする。これは、バスターミナル

整備の効果を も享受する帰着主体として、バスターミナ

ルのバス利用者を考えるからである。 
支払手段としては、バスターミナルのバス利用者に対す

る負担金による支払手段を設定した。今回分析では、バス

ターミナルの使用料を直接利用者が負担するという支払い

形態になっているが、瀬川らの 6)研究を参考にし、運賃加

算による抵抗を排除し、歩行空間と同様に施設に対する支

払い意思額を直接質問する形を取った。 
支払意思額の質問方法としては、選択回答方式のうち、

支払カード方式を採用した。この方式は初期値や間隔に依

存したバイアスが生じるおそれがあるものの、比較的被験

者が簡単に回答できること、数種類の金額を提示すること

により、被験者がいくらまで支払うことができるかを回答

させることができるこという理由により採用した。提示金

額は、0円から10,000円の12段階と、10,000円以上の場合

は、いくらまで支払いが可能かを直接記入できる質問の設

定をした。また、提示金額のうち、0 円回答とした場合に

は、抵抗回答の選別を行うために、その回答理由について

の質問を設定した。 
4.4 アンケート調査の概要 
バスターミナル整備における評価に関して、代替案整備

による便益算出に用いるデータを収集するため、渋谷駅東

口バスターミナルにおけるバス待ちの利用者に対してアン

ケート調査を実施した。 
アンケートの項目は、1)バスターミナルの利用状況、2)

現在のバスターミナルに対する問題点、3)想定される代替

案に対する支払意思額に関する質問及び評価項目の重要度、

4)個人属性、で構成される。調査票は、各代替案に対して

3 種類作成し、被験者に対して一つの代替案に対する支払

意思額を質問する形式をとる。 
調査は平成17年12月19日に、直接配布、郵送回収によ

り実施した。配布数は各整備代替案1、000票、合計3、000
票であり、有効回収数は1,139票（A案：399票、B案：377
票、C 案 363 票）、有効回収率は 38.0％（A 案：39.9％、B
案：37.7％、C案：36.6％）であった。 
 

５. アンケート調査結果 

5.1 現状におけるバスターミナルの問題点 
図-8は現状のバスターミナルについての問題点について、

複数回答の割合を示したものである。渋谷駅東口バスター

ミナルの問題点として、「ターミナル内道路を横断する移動

が危険」の回答割合が も高い結果となった。 
これは、渋谷駅東口バスターミナルではバス運行におけ

る便数の多さから、交通島方式のバス乗降場がターミナル

内に設置されており、それに伴い利用者は、交通島に設置

されているバス乗降場のバス系統を利用する際に、横断歩

道を横断せざるを得ないため、バスと歩行者の動線が錯綜

していることが大きな要因となっていると考えられる。 

 
図-8 バスターミナルに対する問題点 

 
5.2 バスターミナルに対する重要項目 
図-9は、バスターミナルを利用するに当り、重要と思わ

れる項目について1～10点の評点にて回答したものの割合

を示している。図-9より、安全性の回答割合が高い。これ

は、バスと歩行者の動線錯綜を要する道路横断をバスター

ミナルの問題点として挙げているため、より安全にバスタ

ーミナルを利用したいという意識によるものと考えられる。 

 
図-9 バスターミナルに関する重要項目（複数回答） 

 
６. 非市場財便益の推計 

6.1 各整備代替案における支払意思額の推計 
各代替案における支払意思額の推計に関しては、整備に
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関して賛成すると回答した677票のうち、「自分が負担する

必要はないと思うから」というような支払手段に反対する

回答や、「お金を支払うほどの価値がないから」等の理由か

ら回答0円の回答を抵抗回答とし、それらを除いた合計289
票の正常回答を用いて推計を行った。支払意思額は、回答

した支払金額の平均値を用いる。各整備代替案における支

払意思額について、表-2に示す。B案の評価額が低いのは、

ターミナル用地内にバスとタクシーの混在による交通錯綜

を懸念した結果が影響しているものと考えられる。 
 

表-2 各代替案における支払意思額 
全属性 Ａ案 Ｂ案 Ｃ案

ＷＴＰ平均値
（円/人・年）

1,886 1,995 1,644 2,023  
 
6.2 各整備代替案における非市場財便益の推計 
本研究は、アンケート調査により支払意思額を推計し、

推計した支払意思額と賛同率を用いて便益を求める。賛同

率は、設定した整備代替案について、賛成すると回答した

割合である。また、評価項目である安全性、情報提供、ア

クセス性における支払意思額は、正常回答において、バス

ターミナルに関する重要項目ごとの評点を基準化したウエ

イトを用いて算出した。表-3に賛同率及び各支払意思額の

推計結果を示す。 
 

表-3 各整備代替案の賛同率及び支払意思額 

代替案 賛同率(%)
支払意思額
（円/人・年）

評価項目 ウエイト
評価項目別
支払意思額
（円/人・年）

安全性 0.3643 727             
情報提供 0.2954 589             
アクセス性 0.3403 679             
安全性 0.3589 590             
情報提供 0.3191 525             
アクセス性 0.3220 529             
安全性 0.3896 788             
情報提供 0.2949 597             
アクセス性 0.3155 638             

1,995          

1,644          

2,023          

A案

B案

C案

59.9

58.9

59.5
 

 
非市場財便益の推計は、賛同率と年間バス乗客数及び支

払意思額の積により求めた。なお、年間バス乗客数はアン

ケート結果における利用頻度の割合を用いて推計した値を

用いる。図-10 は各整備代替案の推計結果であり、A 案は

約2.78億円、B案は約2.25億円、C案は2.80億円となり、

C案の評価額が も高い結果となった。 
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図-10 各整備代替案における非市場財便益 

 

７. 費用対効果分析の実施 

7.1 費用対効果分析における評価項目の選定 
 本章では、各整備代替案における費用対効果分析を実施

し、バスターミナルのコンパクト化整備の有効性を検討す

る。費用対効果分析の実施にあたっては、すでに筆者らが

推計した市場財便益項目である､場内時間短縮便益、ターミ

ナル用地削減便益の2項目7) 前章で推計した非市場財便益、

さらに費用項目である整備費用と維持費用の2項目をそれ

ぞれ用いて分析を行う。費用対効果分析で用いる評価項目

について以下に示す。 
(1)便益項目 
1)場内徒歩時間短縮 
「場内徒歩時間短縮便益」を、「ターミナルを利用するバ

ス利用者および非バス利用者のターミナル内での徒歩移動

時間が、ターミナルの整備によって短縮する時間」と定義

付ける。評価便益としては、場内徒歩時間評価値（WTV）
の整備有無ケースの差額をとる。 
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(1) 

( )nii ,...,2,1: =字バス停を意味する添え

端を意味する添え字バスターミナルの駅側:s
え字対側側端を意味する添バスターミナルの駅反:os

地点間の距離地点と： βααβL
）日あたり移動距離（人地点間の地点と： 1βααβQ  

る添え字：バス利用者を意味すB
する添え字：非バス利用者を意味NB , ( )分：歩行速度 /mSpeed  

分）原単位（円バス利用者の時間価値 /:TV
BBU

分）値原単位（円非バス利用者の時間価 /:TV
NBBU , ：年間値換算係数Year  

2)バスターミナル用地削減 
「バスターミナル用地削減便益」を、「バス、タクシーの

利用者の乗降および待機、時間調整のため、必要とされる

バスターミナル用地が、ターミナルの整備によって削減さ

れる効果」と定義付ける。評価便益としては、バスターミ

ナル用地評価値（BTLW）の整備有無ケースの差額を取る。

ただし、ターミナル用地として削減された中には車両の待

機スペースなどが含まれていることも考えられ、代替する

ためのコストが発生する可能性もある。しかし、今回の分

析では便益のみ発生すると仮定する。 
×= RLBTLW Rent   (2) 

）積（ｍバスターミナル必要面 2:RL , Rent 年）借地料（円/:  
3)非市場財項目 
本研究では、上記に挙げた定量式により便益算出可能な

項目のほかに、「安全性」、「情報提供」、「アクセス性」の3
項目を表－３を用いて推計する。 
(2)費用項目 
費用項目として、「整備費用」および「維持費用」の 2

種類を用いる。以上の費用については、既存の施設を参考

に算出した。また、「整備費用」は、分析0期末に発生する、

建設に要する費用であり、「維持費用」は、毎期末に発生す

る、バスターミナル施設の維持管理に要する費用である。 
これら費用対効果分析に用いる評価項目についての推計

結果を表-4にまとめる。 
 



 

 

表-4 評価項目の推計結果（単位：千円/年） 
A案 B案 C案

場内時間短縮便益 -159,518 6,776 67,137
バスターミナル用地削減便益 -837,000 198,000 198,000
安全性 101,285 80,826 109,050
情報提供 82,059 71,921 82,618
アクセス性 94,598 72,469 88,292
合計 -718,576 429,992 545,097
整備費用 122,850 97,740 3,815,100
維持管理費用 1,172 153,690 20,999

市場
財

非市場
財

 
 
ここで、A案についてマイナスの便益となった理由とし

て、駅前再開発に伴い渋谷駅自体が西側に移動するため、

東口の用地面積が拡大するため、また「バス乗降機能のコ

ンパクト化」によりバス停を駅前に集約したものの、バス

ターミナル内において移動距離の短縮が顕著に表われなか

ったためであると考えられる。 
7.2 費用対効果分析の実施 
費用対効果分析における前提条件は、主要な交通社会資

本（道路 8)、鉄道 9)、空港 10)）において用いられている前

提条件を基に設定した表-5に設定した前提条件を示す。ま

た、評価基準として、以下の2種類の評価基準を適用する。 
 

表-5 バスターミナル整備の評価における前提条件 
便益・費用項目 内容
社会的割引率 4％
評価期間 30年
建設期間 0年度
便益項目 評価期間に渡って当該期末に一律に発生

費用項目
建設費は0期末のみに発生し，維持管理費は評価
期間に渡って当該期末に一律に発生  
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Bｔ：ｔ期における便益（円），Cｔ：ｔ期における費用（円） 
d：社会的割引率（％），n：事業評価期間（年） 

これら設定した前提条件及び評価基準による費用対効果分

析の結果を表-6に示す。なお、A案については新たな用地

取得を必要としたため便益が負となり分析から除外した。 
表-6 費用対効果分析結果 

B案 C案
便益（千円） 7,435,436 9,425,836
費用（千円） 2,749,413 4,178,215
費用便益比（倍） 2.70 2.26
純便益（千円） 4,686,023 5,247,621  

 
表-6 より、B 案、C 案ともに費用便益比は道路事業にお

ける基準値である 1.5 を超えており、純便益はプラスとな

った。費用便益比がC案よりもB案が高い結果となってい

るが、利用者の観点から、非市場財便益はC案よりも低く、

整備代替案としての優劣の判断はつけ難いと考える。しか

し、バスターミナルのコンパクト化において、「ターミナル

用地のコンパクト化」は純便益の拡大が期待できることが

明らかとなった。 
 

８. まとめと今後の課題 

本研究は、バスターミナルのコンパクト化の概念に着目

し、渋谷東口のケーススタディを基にコンパクト化整備の

有効性について検討を行ったものである。以下本研究で得

られた知見を示す。 
(1)バスターミナルのコンパクト化の概念整理を行い、「バ

ス乗降機能空間のコンパクト化」、「バスターミナル空間の

コンパクト化」の2つの視点からの考え方を示した。その

結果、コンパクト化の方法には、代替案のメリット・デメ

リットが存在し、多様な経済主体を考慮した評価を行う必

要があることが明らかとなった。 
(2) バスターミナル整備における費用便益分析のプロトタ

イプモデルについて構築し、市場財評価のみではなく、非

市場財の項目も含めた分析を行うフレームを提案した。今

回推計した便益は、場内徒歩時間短縮など、バスターミナ

ルの利用者に関する項目が主であり、今後は便益を享受す

る範囲を広げて検討しモデルを精緻化する必要がある。 
(3) 今回提案したバスターミナルの費用便益分析について、

東京都渋谷駅東口ターミナルに適用し、代替案の評価を行

った。その結果、地上部の面積はコンパクトにしたものの、

安全性が低いと判断される案は評価が低く、ある程度コス

トをかけても便利で安全なターミナルを利用者は評価して

いることが明らかとなった。 
 今後の課題として、バスターミナルのコンパクト化整備

を評価するに当って、削減された機能が十分補償されてい

るか検討する必要がある。特にコンパクト化により削減さ

れた空間の影響、たとえばバスの待機スペースの代替スペ

ースや方法について、維持経費も含め分析する必要がある。 
また、今回用いた CVM の実施方法について、ターミナル

使用料を直接利用者に尋ねる方法は、回答にバイアスを生

じる可能性もあり、調査実施方法についても今後の検討課

題の一つである。 
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