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GPS データを利用した都市の中心拠点の利用者分布の可視化
－千葉市における人の動きに基づく拠点設定の提案－
Visualization of city center users’ distribution by GPS data analysis
Proposal of fixing centers based on citizens flow in Chiba city
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These days, many local municipalities institute their urban facility location plan for improving their urban structure.
However, the spatial distribution of persons who live in Chiba city and use city centers is not considered in their
location plans, which may lead to inappropriate policies. In this study, we have visualized the spatial distribution of
persons using city centers in Chiba city by GPS analysis and have recognized its characteristics focusing on persons
flow and locations of city centers. It is found that it is able to visualize the areas of city centers and inconvenient areas
for using a city center based on a bottom-up approach. Results show that those areas don’t depend on a distance to the
city center only. In addition to it, it is found that the total number of visitors to centers of several city structures can be
evaluated on the basis of city center users’ distribution. That makes it possible to compare a city structure with
another one in terms of the total number of city center users and to propose a new city structure.
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1. 研究の背景・目的

を指標とすることで、より実態に基づいた考察が可能となる。

近年では集約型の都市構造を指向する自治体が増加しており、

これらの理由から、現在、拠点の後背地について分析を行う必

2014 年には都市再生特別措置法の改正によって立地適正化計画

要性は高いと考えられる。
そこで本研究では拠点の機能の中でも

が導入された。
これは従来の土地利用計画に加えて居住機能の誘

特に人々の生活に深くかかわってくる商業機能に着目し、
都市マ

導や都市機能の誘導によりコンパクトシティ形成に向けた取組

ス上の拠点の後背地の可視化により、１）後背地の特徴を分析す

を推進しようとするものであり、
他の施策との連携という具体性

ること、２）既存の都市構造における拠点とその変更案を提案す

の高さから強力なツールとなることが期待される。

ることを目的とする。

立地適正化計画の策定にあたっては目指す都市構造を設定す

本論文の構成としては第 2 章で既往研究に基づいて「拠点」

る必要がある。だが既往研究では「地方都市においては地域拠点

の分類と定義を行っている。
第 3 章1 節で対象都市の概要と現状

での拠点の役割と具体的な範囲が明確でないことから具体的な

の説明を行い、
第3 章 2 節では後背地の可視化手法と都市構造変

誘導施策を行うに至っていない」という指摘がなされるなど²⁾、

更案の導出方法を述べている。
第 4 章では分析結果と結果につい

拠点における実際の利用者住居の分布（以降、拠点の後背地と記

ての考察を述べている。
第 5 章では本研究の結果明らかになった

す）の不明確さが施策との連携において問題視されてきた。

ことをまとめ、今後の研究課題を述べている。

石原ら(2019)は既に作成された立地適正化計画における地域
拠点の圏域の設定について調査を行い、
半数以上の自治体で設定

2. 既往研究に基づく「拠点」の分類と定義

がなされているものの、
その殆どは中学校区など既存の区割を利

本研究で拠点の後背地を分析するにあたり、
都市マスや立地適

用していることを明らかにしている⁷⁾。
このような手法では実際

正化計画で使用されているものの意味合いが統一されていない

の市民の行動を考慮しているとは言い難く、
計画上の都市構造と

「拠点」
という単語について分類と定義を行う。 既往研究では、

実際の姿が乖離してしまう可能性がある。
拠点の後背地を分析す

尹ら(2018)が計画図書上での拠点構造を分析するにあたり、
拠点

ることで、より実態に基づいた圏域の設定や、現在拠点を利用し

を都市レベルの拠点（高次拠点、準高次拠点）
、地域レベルの拠

にくい地域の発見が可能になると考えられる。

点（地域拠点）
、非計画単位レベルの拠点（生活拠点）の 3 層 4

また、立地適正化計画をすでに策定した自治体のうち、半数

ランクに分類している。それぞれの定義については「高次拠点」

近くでは計画策定にあたって都市計画マスタープラン
（以降、
「都

は「都市レベルにおいて中心性が高い拠点として、行政中枢・医

市マス」と記す）で定めた拠点の見直しが行われ、拠点分類の変

療・商業機能などの高次機能を提供する拠点」
、
「準高次拠点」は

更、除外、新規拠点の追加等が行われている⁴⁾。こうした都市構

「都市レベルで高次機能を提供する高次拠点に準ずる拠点」
、
「地

造の変更においても、
既存の拠点や変更した拠点の実際の後背地

域拠点」は「地域レベル（都市レベルの下の階層）の中心で公共
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公益的機能を有する拠点」
、
「生活拠点」は「非計画単位レベル（地
域レベルの下の階層）で相対的に集住性が高く、他機能も期待さ
れる拠点」とされている⁴⁾。この 4 分類は「立地適正化計画作成
の手引き」で定義された 2 分類と比べて詳細であり、市町村によ
る分類のされ方を忠実に表していると考えられる。
そのため本研
究でもこの 4 分類を用いる。
また、
「拠点」という言葉が指す地理的範囲（以下、拠点の範
囲）についても現在では定義がなされていない。数理的な分析を
行うため「拠点の範囲」についても定義を行う。計画図書や既往
研究では、拠点の範囲は模式的に円領域として捉えられている。

図 1 千葉市と2km メッシュ図

図２ 千葉市における
既存の拠点範囲

すなわち、
「拠点の中心」と「拠点の半径」が定まれば「拠点の
範囲」は定義される。

3-2. 分析手法

本研究においては、
公共交通網の整備などの施策との連携が想

本研究では株式会社Agoopによって提供されたGPSデータを使

定される「高次拠点」を対象に分析を行った。広い範囲で複数施

用した。これは株式会社 Agoop が 2016 年において一年間、自社

設の回遊行動が想定されるため、
「拠点の半径」については小澤

のスマートフォンアプリからユーザーの同意を得て収集したデ

ら(2017)¹⁾における中心拠点（本研究の分類上の高次拠点のうち

ータであり、千葉市ではおよそ600 人が対象者となっている。

最も中心機能を持つもの）の考え方を参考とし、1km と設定した。

このデータから休日における各拠点の訪問者についてその自

「拠点の中心」については小澤ら(2017)の一般拠点(中心拠点以

宅を特定し、
カーネル密度推定法を用いて各メッシュにおける拠

外の拠点)についての考え方を参考に、鉄道駅＞市役所支所・区

点の利用者数を求めることで「後背地」を定める。この時、拠点

役所＞大規模小売店舗＞小・中学校＞スーパー＞公民館＞バス停

の利用者数から後背地を定めるには、
大きく分けて二つの考え方

という優先順位に基づき、拠点の中心とみなす施設を選択した。

が想定される。一つはある拠点に対し「そこに住む人の中で対象

ただし、
本研究においては市全体において網羅的な分析を行うが、

拠点を利用する人の数が他のどの拠点を利用する人の数よりも

円という形では市全体を重複も隙間もなく分割することは不可

多い」メッシュの集合をその拠点の後背地とみなす、という考え

能である。そのため、拠点の範囲を円ではなくメッシュとして考

方である。これをモデル 1 とする。もう一つは、モデル1 で抽出

えた。本研究で拠点の範囲と考える「半径 1km の円」に面積が近

した各拠点の後背地のうち、
「分担人数」
（後背地における拠点の

いメッシュとしては、2km×2km のメッシュが考えられる。この

年間休日利用者数の総和）
）が少ない地域を対象拠点の利用が難

ため、市全体をいくつかの 2km メッシュに分割し、
「拠点の中心

しい地域であると考え、
「分担人数」が一定値 p 以上であるメッ

が含まれる2km メッシュ」を、その拠点の範囲として定義した。

シュのみを「後背地」としてみなすという考え方である。これを
モデル2 とする。このモデルでは「拠点を利用しにくい地域」を

3. 研究の方法

明らかにすることが可能である。

3-1. 対象都市の概要

本分析においてはモデル1とモデル2という二つの考え方にお

本研究では千葉県千葉市を対象とする。千葉市は 2019 年 3 月

いて後背地の可視化を行い、各拠点の「後背地面積」
（後背地の

現在において立地適正化計画を作成途中であり、
「後背地」につ

面積の総和）
、
「分担人数」という二つの指標に基づいて分析を行

いて考察する必要性が高い。

った。またそれに加え、GPS データに基づいた後背地を利用する

千葉市の都市マスでは拠点構造を目指すにあたり、
市民の生活

ことで住民にとって
「最も多くの人が拠点を利用できるような拠

を支える機能を持った拠点を「都心」
「重要地域拠点」
「地域拠点」

点設定」を考察し、都市構造の変更案として提案した。

の３つのランクに分類している。本研究では前述したように「高

具体的には図 1 で行ったように千葉市を網羅的に 74 個の 2km

次拠点」について考察を行うが、これは都市マス上の「都心」に

メッシュに分割し、
それら全てのメッシュの利用者について住居

あたると考えられるので、
「都心」について分析を行う。千葉市

の位置を分析した。ここで既存の高次拠点 3 つのうち千葉都心、

の都市マス上で、高次拠点にあたる場所は３点存在し、それぞれ

幕張新都心、蘇我副都心をそれぞれ記号で A,B,C と表すとする。

千葉都心、幕張新都心、蘇我副都心と定義されている。前章で述

まずA,B を固定し、分担人数の総和が最大となるよう C（蘇我副

べた考え方により、それぞれの拠点の中心として千葉駅、海浜幕

都心）を残る 72 の 2km メッシュのいずれかに移転した（移転先

張駅、蘇我駅を設定した。

を C'とする）
。次に変更されたA,B,C’の 3 拠点に対し、A,C’を

千葉市に対する 2km メッシュを用いた分割については、
総務省

固定し、分担人数の総和が最大となるよう B（幕張新都心）を残

統計局によって制定されている1km メッシュを参考とした。
これ

る72 の2km メッシュのいずれかに移転した
（移転先をB'とする）
。

に基づいて、千葉市を 2km メッシュ74 個に分割した（図1）
。そ

これら変更先のメッシュであるB’,C’を千葉都心Aと合わせた

の2kmメッシュ図と各拠点の中心である3つの鉄道ターミナルを

A,B’,C’の組み合わせを「最も多くの人が拠点を利用できるよ

重ねることで、
本研究で分析対象となる高次拠点の範囲を定義し

うな拠点設定」と考え、都市構造の変更案として提案した。

た（図2）
。
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4. 分析結果
上記の手順に従って分析を行ったところ、
モデル 1 による千葉
市の三拠点の後背地は図3、モデル 2 で分担人数 p を 1 以上（対
象者数は市の人口の約 1600 分の 1 なので、実際は「利用者数が
1600 人以上」に相当すると考えられる）とした時の三拠点の後
背地は図 4 になり、後背地の可視化に成功した。
図 3 では後背地が市の東部で飛び地のようになっており、
公共
交通が利用しづらい地域では、住民の「どの拠点を利用するか」
という意思決定は住居から拠点までの距離のみによって決定さ

図5 各拠点の後背地面積

図6 各拠点の分担人数

れるものではないということが分かる。
これは自動車の利用にお

在しており、
駅周辺にはペリエなど利用者の多い商業施設が複数

いて各拠点までの道路の混雑や駐車場の数など、
地理的状況以外

存在している。
このため広い範囲から利用者が来るのだと考えら

の要素が影響していると考えられる。

れる。

図 4 における各拠点の後背地はそれぞれの拠点を中心として

都市構造の変更案について、

鉄道やモノレールなどの公共交通網に沿い、
駅の周辺を主として

各拠点の「後背地」を算出する

広がっていることが分かる。ただし、千葉駅よりも海浜幕張駅や

と、モデル 1 とモデル 2 でそれ

蘇我駅に近い地域であっても、
どの駅からもある程度離れている

ぞれ、
図 8、
図 9 のようになった。

地点は「千葉都心の後背地」となっていることが分かる。このこ

図 8 を見ると、都市構造の変

とは、
千葉都心が蘇我副都心や幕張新都心と比べて
「高次の拠点」

更案においても各拠点の「後背

に当たることを意味していると考えられる。
また、
図４において、

地」は既存の都市構造と同様、

色付けのなされていない地域は「拠点を利用しにくい地域」であ

それぞれの拠点を中心として広

ると考えられる。

がっている。既存の都市構造と

各拠点の「後背地面積」及び「分担人数」を示したのが図 5、

比較すると、市南部で千葉の後

図 6 である。これらの図からはどちらのモデルでも千葉都心が

背地が増加し、東部では幕張の

「後背地面積」
「分担人数」ともに全体の過半数を占めており、

後背地が増加した。

他の二つの拠点に比べて利用が活発であることが読み取れる。

図 9 を既存の都市構造と比較

図7 都市構造の変更案
における拠点範囲

都市構造の変更について考えると、
図 7 のような東京都心と結

すると、蘇我副都心が無くなったことによって、既存の拠点設定

ぶ鉄道主要駅及びその周辺に集中した都市構造が
「分担人数の総

では後背地に含まれていた市南部が含まれなくなっている。
一方

和」を最大化することが分かった。これを都市構造の変更案とし

で、
既存の都市構造ではエリア外だった市北部の駅から離れた地

て提案する。

域が変更案では稲毛メッシュの後背地となり、
エリア外だった市

ここで蘇我副都心、
幕張新都心から変更され新しく拠点に設定

北西部の地域が新幕張メッシュの後背地となっている。また、飛

された2 つのメッシュを稲毛メッシュ、
新幕張メッシュと呼ぶこ

び地のように存在していた千葉都心の後背地も、
新幕張メッシュ

ととする。それぞれの範囲内の立地の特徴として、新幕張メッシ

の後背地となっている。

ュには鉄道駅が存在していないが、
イオンモールなど商業施設が

それぞれのモデルでの各拠点の「後背地面積」及び「分担人数」

複数設置されている。このため利用者が多く、拠点の役割を持っ

は図10、図 11 のようになった。

ていると考えられる。
稲毛メッシュは範囲内に 3 つの鉄道駅が存

図3 現状の各拠点の後背地

図4 現状の各拠点の後背地

図8 都市構造の変更案での

図9 都市構造の変更案での

（モデル１）

（モデル2, p≧1）

各拠点の後背地

各拠点の後背地

(モデル1)

(モデル2,p≧1)
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変更案」を提案することが可能である。
今後の研究課題として、基準値の設定がある。
今回、
便宜上モデル２において分担人数 p が 1 以上の地域を後
背地としてみなしたが、これは実際の人数では「1600 人以上」
にあたる。
「拠点を利用しにくい地域」の条件として、この数値
が適切であるか検討する必要がある。
また、
第 4 章においては都市構造変更案について利用者数の大
小だけでなく、拠点の広域性、一極化の有無についても検証を行
っている。だが、厳密な議論を行うためには判断の基準値を設定
した上で検証を行う必要がある。
こうした基準値についても今後

図10 既存の場合と都市構造の変更案で各拠点の後背地面積

検討する必要がある。
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を可視化することが出来た。
これは都市における実際の拠点の利
用者の分布であり、
圏域の設定や集約化のための施策を行うにあ
たって有用な情報となる。
これを基に各拠点の階層や拠点同士の
関係性について考察することも可能である。
また、既存の都市構造だけでなく、都市構造の変更に当たって
も「後背地」を考えることで「分担人数」が求められた。これを
用いて、住民にとって「より多くの人が拠点を利用できるような
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