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消費者余剰に相当する時空間アクセシビリティ指標の一種の提案とその応用可能性の検討 
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the practical application and calculation of the measure 
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This paper proposes an alternative space-time accessibility measure amounting to consumer surplus and discusses the 
practical application and calculation of the measure. We reexamine an existing space-time accessibility measure 
amounting to consumer surplus, and on the basis of the reexamination, and propose an alternative space-time 
accessibility measure that also amounts to consumer surplus. We show that, unlike the existing measure, the proposed 
measure is consistent with spatial interaction theory. We then indicate that the measure enables us to evaluate whether 
some projects, such as the relocation of facilities, are desirable for overall population in terms of total consumer 
surplus in a reasonable computational time. 
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1. はじめに 

本稿は、消費者余剰に相当する時空間アクセシビリティ

指標の一つを提案するものである。まず、本稿で提案さ

れる指標は、一般的な空間的相互作用に関するモデル・

理論と整合することを示す。次に、このアクセシビリテ

ィ指標は、例えば、施設移転のような事業が考えられて

いるとき、それがある一個人にとって望ましいかどうか

を判断するだけでなく、地域全体という観点から望まし

いかどうかを判断するのに用いうることを示唆する。ま

た、一見、その際には、非常に長い計算時間を伴うと考

えられるが、そのような計算は現実的な計算時間で実行

可能と考えられることを示す。 

 これまでの都市計画研究において、各種施設へのアク

セシビリティに関するさまざまな研究が行われてきた

（例えば、増山 (2007) など）。アクセシビリティは多次

元的であり、その も主だった次元は、地点間の分離の

程度（距離、移動時間）であろう。その他にも、サービ

ス供給を行う施設の魅力度（Dretzner 2006）、施設に対す

る需給バランス（Luo and Wang 2003）などの次元がある。

そうしたアクセシビリティに関わるいくつかの次元のう

ち、 も重要なもののひとつは、人々の時間的制約であ

る。アクセス可能な施設とは、日々の生活の中で許され

る時間的制約の中に存在するものに限られるためである。 

 時空間アクセシビリティの萌芽を探ると、ほぼ半世紀

前（Hägerstrand 1970）までに遡ることができるが、特に

およそ過去20年の間に、時空間アクセシビリティに関す

る研究は活発に行われてきた。さまざまなタイプの時空

間アクセシビリティ指標が提案され（Burns 1979; Horner 

and Downs 2014; Landau et al. 1982; Lenntorp 1976; Miller 

1999; Widener et al. 2013）、実証研究に用いられてきた

（Casas et al. 2009; Kwan 1999; Weber and Kwan 2002）。また、

比較分析によって、それら指標の性質を明らかにする研

究が行われた（Kwan 1998; Neutens, Schwanen, Witlox, and 

De Maeyer 2010）。さらに、時空間アクセシビリティ指標

値の算出に用いうるアルゴリズムが開発され（Kwan and 

Hong 1998; Kwan and Kim 2003; Miller 1991）、各種指標を

実際に利用するためのソフトウェア・ツールなども開発

されてきた（Charleux 2015; Delafontaine et al. 2012; Miller 

and Wu 2000; Neutens, Versichele, and Schwanen 2010）。 

 各種の時空間アクセシビリティ指標のうち、Miller 

(1999) において提案されたものは、特に注目すべきもの

と考えられる。第一に、ロジット・モデルの理論・枠組

みから導出されたものであり、それゆえ、他の指標より

も確固とした理論に基づくと考えられる。第二に、その

値の解釈が明確であると考えられる。具体的には、消費

者余剰の大きさに相当する。 

 本稿では、Miller (1999) の提案について再検討し、代替

的な時空間アクセシビリティ指標を提案する。この指標

は、ロジット・モデルにおける確定効用関数に関する、

より単純かつ一般的な仮定から導かれる。また、提案さ

れる指標は一般的な空間的相互作用に関するモデル・理

論と整合し、したがって、その意味では、Miller (1999) よ

りも望ましい性質を有することを示す。さらに、この指

標がどのように応用されうるか、また、そのときに必要

とされる計算について議論する。 

 

2. 消費者余剰に相当する時空間アクセシビリティ指標

の一種の提案 

今、 Fn 個の施設があるとしよう。これらを

FnFFF ,...,, 21 と表すことにする。施設 mF の魅力度（例
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えば、床面積によって表される）を mW と表す。ある人

が、時刻 1 においてある場所にいなければならず、また

時刻 2 においてもある場所にいなければならないとし

よう。このとき、この人の持つ時間予算 12   をT と表

すことにする。ここでは、
FnFFF ,...,, 21 は、時間帯

 21, の間は、利用可能である（例えば、商業施設であ

れば営業時間である）ものとする。時間予算T 内に、（物

理的に）この人が訪れることの可能な施設の集合を *M
とする。この人が mF において過ごすことができる 大

の時間を mT とする。 mF を訪れるために要する移動コス

トを mc とする。 

ロジット・モデルの枠組みの下で、Miller (1999) は、

次の式で与えられる時空間アクセシビリティ指標 'b を提

案している。 

 

  



*

expexpln
1

Mm
mmm cTWb 




, (1) 

 

ここで、  ,, はパラメータである。具体的には、こ

の指標は以下のようにして導かれる。 

ここで考えている人が訪れるかもしれない施設の集合

（選択肢集合）をM とする。この人が mF を選択する

ことで受ける効用を mU ' とし、 mU '  は確定効用部分と

誤差項に分けられるものとする。両者を、それぞれ mU , 

m と表すことにする。 mMm Um 'maxarg'  によっ

て 'm を定義し、この人は選択肢集合M の中から 'mF を

選ぶものとする。この個人が mF を選ぶ確率を mP とする。

m が（1に等しいスケール・パラメータを持つ）ガンベ

ル分布にしたがうものとすると、よく知られているよう

に、 mP は以下の式によって与えられる（Ben-Akiva and 

Lerman 1985） 

 






Mj
j

m
m U

U
P

exp

exp
, (2) 

 

ここで、式(2)の右辺の分母の自然対数をとったもの

 Mm mUexpln は、いわゆるログサム値であるが、

これを移動コストに係る係数で除したものは消費者余剰

に相当することが知られている（Geurs et al. 2006）。 

ここで、Miller (1999) がどのような確定効用を表す関

数を用いたのか考えてみると、以下の式で与えられる

mU を用いていることになる。 

 

 mmmm cTWU   exp .  (3) 

 

選択肢集合について、
*MM  とすると、ログサム値

は、    


*
expexpln

Mm mmm cTW 
で与えられ

る。 'b は、このログサム値を移動コストの係数 で除し

ているため、消費者余剰を表すこととなる。 

mU が式(3)によって与えられ、
*MM  としたとき、

mP は、以下の式によって与えられる。 
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明らかに、式(4)は一種の距離減衰効果を表しているもの

であり、また、距離減衰効果ということ自体はよく知ら

れた現象である。しかしながら、この効果が、指数関数

を複数回繰り返して用いるような複雑な関数によって表

されるケースは、少なくとも筆者の知る限りでは存在し

ない。 

以上の議論を踏まえ、本稿では、 mU を異なる形で定

義し、そこから、代替的な時空間アクセシビリティ指標

を提案する。まず、以下のように（そして、一般的によ

くそうされるように）パラメータについて線形な形で、

mU  が与えられるものとする。 

 

mmmm cTWU   ln . (5) 

 

また、以下の式によって、（ *M の部分集合）
M を定

義する。 

 

 0ln*,| 
mmm cTWMmmM  . (6) 

 

そして、
 MM と仮定する。つまり、ある人にとっ

て、たとえ時間制約下で（物理的には）到達可能な施設

であっても、そこを利用することで、正の効用がもたら

されない限りは利用しないものと仮定する。以上のよう

に仮定し、以下の式で与えられるb を、時空間アクセシ

ビリティ指標として提案する。 
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ここで、
M の定義から、 M のときに 0b で

あることに注意されたい。このことは、少なくとも一つ

の選択肢を持てば、全く選択肢がないときと比べ、より

多くの消費者余剰を受けることを意味する。 

式(7)で与えられる指標もログサムを移動コストのパラメ

ータで割ったものなので、消費者余剰に相当する。 

式(5)および
 MM を仮定したとき、 mP は、以下

の式によって与えられる。 

 

 
 








Mj
jjj

mmm
m

cTW

cTW
P








exp

exp
. (8) 

 

一般的に、地点間の移動コストは、物理的距離に比例す

るか、あるいは、物理的距離の対数に比例すると考えら

れることが多い。いずれにしても、式(8)は、よく知られ

た空間的相互作用モデル（Fotheringham and O’Kelly 1989）

を表す。 

 

3. 提案指標の応用可能性の検討 

ある地域を対象とし、その内部のすべての人についての

b の合計値が求められるものとしよう。もし、そのよう

な合計値の計算が可能であれば、例えば、施設移転のよ

うな事業が計画されているとき、その従前・従後それぞ

れについて、合計値を求め、比較することで、総消費者

余剰の観点からは、その事業が望ましいかどうか判断で

きる。 

 一見、そのような計算は、非常に長い計算時間を要す

るものとなるように思われるが、必ずしもそうではない。

たとえ、地域内の一人一人の（時刻 1 における）居場所

が非常に高い空間解像度で特定されるようなケースであ

っても、現実的な計算時間で、実行可能な場合がある。

Masuyama (2014) では、ネットワーク空間において、施設

利用者がリンクに沿って連続的に分布しているとき、確

定効用がパラメータに関して線形な場合のログサム値に

基づく指標の一種を、ネットワーク全体に渡って合計す

る計算法を示し、現実的な計算時間で実行可能なことを

示している。より具体的には、ネットワークのノード数

をn としたとき、 )log(O nn で実行可能なことを示して

いる。式(8) によって与えられるb も、そのようなログサ

ムに基づく指標の一種であるから、いくつかの修正は必

要となるが、基本的にはMasuyama (2014)で示された計算

法にしたがって、このときのb の合計値を求めることは

可能である（Masuyama 2016）。なお、具体的にどのよう

な修正が必要になるかを述べるには、比較的長い紙面を

要することになるので、それを示すのは別の機会に譲り

たい。 
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