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概要 

 

我が国は、少子高齢化社会を迎え、交通弱者が増える一方で人々の

流動性の低下によって鉄道利用者は減少する可能性があり、こうし

た問題は地方都市だけでなく大都市においても今後の課題となるこ

とが予想される。実際に 2010 年の第１１回大都市交通センサスで

は、鉄道通勤通学者数は、首都圏と近畿圏では減少しており、鉄道

需要の維持による事業の安定化、高齢者や女性などに対応した輸送

サービスの高質化といった、鉄道利用に関する新たな課題が提起さ

れている。この点は、首都圏の大手私鉄でも今後の課題として認識

されている。一方で、周辺の高齢化が進んでいるにも拘わらず乗降

客数が維持増加している駅も見られる。この研究は首都圏の近郊整

備地帯内の全ての鉄道駅を対象に駅周辺土地利用、駅発着バス路線

及び自転車利用等端末交通手段と鉄道利用者の状況との関係を分析

し今後の鉄道利用の維持方策を検討し TOD 型の都市形態を持ってい

るという点で先進的とされる都市形態の維持方策を探るものであ

る。 
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１．研究の目的           （注）必要なページ数をご使用ください。 

（注）本様式を参考に、エクセル等で作成いただいても結構です。 

 我が国は、少子高齢化社会を迎え、交通弱者が増える一方で人々の流動性の低下によって鉄道

利用者は減少する可能性があり、こうした問題は地方都市だけでなく大都市においても今後の課

題となることが予想される。実際に 2010年の第１１回大都市交通センサスでは、鉄道通勤通学

者数は、首都圏と近畿圏では減少しており、鉄道需要の維持による事業の安定化、高齢者や女性

などに対応した輸送サービスの高質化といった、鉄道利用に関する新たな課題が提起されてい

る。この点は、首都圏の大手私鉄でも今後の課題として認識されている。実際にこれまでの分析

で近郊整備地帯北東部の茨城県、千葉県及び埼玉県を対象とし、1999年から 2009年までの乗降

客数データの得られた 349駅を対象とした分析では、駅周辺の計画的な開発が行われず、都市基

盤が不十分なスプロール的な開発が進んでしまったという形態を持つ幸手駅、元加治駅、市川真

間駅、菅野駅のような駅では 2009年までの１０年間で９％から３０％の乗降客数の減少が見ら

れる。一方で、周辺の高齢化が進んでいるにも拘わらず乗降客数が維持増加している駅も見られ

る。これらの３４９駅に関しては、駅周辺８００ｍ以内の土地利用面積を集計しこれによってよ

り駅周辺でより複合的な土地利用となっている駅で乗降客数の維持増加傾向にあることを示し

た。 

しかし、この研究は東京北西部の駅の分析に留まり影響の大きいと考えられる駅発着のバス輸送

や自転車利用まで分析できていない。また、同じように高齢化の進むという状況下でも乗降客数

の維持増加の見られる駅の要因の分析は行っていない。そこで、本研究は、これまで対象にして

いなかった神奈川県及び東京都も分析対象に加えるとともに駅発着バス利用及び自転車利用も

分析対象に加えて分析を行うとともに周辺の高齢化が進んでいるにも拘わらず乗降客数の維持

増加の見られる駅についてその要因を分析して TOD型の都市形態を持っているという点で先進的

とされる都市形態の維持方策を検討する。本研究の特長は、 

①近郊整備地帯に存在する全駅の駅周辺土地利用を分析していること 

②駅周辺土地利用だけでなくバス利用及び自転車利用といった駅端末交通手段まで考慮してい

ること 

③今後乗降客数の減少が想定され対応策の検討が必要となる駅の条件を明確にすること 

④駅乗降客数を維持していくための今後の方策を提示すること 

という点にある。 

  

 

２．研究の経過            （注）必要なページ数をご使用ください。 

 先ず首都圏整備法の近郊整備地帯に指定されている区域内の 598駅を対象として、⓪1999年か

ら 2015 年までの駅乗降客数を収集整理した上で、①駅周辺の土地利用、②土地利用の混合度、③

駅周辺住民の高齢化率、④端末交通手段別の利用者比率、⑤昼夜間人口比、⑥一人世帯率を算出

した。 

⓪駅乗降客数については、駅別乗降客数総覧‘06 および’12に記載されている 1999年から 2009

年までの駅別乗降人員データと国土交通省の国土数値情報ダウンロードサービスによる 2011年か



ら 2015 年までの駅別乗降客数データを用いた。 

①駅周辺土地利用については、国土地理院の「数値地図 2000（首都圏：2000 年）」と当該数値地

図に収録されていない東京都については、東京都から借用した「H14年度土地利用現況」を用いた。

また、土地利用の分類は、国土地理院の土地利用区分から、山林・農地等、造成地、工業用地、

一般低層住宅、密集低層住宅、中高層住宅、商業・業務用地、公園・緑地等、公共公益施設、そ

の他の計 10 種類に分類した。計測方法は、鉄道駅から半径 800m以内の区域における各土地利用

区分の面積を計測し、区域内に占める割合を求めた。この場合、都市部では駅間が詰まる、近隣

に他路線の駅が立地する等で駅勢圏が重複する等のケースがあるが、 重複は考慮せずにデータを

計測した。 

②土地利用の混合度については、駅周辺の土地利用エントロピーを算出することで土地利用の複

合度を求めた。算出式は以下の通りである。この値が高いほど、混合した土地利用がなされてい

ることになる。 

H＝－ΣPilog₂Pi 

H：エントロピー  i：土地利用の各項目 P：土地利用面積比 

③駅周辺住民の高齢化率については、2010年の全国都市交通特性調査によれば、75歳以上で歩行

可能距離が 500mまでと回答した人が大都市圏で 43％、地方都市でも 47％と半数近くとなること

から、無理のない範囲として、駅から半径 500m以内とし、D.I.Cが公開している２０１０年国勢

調査を元にした「D.I.Consultants 出店戦略情報局 全国駅データベース」のデータを用いた。 

④端末交通手段別の利用者比率については、端末交通手段は路線バス、自家用車、バイク、自転

車、徒歩の 5種類とし、国土数値情報ダウンロードサービスを用いて 2008年パーソントリップ調

査による値を用いた。 

⑤昼夜間人口比及び⑥一人世帯率については、D.I.Cが公開している「D.I.Consultants 出店戦

略情報局 全国駅データベース」のデータを用いたが、⑤昼夜間人口比については、２００５年

国勢調査を元にしたものであり、⑥一人世帯率については、２０１０年国勢調査に基づくもので

ある。 

 これらのどの要素が鉄道駅利用者数増減の要因になっているのかを分析するために、各値と乗

降客数変化について図化するとともに相関係数を求めた。さらに、重回帰分析を行うことで土地

利用等の各要素と駅利用者数の増減との関係性を分析した。この重回帰分析を行う際には、目的

変数を 1999年から 2015年における駅利用者数の増減率とし、説明変数を駅周辺の土地利用、土

地利用の複合度、駅周辺住民の高齢化率、端末交通手段別の利用者比率、昼夜間人口比、一人世

帯率とした。また、重回帰分析を全域、都府県別、鉄道会社別でも行った。 

 路線別に見た際に京成本線では、都心から離れるほど利用者数が減少している駅が多くなる傾

向があるが、ユーカリが丘駅よりも都心側に位置する八千代台駅が 1999年から 2015年までの 16

年間で駅利用者数が約 20％の減少、直近の 5年間（2011 年～2015年）でも約 2％の減少と、駅利

用者の減少に歯止めが掛からない状況であるのに対し、ユーカリが丘駅は 1999 年から 2015年ま

での 16 年間ではほぼ横ばい傾向の約 3.5％の減少に留まり、直近の 5年間（2011年～2015年）で

は約１％の増加に転じており、年少人口割合も 12.7％と八千代台駅の 9.7％と比較して高くなっ

ている。そこで、ユーカリが丘駅周辺の開発状況について特に調査した。 

 さらに、高齢化が駅乗降客数の動向に大きな影響を与えることから、駅周辺高齢者率を目的変



数とした重回帰分析も行った。 

 

３．研究の成果             （注）必要なページ数をご使用ください。 

１．駅乗降客数変化の要因 

 目的変数を 1999年から 2015 年における駅乗降客数の増減率とし、説明変数を駅周辺の土地利

用、土地利用の混合度（エントロピー）、駅周辺住民の高齢化率、端末交通手段別の利用者比率、

昼夜間人口比、一人世帯率として、重回帰分析を近郊整備地帯全域及び都府県別に行った。その

結果の概略を表－１に示す。なお、重回帰分析にあたっては、変数増減法を用いた。総じて決定

係数の値が低く精度に課題があるが、有意な変数として全域、千葉県、埼玉県及び東京都で高齢

者率が挙げられ駅周辺の高齢者率が高い程駅乗降客数が減少するという傾向にある。同様な分析

を鉄道会社別に行った結果を表－2に示した。この分析の中で特に京成で決定係数が高い値とな

っているが、西武を除くと高齢者率の高さが駅乗降客数の減少の大きな要因となっている。これ

らの結果から駅周辺の高齢者率が駅乗降客数の動向に大きな影響を与えており、駅端末交通手段

については、必ずしも大きな要因になっていない。 

 表－１ 駅乗降客数を目的変数とした重回帰分析の結果 

 

 

 

 

 

 表－2 鉄道会社別の重回帰分析の結果 

 

 

 

 

 

 

 

2．駅周辺の高齢者率の要因 

 前節で示したように駅乗降客数の増減に駅周辺の高齢者率が大きな要因となっていることが

明らかになったため、駅周辺の高齢者率の大きさにどのような要因が影響しているのかを分析す

るために駅周辺高齢者率を目的変数とし、その他の変数を説明変数として鉄道会社別に重回帰分

析を行った。その結果の概略を表－3 に示す。決定係数は総じて前節の駅乗降客数を目的変数と

した結果より高い値となっている。有意な変数としては、東武及び西武を除いて一般低層住宅の

比率が挙げられ一般低層住宅の比率が高いと高齢者率が高いということを示している。また、小

田急を除いて駅周辺土地利用のエントロピーの値が有意な説明変数となっている。エントロピー

については、値が高いと高齢者率が低いという関係となっており、これは各種の土地利用の混合

度が高いと高齢者の比率が低いということになる。西武については、昼夜間人口比が有意な変数

という結果になった。また、小田急については、一人世帯率が有意な変数ということなった。 

駅利用者数増減の主な要因(標準偏回帰係数）:有意水準が99%以上の変数 決定係数
京成 高齢者率(-0.615) 0.610
東武 高齢者率(-0.377) 0.268
西武 公園緑地(0.405) 0.318
小田急 高齢者率(-0.584) 0.351
京王 高齢者率(-0.444) 0.262

駅利用者数増減の主な要因(標準偏回帰係数）:有意水準が99%以上の変数 決定係数

全体 高齢者率（-0.3591)、徒歩利用者率(0.2309)、一人世帯率(-0.1341) 0.1772
千葉 高齢者率(-0.3815)、エントロピー(0.2639)、路線バス利用者比率(-0.0334) 0.3857
埼玉 高齢者率(-0.4450)、一般低層住宅(-0.2195) 0.4017
神奈川 路線バス利用者比率(-0.2863)、バイク利用者比率(0.2359) 0.0863
東京 高齢者率(-0.4439)、一人世帯率(-0.3527) 0.2386



表－3 駅周辺高齢者率を目的変数とした重回帰分析の結果 

 

 

 

 

 

 

3．ユーカリが丘の事例 

 京成本線では、都心から離れるほど利用者数が減少している駅が多くなる傾向があるが、ユー

カリが丘駅よりも都心側に位置する八千代台駅が 1999 年から 2015年までの 16年間で駅利用者

数が約 20％の減少、直近の 5年間（2011年～2015年）でも約 2％の減少と、駅利用者の減少に

歯止めが掛からない状況であるのに対し、ユーカリが丘駅は 1999年から 2015 年までの 16年間

ではほぼ横ばい傾向の約 3.5％の減少に留まり、直近の 5年間（2011年～2015 年）では約１％の

増加に転じており、年少人口割合も 12.7％と八千代台駅の 9.7％と比較して高くなっている。こ

の地域の開発の特長としては、特定のベロッパーによって 40年以上にわたり継続的に都市開発

が行われてきたが、その開発手法として、①開発規模は 245haで 8400 戸、居住人口は 3万人を

想定し、②分譲撤退型開発ではなく、街の成長管理型開発であること、③一括分譲ではなく、年

間 200 戸毎の定量分譲であること、④駅近くに商業施設と高層住宅、その周囲に戸建住宅を立地

させていること、⑤開発エリア内に自社運行の新交通システムを運行していること、⑥自社の開

発エリア内で住み替え支援を実施していることが特長として挙げられる。 

3．まとめ 

 今回の分析から、駅乗降客数の増減には駅周辺の高齢者率が大きな要因となっており、当該駅

に乗り入れる路線バス利用者の比率の大きさといった端末交通手段は必ずしも大きな要因とな

っていないことが明らかとなった。さらに、駅周辺の高齢者率の高さには、一般低層住宅の割合

が高く中高層住宅等の他の土地利用が混在していない単調な土地利用となっていることが要因

となっていることが示された。駅周辺に一般低層住宅が広範に広がりマンション等の中高層住宅

が少ない駅では今後の乗降客数の減少が懸念される。このような駅では、マンション等中高層住

宅の導入建設等の対応が求められ、その際ユーカリが丘のような開発手法が参考になる。 

 

４．今後の課題             （注）必要なページ数をご使用ください。 

 今回の分析では、1999年から 2015年における駅利用者数の増減率について、2000年時点の駅

周辺土地利用の状況、2010 年時点の高齢者率及び 2008 年時点の端末交通手段の比率によって分

析しているが、これは、駅乗降客数の変化の最初の段階の土地利用のみでその後の 15年間の駅

乗降客数を論じていることになり、本来 2015 年時点でどのような土地利用に変化したのかにつ

いて考慮していく必要がある。同様に端末交通手段の変化、高齢者比率の変化についても考慮し

ていくことが必要である。また、重回帰分析の決定係数は、十分な精度を示すものでなくこの点

も課題である。この決定係数が低いということは、今回取り上げた要素以外に駅乗降客数の変化

に大きな影響を与える要因が存在することを示しているとも言える。 

  

高齢者率の主な要因（標準偏回帰係数）：有意水準が99%以上の変数 決定係数
京成 一般低層住宅(0.480)、エントロピー（-0.397) 0.596
東武 エントロピー(-0.592) 0.403
西武 昼夜間人口比(-0.659)、エントロピー（-0.454) 0.342
小田急 一般低層住宅(0.516)、一人世帯率（-0.358) 0.372
京王 一般低層住宅(0.367)、エントロピー(-0.528) 0.595




