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１．都市圏の通勤ラッシュ問題の解決のために、

「個室相乗りタクシー」を提案する
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個室相乗りタクシー

●ストレスが少なく、低コストな移動手段
の実現 ➡ 電車通勤の一定部分を代替

●通勤を充実感と幸福感を味わえる空間に

➡ 仕事の満足度や幸福感、生産性を飛躍
的に向上

１）個室機能

２）感染症予防機能

３）コンテンツ視聴機能

４）ネットワーク機能

５）ジム機能

提案
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目標課題

個室相乗りタクシー
●都市圏では、通勤時間が長く、
激しい通勤ラッシュが乗客に苦痛（ストレ
ス)を与えている。

●通勤ストレスは、
仕事とプライベートの満足度を低下させ、
生産性を下げ、幸福度も下げる。



都心の通勤地獄

日本の三大都市圏の電車の平均混雑率
東京圏 ：163% 混雑率180％を超える路線：11路線

(出典)国土交通省/三大都市圏の最混雑区間における
平均混雑率・輸送力・輸送人員の推移（2019年5月に発表）
https://www.mlit.go.jp/tetudo/toshitetu/03_04.html 4

●東京では、混雑度が180％
を超える路線が11存在。

●平均で163％



全国と首都圏の
通勤に対しての感じ方

2015年のリクナビNEXTの調査
（https://next.rikunabi.com/journal/20150410_f1/）
ビジネスパーソン2,315人を対象に『通勤についてのアンケート』実施
（インターネットリサーチ 期間／2015年3月20日～22日）
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●首都圏では、
通勤を苦痛に
感じる人が半
数以上。

●通勤を一番
の苦痛と「感
じる人が約
50％いる。

通勤時間のストレス頻度

●首都圏の通
勤時間は、平
均約50分

●60分以上の
人が42％）

●ストレス度
は、90分以上
で最大

ザイマックス不動産総合研究所『首都圏オフィスワーカー調査2019（2019年6月4日公表）』
通勤時間とストレスに関する質問を設け、オフィスや仕事場が首都圏（1都3県）にある20～69歳

の男女2,009人から有効回答

(出典)通勤ストレスがビジネスパーソンに及ぼす影響
https://www.kokuyo-furniture.co.jp/solution/mana-biz/2020/02/post-410.php



幸福度と通勤時間の関係

幸福度を被説明変数、通勤時間の長さを説明変数と
して、線形回帰モデルの推計を行った。

通勤時間が長くなると、幸福度が下がる

★幸福感が高い人は生産性が37％高い
（NewsPicks Brand Design
https://newspicks.com/news/3283948/body/）

(出典)通勤時間と幸福度の関係－リモートワークの拡大で幸福度は高まるか?
基礎研ＲＥＰＯＲＴ（冊子版）10月号[vol.283] 保険研究部 准主任研究員 岩﨑 敬子

幸
福
度

通勤時間

6(出典)通勤ストレスがビジネスパーソンに及ぼす影響
https://www.kokuyo-furniture.co.jp/solution/mana-biz/2020/02/post-410.php

通勤ストレス別にみる仕事とプライベート満足度

通勤ストレスが高いと、

仕事満足度もプライベー

ト満足度も低くなる。

ザイマックス不動産総合研究所

首都圏オフィスワーカー調査2019

オフィスや仕事場が首都圏

（1都3県）にある20～69歳

の男女2,009人から有効回答

通勤ストレスが減る 幸福度が上がる
仕事満足度が上がり、

生産性が上がる



通勤ラッシュの問題点のまとめ

●都会（東京）では、激しい通勤ラッシュが乗

客に苦痛（ストレス)を与えており、通勤時

間が長い。

●長い通勤時間は、通勤ストレスを増大させ、

●通勤ストレスは、

仕事とプライベートの満足度を低下させ、

生産性を下げ、

幸福度を下げる。

●長い通勤時間の会社は、都心に集中してい

る。
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通勤地獄の解決策

１）時差通勤
２）フレックスワーク
３）週休3日制度

４）テレワーク

５）車両による輸送

通勤時間を減らす案

（コロナ禍で普及）
●普及の度合い？

●通勤ラッシュの緩和の度合い？

通勤の負荷の軽減案

通勤時間を無くす案

●2つの実証例
・相乗り通勤タクシー
・目的を特化した通勤シャトル

・保育園送迎
・車内での仕事環境

（すでに実施）

（実証実験が開始）



４）テレワーク普及率化

●コロナ禍以前より、テレワーカーは10倍に拡大

●テレワークは今後減少し、その後少し持ち直す。

●今後、テレワーカーの増大は
40%程度で飽和するだろう。

(出典)テレワーカーは10倍に拡大も、テレワークは今後減少へ - IDC調査
https://news.mynavi.jp/article/20210511-1886714/
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コロナ禍以後の通勤ラッシュはどうなったか？

●混雑率の緩和

コロナ禍以前は、最大200％程度あった混雑
率が、最大140%に減少した。

●多くの路線で、混雑率120%以上をキープ

●立ちっぱなしの長時間通勤は、依然として、
ストレスが強い。

●都会の通勤ラッシュは、テレワークに
よって低減はしたが、解消はされず、依
然として、ストレスの大きな要因となっ
ている。



５）車両による輸送

オンデマンド相乗り通勤タクシー

東京都内9区、4,000人に対する実証実験 2020年11月2日～11月30日

KDDI株式会社、タクシー会社4社

■3密 (密集、密接、密閉) への対応
・少人数での移動 (非密集)
・ソーシャルディスタンスを意識した座席設定 (非密接)
・常時の換気実施 (非密閉)、送迎後のアルコール消毒
・ドライバーおよび乗客の事前検温、マスク着用
・運転席と客席を仕切る飛沫防止ビニールカーテンの設置

満員電車に比べてストレスの少ない通勤環境

仕事とプライベートの満足度を上げ、
幸福度と生産性を上げる。

(出典)ニューノーマル時代の通勤スタイル相乗りタクシーサービス商用化に向け、規模を3倍に拡大した実証実験を実施
https://news.kddi.com/kddi/business-topic/2020/11/4745.html
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オンデマンド通勤シャトル実証実験
【三菱地所】

「ワーキングパパ・ママ」向け 「ビジネスパーソン」向け

・保育施設の利用者が子ども

と快適に通勤できる空間

・車内での軽食等を販売

・Wi-Fiサービスの提供や膝上

テーブルの設置などにより車内

をオフィススペースとして利用

「目的に応じて、タクシー内部に、

最低限必要な設備を設置する」

に、留まっている。

タクシー内部を、充実感と幸福

感を味わえる空間にすることを

目標として、以下を検討

●現在の技術レベルで

可能な限り充実した設備

●コスト的に妥当な設備

(出典)【三菱地所】オンデマンド通勤シャトル実証実験による「移動時間の変革」の検討
https://www.monet-technologies.com/case/011

・目的を特化した通勤シャトル

・車内での仕事環境・保育園送迎

・タクシー自体には手を加えず、
目的に応じて、最低限必要な設備を設置

現状

我々の目標



提案：個室相乗りタクシー

●ストレスが少なく、コストの安い移動の手段として、

最終的には電車通勤の一定部分を代替すること。

●通勤タクシーを充実感と幸福感を味わえる空間へ

その後の仕事の満足度や幸福感、

さらには生産性を飛躍的に高める

個室相乗りタクシーの機能
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１）個室機能（同乗者からの視線と声（音）を遮る機能）

２）感染症予防機能（感染力増大の新型コロナ変異株等への

十分対応可能な機能)

３）コンテンツ視聴機能（学習・情報収集・リフレッシュ)

多様なコンテンツの大画面視聴機能

４）ネットワーク機能（外部やタクシー内別座席ともつなが

る機能）

５）ジム機能（健康維持・リフレッシュ）運動器具の設置

個室相乗りタクシーの目標



１）個室機能

●横方向には、床と天井にレールを接地した引き戸方式の防音素材の壁を設け、
●前後方向には、防音素材（あるいはアクリル製）の壁を設置し、その表面に透
明なガラス製の液晶パネルを設ける。

１）同乗者からの視覚を遮り、音と空気の流れも、ある程度遮る。

２）前方の壁を各種映像コンテンツのディスプレイとして使用。

３）他人を気にかけず、リラックスして、自らの好む活動に没頭できる。
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●防音素材の機能には限界があるので、防音マスク
によって声を防音することで、同乗者からの視線
と声を遮る。

例：ゲーミング防音マスク「PHASMA Mask」
●多機能フィルターによって、
大声を20dB程度に抑える防音
効果があり、ヘッドセットマ
イクは、マスク内部に組み込
むことができる。
●同乗者や外部との会話は、
マイクを通して行う。

●防音素材＋設置費用 10万円

●ゲーミング防音マスク 1.5×4=6万円

(出典)ゲーミング防音マスク「PHASMA Mask」 https://www.indiegogo.jp/?pid=162073019

防音について

コストについて



２）感染症予防機能
（新型コロナウイルスのエアロゾル感染への対応)
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●強力なウイルス死滅機能のある空気清浄機

を用いる。

例）株式会社 NejiLaw製の「Dr.AiR」

紫外線を繰り返し当てることで、 1回の通

過でウイルスを99.99%死滅可能

空気清浄機について

コストについて

●強力な感染症予防機能

・個室化により、飛沫・空気の行き来をできるだけ遮断。

・個室ごとに、強力な換気機能を設置

●床に換気扇を設置し、車体後部に設置された強力な空気清浄機で処理後、

天井より下方に吹き出す。

個室ごとに、上下に吹き出し口と吸い込み口を設置することにより、

1か所で換気する場合に比べて換気速度の大幅な高速化を見込むことができ

る。

新型コロナウイルスのエアロゾル感染への対応

（エアロゾルは、10秒以内でタクシー車内に拡散する（スパコン富岳によるシミュ

レーション：https://kurukura.jp/car-life/20210118-80.html）)。

(出典) 「空間殺菌のデスクトップ型新技術」「Dr.AiR
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000045839.html

●換気扇設備 約5万円×4=20万円

●空気清浄機 約5万円×4=20万円

配管
下引き換気扇

空気清浄機

天井吹き
出し口

空気の流れ
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https://www.mlit.go.jp/common/001394898.pdf

参考：非常事態宣言解除後もタクシー業界は苦境

https://toyokeizai.net/articles/-/463503

新しい空気清浄機の開発

：1か所で吹き出し・吸い込みを行う



３）コンテンツ視聴機能
（学習・情報収集・リフレッシュ)

正面壁 LEDディスプレイパネル

●透明な正面壁に、LEDディスプレイパネルを設置する。
●消毒済みのVRゴーグル・ヘッドホーンを貸し出す。
●PC・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ台の設置
●ディスプレイに表示するコンテンツとして、
・PC画面
・漫画、アニメ、小説、映画など

PC・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ台
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VRゴーグル

コストについて

●LEDディスプレイパネル 約5万円×4=20万円

●VRゴーグル 約3万円×4=12万円

●ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ台 約3万円×4=12万円

LEDディスプレイパネルへのコンテンツの表示

●例）VRヘッドセット 例 Oculus Quest 2
https://www.gizmodo.jp/2021/07/how-to-work-in-vr-office-using-

oculus-quest-2.html

●コンテンツの視聴

壁に設置されたLEDディスプレイパネルで、様々なコンテンツを視聴した

り、PC作業を実施する。

●乗り物酔いになりやすい人は、VRゴーグルを用いてPC画面を閲覧する。

乗り物酔いに関する研究については次ページで紹介する。



３）コンテンツ視聴機能
（学習・情報収集・リフレッシュ)
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●車内でコンテンツを視聴したりPC作業を行う際に、乗り物酔いに罹りやすい人がいると考えら

れる。できるだけ乗り物酔いに罹らないような運用方法を検討するために、文献調査を行っ

た。

●慶応大学2007年博士論文「生理反応を用いた動揺病の評価に関する研究」中川千鶴著による

と、列車内でのPC使用経験がある114名に対して、乗り物酔いしやすさの自己評価、PC使用

時の乗り物酔い経験の有無およびその状況、不快要因についてアンケートを行った。

・その結果、列車内でのPC作業中に気分が悪くなった経験への質問に、47%が経験があると回答

した。その内訳を、右の棒グラフに示す。

・振動環境で長時間画面を注視する作業が70％を占め、負担が大きく乗り物酔いを誘発しやすい

ことを示した。

・PC作業と読書ではどちらがより気分が悪くなるかを尋ねた結果、より酔いやすい作業として

PC作業(32%)の方が読書(6%) より回答数が非常に多かった。

・この理由は，読書は背もたれで姿勢を保持でき，かつ，手に持った本の振動をある程度制御で

きるが，テーブルでのPC作業では背もたれによる姿勢保持が不十分になりやすく，かつPCが

テーブルの振動の影響を受けるためと思われる．

●以上の知見を踏まえて、 PC作業時に酔いを起こさないようにするためには、テーブルでのPC

作業を避け、読書と同じように、視線に対して見る対象が振動しないようにすればよいと考え

られる。そのために、ここでは、VRゴーグルを用いてPC画面をみるようにするオプションを

追加した。

●VRヘッドセット 例 Oculus Quest 2では、実物のキーボードを画面の中に表示する機能も

あり、ゴーグルの中だけでPCの操作を行うことができる。

PC作業に伴う乗り物酔いの防止法について

(出典)慶応大学2007年博士論文「生理反応を用いた動揺病の評価に関する研究」中川千鶴著
http://iroha.scitech.lib.keio.ac.jp:8080/sigma/handle/10721/2269

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

0 5 10 15 20

画面注視など作業内容に関するもの

使用時間の長さに関するもの

環境（振動に関するもの）に関するもの

体調に関するもの

長時間画面を注視する作業

人数（％）

人数

●VRヘッドセット 例 Oculus Quest 2



４）ネットワーク機能
（隣や外とつながる）

互いに隣の人の顔

PC・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ台

(出典)女性の顔のアイコン | かわいいフリー素材集 いらすとや
https://www.irasutoya.com/2013/10/blog-post_9098.html

(出典)女性の顔のアイコン | かわいいフリー素材集 いらすとや
https://www.irasutoya.com/2013/10/blog-post_6907.html

●LEDディスプレイパネ
ル上で、リモート通信が
可能

１）車内の同乗者との会話

２）車外の人との打合せ

３）リモート飲み会
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コストについて

●ネットワーク機器 2万円



●前方の液晶パネルに表示され
たコンテンツを楽しみなが
ら、運動することが可能。

●コンテンツとしては、
・映画、YouTube動画など
・景色の動画など
例えば、街のバイクからの風
景や、上空のドローンからの
風景等を上映し、回転数にお
合わせて、景色の変化するス
ピードを速める機能を設け
る。

●通勤の時間を、楽しみなが
ら、運動の時間として、習慣
づけることが可能

フィットネスバイク

(出典)楽しく運動しよう！ペダルを漕げば漕ぐほど運賃が割引になるタクシー | PR EDGE
https://predge.jp/91249/

●座席の下に、小型のフィットネスバイクを格納し、
利用時に足元に出して、利用可能にする。

（前方の液晶パネルに、強度、回転スピード、脈拍、呼吸数などを表示。）

５）ジム機能
（健康維持・リフレッシュ）
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コストについて

●フィットネスバイク 1万円×4=4万円



個室相乗りタクシーのコストと実証実験について
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機能

１）個室機能
●防音素材＋設置費用円

●防音マスク

10万
1.5×4=6万円

16万円

２）感染症予防機能
●換気扇設備

●空気清浄機

5万円×4=20万円
5万円×4=20万円

40万円

３）コンテンツ視聴機能

●LEDディスプレイパネル

●VRゴーグル

●ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ台

5万円×4=20万円
3万円×4=12万円
3万円×4=12万円

44万円

４）ネットワーク機能 ●ネットワーク機器 2万円 2万円

５）ジム機能 ●フィットネスバイク 1万円×4=4万円 4万円

追加機能コスト総額 106万円

6人乗りミニバン 約350万円

総額 約450万円

●表に示すように、追加機能コスト総額

は、約100万円である。

●本設備を6人乗りミニバンに付加するこ

とを考えると、総額約450万円となる。

●運用は、相乗り通勤タクシー等の実証

実験に追加する形で実証実験を行い、

ニーズを確認した上で行っていく。



個室相乗りタクシーの運用方法

●個室通勤相乗りタクシーの運用において、１）5つの機能をフル装備したバージョンと、２）簡易型の
バージョン、３）特定目的に対応したバージョンの三つを用意し、それぞれのターゲット利用層を想定
する。

１）フル装備バージョン（ 5つの機能を完備）
・ターゲットとして、長時間の通勤地獄に苦しんできた勤め人を想定する。

２）簡易型バージョン
・ 5つの機能の内、いくつかを組み合わせたバージョンを提供する。
例）１）個室機能、２）感染症予防機能

１）個室機能、３）コンテンツ視聴機能、４）ネットワーク機能 （感染症の状況に応じて）

３）特定目的バージョン
例として、保育園等に子供を預けてから出勤する人向けのバージョン。
乳幼児の世話に対応した設備（チャイルドシートや乳幼児向けの映像コンテンツ、消毒済みおもちゃ等）
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フル装備バージョンのターゲット

フル装備バージョンのメインのターゲットとして、以下のような層を考え
る。

本資料５ページ

都心（23区内）に職場があり、その周辺から

公共交通機関で60分以上かけて通勤している人
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２）簡易型、３）特定目的バージョンのメインターゲットとして、以下な層を考える。

２）都内に職場があり、公共交通機関で30分～60分かけて通勤している人
３）都内に職場があり、公共交通機関で30分以上かけて職場へ、保育園送迎をしながら
通勤している人

東京都の各市区町村における保育所入所待機児童数
（現在の数値）

●東京都の各市区町村における保育所入
所待機児童数を左のグラフに示す。

●市区町村によって、待機児童数は大き
く異なり、0または、ほとんど0の市区
町村も一定数あることがわかる。

●タクシーで送迎と通勤が連続してでき
れば、保育所の選択肢が広がり、待機
児童数削減につながると考えられる。

東京都の保育所数と待機児童数 https://house.goo.ne.jp/chiiki/kurashi/hoikushosu/tokyo.html
21

２）簡易型、３）特定目的バージョンのターゲット



長距離通勤：60分
短中距離通勤：～30分～60分

保育園が職場の
そばでもOK！

保育園の送迎

30分～60分程度ゆったりと、
個室空間を楽しむことが可能

選択可能な保育園の数が
大幅に増大し、待機児童
問題の解消につながる。

出生率の増大へ
女性管理職比率の問題の解消へ 22

実際の運用イメージ（特定目的バージョンの場合）



都市圏における、通勤ラッシュ問題の解決を目指して、以下のことを行った。
●通勤ラッシュ時の通勤者にたいする影響を分析した結果、都会の長い通勤時間は、通勤ストレスを増大させ、その後の仕事とプライベー
トの満足度の低下や、生産性・幸福度の低下をひきおこしていることがわかった。

●その解決のために、従来、充分やられていないタクシー内座席の個室化について検討した。単に通勤が少し楽になるにとどまらず、積極
的に充実した個室空間とすることで、仕事の生産性や幸福感を上げるようなタウシー内の仕様について検討した結果、「個室相乗りタク
シー」の提案を行った。
●これは、次の5つの機能からなる。

１）個室機能、２）感染症予防機能、３）コンテンツ視聴機能、４）ネットワーク機能、５）ジム機能
●それぞれの機能について、コスト的に妥当で、かつ現在得られる最先端の技術や研究成果を反映したデバイスを選定した。

・１）個室機能では、同乗者からの視線と声（音）を遮る機能として、特に防音マスクを導入した

・２）感染症予防機能では、新型コロナ変異株等への対応可能な機能として、個室ごとに強力な換気機能、強力な空気清浄機を導入し

た。

・３）コンテンツ視聴機能では、コンテンツ視聴機能として、PC作業時に酔いを起こさないようにするためのVRゴーグルを導入した。

・４）ネットワーク機能では、外部やタクシー内別座席ともつながる機能として、通信機能を導入した。

・５）ジム機能では、健康維持・リフレッシュのための機能として、小型のフィットネスバイクを導入した。

これらにより、仕事の生産性や幸福感を上げることの可能な、現実的な仕組みを導入することができた。

●本提案のタクシーを実際に運用するために、都心に職場があり、公共交通機関で60分以上かけて通勤している人を対象とした１）フル装
備バージョン、２）簡易型バージョン、及び都内に職場があり、保育園送迎をしながら公共交通機関で通勤している人を対象とした３）特
定目的バージョンの三つを用意した。
１）フル装備バージョンを実際に導入できれば、通勤地獄問題の解消につながるだけでなく、これまで通勤ラッシュの中でストレスを受

け、仕事の生産性や幸福感が下がってしまっていた人たちのストレスを軽減するだけでなく、幸福感を向上させ、仕事の生産性をも向上さ
せ得ることが期待できる。
３）では、保育所数の少ない自治体に住んでいても、選択可能な保育園の数が大幅に増大し、待機児童問題の解消につながり、出生率の

増大への貢献を期待できることを示した。 23
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