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都市の集約化の必要性や高齢化の進展などの背景から，公共交通ターミナルを中心に施設配置を行う立

地政策の重要性が高まりつつある．2014 年 2月にはその実現のための「都市機能誘導区域」と「居住誘

導区域」の導入が閣議決定された．その区域設定には各市町村が行うことが想定され，ターミナル周辺

におけるアクセシビリティの水準を簡便に検討できるようにすることが喫緊の課題である．しかし既存

の指標では，広域の多くのデータを要するとともにゾーンベースでの検討が前提となっており，このよ

うな使用目的に耐え得るものではない．本研究では，距離と運行頻度のみの情報でターミナル周りのポ

イントベースのアクセシビリティを簡便に算出する方法を複数提案した．また，つくば市を対象にケー

ススタディを行い，その操作性と特徴を明らかにした． 
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１． はじめに 

 集約型都市構造の実現や人口減少，高齢化の進展とい

う背景から，公共交通を中心に徒歩圏で施設配置を行う

立地政策の重要性が高まりつつある 1）．2014年 2月の閣

議決定では，都市再生特別措置法の一部改正が行われ，

図 1に示すような，鉄道駅・バス停などの公共交通ター

ミナル（以降，ターミナルと総称）の周辺に病院などの

生活に必要な施設を誘導する「都市機能誘導区域」と，

居住を誘導する「居住誘導区域」を指定することが定め

られた 2）．これは，まちなかのターミナル周辺に具体的

な区域を定め，都市機能をそこに誘導しようとするもの

である．特にこの区域設定は，近年の地方分権化の流れ

を受け，各市町村が行うことが想定されている．そのた

め，立地政策とターミナルからの利便性（アクセシビリ

ティ）の統括的な検討が求められることが予測され，そ

の領域設定も含めて客観的で簡便な手法を考える必要が

生じている．並行して，都市計画基礎調査も改訂が進め

られており，初めて公共交通のアクセシビリティを考慮

する案が検討されている 3）．ちなみに，都市計画基礎調

査は都市計画法第六条で制定され，都市計画マスタープ

ラン策定などの基礎にもなっている 4)．そこでの活用が

可能な簡便なアクセシビリティ指標の開発は，特に自治

体担当者にとって必要不可欠なツールになると考えられ

る． 

一方で，既存のアクセシビリティ指標についてはメッ

 
図 1 都市機能誘導区域と居住誘導区域 

     （文献 2)を参照して作成） 

 

シュ・ゾーンベースでの評価が一般的で，同じメッシュ・

ゾーン内ではアクセシビリティの違いを考慮できず，タ

ーミナル周辺などのピンポイントでの適用には粗すぎて

使用できない．さらに，アクセシビリティを算出する上

では施設の魅力度を表現する施設の従業員数や延床面積

などのデータを広域的に必要とし，煩雑な計算を要する

ため，自治体担当者は扱う事が難しいのが現実である．

なお，本研究の問題意識と近い形でアクセシビリティ指

標が活用されている例としては，英国の PTAL(Public 

Transportation Accessibility Level)がある 5）6）．しかし，PTAL

も離散的変数に基づく粗い評価であることなど，わが国

で現在求められている課題に対応しているとはいえない． 

以上のことから，これら新たな領域設定業務を前にし
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て，自治体の担当者が簡便に活用できる，メッシュ・ゾ

ーンベースではない解像度の高いポイントベースでの評

価が可能で，諸活動の情報を広域的に収集しなくとも済

む指標が求められている．本研究ではそのような要求を

満たすための指標群（ポイントアクセシビリティ指標）

を新たに提案することを目的とする。また、それらを実

際の地域において適用し、その挙動を確認する． 

 

２． 研究の位置付けと特長 

 

２.１ 本研究の位置付け 

 アクセシビリティ指標は既に様々なものが提案されて

おり，現在までに多くの有益な成果が公表されている 7)

～9)．その概念や，計測手法，適用例についても整理が進

んでいる 10)．それらの基本的な考えを集約すると，既存

のアクセシビリティ指標は下記の(2.1)式のような形で一

般化することが可能である． 

 

 

 

𝐴𝐶𝑖：iゾーンのアクセシビリティ 

𝐴𝑗：jゾーンの魅力度 

𝐶𝑖𝑗：iからjゾーンの一般化費用 

𝛼：パラメータ 

 

 ただ，本研究の目的および対象に照らしてみると，既

存のアクセシビリティ指標は下記の諸点においてその活

用が難しい． 

1)精度の限界：既存指標は一般にゾーンベースで検討が

なされており，地点（ポイント）ベースで検討が必要

な本検討の使用に耐えない．また既存指標の一部はカ

テゴリカルな離散変数として扱われており，地点ベー

スでの境界設定の議論を目的とした本検討に要する精

度を満たさない． 

2)作業の限界：既存指標の算出のためには広域的な統計

情報やネットワークレベルでの交通サービスレベルな

ど，様々なデータが必要不可欠となる．また，一般化

費用，施設の魅力度（効用），パラメータ，サム値とい

った専門的知識が通常必要となる．都市機能誘導区域

や居住誘導区域を実務的に設定したい自治体にとって，

既存指標はその導出のための作業量や必要な専門知識

の観点から事実上活用することが極めて難しいのが実

態である． 

 以上のような既存指標の限界を踏まえ，本研究ではタ

ーミナル周辺のアクセシビリティを簡便にポイントベー

スで評価する．そのため，各ポイントからターミナルま

での距離と公共交通の運行頻度でアクセシビリティを評

価する複数の指標を提案し，その特性を把握する． 

２.２ 本研究の特長 

 本研究の特長は以下の通りである． 

1） 喫緊の都市コンパクト化政策に対応した「都市機能

誘導区域」と「居住誘導区域」の領域設定などの新

規性の高い分析ニーズに速やかに対応できる． 

2） 提案を行うアクセシビリティ指標は簡便に算出でき

るため，実務で使用することが想定される自治体担

当者にとって有用なツールとなる． 

3） ポイントベースによる算出のため解像度が高く，タ

ーミナル周辺のアクセシビリティを評価する上で，

一定の信頼性を確保している． 

 

３． ポイントアクセシビリティ指標の提案 

ポイントベースでアクセシビリティを考える際には

様々な観点が存在する．例えば，地方部では都心部と比

べるとターミナル自体が少なく，運行頻度も低い．逆に

都心部ではアクセスできるターミナルは多く，アクセス

には困らない．また，その場所の交通条件が同じでも，

評価者は何にウェイトを置くかによって，対応するポイ

ントレベルのアクセシビリティの中身を変えた方がよい

ケースもあるものと類推される．また，所によっては遅

れの影響が無視できないケースも存在する．以上のよう

な観点から，本研究のねらいをカバーできる 3種類の異

なる性質を持ったアクセシビリティ指標をここでは提案

する．  

 

３.１ R-IMLT (Revised-Index for Ministry of Land, 

Infrastructure, Transport and Tourism)指標 
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𝛼：歩速(m/min) (本研究では 𝛼=80とする) 

𝑛：平均鉄道本数(10時-15時代)(本/時) 

𝑑：ターミナルまでの道路距離(m) 

𝑟：定時性を考慮する要素(分) 

𝑖：最寄のターミナル 

j：j番目のターミナル 

 

R-IMLT (Revised-Index for Ministry of Land, Infrastructure, 

Transport and Tourism)指標(3.1～3.2 式)は，国土交通省が

都市計画基礎調査で活用することを想定して考えられた

アクセシビリティ指標 11)（本研究では，以下 IMLT (Index 

for Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)指

標（案）とする）を参考にして構築した．IMLT 指標（案）

は，距離と運行頻度だけで簡便に算出できるという特徴

𝐴𝐶𝑖 =∑𝐴𝑗 
−  𝑖𝑗

𝑗

 (2.1) 



を持っている．特に，指標に最寄りのターミナルまでの

距離(𝑑𝑖)が考慮されていることからわかるように，最寄

りのターミナルまでの距離を重視した指標になっている．

本来の IMLT指標（案）では，ゾーンベースの算出であっ

たが，解像度の高い評価を可能とするポイントベースの

算出を可能にしている．また，距離についても精度を高

くするために，直線距離ではなく道路距離を用いる．

R-IMLT指標の算出値の次元は（分）であるため，算出値

が小さいほどアクセシビリティは高いことを示す． 

 

３.２ R-IMMR (Revised-Index for Mobility Management 

by Railways)指標 
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𝛼：歩速(m/min) (本研究では𝛼=80とする) 

𝑛：平均鉄道本数(10時-15時代)(本/時) 

𝑑：ターミナルまでの道路距離(m) 

𝑟：定時性を考慮する要素(分) 

 

R-IMMR(Revised-Index for Mobility Management by 

Railways)指標(3.3式)は，富永ら 12)の IMMR(Index for 

Mobility Management by Railways)指標を参考に，定時性を

考慮する要素を加味して構築した．R-IMMR 指標の分母

は所要時間の概念で構築しているため，指標の算出値は

値が大きいほどアクセシビリティが高いことを示す． 

 

３.３ ILPP (Index for Location Policy by Point)指標 

ILPP = 
𝑛

 1+𝑟
e−𝑑  (3.4) 

 

𝑛：平均鉄道本数(10時-15時代)(本/時) 

𝑑：ターミナルまでの道路距離(km) 

𝑟：定時性を考慮する要素(時) 

 

ILPP(Index for Location Policy by Point)指標(3.4式)は，タ

ーミナル周辺のアクセシビリティ評価という点から，

R-IMMR指標よりも運行頻度を相対的に重視した内容と

なっている．ILPP 指標は，多くの既存のアクセシビリテ

ィ指標で ベースとなっている(2.1) 式を参考にした．具

体的には(2.1) 式の施設の魅力度を使わず，距離と運行頻

度のみで評価できるように再構築している．算出値が大

きいほどアクセシビリティが高いことを示す．  

 

４． ケーススタディ 

 

４.１ 対象地域と使用データ 

本研究では鉄道駅を有する中心地から交通利便性の

低い農村地帯までを幅広く含む茨城県つくば市をケース

スタディの対象地区とした．なお，以下で例示するのは

「都市機能誘導区域」「居住誘導区域」の設定検討が期待

されるつくばエクスプレスのつくば駅周辺とする．具体

的には，対象範囲はつくば駅周辺として，中心市街地及

び竹園・吾妻東部エリア 13）とした．運行頻度については，

ターミナル周辺に誘導することが想定される病院などの

生活上必要な施設が利用される時間帯である平日の

10-15 時代の平均本数とした．検討にあたっては，運行

頻度データはつくば市の鉄道駅の時刻表をナビタイム社
14)のサイトから入手した．つくば市のバス停の時刻表は

実際にバス停をすべて現地へ行くことを通じて，データ

を入手した．また，鉄道駅やバス停などの位置情報に関

しては，国土政策局の国土数値情報ダウンロードサービ

ス 15)とGoogle map
16)，ナビタイム社 14)のサイトより把握

した．距離については，解像度の高い評価ができるよう

に道路距離を扱った．計測作業にはGoogle map
16)の距離

測定ツールを使用している． 

 

４.２ つくば駅周辺のアクセシビリティの把握 

 提案した各アクセシビリティ指標の特性を把握するた

め，つくば駅周辺のアクセシビリティ値を表すコンター

図を作成した．コンター図作成に関しては，各バス停や

病院などの全部で 196ポイントで実際のアクセシビリテ

ィを算出し，spline補間によって作成した．その結果の

一例として，ここではR-IMLT 指標とR-IMMR 指標を適

用させた場合の結果をそれぞれ図 2，3に示す．ただし，

R-IMLT 指標はコンター図の色の違いが反映されるよう

に便宜上，値の幅を 0～10で表示した．また，ILPP 指標

は運行頻度を重視した指標であり，運行頻度の高い場所

で適用させることで特徴が表れるため，今回のつくば駅

周辺のケースでは省略する．これより明らかとなったこ

とを以下に示す． 

1） R-IMLT 指標は，対象範囲内のほぼ全てのターミナ

ル付近を高く評価している．これは，最寄りのター

ミナルまでの距離を相対的に重視する指標である

ことが表れた結果といえる． 

2） R-IMMR 指標を適用させたコンター図は，対象範囲

内で唯一の駅であるつくば駅周辺のアクセシビリ

ティを高く評価している．また，対象範囲の下部に

もバス停は存在しているにも関わらずアクセシビ

リティは比較的低い傾向にある．つくば駅周辺は比

較的運行頻度の高いバスターミナルが多く，一方で

対象範囲の下部に位置するバス停は比較的運行頻

度が低い．そのため，単純に距離だけではなく運行

頻度の影響が反映され，このような傾向になってい

ると言える． 



 

図 2 アクセシビリティのコンター図（R-IMLT 指標） 

 

図 3 アクセシビリティのコンター図（R-IMMR指標） 

 

４.３ 公共交通サービスの施策への適用 

 アクセシビリティは公共交通のサービスレベルによっ

て影響を受けるため，その感度も吟味しておくことが 

望ましい．そのため，ここでは一例としてバスの運行本

数を 10％増加する施策を想定した．バスの運行本数を

10％増加させた場合の現状との変化率で表した結果につ

いて，ポイントアクセシビリティ指標の値の変化を図 4, 

5 に示す．これらより明らかとなったことを以下に示す． 

1） R-IMLT 指標を適用した場合，ほぼ鉄道駅・バス停

周辺でしか変化が見られない．最寄りの鉄道駅・バ

ス停までの距離を重視した指標であるため，運行頻

度に関する施策による感度が低いと考えられる． 

2） R-IMLT 指標の変化率が最も大きい場所は北東部に

ある．この辺りは，バス停は存在するが運行本数が

1，2本と少なく，アクセスできるターミナルの数

も少ない．R-IMLT 指標の(4.1～4.2)式よりアクセシ

ビリティ値と運行本数が反比例の関係になってい

る．そのため，アクセスできるターミナルの運行本

数が少ない場所の変化率が大きくなっている． 

3） R-IMMR 指標も変化率が最も大きい場所はR-IMLT

指標と同じであり，その傾向は用いた数式の特性か

ら若干R-IMLT 指標より緩和されている．結果的に

二指標とも運行本数を増加させる施策において， 

元々アクセシビリティが低い場所の変化率が大き

い傾向となった． 

 
図 4  バスの運行本数 10％増加の施策と現状の変化率

（R-IMLT 指標） 

 
図 5  バスの運行本数 10％増加の施策と現状の変化率

（R-IMMR指標） 

 

４.４  ポイントアクセシビリティ指標による誘導区域

の設定 

「都市機能誘導区域」と，「居住誘導区域」の領域設

定に向けてアクセシビリティを評価できる客観的で簡便

な手法が求められる．そのため，簡便に算出できるポイ

ントアクセシビリティ指標を適用して誘導区域の設定を

行った．図 2，3 のR-IMLT 指標とR-IMMR 指標のコン

ター図を基に，設定した誘導区域の結果を図 6，7に示す．

今回は一例として，対象範囲内のアクセシビリティ値の

上限値を 3等分し，上位 3分の１以上の数値を示す範囲

を都市機能誘導区域，それ以外で上位 3分の 2以上の数

値を示す範囲を居住誘導区域とした．以上の検討から下

記の事が明らかとなった． 

1） 上記のような便宜的な閾値設定を通じ，都市機能誘

導区域と居住誘導区域をポイントベースで客観的

な判断基準を通じて設定する方法論を提示するこ

とができた． 

2） 各区域の設定結果は用いる指標によって必ずしも

同一の形状とはならないことが確認された．各指標

はその内部でそれぞれにウェイトの置かれた項目

が異なるため，これら指標をいずれか一つ選定する

というのではなく，同時に適用して相互に比較検討

を行うことで，より地域の特性に対する理解を深め

た上での区域設定が可能になると考えられる． 
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図 6  R-IMLT 指標による誘導区域の設定例 

 
図 7 R-IMMR指標による誘導区域の設定例 

 

５. おわりに 

 本研究では，今後ターミナル等周辺において機能集約 

を目指した都市コンパクト化施策が導入されるに伴い，

各自治体が対応する誘導区域を吟味，設定していく上で

参考となるポイントベースの簡便なアクセシビリティ指

標を複数提案した。ターミナルからの距離や公共交通サ

ービス頻度など、何にウェイトを置くかによって、最終

的に設定される誘導区域はその形状を変える事になるこ

とが示された． 

なお，実際の適用対象とした都市はまだつくば市だけ

であるため，閾値設定の方法とその妥当性については今

後もまだ検討が必要である．特に本分析の適用対象都市

を広げていくことを通じ，３指標の持つ挙動を更に検討

していく必要がある． 
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