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要旨：トラック輸送による環境問題の解決策として，自家用トラック輸送から営業用トラック輸送への

シフトが推進されている．本研究では，判別分析を用いてトラック輸送における荷主の輸送機関選択行

動を分析し，自家用トラック輸送および営業用トラック輸送の選択要因を明らかにする．さらに，判別

分析結果をもとに，自家用トラック輸送から営業用トラック輸送にシフトできる可能性のある輸送量を

算出し，シフトによる排気ガス排出量の削減可能量を検討する． 

 

1．はじめに 

日本における物流では，高度な輸送サービスに

対応できるトラック輸送が大半を占めている．こ

のため，環境問題，道路渋滞やエネルギー問題な

どトラック輸送に起因する問題が深刻化してい

る．これらの問題に対する解決策の一つとして，

トラック輸送から鉄道や海運などの大量輸送機

関に転換するモーダルシフトが推進されている．

しかしながら，モーダルシフトはなかなか進まず，

鉄道・海運の選択比率はここ10年間40%前後に留

まっており，それ以上のシフトは困難な状況とな

っている． 

一方，トラック輸送では，自家用トラック輸送

に比べて営業用トラック輸送が効率的であるこ

とが知られている．このことから，トラック輸送

部門における解決策として，自家用トラック輸送

から営業用トラック輸送へのシフトが推進され

ている．トラック→海運，トラック→鉄道などの

モーダルシフトに比べて，自家用→営業用は比較

的実現性が高いシフトである． 

モーダルシフトや輸送機関選択分析に関して，

数多くの研究が行われている．神崎ら1）は数量化

理論Ⅱ類を用いた都市間物流における輸送機関

選択要因分析を行っている．また，松尾2）3）4）は

全国規模における輸送機関の判別分析とフェリ

ー輸送へのモーダルシフト分析を行っている．し

かし，従来の研究は，トラック，鉄道，海運など

の輸送機関を対象とした輸送機関選択やモーダ

ルシフトが中心であり，自家用トラック・営業用

トラック輸送間の選択に関する分析はほとんど

行われていない． 

本研究では，モーダルシフトの中でも，自家用

トラック輸送から営業用トラック輸送へのシフ

トに注目し，判別分析を用いて自家用・営業用（宅

配便等混載・一車貸切輸送）トラック輸送におけ

る荷主の選択行動を分析し，自家用・営業用トラ

ック輸送の選択要因を明らかにする．さらに，判

別分析の結果をもとに，自家用トラック輸送から

営業用トラック輸送にシフトできる可能性のあ

る輸送量を算出し，シフトによる排気ガス排出量

の削減可能量を検討する． 

 

2．判別分析モデル 

分析対象とする輸送機関は，自家用トラック

（以下，自家用），営業用トラックの一車貸切（以

下，貸切）と宅配便等混載（以下，混載）とする．

これらの輸送機関のうち，自家用・貸切間，自家

用・混載間，貸切・混載間について，それぞれ品

目別の2群判別分析を行うことにする． 

分析の対象品目は8品目とする．また，説明変

数として，発業種ダミー（4業種），届け先区分ダ

ミー（10分類），所要時間，輸送ロット（重量／

件），輸送距離（log値），IC間距離（log値）およ

びIC利用の有無を利用する． 



品目jに対して，次の判別関数を用いる． 

njnjjjjjjj xaxaxaaz ++++= 22110       j∈M （1） 

zj：品目jの判別関数値  M：品目集合 

xij：品目jに対するi番目の説明変数    

aij：品目jに対するi番目の判別関数係数 

aoj：品目jの定数     n：説明変数の数    

 

3．判別分析の結果 

本研究では，第７回全国貨物純流動調査（3日

間調査）データを利用する．分析には自家用・貸

切・混載の各々を代表輸送手段とするデータから

ランダムに選んだデータを使用する．なお，輸送

距離は生活圏（210圏）の中心都市間の道路距離

とする．また，判別はマハラノビスの距離によっ

て行い，説明変数の選択はwilksのラムダを基準

としたステップワイズ法を用いる． 

品目別の構成比（トンベース）が高く，自家用

トラックの分担の割合も高い品目である化学工

業品と金属機械工業品についての結果を示す． 

 

(1)  化学工業品 

化学工業品の判別率を表1，自家用・貸切間の

判別関数係数とF値を表2に，自家用・混載間の結

果を表3に示す． 

化学工業品の判別率は，自家用・貸切間が

76.8％，自家用・混載間が90.8％，混載・貸切間

が81.1％であり，比較的高い判別率が得られたた

め判別モデルは有効であると思われる． 

化学工業品の自家用・貸切間のグループ重心値

は，自家用が-0.771，貸切が0.661である．表2よ

り，貸切が選択される要因は，輸送距離が長い，

所要時間がかかる，ロットが大きい，発業種が倉

庫業である場合などである．また，自家用が選択

される要因は，発業種が卸売業，届け先地が建設

現場である場合である． 

自家用・混載間のグループ重心値は，自家用が 

-1.482，混載が1.318である．表3より，混載が選

択される要因は，輸送距離が長い，所要時間がか 

表1．化学工業品の判別率 

輸送手段 判別率（％） 

M1 M2 全 体 M1 M2 

自家用 

[-0.771] 

貸 切 

[0.661] 

76.8 

(4339) 

78.9 

(2003) 

75.0 

(2336） 

自家用 

[-1.482] 

混 載 

[1.318] 

90.8 

(4256） 

89.8 

(2003） 

91.7 

(2253） 

混 載 

[0.790] 

貸 切

[-0.762] 

81.1 

(4589) 

77.2 

(2253) 

84.8 

(2336) 

上段：判別率 下段：[]内 グループ重心値，()内 データ数 

表2．化学工業品の自家用・貸切の判別関数係数とF値 

 係数 F値 

卸売業 -1.49449 899 

倉庫業 0.61101 539 

工場 0.13984 276 

営業倉庫 0.51971 436 

建設現場 -0.74955 698 

所要時間 0.01209 366 

ロット 0.00159 315 

輸送距離（log） 0.25263 1,081 

定 数 -0.26487 － 

 表3．化学工業品の自家用・混載の判別関数係数とF値 

 係数 F値 

製造業 1.79925 1,755 

卸売業 0.93476 824 

倉庫業 2.59785 2,160 

工場 0.22679 1,022 

問屋店頭 0.67841 1,347 

小売店店頭 0.22471 912 

建設現場 -0.81572 1,571 

個人宅 -0.29585 638 

所要時間 0.04529 2,740 

ロット -0.00239 1,163 

輸送距離(log) 0.30700 4,256 

IC間距離（log） 0.18187 750 

IC利用有無 -0.90109 690 

定 数 -3.23421 － 



かる，発業種が倉庫業や製造業である場合などで

ある．また，自家用が選択される要因は，届け先

地が建設現場である場合などである． 

 

(2)  金属機械工業品 

金属機械工業品の判別率を表4，自家用・貸切

間の判別関数係数とF値を表5に，自家用・混載間

の結果を表6に示す． 

金属機械工業品の判別率は，自家用・貸切間が

74.1％，自家用・混載間が90.0％，混載・貸切間

が78.8％であり，比較的高い判別率が得られたた

め判別モデルは有効であると思われる． 

 

表4．金属機械工業品の判別率 

輸送手段 判別率（％） 

M1 M2 全 体 M1 M2 

自家用 

[-0.755] 

貸 切 

[0.546] 

74.1 

(5618) 

69.6 

(2359) 

77.4 

(3259） 

自家用 

[-1.345] 

混 載 

[0.945] 

90.0 

(5684) 

92.4 

(2359) 

88.2 

(3325） 

混 載 

[0.634] 

貸 切

[-0.647] 

78.8 

(6584) 

77.3 

(3325) 

80.4 

(3259) 

上段：判別率 下段：[]内 グループ重心値，()内 データ数 

表5．金属機械工業品の自家用･貸切の判別関数係数とF値 

 係数 F値 

卸売業 -1.181 891 

倉庫業 0.927 431 

工場 -0.334 645 

営業倉庫 0.484 320 

個人宅 -1.129 282 

その他 0.317 252 

所要時間 0.024 370 

ロット 0.014 515 

輸送距離（log） 0.302 1,338 

IC間距離（log） 0.288 210 

IC利用有無 -1.525 227 

定 数 -0.705 － 

 

自家用と貸切のグループ重心値は，自家用が

-0.755，貸切が0.546である．表5より，貸切が選

択される要因は，輸送距離が長い，ロットが大き

い，発業種が倉庫業，届け先が営業倉庫である場

合などである．自家用が選択される要因は，発業

種が卸売業，届け先が工場である場合などである． 

自家用と混載のグループ重心値は，自家用が

-1.345，混載が0.945である．表6より，混載が選

択される要因は，所要時間がかかる，輸送距離が

長い，発業種が倉庫業である場合である．また，

自家用が選択される要因は，ロットが大きい，発

業種が卸売業である場合などである． 

 

表6．金属機械工業品の自家用･混載の判別関数係数とF値 

 係数 F値 

卸売業 -0.39100 1,396 

倉庫業 0.69537 2,227 

工場 -0.44685 1,187 

自家倉庫 -0.39595 911 

建設現場 -0.70363 1,033 

所要時間 0.06058 3,222 

ロット -0.06018 1,723 

輸送距離(log) 0.35288 4,708 

定 数 -1.56472 － 

 

4．自家用輸送から営業用輸送へのシフト 

トラック輸送に対する判別分析の結果を用い

て，自家用トラック輸送から営業用トラック輸送

へシフトできる輸送量（トンキロ）を算出する．

営業用トラック輸送へのシフトを考えると，現在

自家用で輸送されているものが営業用（貸切・混

載）と判別された場合には，営業用トラックを利

用できる要因を十分に備えていると見られる．そ

のため，その輸送量は自家用から営業用にシフト

できる可能性が高いと考えられる． 

自家用輸送から営業用輸送へシフト可能な品

目別の比率をデータ数およびトンキロベースで

求めた結果を表7に示す．データ数およびトンキ



ロベースで比率が異なっている．これは，現在自

家用であるが営業用と判別されているものは長

距離輸送のものが多いため，トンキロ値が大きく

なり，トンキロベースの比率が高くなるためであ

る． 

自家用から営業用へのシフト可能な輸送量を

全品目について示したものが表8である．現状の

輸送量は17億4149万トンキロであり，このうちの

9.5％の1億6575万トンキロがシフト可能となる． 

自家用トラックに比べて営業用トラックのCO2

排出係数が小さいことから，シフトによってCO2

排出量を削減することが可能である．自家用およ

び営業用トラックのCO2排出係数および台数比率

を表9に示す． 

これらの数値を用いて，自家用から営業用への

シフトによるCO2排出量の変化量を算出し，その結

果を表10に示す．自家用から営業用へのシフトに

よるCO2排出削減量は3,563万トン/年となる． 

 

表7．品目別のシフト可能率（％）      

農産品 林産品 鉱産品 金属機械 

7／43 1／47 7／58 24／48 

化学工業品 軽工業品 雑工業品 特殊品 

14／52 13／75 30／28 5／29 

データ数ベース／トンキロベース 

表8．自家用から営業用へのシフト可能量 

 現状 シフト可能量 シフト後 

自家用 31,597 -16,575 15,022 

混 載 24,801 183 24,984 

貸 切 117,751 16,392 134,143 

合 計 174,149 0 174,149 

単位：万トンキロ/3日間 

表9．CO2排出係数と台数比率 

 CO2排出係数(g/t･km-C) 台数比率(%) 

小型車 普通車 小型車 普通車 

自家用 3,049 372 77.2 23.8 

営業用 819 178 8.7 91.3 

CO2排出係数：2000年，環境白書 台数比率：96年，全日本トラック協会 

表10．シフトによるCO2排出量の変化(万トン/年) 

  現状 シフト後 変化量 

自家用 9,379 4,459 -4,920 

営業用 4,059 5,416 1,357 

合 計 13,438 9,875 -3,563 

 

5．おわりに 

判別分析を用いてトラック輸送における荷主

の輸送機関選択の要因を分析し，自家用トラック

輸送から営業用トラック輸送へのシフトの可能

性を分析した．さらに，自家用トラック輸送から

営業用にシフト可能な輸送量およびCO2排出量の

削減可能量を分析した． 

しかし，現実には，判別分析によって営業用と

判別された自家用トラックの貨物が必ずしも営

業用トラックに単純に転換できるわけではない．

また，すべての輸送において営業用トラック輸送

が自家用トラックに比べて効率的であるとは限

らない．そのような問題は残るものの，本研究で

示した自家用トラック輸送から営業用トラック

輸送へのシフト量やCO2排出量削減量は，環境改善

に対しての一つの指針を与えるものと考える． 
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