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� はじめに

����年 �月 ��日開港予定である中部国際空港 �セン
トレア� が愛知県常滑市沖に建設されている。この空港
を �日に �万人 �うち空港へ向かう人が 	�
���人�の人
が利用すると予想されている。これに伴い、アクセス手
段をより良くするために様々なアクセスが新たに作られ
改良されてきているので空港までのアクセスの利便性は
以前よりも向上している。しかし、現在、名古屋空港発
着の特急アクセスバスが運行されている都市で中部国際
空港開港後も鉄道アクセスによる乗り換えなしのアクセ
スが不可能な都市は栄、藤ヶ丘、刈谷、豊田、豊橋、四日
市の �つの都市である。そこで本研究では鉄道、アクセ
スバス、自家用車の中で、この �地点から空港まで行く
のに金銭面、時間面から見てどのアクセス手段が一番利
便性が良く多くの人に利用されるかを予想してみる。そ
して、実際には利用者はどの手段を好むのかをアンケ－
トより考えていくとする。また新たなアクセスバスの経
路を考え、その必要性についても研究していく。

� 所要時間と料金

�

��� 電車の所要時間と料金
・急行、快速に乗ったものとし、所要時間は電車に乗っ
ている時間に乗り換え時間として ��分ずつ加えた。運
賃は現時点ですでに発表されている、新名古屋－空港間
���円、豊橋間 ����円を参考に設定する
��� アクセスバスの所要時間と料金
・所要時間に手続き、荷物の積み降ろしの時間なども
考慮し、乗車時間に ��分ずつ加えた。また、現実に少
しでも近づけるため、混雑度を設定する。混雑しない場
合の混雑度を �、普段のように渋滞まではいかないが多
少混んでいるという場合を混雑度 ��	、正月やゴールデ
ンウィークなど、大変な混雑が予想される場合を混雑度
���とする。
��� 自家用車の所要時間と料金
・自家用車で行く場合には、自分で運転して行き、駐
車場に車を置いておくという場合と送り迎えをしてもら
う場合との �種類が考えられる。
・駐車料金は名古屋空港の駐車場料金と同じであると仮
定する。中部国際空港では新たに送迎者のために入場
	� 分までは無料というサービスが行われることが決定
している。今回は駐車時間は 日間とするので駐車料金
は ��
���円かかる。
・自家用車でのアクセスについても最短経路で行くよう

に想定するのでアクセスバスと同じ経路を選択するもの
とする。
・予想費用－高速料金、ガソリン代 ��� ���円で ������

で走行すると仮定、駐車料金の合計である。

表 � 自家用車の総予想費用

ガソリン代 送り迎え 自分で往復
栄 ��円 
���円 ��
	��円
藤ヶ丘 	�円 �
���円 ��
���円
刈谷 ���円 �
���円 ��
	��円
豊田 ��円 
�	�円 ��
�	�円
豊橋 ��円 �
���円 �	
���円
四日市 �	円 �
�円 �
��円

� 比較

自家用車は他の �つに比べ、かかる金額が多過ぎるた
め、金額面を比較する必要はなく、時間はアクセスバス
とほとんど変わらないので、ここでは電車とアクセスバ
スとを比較してみた。
【栄、藤ヶ丘、刈谷】：アクセスバス
＜理由＞時間面、金銭面のどちらを取ってもアクセスバ
スの方がより利便性が良い。
【豊田、四日市】：アクセスバス
＜理由＞アクセスバスの方が運賃は少し高いが、時間を
多く短縮できる。
【豊橋】：電車
＜理由＞空港までの距離が非常に遠いので、時間面、金
銭面のどちらを取っても電車の方がより利便性が良い。

� アンケート

学生・フリーター計 ��人、社会人 ��人を対象に「空
港に行く際、どのアクセス手段を利用するのか」という
内容のアンケートを行った。上記のように学生、フリー

表 � アンケート結果 �

��電車 ��バス 	�車 合計
学生 �人 �人 ��人 ��人

フリーター ����� ����� �����

社会人 	�人 ��人 ��人 ��人
����� ����� �����

ター、社会人ともに「電車を利用する」と答えた人が最



も多く、続いて、自家用車、直通バスという同じ結果に
なった。この結果を一日の利用来場者数 	�
��� 人に置
き換えて各々のアクセス手段の利用者数を予測してみ
ると、電車－ ��
�����人、バス－ 	����人自家用車－
�
���人となる。
＜考察＞現実的には時間を最優先で考え、金額面のこと
はそれほど影響しないということだろう。また印象的で
あったのは、自家用車を選んだ人は迷わず回答し、電車
とアクセスバスを選んだ人については、電車とアクセス
バスとで迷い、迷ったあげく電車を選択する人が多かっ
たことである。やはり空港に向かう際、迷う対象となる
のは電車とアクセスバスである。しかし、このアンケー
トでは迷った末に、電車を選ぶ人が多かった。やはり同
じ駅から電車とアクセスバスが出発していても利用者は
電車に偏ってしまう恐れがある。

� アクセスバスの新経路

本章では経営者側の立場から見たとしても電車との競
争がなく、確実に利益が見込め、利用者側から見たとし
ても、便利で利用しやすい場所からの新経路を考えて、
必要性を考えていくことにする。
��� 出発候補点 �

現在の名古屋空港の場合にアクセスバスの運行は駅か
らの他に名古屋市内のいくつかのホテルからも運行をし
ているが、現在のところ、ホテルから中部国際空港まで
のアクセスバスの運行は予定されていない。しかし中部
国際空港開港後もこれらのホテルは空港に行くために多
くの人に利用されることだろう。
＜出発点＞ホテルグランコート名古屋 �名鉄金山駅前�、
名古屋東急ホテル �栄� 、ヒルトン名古屋 �伏見�、名古
屋観光ホテル �伏見�の つからとする。
＜所要時間と予想運賃＞

表 � 各ホテルからのバスの所要時間と予想運賃

ホテル名 ��� ��	 ��� 予想運賃

グランコート ���分 ����分 ���分 ���円
東急 	���分 ���分 ���分 ���円

ヒルトン� 観光 	���分 ��分 ����分 ���円

以上のような時間と運賃が予想される。
��� 出発候補点 �

もう一つの出発候補点としては、同じ知多半島内で空
港のある常滑市の隣に位置する半田市である。空港利用
者はそんなに多いとは考えにくいが、観光客が多く訪れ
るのではないかと考えられる。半田市から空港へは、道
路アクセスならば、整備されており、短時間で行けるも
のの、電車では太田川駅 �東海市�まで戻り、常滑線に乗
り換え、空港駅まで行くということになってしまう。観
光客であれば、空港利用者とは違い、到着時間の正確さ
はあまり求められないのでアクセスバスの必要性は非常
にあるだろう。

＜所要時間と予想運賃＞ �条件� 出発点は名鉄知多半田
駅とし、電車、バスともに今までと同様 � �分ずつ加え
る。電車を使った場合、太田川駅で乗り換え約 �� 分か
かる。運賃は ���円である。

表 � 知多半田駅からのバスの所要時間と予想運賃

��� ��	 ��� 予想運賃

知多半田駅 	���分 ��分 ����分 ���円
電車との差 ���分 ����分 �	�分 ���円

＜考察＞
ホテルからの運行については東急ホテル・ヒルトン・観
光ホテルは高速の乗り場が近く、短時間で空港まで行く
ことができるので中部国際空港になってもホテルからの
アクセスバスは有効であると考えられ、多くの人から利
用されるだろう。しかし、グランコートは一般道を長距
離通らなければいけないので非常に時間がかかってしま
う。なので金山駅まで行き、電車で行く可能性の方が高
いため、こちらはあまり必要性がないと考えられる。次
に半田市からのアクセスについては、多くの所要時間短
縮が見込め、多くの人に利用されるだろう。旅行客以外
の来港も増えると予測できるため、空港側からも利用者
側からも必要性は高いだろう。

� まとめ

電車、アクセスバス、自家用車の 	つの手段に着目し、
所要時間・費用の面から見て、どのアクセス手段がより
有効的で多くの人に利用されるのかを予想しアンケ－ト
を試みた。その結果、空港までのアクセスを考える場合、
何よりも時間の正確さが重要視されることが判った。大
人数のアンケートではなかったがはっきりとした結果が
出たので実際にも電車を多くの人が利用すると考えて良
いだろう。そこでアクセスバスが必要とされる場所から
の運行予測として、ホテルからの運行や観光客を視野に
入れた半田市からの運行を考えてみたが、どちらとも必
要性は高く、運行する価値はあると思う。また今後の課
題として電車の混雑の軽減がある。駅から電車ではなく
アクセスバスを多くの人に選択してもらうことで電車の
混雑も軽減されるはずなので、こちらの方向からも検討
が必要だろう。
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