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鉄道駅利用者数の時間的、空間的影響分析に関する研究

AStudy on Temporal and Spatial InfluenceAnalysis of the Number of Users of Railway Stations

西村怜*・小林利夫**・西浦定継** 

Rei Nishimura*・Toshio Kobayashi**・Sadatsugu Nishiura** 

In this study, we analyzed the relationship between track-based public transportation and surrounding land use. The 
analytical targets are Keio Line and Keio Sagamihara Line. We calculated characteristic values for each station using 
data on the number of users, surrounding population, accessibility evaluation of the road network, and the area of 
inhabitable land at 16 linked stations for the period including the period of undergrounding Chofu Station. The results 
obtained from the perspective of the relationship between transportation and land use can be summarized as follows: 
1)The number of users is increasing at stations where development is progressing in areas that are frequently accessed
by foot around the station, 2) There are mechanisms by which the sociodemographic characteristics of a particular
regioncanbe influenced byfactorseither inthe region itselfor in relation to the surroundingregion,and3)development
in areas far from stations is unlikely to contribute to an increase in the number of users. 

Keywords: Public transportation, Land use, Population,Accessibility of road network

公共交通、土地利用、人口、道路ネットワークのアクセス性

1． はじめに

1-1 研究の背景

近年、東京等の大都市圏において、多方面からの学業や

就職等による人口増加は見られており、あわせて住居系延

床面積の増加が確認されている。しかし、身近な地域にお

いては、少子高齢化や人口減少により、コミュニティ存続

や空き家・空き地等の諸問題が認識されて久しい状況であ

る。この様な状況を踏まえて、東京を都市構造の観点から

見ると、市街化の拡大と既存市街地の密度の増加等による

ものと整理することが可能であり、具体的には、土地利用

や公共交通機関・通勤通学形態等の変化に現れるのではな

いかと思われる。

そこで、これらに関係する先行研究について整理すると、

交通手段選択行動の意思決定に関する促進・阻害要因につ

いてでは、大友ら（2004）1)は、社会心理学の手法を用いて

社会調査を行い、パーク・アンド・ライド（以下、P＆R）

を普及させるための心理的方略についての検討を行った。

その結果、公共交通選択行動では環境に配慮した利用意識

が促進要因として示され、阻害要因としてコストが示され

たことから、心理的対策として公共交通機関の無料チケッ

トを配布するなどの一時的構造変化法によって態度や習慣

を変容させることが有効であるとしている。小早川ら（2004）
2)は、都心部に向かう道路の混雑を避けるため郊外の駅付近

に車を駐車し、鉄道で都心に移動する P＆R について、都

心部の路外駐車場利用者の利用実態と P&R 転換への意向

調査を実施し、P&R利用者ための受け皿としての駐車スペ

ース創出の可能性を検討した。その結果、乗換えのための

駐車場料金を無料、または低額な料金に設定しない限り、

15 ㎞以上の距離がある場合でないと乗り換えた場合の費

用は自動車で移動した場合より安くならず、移動時間に60

分以上かかり都心部から 15 ㎞以上距離のある地区でない

とP&Rへの転換の可能性が高まらないと結論付けている。

鈴木ら（2012）3)は、LRTを導入した富山市を事例に、LRT

導入による電停周辺の人口や土地利用の変化を分析し、都

市の集約化にどの程度寄与するのを検証した結果、土地利

用については商業関連が増加する傾向がみられ、富山県全

体で地価が下落する傾向の中で LRT 沿線においては減少

に歯止めがかかっていたことを述べている。嚴ら（2017）
4)は、土地利用混合度を空間関係の観点から細分した 3 つ

の指標を導入し、土地利用混合の地価への影響の定量化を

試みた。その結果、東京都区部では住宅、商業、公園の順

で集積度が地価に正の影響を与え、工業への集積度が大き

いほど地価に負の影響を与えることを示していることがわ

かった。澤井ら（2019） 5)は、開発から40年以上経過した

ニュータウンで入居者の高齢化や建物の老朽化が問題とな

っていることをあげ、2014年には都市再生特別措置法が改

正され、都市機能誘導区域と居住誘導区域を定め、長い時

間をかけて都市をコンパクトにしていく「立地適正化計画」

が制度化されたことを踏まえた上で、郊外に立地するこれ

らニュータウンの課題を明らかにするために、住民へのア

ンケート調査を行った。その結果、2 自治体を除いてニュ

ータウンが居住誘導区域内に位置づけられていたほか、高

齢者も自動車に依存している状況が明らかになり、自動車

を手放す世帯を含めた移動手段の確保が求められること、

そして地域へのつながりへの意識に寄与していると考えら

れる地域コミュニティの拠点、交流の場の維持・形成が、

持続性を考える上では最も重要な課題であると結論付けて

いる。円山ら（2001）6)は少子高齢化と人口減少が都市内公

共交通機関に与える影響を試算した結果、千葉都市モノレ

ールの場合、利用者数が長期的に減少を続けることが示さ

れたことを明らかにしている。この結果を受け、都市内公

共交通機関は少子高齢化の進展により利用者減少により経
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表1 京王線の駅の年度別利用客数
（人/日）

府中 東府中
多磨
霊園

西調布 調布
京王

よみうり
ランド

若葉台
京王
永山

京王多摩
センター

2004年 40,975 9,353 5,710 7,663 53,816 5,093 7,288 21,874 39,249
2008年 44,636 9,981 5,934 7,707 57,616 5,518 10,044 21,874 41,608
2012年 42,992 10,096 5,871 7,978 44,479 5,786 11,546 20,693 40,378
2016年 43,721 10,603 6,425 8,501 59,277 6,729 13,274 22,751 43,255

少ない 多い

相模原線京王線

表2 対象駅の選定
府中 東府中 多磨霊園 武蔵野台 飛田給 西調布
調布 布田 国領 柴崎

京王相模原線 京王多摩川
京王よみうり

ランド
若葉台 稲城 京王永山

京王多摩
センター

京王線

営状況の悪化の問題に直面すると予想されることや、日本

全国の人口が減少を続ける時代においては既存市街地への

政策的な人口集中が既存の社会基盤施設の有効利用の観点

からも望ましいと述べている。冨岡ら（2018）7)は、LRTを

東西の軸としたコンパクトシティ形成を目指している宇都

宮市を対象として、LRT開業による公共交通の利便性向上

と自動車交通量の変化が人口分布にどのような影響を与え

るかを分析した。分析の結果、自動車交通の減少から渋滞

が改善し、沿線の人口が増加し、LRTは都市のコンパクト

化において有効な手段になると予測している。

1-2 研究の目的

以上の結果から、本研究では、駅利用者と土地利用の関

係及び小規模な地域ごとの固有の社会的属性に着目し、利

用者数の変化から土地利用及び都市空間要素の特徴が見ら

れるのかどうかを明らかにすることを目的に研究を行った。

2． 研究対象

2-1 研究対象の設定

対象とする路線は、東京都の都心と郊外を連絡し、駅及

び周辺での再整備が進められている京王線の調布駅を中心

とした周辺駅を含めた範囲とした。

なお、京王線調布駅及び周辺駅利用客数は、2008年度に

かけて増加後、立体交差事業による地下線新線への切り替

えが行われた 2012 年度までに減少したケースと一貫して

増加を続けたケースに分けられた。このことから、まず、

調布駅周辺の京王線の駅を対象に利用者数の変化と沿線土

地利用、人口、道路のアクセス性との関連性を考察するこ

ととした。

2-2 使用データ

京王線及び京王相模原線の駅利用客数は、若葉台駅のみ

神奈川県県勢要覧から用いており、他駅は、東京都県政要

覧の駅別乗車人員データを用いた。なお、2000 年度から

2017年度までを参照した。

土地利用は、多摩部土地利用現況調査結果を2002年度、

2007年度、2012年度の計3年分用いた。町丁目データは、

国勢調査2015年小地域（町丁・字等別）を用いた。

表3 可住地土地利用の選定

区分 主用途

官公庁施設

教育文化施設

厚生医療施設

供給処理施設

事務所建築物

専用商業施設

住商併用建物

宿泊・遊興施設

スポーツ・興行施設

独立住宅

集合住宅

専用工場

住居併用工場

倉庫運輸関係施設

工業用地

商業用地

住宅用地

公共用地

人口は、関係する各自治体（稲城市、狛江市、三鷹市、

小金井市、多摩市、町田市、調布市、八王子市、府中市）

の住民基本台帳より町丁目別人口総数を用いた。なお、2002

年度、2007年度、2012年度を参照した。

スペースシンタックス理論の軸線図分析に使用する道路

データは、「コンサベーション GIS コンソーシアムジャパ

ン」（http://cgisj.jp）が作成した「道路中心線 2020」を使用

した。このデータは、国土地理院の「地理院地図Vector（仮

称）提供実験」をもとに道路中心線データのみを都道府県

別に抜き出したものである。

3． 研究手順

小規模な地域ごとの固有の社会的属性に着目し、町丁目

ごとの情報をまとめたデータセットを用いた分析手法を用

いた。まず、各地域の人口や、道路の構成やある隣接する

地域同士が土地利用の変化に影響を及ぼすと考え、道路の

アクセス性についてスペースシンタックス理論による分析

を、また町丁目ごとに隣接する町丁目の土地利用への影響

について BYM モデルを用いて分析する。次に各分析結果

を駅・町丁目ごとにまとめたデータセット・主題図を作成

図2 町丁目データと土地利用データの例(調布駅) 
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し、主題図から駅利用者数変化の違いの要因を考察した。

3-1 スペースシンタックス理論

スペースシンタックス理論（以下 SS 理論）とは、1970

年代からロンドン大学のBillHillier、JulienneHanson が中心

となって提唱された空間構成の分析手法であり、幾何学な

空間や街路の繋がりを数値として捉えることができる理論

である 8)10)。この手法は、室内空間から都市空間まで様々な

規模の空間を分析することが可能であり、分析結果が二次

元の平面に色分けで表示させることが特徴である。建築や

都市空間の使われ方を予測する手法として都市計画に応用

されている。このスペースシンタックス理論の解析手法の

一つとして軸線図分析（Axial Analysis）が存在する。この

分析方法は、グラフ理論を応用し、解析過程からAxialLine

（AL）をノード（頂点）として用いて解析する手法である。

このノードからMean Depth（MD）という指標を算出し、

これを用いてスペースシンタックス理論の解析を行う。な

お、実際に求めるのは MD を 0~1 の範囲で標準化した

Relative Asymmetry Value（RA）を相対化したReal Relative 

Asymmetry（RRA）の逆数である Integration Value（IV 値）

である。

3-2 BYMモデル

BYMモデル（Besag-York-MollieModel）とは、空間的自

己相関を組み入れたベイズ確率統計モデルである。このモ

デルは、目的変数がある確率分布に従うと仮定し、そのパ

ラメータに線形拡張子を設定し、その係数を推計する。本

研究では、確率分布としてポアソン分布を使い、パラメー

タに自己相関を組み込んでいる。計算される値は、各々の

町丁目が隣接する町丁目からどの程度の影響を受けて、対

象とする事象が発生するかが算出される。その計算に用い

る数値計算方法は、 INLA (Integrated Nested Laplace 

Approximation)である 11)。式を以下に示す。

𝑦𝑖~𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝜆𝑖) (1) 

𝜆𝑖 = 𝐸𝑖𝜌𝑖 (2) 

log(𝜌𝑖) = 𝜂𝑖 (3) 

𝜂𝑖 = 𝑏0 + 𝑢𝑖 + 𝑣𝑖 (4) 

log(𝜌𝑖) = 𝑏0 + 𝑢𝑖 + 𝑣𝑖 (5) 

𝑦𝑖 ：実測値 𝜆𝑖 ：期待値 𝐸𝑖：予測値 𝜌𝑖：発生確率

発生確率𝜌iは切片𝑏0と2つのランダム効果𝑢i,𝑣iで構成される。𝑢iは

空間的に構造化されたランダム効果、 𝑣iは空間的に独立したラン

ダム効果を指す。影響を受けたかどうかを判断する指標には𝑢i（u

値）と𝑣𝑖（v値）を用いる。

4． 作業方法

4-1 京王線駅周辺土地利用の抽出

京王線の駅を対象として、2002年度、2007年度、2012年

度の各駅周辺の土地利用データをそれぞれ抽出する。対象

駅は、都内に立地している駅を対象として、京王線府中駅

から柴崎駅までの 10 駅と相模原線の京王多摩川駅から多

図3 可住地面積のヒストグラム（調布駅2012年度）

摩センター駅までの6駅の計16駅とした。対象範囲は、京

王線の駅は、駅を中心に東西方向各1km、南北方向は多摩

川川岸から東八道路までとし、京王相模原線は、駅間の中

間を境界と定め、駅周辺の可住地を抽出した。次に各駅の

町丁目別の可住地面積と人口を集計した。年次比較として、

2002 年度から 2007 年度、2007 年度から 2012 年度、及び

2002 年度から 2012 年度にかけての変化量を算出した。な

お、用いた可住地は、全土地利用から居住に適さない原野、

公園、運動場等、採草放牧地、樹園地、森林、水面・河川・

水路、鉄道・港湾等、田、畑、道路、農林漁業施設、未利

用地等を除外したものである。

4-2 スペースシンタックス分析

土地利用の抽出の用いた駅周辺の範囲データを用いて道

路中心線 2020 の道路データを抽出し、CAD「depth map」

や QGIS2.0 を用いてスペースシンタックス分析を行った。

この中で、アクセス性について、自動車と徒歩の2通りの

交通手段に特化した分析を行い、道路ごとのアクセス性を

数値化（IV 値）し、町丁目ごとに内部道路の IV 値を抽出

図4 町丁目別のIV値を視覚化した例（調布駅周辺）
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表4 データセットの一部

FID Shape * 駅名 市名 町丁目名 駅名町丁目名 面積(㎡)
2002年度可住地

面積(㎡)

2007年度可住地

面積(㎡)

2012年度可住地

面積(㎡)

可住地面積変化

2002~ 2007(㎡)

可住地面積変化

2007~ 2012(㎡)

可住地面積変化

2002~ 2012(㎡)

2002年度

人口(人)

2007年度

人口(人)

2012年度

人口(人)

0 ポリゴン 稲城 稲城市 押立 稲城稲城市押立 285083 120881 124038 130153 3157 6115 9272 1731 1719 1852

1 ポリゴン 稲城 稲城市 向陽台一丁目稲城稲城市向陽台一丁目69885 27846 28475 30026 629 1551 2180 445 427 415

2 ポリゴン 稲城 稲城市 向陽台五丁目稲城稲城市向陽台五丁目76306 50609 50598 53078 -11 2480 2469 1830 1570 1602

3 ポリゴン 稲城 稲城市 向陽台三丁目稲城稲城市向陽台三丁目160687 117484 118354 118375 870 21 891 649 609 557

4 ポリゴン 稲城 稲城市 向陽台四丁目稲城稲城市向陽台四丁目262116 58229 66992 68137 8763 1145 9908 2776 2585 2525

5 ポリゴン 稲城 稲城市 向陽台二丁目稲城稲城市向陽台二丁目71729 7581 8878 40344 1297 31466 32763 259 249 640

6 ポリゴン 稲城 稲城市 向陽台六丁目稲城稲城市向陽台六丁目253145 95695 144377 152626 48682 8249 56931 2021 3767 3796

7 ポリゴン 稲城 稲城市 坂浜 稲城稲城市坂浜 503571 1287 179240 185156 177953 5916 183869 226 1419 1494

8 ポリゴン 稲城 稲城市 大丸 稲城稲城市大丸 1024576 546193 550654 527047 4461 -23607 -19146 8361 8345 8495

9 ポリゴン 稲城 稲城市 長峰一丁目稲城稲城市長峰一丁目214709 19039 18917 38463 -122 19546 19424 0 0 230

10 ポリゴン 稲城 稲城市 長峰三丁目稲城稲城市長峰三丁目66033 11416 24368 24371 12952 3 12955 398 783 739

11 ポリゴン 稲城 稲城市 長峰二丁目稲城稲城市長峰二丁目27057 17437 13787 13303 -3650 -484 -4134 203 183 162

12 ポリゴン 稲城 稲城市 東長沼 稲城稲城市東長沼1332507 664103 677180 682787 13077 5607 18684 10346 10795 11032

13 ポリゴン 稲城 稲城市 百村 稲城稲城市百村 996643 287011 304417 322282 17406 17865 35271 3687 4103 4429

14 ポリゴン 稲城 稲城市 矢野口 稲城稲城市矢野口119455 36060 37447 38050 1387 603 1990 521 600 701

15 ポリゴン 永山 多摩市 愛宕一丁目永山多摩市愛宕一丁目58890 26465 26226 26230 -239 4 -235 265 261 249

16 ポリゴン 永山 多摩市 愛宕三丁目永山多摩市愛宕三丁目16577 4202 2831 2872 -1371 41 -1330 120 99 100

17 ポリゴン 永山 多摩市 愛宕二丁目永山多摩市愛宕二丁目150631 45393 44840 45141 -553 301 -252 1195 1075 1007

18 ポリゴン 永山 多摩市 永山一丁目永山多摩市永山一丁目192220 111037 113512 101783 2475 -11729 -9254 1456 1865 1948

19 ポリゴン 永山 多摩市 永山五丁目永山多摩市永山五丁目318872 205637 218587 218722 12950 135 13085 2288 2207 2121

20 ポリゴン 永山 多摩市 永山三丁目永山多摩市永山三丁目295163 155302 151916 151634 -3386 -282 -3668 3928 3983 3876

21 ポリゴン 永山 多摩市 永山四丁目永山多摩市永山四丁目262511 159970 158802 158054 -1168 -748 -1916 4619 3950 3723

22 ポリゴン 永山 多摩市 永山七丁目永山多摩市永山七丁目190661 80847 82431 80466 1584 -1965 -381 3 0 0

23 ポリゴン 永山 多摩市 永山二丁目永山多摩市永山二丁目323706 171862 170676 167326 -1186 -3350 -4536 2919 2849 2815

24 ポリゴン 永山 多摩市 永山六丁目永山多摩市永山六丁目217150 141512 146070 143155 4558 -2915 1643 1122 1254 1242

25 ポリゴン 永山 多摩市 貝取 永山多摩市貝取 100843 60065 56780 55012 -3285 -1768 -5053 724 913 1028

26 ポリゴン 永山 多摩市 貝取一丁目永山多摩市貝取一丁目313366 135429 139506 139995 4077 489 4566 1869 1830 1818

27 ポリゴン 永山 多摩市 貝取五丁目永山多摩市貝取五丁目37426 1203 1257 1257 54 0 54 43 39 37

28 ポリゴン 永山 多摩市 貝取三丁目永山多摩市貝取三丁目145431 52917 49096 59382 -3821 10286 6465 1438 1280 1211

29 ポリゴン 永山 多摩市 貝取四丁目永山多摩市貝取四丁目13935 3340 6040 6043 2700 3 2703 83 122 125

30 ポリゴン 永山 多摩市 貝取二丁目永山多摩市貝取二丁目224566 107471 109006 112472 1535 3466 5001 3258 3006 2952

し平均値を求めた。

4-3 BYMモデルによる分析

国勢調査2015年小地域（町丁・字等別）のデータを駅周

辺データで抽出したものを用いて、町丁目が可住地面積及

び可住地面積の変化において隣接する町丁目からどの程度

影響を受けるかについて BYM モデルを作成した。使用し

たソフトウェアは、Rを用いている。その際、目的変数は、

整数である必要があることに加え、可住地面積変化量は、

元の値が非常に大きいため、偏差値に変換したものを用い

た。次に、可住地面積の偏差値データのヒストグラムを確

認した結果、ポアソン分布に従っていることを確認したた

め、BLMモデルによる分析を行い、町丁目ごとのu値とv

値を求めた。一方で、可住地面積の変化量の偏差値データ

では、計算が成功しなかったため、分析対象からは除外す

ることとした。

4-4 町丁目ごとのデータセットの作成

これまでの集計から、駅別・町丁目ごとの可住地面積と

u 値と v 値及び年度間の変化量、人口の年度間の変化量、

IV 値のデータを各駅の町丁目ごとに結合しデータセット

を作成した。

4-5 駅ごとの主題図の作成

GIS を用いて駅ごとに各要素の主題図を 18 種類、全 16

駅分の計288枚作成し、主題図を比較しながら考察を行っ

た。

5． 結果

5-1 利用者数と可住地面積

京王線沿線の場合、駅から離れた多摩川沿いの町丁目に

おいて可住地面積の増加が多く見られる場所があり、駅の

利用者数が2004年から2008年度まで急激に増加していた。

相模原線沿線の場合、駅周辺を中心にほぼ全域で可住地

面積が増加した駅は、駅利用者数が減少することなく増加

を続けたのに対して、駅周辺の一部や駅から離れた町丁目

で可住地面積の減少が見られた駅では、駅利用者数が2010

年度から 2012 年度にかけて減少する傾向が見られた。そ

れらの駅から離れた町丁目においては、高度経済成長期に

開発・建設された団地が多く存在している特徴が見られた。

5-2 利用者数と IV値

京王線沿線では、駅周辺で徒歩の IV 値が高い地域が存

在する場合、その町丁目に多くの他の町丁目が接すること

によって利用数の増加につながると考えられる。これは、

図５ 西調布駅周辺の徒歩の IV値、可住地面積変化と人口変化（2002~2012）の主題図
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  図６ 多摩センター駅周辺の徒歩のIV値、可住地面積変化と人口変化（2002~2012）の主題図

IV値が高い地域で、既に開発の余地がない一方で、隣接す

る町丁目で大規模な宅地開発が行われる可能性が存在する

ためであると考えられる。

相模原線沿線では、徒歩のアクセス性の高い駅に直結し

ている道が広範囲に広がることが、利用者数の増加に関係

していると考えられる。これは、アクセス性の高い道が駅

とつながっていない場合、利用者数の増加に影響を与えな

いことを示唆する結果が得られたためである。

5-3 利用者数と人口

京王線沿線では、一貫して駅の利用者数が増加したケー

スとして、駅から離れた多摩川川岸や東八道路方面で人口

が急増した町丁目が存在しており、大規模な宅地開発によ

って大量に人口が流入し、最寄り駅の利用者数が急増した

と考えられる。なお、2012年度付近で利用者数が減少した

駅では、この様な町丁目は確認されなかった。

相模原線沿線では、駅周辺の全域において人口増加を続

けた駅で、利用者数も増加を続けている。一方で、高度経

済成長期に開発された団地が存在している駅では、調布駅

の地下化が行われた 2012 年度前後で駅の利用者数の減少

がみられた。これらは、駅から離れた地域を中心に人口が

減少しており、この影響により駅利用者数の減少になった

と考えられる。

5-4 可住地面積と IV値

京王線沿線では、駅周辺の徒歩のアクセス性が高い町丁

目において、可住地面積が増加したケースと、直接増加し

なかったものの隣接する町丁目で拡大したケースが存在し

た。徒歩でのアクセス性が良い地域で可住地の拡大が進み、

開発が飽和状態になると近隣の地域で開発が進行したこと

を示唆する結果であると考えられる。

相模原線沿線では、駅周辺部は IV値が高く、可住地面積

も拡大する傾向がみられた。一方で駅から離れた場所で、

高度経済成長期に開発された団地がある場所では、徒歩の

アクセス性が良い箇所が見られたものの可住地面積は減少

する傾向にあった。また、近年、未開発状態だった場所で

は、戸建て住宅の建設が進められ、その町丁目では、可住

地面積の増加量と徒歩のアクセス性共に高い値を示してい

ることがわかった。

5-5 可住地面積と人口

京王線沿線では、駅から離れた地域で可住地面積と人口

が同時に増加した町丁目が多く見られた。これらの地域で

は、宅地開発が各所で行われ、それに合わせて人口が流入

したものであると考えられる。一方で、駅周辺の地域では、

可住地面積が減少したが人口が増加した町丁目、逆に可住

地面積が拡大したのに対して人口が減少した町丁目が確認

された。前者は、住居の高中層化が進み、後者では人口密

度が減少し空洞化が進行したと考えられる。

相模原線沿線では、駅周辺の可住地面積の増加に合わせ

て人口も増加傾向にあるのに対して、高度経済成長期に開

発され、駅から離れている場所では、可住地面積及び人口

がともに減少傾向にあることが分かった。また、比較的離

れた場所で開発が進み、近年戸建てが多く建設された箇所

では可住地面積が大きく増大したのに対して、町丁目の人

口の総数は減少していることがわかった。

5-6 人口と IV値

京王線沿線では、IV値が高い町丁目と人口が増加した町

丁目が一致しないケースが散見された。また、IV値が高い

町丁目に接する IV 値が低い地域で人口が急増した例も見

られた。これは IV 値が高い町丁目内での開発の余地がな

いために、近隣の地域が開発されたことによる影響である

と考えられる。この場合、開発にあたってアクセス性は考

慮されていない可能性が高いと考えられる。

相模原線沿線では、駅周辺の町丁目の IV値が高く、人口

の増加が多い傾向にある。これに対して、駅から離れた地

域では、IV値が比較的高い地域でも人口の減少に歯止めが
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かからないケースが多く見られた。アクセス性が良いにも [参考文献] 

かかわらず駅周辺の地域とは異なる変化が起きた原因とし

て、住民の高齢化が背景にあると考えられる。例として、

加齢による体力の低下を要因とする外出頻度の減少等によ

って、スペースシンタックス理論による分析で得られたア

クセス性の良さと住民の実際の移動のしやすさに乖離が生

じていると考えられる。このことから、人口データとして

年齢階層別及び町丁目別に分けられた人口データを用いて

町丁目ごとに年齢階層別の人口の増減を調査し、高齢者人

口の増加幅からこの考えを裏付ける必要があると考える。

6． まとめ

6-1 開発による可住地面積と人口

駅に直結しかつ徒歩でのアクセス性が良い道路を抱える

町丁目は、開発の余地がある場合において、可住地面積と

人口が増加する傾向がある。しかし、開発の余地がない場

合には、その町丁目内の可住地面積や人口が維持・減少す

ることが考えられるが、近接する周囲の町丁目の開発を促

進し、可住地面積と人口を増加させる傾向が確認できた。

その際、その開発される規模に応じて、駅の利用客数が変

動していると考えられる。

6-2 BYMモデルを用いた視覚的な分析

BYM モデルの u 値と v 値はそれ自身によって決定的な

結果がもたらされるものではない。u 値が高ければ周辺と

の関連性、v 値が高ければその地域内で完結した何らかの

要因によって、値が影響を受けるメカニズムが存在するこ

とを意味している。BYMモデルは、GISと組み合わせるこ

とで、視覚化による踏み込んだ分析が可能であることがわ

かった。

6-3 アクセス性と道路

多摩センター駅周辺において、駅から離れていても道路

のアクセス性が良い場所であっても、人口が減少している

町丁目が確認された。それは、駅に直接連絡する道路が乏

しいためであると考えられる。

また、同時に駅から離れすぎると徒歩でのアクセスより、

自家用車等の端末交通機関へと変化するが、加齢にともな

う移動交通手段の変化により、バス・タクシー等に変化と

することが想定される。そのため、日常の買い回りや通院

等においての交通弱者軽減のため、バス等の運行本数や経

路等のサービスの見直しが必要になる可能性がある。

6-4 階層別人口データを用いた分析の必要性

一部の町丁目では、駅利用者数や人口の減少の原因とし

て住民の高齢化による生活様式の変化が背景にあると考え

られたため、今後の課題として年齢階層別の人口データを

用いて各町丁目の階層別の人口の変化や各階層が人口全体

に占める割合の変化を調べ土地利用や駅利用者数などの各

要素との関連を分析する必要がある。
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