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人口減少に伴い施設数が減少しており，特に地方都市ではその傾向が顕著である．そこで拠点に施設を

集約しつつ，市町村を超えた拠点間で連携することで生活サービス水準を確保することが望まれている．

拠点を維持するためには利用されることが重要であるが，拠点の利用実態は明らかになっていない．本研

究は市町村内及び市町村を超えた広域の移動に着目し，拠点及び拠点間の利用実態を明らかにすることを

目的とする．宇都宮都市圏を対象に分析した結果，1)全トリップの内，到着地が拠点の割合が約36.0%で

あること，2)拠点間移動の割合は約6.6%であること，3)買い物目的で2回以上の拠点間移動をする可能性

は低いことがわかった．以上から現状の拠点とネットワークでは，拠点間連携を移動の観点からみると実

際には多く移動されていないことが示唆された． 
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1. はじめに 

 

人口減少に伴い，都市サービス施設の撤退といった問

題が生じている．都市計画分野では都市サービス施設を

拠点に集約したコンパクトシティを目指すことで一定の

サービス水準を確保していくことを目指している．しか

し，今後はより一層の人口減少が進むことから，全ての

拠点で一定水準以上の都市サービス施設を確保していく

ことは困難となることが懸念されている1)． 

そのため，拠点を維持するために利用される拠点を目

指すこと，その上で不足する都市機能は他拠点とネット

ワークでつながることにより補完すること1)などが方策

として考えられる．これまでも郊外部に住む人が高次都

市機能を望む際には，郊外部にある最寄りの拠点ではな

く都市の中心部の拠点に移動するなど，最寄り拠点以外

も利用されてきた．しかし今後は施設撤退に伴い，最寄

り拠点以外への移動の必要が迫られることが多くなるこ

とが予想される．特に地方都市では人口減少が著しいこ

とから，一つの市町村内だけで一定水準の都市サービス

施設を確保していくことが困難になることが予想されて

おり，複数の市町村をネットワークでつなぎ，連携する

ことで一定規模の人口，利用可能な都市サービス施設を

確保することの必要性が挙げられている1)． 

しかし，現状どの程度拠点が利用されているのか，そ

の際に拠点間移動により利用されている者の割合等は明

らかになっていない．今後，拠点利用や拠点間移動を促

す可能性も踏まえると，拠点へ移動および拠点間移動し

ている個人の属性や移動目的等を把握することが重要で

あると考える．その際には，自拠点だけでは一定水準以

上の都市サービス施設を確保できない比較的施設数が少

ない拠点ほど他拠点との補完が考えられることを踏まえ，

拠点における都市サービス施設の集積度合についても把

握する必要がある． 

以上のことから本研究は，拠点へのトリップ及び拠点

間トリップの数とその特徴，拠点における施設の集積数

の把握を通じて，拠点間における連携実態を明らかにす

ることを目的とする． 
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2. 研究の位置付け 

 

(1) 既存研究の整理 

 コンパクトシティ研究の中で，拠点における都市サー

ビス施設の集約に関する研究として，柿本・吉田2)はコ

ンパクト化の指標を土地利用や社会基盤施設に関する指

標から提案している．肥後ら3)は拠点における施設の集

積状況を分析し，市町村による拠点設定数の過剰性を指

摘している．また，ネットワークに関しても多くの研究

が存在し，赤星ら4)は低頻度な公共交通を有する地域の

移動利便性を評価する方法として運行ダイヤを用いた時

空間ネットワークを提案している． 

近年は，コンパクト+ネットワークに関する研究も行

われている．道路ネットワークの観点からの研究として，

後藤・中村5)は拠点間道路を階層的に設定することの重

要性を示している．山根ら6)は小さな拠点の選定数と小

さな拠点後背圏の道路ネットワークの整備状況との関係

を明らかにしている．海外でも土地利用と合わせたネッ

トワークの評価方法を提案しているものが存在する7)．  

しかし，拠点間における都市機能の補完に関する研究

は少ない．小澤ら8)は，一般拠点と上位拠点の間の運行

頻度と一般拠点の商業・医療施設の立地状況の関係性を

明らかにしている．筆者ら9)は市町村内の拠点間公共交

通の利便性を公共交通の運行頻度と移動時間を加味した

指標から評価している．亘ら10)は拠点間の補完性につい

て，商業集積が大きい拠点ほど拠点へのトリップ数が増

加することを明らかにしている．しかし，いずれも市町

村内に限定した分析である．また，都市機能を補完して

いく際には拠点間移動を促進していくことが考えられる

が，拠点間移動の際の交通手段や着目的，拠点間移動を

している個人属性(性・年齢や職業，自動車の保有状況

等)は明らかになっていない． 

また，拠点を維持するためには拠点間移動を始めとす

る拠点利用を促進していくことが考えられるが，公共交

通の有用性は明らかになっているものの，どういった都

市機能を有する拠点が利用されているのか把握されてい

ない． 

 そこで本研究は，市町村域を超えた広域で，拠点への

トリップ及び拠点間トリップの数とその特徴の拠点間移

動実態等を把握することを通じて，拠点間における連携

実態を明らかにすることを目的とする． 

 

(2) 研究の特長 

既存研究と比較して本研究は以下の特長を有する． 

1) 拠点及び拠点間の利用実態を初めて明らかにし，今

後の利用される拠点について言及した新規性・有用

性を有する． 

2) 市町村間連携の必要性が高まっている現在において，

市町村を超えた広域的な観点から，市町村計画で安

易に記述されることの多い拠点間連携の実態を明ら

かにした適時性・新規性を有する．  

3) サンプル数及び回収率の高いトリップ調査の町丁目

データを用いた信頼性の高い研究である． 

 

 

3. 分析概要 

 

(1) 本研究の対象地 

本研究では，拠点間移動の実態を把握するためにパー

ソントリップ調査を利用する．対象地としては，市町村

域を超えるコンパクト+ネットワークの必要性が高まっ

ている背景から，複数市町村単位でコンパクト+ネット

ワークを掲げている都道府県が望ましい．国土のグラン

ドデザイン2050や立地適正化計画等においてコンパクト

+ネットワークが掲げられた2014年から現在まで都道府

県全体の計画でコンパクト+ネットワークを1ページ以上

の文章量でかつ図を用いて掲げている都道府県のうち，

地方圏に位置するのは栃木県や香川県等がある．この内，

立地適正化計画や市町村MPを十分に確保できた栃木県

を対象とした．加えて，栃木県は関東平野に位置してお

り，他市町村へ移動する際に地形的制約が比較的少ない

ことも対象とした理由である． 

 

(2) 拠点設定及び対象拠点間 

地方分権の影響により市町村が主体となって都市計画

が進められていることを踏まえ，市町村の都市計画マス

タープラン(以下，市町村MP)から拠点設定をした肥後

ら3)の方法を参考にして対象拠点を設定する．なお，市

町村MPを基にした立地適正化計画が近年策定されてい

ることを踏まえ，肥後らが対象にしていた市町村MPに

加え，立地適正化計画も対象として拠点設定をした．具

体的には，立地適正化計画にて生活の中心と位置付けら

れている拠点を対象とし，立地適正化計画が策定されて

いない市町村は市町村MPにて生活の中心と位置付けら

れている拠点を対象とした． 

拠点範囲についても肥後ら3)を参考に，拠点の中心(鉄

道駅を基準とし，鉄道駅がない場合は立地適正化計画等

の記述から判断して設定．多くの場合は支所)から半径

800m以内に含まれる町丁目の面積が50%以上の場合は町

丁目全域，25～50%の場合はその割合に応じて町丁目を

按分した範囲を対象とした．なお，徒歩10分圏にあたる

半径800mと一律の基準を設けたのは，拠点に訪れた際

に拠点の中心から移動可能な範囲にどの程度施設集積し

ているか，また拠点へのトリップがどの程度存在するの

かを把握するためである．ただし，宇都宮市の中心部に

あたる拠点については800m圏より広い範囲に施設が立
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地しているため，800m圏ではなく立地適正化計画で定

められている都市機能誘導区域を拠点範囲とした．なお，

都市機能誘導区域内にJR宇都宮駅と東武宇都宮駅(両駅

の距離は約1.6km)という拠点の中心たりうる駅が離れた

位置に存在する．JR宇都宮駅は他市町村を結ぶ広域的な

交流を促進する役割が強いのに対し，東武宇都宮駅周辺

は中心市街地を有し，まちの賑わいの場である11)．そこ

で特徴の異なる両駅の中間(両駅から約800m)にあたる

道路で都市機能誘導区域を東西に分割し，別の拠点とし

て分析対象とした．  

拠点間については，乗り換えずに1つの公共交通で移

動可能な拠点間を対象とする．これは地方都市において，

比較的公共交通が低頻度であり，乗換が比較的不便であ

る可能性が指摘されている4)ためである．また，対象と

する市町村間については隣接市町村までとする． 

 

(3) 拠点における都市サービス施設の集積数 

本研究は都市サービス施設に着目し，拠点における集

積度合を分析する．都市サービス施設(以下，施設)につ

いては既存研究3)に倣い，経済センサス-基礎調査の事業

所のうち，日本標準産業分類における大分類(19カテゴ

リ)からA農業, 林業及びB漁業を除く17カテゴリ(表-1)を

対象とする．集積数は前節で述べた拠点範囲における施

設数を算出することで拠点における施設数を把握する．

なお，足りない機能を補完するという観点からは詳細な

施設の種類の把握が必要となるが，厳密に考慮すると施

設の種類や規模は非常に多岐にわたる．そこで本研究で

は施設数が多いほど施設種類も多いという仮定のもと，

施設数の観点から分析を行う． 

 

(4) 使用するパーソントリップ調査 

栃木県を対象に実施したパーソントリップ調査として

は，宇都宮市が実施した県央広域都市圏生活行動実態調

査(2014年)がある．本研究ではこの調査データを利用す

る．具体的な調査概要については表-2に示す．この調査

の対象圏域を図-1に示す．本研究ではこの14市町の内，

2018年4月時点で立地適正化計画いずれも市町村MPを公

表しておらず，また総合計画にて補填不可能であった市

貝町を除く13市町を対象とする．これら市町村は新幹線 

 

表-1 日本標準産業分類(大分類)  

A 農業，林業 K 不動産業，物品賃貸業
B 漁業 L 学術研究，専門・技術サービス業
C 鉱業，採石業，砂利採取業 M 宿泊業，飲食サービス業
D 建設業 N 生活関連サービス業，娯楽業
E 製造業 O 教育，学習支援業
F 電気・ガス・熱供給・水道業 P 医療，福祉
G 情報通信業 Q 複合サービス事業
H 運輸業，郵便業 R サービス業(他に分類されないもの)
I 卸売業，小売業 S 公務(他に分類されるものを除く)
J 金融業，保険業 ※A,Bは分析対象外

産業分類項目名

 

駅を有する都市部から鉄道駅を有さない中山間地域や農

村地域まで多様な地域を含んでおり，広域的な拠点間移

動の特徴を把握することが可能である．なお，この調査

データは調査圏域の外縁部でも町丁目別にサンプル数が

確保されており，精度の高い分析が可能である． 

調査の結果，外出しているトリップの総数は2,378,473

トリップ(拡大係数による拡大後)で，本研究では分析対

象圏域内における2,066,491トリップを対象に分析を行う．

なお，通勤による業務系施設や私的目的による買い物施

設など様々な施設を対象とした拠点間移動を把握するた

めに全目的のトリップを扱う． 

 

 

4.  拠点間移動の実態 

 

(1) 拠点間移動の割合 

まず，実際にどの程度拠点間移動されているか把握を

行った．その際には発着地(OD)を拠点内・外に分けて

把握した．その結果を表-3に示す．この結果から，全ト

リップの内，拠点が到着地になっている割合が約36.0%，

拠点間移動の割合は約6.6%であることがわかった．なお，

拠点間移動の内，約7割が市町村内の拠点間移動，約3割

が市町村を超えた拠点間移動である． 

 

表-2 県央広域都市圏生活行動実態調査の概要12) 

調査日
2014年5月20日(火)～22日(木)，27日(火)～29日(木)，
　　　　 6月3日(火)～5日(木)，のいずれか1日

調査圏域
14市町(宇都宮市，鹿沼市，日光市内の旧今市地域，
真岡市，さくら市，那須烏山市，下野市，上三川町，
益子町，茂木町，市貝町，芳賀町，壬生町，高根沢町)

対象
調査圏域に住む約42万世帯から無作為に抽出した約
12万世帯

回収結果 約3万4,000世帯から調査票を回収（回収率：約28.3%）

内容
個人属性(性,年齢,居住地,職業,等)，トリップ(町丁目別
OD,着目的,交通手段,所要時間,等)，など  

 

宇都宮市
鹿沼市

(今市地区)

日光市

那須塩原市

那須町

塩谷町 矢板市

大田原市

那珂川町

さくら市

足利市

佐野市
栃木市

小山市

野木町

壬生町

高根沢町

那須烏山市

茂木町

市貝町
芳賀町

益子町

真岡市
上三川町

下野市

 
図-1 栃木県におけるPT調査の対象圏域 
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(2) 拠点間移動量と施設数の関係 

 比較的施設数の少ない拠点は，比較的施設数の多い拠

点へ移動することで，享受できる施設数を確保すること

が考えられる．そこで，実際に施設数が比較的少ない拠

点から他拠点へ移動しているのか把握するため，拠点に

おける施設数と拠点間トリップ数の関係を分析した(図-

2)．その結果，他拠点との施設補完が考えられる施設数

の少ない拠点ほど他拠点へのトリップ数は少ない傾向に

あることがわかった．一方で施設数が少なくても他拠点

への移動が比較的多い拠点も存在し，他拠点と施設補完

を実際に始めている拠点が存在する可能性が示唆された． 

なお，本分析は拠点間移動量と施設数の関係を把握す

るために，拠点間トリップ数に着目した．しかし，実際

に他拠点への依存度や拠点間の補完関係を詳細に把握す

る際には一人当たり拠点間トリップ数を算出することな

どが考えられる． 

 

(3) 拠点間トリップの特徴 

 今後拠点間移動を促す可能性があることを踏まえ，拠

点間トリップの特徴を明らかにする．具体的には，表-3

に示す分類別に把握することで，拠点間トリップとその

他のトリップとの特徴の違いを分析する．ただし，例え

ば拠点外への移動の場合，短距離から長距離のトリップ

まで含まれるため，交通手段等に差が生じるものと考え

る．そのため，本研究では拠点間トリップの平均移動時

間が18分であることを踏まえ，拠点内移動及び拠点間移 

 

表-3 全トリップに占める拠点間トリップの割合 

O→D トリップ数 割合(%)
拠点内移動 206,771 10.0
拠点間移動 136,372 6.6
拠点内→拠点外 401,079 19.4
拠点外→拠点内 400,452 19.4
拠点外→拠点外 921,818 44.6

合計 2,066,491 100  

 

※ 対象外の市町村は背景を灰色で表示
※ 2拠点を比較し，施設数が少ない拠点を発地，施設数が多い拠点を着地とした

宇都宮市

鹿沼市

茂木町

拠点施設数
・平均値︓342.1
・中央値︓194.0
・第1四分位数︓85.8

 

図-2 拠点間トリップ数（施設数少発） 

動を除く移動について，15分という閾値で分けた．トリ

ップの特徴として交通手段や着目的，個人属性に着目す

る．分析結果(図-3～図-4)から以下のことがわかった．  

1) 図-3をみると，対象地域内における公共交通の分担

率が約3.0%と高くないため，拠点間においても公共

交通の分担率は約9.7%と高いとは言い難い．一方で，

拠点間移動と拠点外から拠点内への移動(16分以上)

のみで残差分析した結果においても，拠点間移動の

方が鉄道の割合が有意に高くなった(p<0.01)． 

2) 図-4をみると，拠点間は「勤務先へ」の割合が比較

的高い(p<0.01)．また，女性は拠点間においても「買

物へ」「その他の私事へ」の割合が16分以上の移動

よりも高い(p<0.01)．これらのことから，拠点に勤務

地や買い物利便施設の集積することが拠点間移動を

促すのに効果的である可能性が示唆された． 

 

 

5. アンリンクトトリップからみた拠点間移動の

実態 

 

(1) アンリンクトトリップでみる拠点間移動の割合 

拠点外の居住者が公共交通を用いて，最寄り拠点以外

の他拠点へ移動する場合，居住地最寄りのバス停から直

接乗り換えせずに目的となる拠点へ移動可能な公共交通 

 

独立性の検定 P=0.000　　残差分析：**有意水準1%で高い，*有意水準5%で高い

**

**

**

**

**

**

**

自動車

**

**

**

**

**

**

バイク

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

0% 20% 40% 60% 80% 100%

拠点内移動(n=206,771)

拠点間移動(n=136,372)

拠点内→拠点外(15分以内)(n=186,042)

拠点外→拠点内(15分以内)(n=186,850)

拠点外→拠点外(15分以内)(n=488,273)

拠点内→拠点外(16分以上)(n=198,970)

拠点外→拠点内(16分以上)(n=198,152)

拠点外→拠点外(16分以上)(n=393,944)

交通手段

鉄道

バス

徒歩自転車 その他

 
図-3 拠点内・外移動別の交通手段割合 

 

独立性の検定 P=0.000　　残差分析：**有意水準1%で高い，*有意水準5%で高い
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図-4 拠点内・外移動別の着目的割合 
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網が存在する可能性は低い．最寄り拠点までバスや徒歩

等で移動し，拠点から鉄道またはバスで移動する可能性

の方が高い．このことを踏まえるとアンリンクトトリッ

プから拠点間移動の実態を把握することも重要である．

そのため，本章では公共交通のアンリンクトトリップに

着目して分析を行う． 

まず，アンリンクトトリップを用いた拠点間トリップ

数の把握を行った．分析結果(表-4，表-5)から以下のこ

とがわかった． 

1) リンクトトリップ(表-3)と比べアンリンクトトリッ

プ(表-4)でみると，拠点を介する移動の割合が増え

ることから，拠点間移動は発トリップの際に拠点内

にいた人よりも拠点外にいた人の方が実施する割合

が比較的高い． 

2) 表-5を見ると，1日の内に拠点間移動をしている人

の割合は約12.7%である． 

以上のことから，拠点間移動を考慮する際には単純な

ODだけではなく，経路を含めることの重要性が示唆さ

れた． 

 

(2) アンリンクトトリップでみる拠点間移動の特徴 

本節では，アンリンクトトリップから拠点間移動の特

徴を把握する．トリップの特徴として着目的に着目して

分析した結果(図-5)，以下のことがわかった． 

1) 勤務先や通学先，自宅へといった仕事がある日は 

 

表-4 全アンリンクトトリップに占める拠点間トリップの割合 

O→D トリップ数 割合(%)
拠点内移動 299,233 13.6
拠点間移動 206,542 9.4
拠点内→拠点外 435,385 19.8
拠点外→拠点内 434,714 19.8
拠点外→拠点外 821,536 37.4

合計 2,197,410 100  

 

表-5 1日のトリップに占める拠点間移動割合 

1日のトリップ 人数(人) 割合(%)
拠点間移動を含む 91,207 12.7
拠点間移動を含まない 628,385 87.3

総計 719,592 100  
 

独立性の検定 P=0.000　　残差分析：**有意水準1%で高い，*有意水準5%で高い
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図-5 1トリップにおける拠点間移動数別の着目的割合 

基本的に毎日行う行動は，2回以上拠点間移動を行

う割合が比較的高い． 

2) 2回以上拠点間移動において，買い物への割合が比

較的低い． 

以上のことから，買い物施設については各拠点に配置，

もしくは少なくとも1回の拠点間移動で済むように配置

していく重要性が示唆された． 

 

(3) 拠点発のアンリンクトトリップ先 

最寄り拠点で都市サービス施設を確保できない場合，

実際に拠点間移動によって他拠点へ移動している可能性

がある．そのため，拠点の使われ方についても把握する

必要がある．拠点の使われ方を把握する方法は様々なも

のがあるが，本研究では拠点からの移動先に着目して，

拠点の使われ方の把握を行った．その際には施設に着目

するため，自宅目的のトリップを除いて分析する．分析

結果(図-6)から，以下のことがわかった． 

1) 各拠点からの移動割合の平均値は，拠点内移動が

約27.1%，他拠点移動が約25.7%，拠点外移動が約

47.2%と拠点外移動の割合が最も高い． 

2) 拠点内移動の割合が比較的低い拠点は，他拠点移

動の割合が比較的高い傾向にある(例えば，鹿沼市

では5拠点において拠点内移動が2割を下回るが，

いずれの5拠点においても他拠点移動が2～4割を示

す．他には真岡市，上三川町等の一部が該当)． 

3) 拠点外移動の割合が半分以上を占める拠点が大半

を占める市町村が複数存在する(例えば，鹿沼市で

は9拠点中6拠点において拠点外移動の割合が5割以

上である．他には上三川町等が該当)． 

4) 施設数と拠点外移動の割合の関係を分析した結果，

拠点外移動割合の平均値47.2%以上の拠点における

施設数(平均値)は約190，47.2%未満の拠点における

施設数(平均値)は約519となった． 

 以上のことから，拠点間をつなぐことによるストロー 

 

※ 対象外の市町村は背景を灰色で表示
※ 円グラフの重なりを回避するため，一部の拠点において実際の位置からずらして表示
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⿅沼市

茂⽊町

3000
500
50

施設数

真岡市

上三川町
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図-6 拠点発のアンリンクトトリップ先（自宅目的を除く） 
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効果を危惧する以上に拠点外への流出(日常生活におい

て郊外等へ人が流れること)を危惧することが必要であ

ると考える．対策としては，施設数が比較的多い拠点に

おいて，拠点外移動の割合が比較的低いことから，施設

を集約化していくことが重要であると考える． 

 

 

6.  拠点・拠点外トリップの特徴 

 

今後拠点を維持するためには，使われる拠点を目指す

ことが考えられる．拠点が使われるためには，拠点へ移

動している人の特徴やそのトリップの特徴を把握するこ

とが重要であると考える．本研究では，表-3や表-4に示

す拠点内外移動に関する5分類(拠点内移動，拠点間移動，

拠点内→拠点外，拠点外→拠点内，拠点外→拠点外)を

目的変数，個人属性やトリップの特徴，到着地の特徴等

を説明変数として，正準判別分析を実施する．分析結果

(表-6，図-7)から以下のことがわかった． 

1) 各関数の重心及び寄与率に着目すると(表-6)，移動

距離の比較的短い拠点内移動とそれ以外の移動で

正負が分かれる関数1と，拠点への移動と拠点外へ

の移動で正負が分かれる関数2の2グループに主に

分類されることわかった． 

2) 職業に着目すると(図-7：関数2)，第1次・第2次産

業従事者および学生・生徒は比較的拠点外へ移動

する傾向にある． 

3) 着施設に着目すると(図-7：関数2)，多くの施設種

類において拠点外より拠点へ移動する傾向にあり，

特に事務所・会社・銀行，官公庁，スーパー・デ

パート等，交通・運輸施設(鉄道駅，停留所，駐車

場，郵便ポスト等)においてその傾向が顕著である． 

4) 着目的に着目すると(図-7：関数1)，比較的に勤務

先・通学先を目的とした拠点内移動は少ない傾向

にある． 

5) 代表交通手段に着目すると(図-7：関数1及び関数2)，

比較的拠点内は徒歩・二輪で移動する傾向にあり，

拠点外よりも拠点への移動の方が公共交通で移動

する傾向にある．  

6) 到着時間帯に着目すると(図-7：関数2)，比較的に

拠点外よりも拠点への移動の方がトリップの到着

時間帯が遅い傾向にある． 

7)  到着町丁目施設数に着目すると(図-7：関数2)，到

着地の施設数が多いほど，拠点外よりも拠点へ移

動する傾向にあり，特に施設数が多い程拠点内移

動をする傾向にある．このことから，施設を集約

することは目的地とされやすくなるだけでなく，

目的地周辺での回遊行動を発生させる可能性が示

唆される． 

  表-6  拠点内外移動に関する正準判別分析における重心 

関数1 関数2
拠点内移動 -0.975 0.109
拠点間移動 0.321 0.537
拠点内→拠点外 0.305 -0.175
拠点外→拠点内 0.137 0.360
拠点外→拠点外 0.020 -0.280

累積寄与率 59.3% 94.2%

目的変数
重心の位置

 

 

関数1 関数2
男性 -0.07 0.00
年齢(歳) -0.04 0.02
第1次産業従事者 -0.01 -0.15
第2次産業従事者 -0.05 -0.12
第3次産業従事者 -0.02 0.04
学生・生徒 -0.06 -0.17
主婦・無職等 -0.04 -0.07
ほぼ自分専用あり 0.02 -0.08
家族共有あり 0.01 0.03
自宅 0.09 -0.03
勤務・通学・通園先 0.12 -0.01
住宅・寮 0.03 0.11
学校・教育施設・幼稚園等 -0.03 0.14
文化・宗教施設 -0.01 0.10
医療・厚生・福祉施設 0.01 0.16
事務所・会社・銀行 -0.07 0.23
官公庁 -0.05 0.37
スーパー・デパート等 -0.02 0.20
その他の商業施設 -0.03 0.16
宿泊施設・ホテル -0.02 0.05
工場・作業所 0.00 -0.04
交通・運輸施設 0.00 0.24
勤務先・通学先へ 0.17 0.04
自宅へ 0.09 -0.02
買い物へ -0.01 -0.01
その他の私事へ 0.03 0.03
鉄道 0.01 0.27
バス 0.03 0.25
自動車 0.16 0.17
徒歩・二輪 -0.54 0.11

0.58 0.15
-0.02 0.11
-0.26 0.77

-1.00          1.00 -1.00          1.00

標準化された正準判別関数係数
変数

職業

性年齢

自由に
使える車

出発地

着施設

着目的

代表
交通
手段

n=134,504　　正準相関 0.65

※関数1：大きい程拠点間移動，小さい程拠点内移動を示し，
 　関数2：大きい程拠点間移動，小さい程拠点外→拠点外を示す

トリップ所要時間(分)
到着時間帯(時)

到着町丁目施設数

 

図-7  拠点内外移動に関する正準判別分析結果 

 

以上のことから，拠点が利用されるか否かは施設の有

無に大きく左右されていること，自動車よりも公共交通

の方が拠点利用されやすいこと，などが明らかになった．  

このことから，拠点が利用されるためには施設集積，拠

点への公共交通整備が重要であることが分かる．また，

着施設の種類に着目すると，事務所・会社・銀行，官公

庁，スーパー・デパートなどの拠点利用を促す可能性が

ある都市機能が明らかになった． 

 

 

7. おわりに 

 

今後市町村を超えた広域で都市サービス施設の補完を

はじめとする拠点間連携が望まれている中，本研究は現

状拠点間でどのようなトリップが発生しているのか，拠
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点間移動を支える公共交通の現状とトリップ数の関係な

どに着目し，分析を実施した．分析の結果，以下のこと

がわかった． 

1) 全トリップの内，拠点が到着地になっている割合

が約36.0%である．また，拠点間移動の割合は約

6.6%でその内，約7割が市町村内の拠点間移動，約

3割が市町村を超えた拠点間移動である． 

2) 施設補完が考えられる施設数の少ない拠点ほど他

拠点へのトリップ数は少ない傾向にある．これは

施設数の少ない拠点ほど他拠点への公共交通の利

便性が低い場合が多いことが一つの要因として考

えられる． 

3) 拠点間における公共交通分担率は10%に満たず，

自動車による移動が主となっている拠点間が多い

ことが示唆された．以上から現状の拠点とネット

ワークでは，拠点間連携を移動の観点からみると

実際には多く移動されていないことが示唆された． 

4) 拠点間は「勤務先へ」の割合が比較的高く，特に

女性は「買物へ」「その他の私事へ」の割合も比

較的高い．このことから，拠点に勤務地や買い物

先となる都市サービス施設の集積が拠点間移動を

促すのに効果的である可能性が示唆された． 

5) ただし，買い物先となる都市サービス施設を集積

する際には，2回以上拠点間移動をするトリップに

おいて買い物目的の割合が比較的低いことから，

少なくとも拠点間移動1回で済むよう配置していく

重要性が示唆された． 

6) 事務所・会社・銀行，官公庁，スーパー・デパー

ト，などの拠点利用を促す可能性がある都市機能

が明らかになった． 

今後は，分析対象圏域外との補完可能性を分析するこ

と，宇都宮都市圏以外での検討，休日における検討，補

完可能性について施設の種類別に把握すること，拠点別

の一人当たり拠点間トリップ数の把握が研究課題として

挙げられる． 
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URBAN CORE AREA COOPERATION IN THE UTSUNOMIYA METROPOLITAN 
AREA EVALUATED BY TRIP NUMBERS 

 
Eiji MORIMOTO, Yu SHIMOYAMA, Keigo OKANO and Mamoru TANIGUCHI 

 
As populations decline, facilities have decreased in number, particularly in local cities. Therefore, it is 

desired to secure services supporting the standard of living by concentration of facilities in urban core 
areas and by cooperation among urban core areas across municipalities. Maintaining urban core areas is 
important, but the actual state of use of urban core areas remains unclear. Therefore, this study was 
conducted to clarify movement from urban core areas in wide areas across municipalities. Analysis of the 
Utsunomiya metropolitan area shows the following: 1) the share of urban core area trips accounts for 
36.0% of all trips; 2) the ratio of movement among urban core areas is about 6.6%; and 3) at least two 
times results showed that the shopping share of trips is low among movements between urban core areas. 
Results suggest that urban core area cooperation cannot be characterized as feasible given current urban 
core areas and networks. 
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