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Today, people movement data collected from mobile phones are used for providing various services or for marketing. 
However, there are not many studies investigating pedestrian density and speed using such data. In this research, we 
mainly used XY point data from smart phone and digital map of road center line. As a result of the analysis, we revealed 
the relation of street network configuration, potentials from a railway station, land use, street form such as width or 
length, to the density and the speed of pedestrians using correlation analysis and multiple regression analysis. The 
results of these analyses provide the model of how we walk in urban space and can be applied to urban planning, urban 
development or store opening planning. 
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1. はじめに 

(1) 研究背景 

歩行者量予測は出店計画、都市整備事業などの際に重要であり、

都市形態のみから歩行者量を予測するモデルを作成できれば極

めて有用なものとなる。また近年、歩行の「量」だけでなく「質」

も重視されるようになってきており、歩行速度の大小によって場

のデザインを変えることも必要になってくると考えられる。 

次に、スマートフォンの普及に伴って位置・速度情報を用いた

研究が活発になってきている。スマートフォンのデータを用いる

利点としては、比較的大規模なデータが手に入りやすいこと、公

的に行われる調査は主要な道路のみで行われることが多いが、こ

のようなデータではあまり使われない道のデータも手に入るこ

と、歩行者量だけでなく、歩行速度などのデータも手に入れられ

ることが挙げられる。 

(2) 既往研究 

歩行者量予測に関する研究としては、本研究でも対象としてい

る大宮駅を含む主要鉄道駅の周辺を対象として道路環境と駅か

らの距離に伴う歩行者減衰率との関係を調査した相澤、久保田の

研究 1)等数多くの研究がなされてきた。また、スペースシンタッ

クスを用いた街路空間分析としても、商業施設などの影響がない

場所での自然発生的移動であるNatural movementや移動が土地利

用や空間形状などの都市空間を作り、都市空間が移動を作り出す

というMovement economyの概念を提唱したHillierらの研究2), 3)を

はじめとして、プローブカーデータを用いて Integration と実利用

のされやすさ、ChoiceとOD特製の多様さの関係を橋梁を対象と

して分析した西村らの研究 4)など多くの研究がなされてきた。 

歩行速度に関する研究としては、歩行者量が大きくなると歩行

速度とその標準偏差が小さくなり、歩行速度を制限される人が多

くなることを明らかにした前中、吉田の研究 5)や、商業集積地に

おいて立ち寄りと通過を創出するためには、0.9~1.0m/s の範囲に

該当する通りが重要であることを示した高橋らの研究 6)、歩行速

度と加速度から空間を分類わけし、それぞれの分類に合ったデザ

インを提案した渡辺、羽藤の研究 7)などが行われてきた。さらに、

GPS等の位置・速度情報を用いた研究も、GPSを用いて鎌倉市に

おける観光客の密度や速度分布を可視化し分析した野村、岸本の

研究 8)や、可変時間窓を用いてCDRs データの移動滞在状態を判

定した小林らの研究 9)など多様な研究がなされてきた。 

(3) 研究目的 

上記のように、スペースシンタックスなどの街路空間特性を用

いた歩行者密度予測に関する研究や、スマートフォンなどの位

置・速度情報を用いた研究が活発になってきている。しかし、そ

の二つを組み合わせた研究はあまり行われていない。また、スペ

ースシンタックスなどの街路空間特性と歩行速度の関係を調べ

る研究もおこなわれていない。 

そこで、本研究ではスマートフォンの位置・速度情報を用いて

スペースシンタックス指標、ポテンシャル、道路のサイズ、土地

利用から歩行者密度、歩行速度を説明するモデルを立て、スペー

スシンタックス指標などの街路空間特性と歩行者密度、歩行速度

との因果関係を考察する。 

 

2. 手法 

(1) データセット 

 本研究では以下の4つのデータセットを用いた。 

 スマートフォンのポイント型流動人口データ(1) 

 道路中心線、鉄道中心線、土地利用を表す数値地図 
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 歩行者通行量データ(2) 

 鉄道駅乗降者数データ(3) 

ポイント型流動人口データは1日のうちに埼玉県さいたま市を

通過したユーザーによる 2017 年 1 年分のデータであり、一日当

たり約5,000人、500,000ポイントが含まれている。また、データ

には一日ごとに変更される個人識別 IDのほか、時刻、位置、OS、

位置精度、速度などの属性が与えられている。本研究では、歩行

者密度や歩行速度に関するデータを必要とするが、本データは

様々な移動手段や精度のデータが入り混じっているため、データ

スクリーニングを必要とする。 

道路・鉄道中心線データは大宮周辺のおおよそ18.5km×22.5km

の範囲の数値地図（国土基本情報）である。このデータはポリラ

インで構成されている。また、道路中心線データに含まれる幅員

区分属性を後の分析に用いた。歩行者に関する研究なので、高速

道路部分を削除し、またスペースシンタックス分析の際に必要と

なる場合、駅内主要通路を追加した。鉄道中心線データは歩行者

抽出操作後に線路上に多くのポイント型流動人口データが存在

していたため、ポイントデータを道路セグメントに集計する際の

精度向上のために使用した。また、土地利用データに関しては、

2005年の数値地図5000（土地利用）を用いた。このデータはポリ

ゴンで構成されており、重回帰分析を行う際の説明変数の一つと

して利用した。 

 歩行者交通量データは平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調

査に伴って同時期にさいたま市が独自に調査したデータである。

本研究では、分析対象セグメント上で調査された計 25 点のデー

タを適切な歩行者判別法の特定のために用いた。 

 最後に、鉄道駅乗降者数データとして「平成29年埼玉県統計年

鑑」に記載されている平成 28 年 1 年間の総乗降者数データをポ

テンシャルの計算のために用いた。 

(2) 分析対象地域 

 分析対象地域としては図1に示す大宮駅を中心とした3つの矩

形領域を設定した。まず、(1)で述べた道路ネットワーク全体に対

してスペースシンタックス分析を行った。さらに、大宮区と同程

度の広さ（約3km×4km）である広域分析対象地域と商業施設の

多く存在する(約1.2km×1.5km)狭域分析対象地域を設定し、推定

を行った。 

(3) スペースシンタックス 

スペースシンタックス（以後SS）はグラフ理論に基づいた空間

分析手法であり、depthMapXを用いて実際の分析を行った。SSに

は様々な空間の表現方法が提唱されているが、本論文では

Segment Analysisを使用する。Segment Analysisはセグメントの端

点でのみ他のセグメントと接続されるSegment Mapを用いた空間

表現法で、道路中心線などの基本的な地図との対応がつけやすく、

小さな単位でSS指標を与えることもできる。 

次に、セグメント間の距離はAngularとMetricを用いる。Angular

距離は二つのセグメントがなす角度を距離と考えたもので、𝑑 , ,

をセグメント𝑖、𝑗間のAngular距離、𝜃をセグメント𝑖と𝑗のなす角

度(𝜃 ∈ 0, 𝜋 )とすると、式(1)で定義され、𝜃が90度（π/2）の時

に1となる。 

𝑑 , ,
2𝜃
𝜋

1  

Metric 距離はわれわれが日常的に用いる物理的な距離であり、セ

グメント𝑖、𝑗間のMetric距離を𝑑 , , 、セグメント𝑖、𝑗の長さを𝑙 、

𝑙 [m]とすると、式(2)で定義される。 

𝑑 , ,
𝑙 𝑙
2

2  

また、それぞれのセグメントの影響範囲を制限するために検索半

径を設定する。距離タイプが異なると最短経路も異なってくるた

め、指標値に用いる距離、検索半径に用いる距離それぞれに別の

距離タイプを用いることができる。本研究では、指標値－検索半

径の組み合わせは、Metric-Metric、Angular-Metric、Angular-Angular

の3パターンを用いる。 

本研究では SS 指標として Choice、Integration、Total Segment 

Length (TSL)の3つに加えて、Step Depthにポテンシャルの概念を

取り入れたPotentialを用いた。Choiceは媒介性指標であり、セグ

メント iのChoiceを𝐶ℎ𝑜𝑖𝑐𝑒 、セグメント iを含むセグメント j、

k 間の最短経路の数を𝑛 𝑖 、セグメント j、k 間の最短経路の数

を𝑛 、また、セグメント iから一定の検索半径の範囲のセグメン

トの集合をS(i)とすると、式 3 のように表される。 

𝐶ℎ𝑜𝑖𝑐𝑒
𝑛 𝑖
𝑛

∈∈

3  

IntegrationとTSLは近接性指標であり、本研究では、式 4 、(5)で

求められる指標を用いる。 

𝐼𝑛𝑡
𝑁𝐶
∑ 𝐷

4  

図1 道路中心線データ（青：スペースシンタックス対象領

域、赤：広域分析対象領域、緑：狭域分析対象領域） 

図2 広域領域と狭域領域の拡大図 
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𝑇𝑆𝐿 𝑙 5  

ここで、𝐷 はセグメント i、j間の距離、𝑁𝐶はセグメント iから

の距離が検索半径内にあるセグメント数、つまり、𝐼𝑛𝑡 はセグメ

ント i の一定の近傍の平均距離の逆数であり、アクセスのしやす

さを表す。𝑇𝑆𝐿 はセグメント iから一定近傍の範囲のセグメント

の長さの合計であり、その近傍に道路が多いことを表す。Potential

は、歩行者量は鉄道駅から離れれば離れるほど少なくなり、また、

その鉄道駅の規模に比例して大きくなるという仮定から導出し

た指標であり、セグメント𝑖のポテンシャル𝑃 , は式 6 で求めら

れる。 

𝑃 , 𝑆𝑈 ∙ 𝐷

𝑆𝑈 ∙ 𝑃𝐷
6  

ここで、𝛽は減衰率を定めるパラメータ 1, 1, 2 、𝑖はセグメ

ント番号、𝑗は駅番号、𝑆𝑈は駅𝑗の年間総乗降者数(Station User)、

𝐷 はセグメント𝑖の駅𝑗からのMetric 距離、またはAngular 距離、

𝑃𝐷 は𝛽乗してポテンシャル化したD (Power of D)である。 

 SS指標の表し方としては、（対数をとるかどうか：-/ Log10）（指

標値の距離定義AngularまたはMetric：A/ M）_(SS指標)R(検索半

径の大きさ)を用いる。例えば、対数をとらない Angular 分析の

Integration で検索半径が4000m の場合A_IntR4000 と書く。また、

ポテンシャルは（対数をとるかどうか：-/ Log10）（指標値の距離定

義AngularまたはMetric：A/ M）(β：1/ -1/ -2)ポテンシャルと表す

こととする。例えば、対数をとった－2 乗のMetric ポテンシャル

はLog10M-2Potentialと書く。 

(4) データの選択と集計 

本項目では、歩行者のポイントデータを各セグメントに集計し、

何通りか行ったデータの抽出方法のうちどの抽出方法がもっと

もよく実際の歩行者分布を表しているかを実データとの相関係

数を求め検証し、今後の分析に用いるデータを選択する。 

本研究では、iOS スマートフォンユーザーで大宮周辺の歩行者

を対象とした。さらに、位置情報の精度もある程度必要となるた

め、30m以下の精度を持つポイントに限定した。 

 ここで、歩行者に限定するために元々属性として持っている加

速度センサから算出された速度（以後、単に「速度」または「Speed」

と書く）だけでなく、位置、時刻、精度から計算できる単純速度、

最低可能速度の二つの速度(Speed’)を新たに作成し、速度、単純速

度、最低可能速度、時刻情報から図3のような方法で歩行者判定

を行う。ここで、wは窓であり、図4に概念図を示す。本研究で

は、w=0, 300, 600sの3通りを用いた。ポイントデータの速度、位

置、精度、時刻と窓の関係を図5に表す。 

さらに、速度が0のポイントを対象に入れるかどうかも加え

て、3通り 窓 2通り 追加した速度の定義 2通り

速度0を含むかどうか 12通りの判別方法を用いて歩行者と

判別されたポイントのみを抽出した。 

最後に、道路中心線と鉄道中心線データを用いて、図6のよう

にポイントを最近接のセグメントに割り当て集計し、割り当てら

れたポイント数 Count、割り当てられたポイントの速度の平均値

Avg_Speed、割り当てられたポイントの速度の不偏標準偏差

SD_Speedの3属性を追加し、式 7 のように歩行者密度を定義し

た。 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦
𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡
𝑙

7  

この𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦と歩行者通行量データとの Pearson の相関係数を

求めることで、どの歩行者判別方法を用いるのが適切かを判断し

た。結果を図7に示す。ここで、WIN0/ 300/ 600は窓の大きさを

表し、MINSPは最小可能速度、SPは単純速度を用いたこと、0UP

図3 移動手段の判定法 

図6 ポイントデータの集計 

図5 速度の概念図 

図4 窓の概念図 
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は速度0を用いないことを示す。例えば、WIN0SPは窓0s、単純

速度、速度0を含む方法で抽出したデータである。以後の分析で

は、最も相関係数の高かった(相関係数0.805)「単純速度・窓0s・

速度0を含まない」方法で判別したポイントデータを用いた。最

後に、このデータに対してカーネル密度推定を行い、データの分

布を可視化した（図8）。 

 次に、土地利用ポリゴンデータをセグメントに集計する。集計

方法としてはまず、隣接するセグメントとポリゴンの距離の最大

値を確認したところ、25m未満であったため、セグメントからの

距離が 25m 以内であるポリゴンを図 9 のようにセグメントに対

応付け、セグメントに対応付けられたポリゴンに特定の土地利用

種別があるかどうかをダミー変数で表した。さらに、対応付けら

れた商業・業務用地ポリゴンの総面積に関する指標として、

SQRTBS[m]を式 8 のように定義する。 

𝑆𝑄𝑅𝑇𝐵𝑆 √𝐵𝑆 8  

ここで、𝐵𝑆[m2]は近隣にある商業・業務用地の面積である。 

(5) 歩行者密度分析 

歩行者密度分析と次節に示す歩行速度分析において用いた変数

を表1に示す。歩行者密度分析は広域分析と狭域分析に分かれて

おり、相関分析等を通して選択した変数、土地利用に関する変数、

道幅に関する変数、セグメントの長さを説明変数、歩行者密度

Log10Density を目的変数としてステップワイズ法を用いてそれぞ

れ重回帰分析を行い、重回帰式についての考察を行った。 

(6) 歩行速度分析 

歩行速度に関しては、平均速度に関する分析と速度の標準偏差 

0.64
0.66
0.68
0.7

0.72
0.74
0.76
0.78
0.8

0.82

表1 変数候補 

変数 変数名称 作成・入手元 

目的

変数 
スマートフォンのポイント型流動人口データから算出した歩行特性 
（密度、速度、速度の標準偏差） 

(株)Agoup 
より 

説明

変数 

土地

利用 

ダミー変数（山林・荒野等、田、畑・その他の農地、工業用地、一般低層住宅地、密集低層住宅地、中

高層住宅地、商業・業務用地、道路用地、公園・緑地等、その他の公共公益施設用地、河川・湖沼等） 国土地理院 
数値地図5000 

商業・業務用地の面積に関する連続変数 

スペースシンタックス 
指標 
（Integration、 
Choice、 
Total Segment Length） 
（対数をとる/とらない） 

Angular分析 
local 

Angular距離による検索半径(1、2、3、4、5、6) 

国土数値情報よ

り作成した

SEGMENT 
MAPより算出 

Metric距離による検索半径(500mから4000mまで500m単位) 

global 検索半径なし（約18.5km×22.5kmの範囲で算出） 

Metric分析 
local Metric距離による検索半径(500mから4000mまで500m単位) 

global 検索半径なし（約18.5km×22.5kmの範囲で算出） 

駅からの 
重力ポテンシャル 
（対数をとる/とらない） 

Angular距離（1乗、－1乗、－2乗) 乗降客数とネッ

トワーク距離に

より算出 Metric距離（1乗、－1乗、－2乗) 

道路のサイズ 
Segment長さ 国土数値情報 

数値地図の 
道路中心線 道路幅員（ダミー変数 / 連続変数） 

図8 カーネル密度推定 

図9 土地利用属性の集計 
図7 判別方法別のDensityと実際の歩行者量との相関係数 

（赤縞：最大相関係数） 
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表2 歩行者情報の相関係数 

図10 Count>300の場合の歩行者密度 

図11 歩行速度の平均と標準偏差 

に関する分析を行った。ここでは、広域領域に存在するセグメン

トを対象とするが、それぞれのセグメントに割り当てられた標本

数が十分大きくなければ平均速度や分散の値が信頼できず、また

閾値を大きくしすぎて分析を行うセグメント数が少なくなって

しまってもよくないため、1 ポイントのみからなる平均速度や分

散などは除き、Count>300 であるセグメントのみを対象として分

析を行った。 

また、空間そのものが持っている特性ではないため、重回帰分

析には用いなかったが、歩行者密度と歩行速度の相関分析の結果

を表2に示す。歩行者密度が増えると平均歩行速度が下がり、ば

らつきも小さくなる傾向にあることが見て取れるが、大きい相関

を持っているとは言えない。また、平均歩行速度と速度の標準偏

差との間には正の相関が認められ、集計されたポイント数からの

影響はあまり見られなかった。 

最後に、図10にCount>300の場合のLog10Densityを、図11に

歩行速度の平均と標準偏差を示す。ここから、重要なセグメン

トのみを集めた場合、さらにポテンシャルが支配的となってい

ることがわかる。また、図から幹線道路では平均速度も大きい

が、幹線道路の交わる場所では平均速度が落ちていることがわ

かる。これは信号が存在するためであると考えられる。さら

に、大宮駅の東側の商店街では平均速度も標準偏差も小さくな

表3 広域歩行者密度分析における重回帰分析の結果 

表4 広域歩行者密度分析における重回帰係数 

表5 狭域歩行者密度分析における重回帰分析の結果 

R R2 調整済み R2 推定値の標準誤差 

0.838 0.701 0.698 0.38542

表6 狭域歩行者密度分析における重回帰係数 

 非標準化係数 標準化係数 

 B 標準誤差 ベータ 

(定数) -3.637 0.217   

Log10M-2Potential 0.916 0.059 0.441 

SQRTBS 0.004 4.1×10-4 0.240 

Log10A_ChoiceRn 0.107 0.023 0.205 

Log10A_ChoiceR1 0.125 0.028 0.178 

一般低層住宅地 -0.122 0.040 -0.080 

Log10M_ChoiceRn 0.040 0.020 0.062 

その他の公共公益施設用地 0.072 0.029 0.049 

Length 0.001 4.69×10-4 0.046 

っているが、西側や少し離れた東側では平均速度が大きくなって

いることがわかる。 

 

3. 結果 

(1) 歩行者密度分析 

 広域分析における重回帰分析を行った結果を表3、4に示す。偏

回帰係数について詳しく見ていくと、対数変換した－2乗のMetric

距離ポテンシャルLog10M-2Potential の影響が最も大きく、次に近

隣商業・業務用地の面積の平方根 SQRTBS、対数変換した検索半

径6のChoice Log10A_ChoiceR6、一般低層住宅地、道幅と続く。SS

指標や商業・業務用地、住宅地、道幅以外に確認できた変数とし

ては、公園・緑地等、その他の公共公益施設用地が正の影響を持

  Avg_Speed SD_Speed Count Density Log10Density 

Avg_Speed 1.000     

SD_Speed 0.331 1.000    

Count -0.124 -0.178 1.000   

Density -0.178 -0.249 0.729 1.000  

Log10Density -0.144 -0.224 0.641 0.837 1.000 

R R2 調整済み R2 推定値の標準誤差 

0.722 0.521 0.520 0.49104

 非標準化係数 標準化係数 

 B 標準誤差 ベータ 

(定数) -1.575 1.203   

Log10M-2Potential 0.493 0.033 0.264 

SQRTBS 0.004 2.23×10-4 0.217 

Log10A_ChoiceR6 0.112 0.014 0.153 

一般低層住宅地 -0.314 0.023 -0.150 

CenterWidth 0.024 0.003 0.109 

Log10M_ChoiceRn 0.061 0.010 0.085 

公園・緑地等 0.128 0.021 0.065 

密集低層住宅地 -0.144 0.022 -0.065 

A_TSLR1 2.100×10-5 6×10-7 0.065 

Log10A1Potential -0.278 0.080 -0.053 

その他の公共公益施

設用地 
0.079 0.016 0.049 

中高層住宅地 0.068 0.016 0.041 

M_IntRn 0.068 0.032 0.036 
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っていた。これは、その公園や施設自体が目的地となりえるため、

歩行者密度が大きくなると解釈できる。 

 図 12 に実測値 Log10Density と重回帰分析による推定値を示し

た。幹線道路沿いや大宮駅周辺の歩行者密度が大きく、また実測

値が空間的に連続的ではないことがわかる。推定値ではポテンシ

ャルの影響が強く出ているが、実際に駅の影響が及ぶ範囲は推定

より狭いと考えられる。また、ポテンシャルの影響を強くしたた

め、大宮駅やさいたま新都心駅の周囲ではあまり悪い推定結果は

出なかった。一方大宮公園の周囲では、公園の集客力を考えてい

ないため歩行者密度を小さく推定する傾向にあることがわかる。 

 次に、狭域分析における重回帰分析の結果を表5、6に示す。こ

の調整済み R2 値は本研究の歩行者密度予測モデルの中で最も大

きく、狭域で Log10Density を予測する重回帰モデルが最もよく歩

行者密度を表していることがわかる。 

偏回帰係数について詳しく見ていくと、上位三位までの変数は

広域分析の場合とほぼ同じで、その他の変数にはChoice、一般低

層住宅地、公共公益施設用地、セグメント長が採用された。係数

の大きさを広域分析の場合と比較すると、ポテンシャルの影響が

上がり、住宅地の影響が下がった。住宅地の影響が下がったこと

は住宅地が駅の周囲に存在せず、ポテンシャル変数との相関が大

きくなったためであると解釈できる。 

図 13 に実測値 Log10Density と重回帰分析による推定値を示し

た。広域分析の場合と比べて実測値と推定値の図の差が小さくな

っていること、実測値は広域分析の場合と同様、大宮駅周辺や幹

線道路で大きくなっていることがわかる。また、大宮駅周辺のセ

グメントについては誤差がとても大きいことはほとんどないこ

とがわかる。 

(2) 歩行速度分析 

 平均歩行速度に対する重回帰分析の結果を表 7、8 に示す。調

整済みR2が0.257と良い重回帰式は得られなかったが、予測では

なく傾向を考えるには十分であると考えられるため、個々の標準

化係数を見ていく。M-2Potentialの標準化係数が最も大きかったの

は駅の周辺は人が多く速度が制限されること、駅の周辺は様々な

施設が存在し、そこにいることが目的である人が平均歩行速度を

下げていることが考えられる。Choiceが大きくなると平均歩行速

度が大きくなるのは、Choiceが移動経路の途中にありがちなセグ

メントを表しているため、移動中の歩行者が多くなり、結果的に

平均歩行速度も大きくなるためと考えられる。密集低層住宅地の

場合も、歩行速度が落ちると考えられる「目的地」ではないため、

また歩行者密度も大きくないため速くなると解釈できる。

A1Potential は負の係数を持っているが、この変数は Angular 距離

的に駅の近くで SS 指標の大きなセグメントであると 0 に近づく

ため、駅の遠くの込み入った場所にある道路は歩行速度が遅いこ

とがわかる。 

 図14 に実測値Ave_Speed と重回帰分析による推定値を示した。

幹線道路上の歩行速度が速く、大宮駅の東側の歩行速度が低いこ

と、大宮駅周辺は比較的よく推定されていること、Count>300 で

あるセグメントのみを対象として分析を行ったため、セグメント 

図13 狭域における歩行者密度の実測値Log10Density（左）と推定値（右） 

図12 広域における歩行者密度の実測値Log10Density（左）と推定値（右） 
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表7 平均歩行速度に対する重回帰分析の結果 

R R2 調整済み R2 推定値の標準誤差 

0.517 0.268 0.257 0.121  

表8 平均歩行速度に対する重回帰係数 

が少なくなっていることがわかる。 

歩行速度の標準偏差に対する重回帰分析の結果を表9、10に示

す。調整済みR2値は狭域歩行者密度分析には届かないもののかな

り良い値を示した。変数の中ではChoiceの影響が最も大きく、あ

る程度歩行者量の多い場所の中では SS 指標が大きくなると速度

の標準偏差が大きくなることが明らかとなった。Log10A1Potential 

は駅に近いほど小さな値を持つだけでなく、Angular 距離による

指標であるため、SS指標が大きくても値が小さくなる傾向にある。

しかし、Choice によって SS 指標との関連は相殺されていると考

えられるため、駅の近くの影響が大きくなると考えられる。その

ため、ポテンシャルの小さい駅の周辺は歩行者密度が大きく歩行

速度が制限されるため標準偏差が小さくなると考えられる。同様

に、道幅変数についても道幅が狭いと歩行スペースが小さくなる 

表9 歩行速度の標準偏差に対する重回帰分析の結果 

R R2 調整済み R2 推定値の標準誤差 

0.795 0.632 0.625 0.067  

表10 歩行速度の標準偏差に対する重回帰係数 

 非標準化係数 標準化係数 

 B 標準誤差 ベータ 

(定数) -0.643 0.187  

A_ChoiceR3500 1.940×10-8 2.13×10-9 0.446

Width3_55 -0.086 0.009 -0.373

Width_3 -0.105 0.018 -0.190

M_TSLR1000 2.887×10-6 4.88×10-7 0.188

Log10A1Potential 0.123 0.021 0.177

公園・緑地等 -0.031 0.010 -0.090

M_ChoiceR4000 -6.589×10-9 3.27×10-9 -0.086

Length 2.40×10-4 8.3×10-5 0.086

ため速度が制限されると解釈できる。Lengthに関しては、セグメ

ントが長いとその分付近に様々な施設があると考えられるため、

ばらつきが増え、公園・緑地等の近くでは多くの人が公園・緑地

で活動するため、ばらつきが小さくなると考えられる。一方、

M_ChoiceR4000が負の偏回帰係数を持った理由はわからないため、

今後の課題として挙げられるが、A_ChoiceR3500 で大きな偏回帰

係数をすでに持っているため無視しても問題ないと思われる。 

 図 15 に実測値 SD_Speed と重回帰分析による推定値を示した。

平均速度の場合と同様、幹線道路上のセグメントの速度の標準偏 

差が大きく、駅周辺の値が小さいこと、残差の小さいセグメント

は大宮駅周辺に集まっていることがわかる。 

 非標準化係数 標準化係数 

 B 標準誤差 ベータ 

(定数) 0.792 0.081  

M-2Potential -2.322×10-5 4×10-6 -0.258

畑・その他の農地 -0.173 0.034 -0.218

Log10M_ChoiceR4000 0.053 0.013 0.201

A1Potential -9.648×10-11 2.412×10-11 -0.187

CenterWidth 0.003 0.001 0.112

密集低層住宅地 0.061 0.025 0.103

図15 歩行速度の標準偏差の実測値SD_Speed（左）と推定値（右） 

図14 平均歩行速度の実測値Ave_Speed（左）と推定値（右） 
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4. 結論 

(1) まとめ 

 本研究では、相関分析や重回帰分析を通してスマートフォンか

ら得た位置・速度情報などのデータから作成した道路セグメント

ごとの歩行者密度、歩行速度指標をスペースシンタックスやポテ

ンシャル、道路のサイズ、土地利用指標を用いて説明し、その関

係を明らかにした。以下に本研究で得た知見の要約を示す。 

歩行者密度分析では、Log10M-2Potential の影響が最も大きく、

次にSQRTBS、検索半径の広いLog10A_Choiceと続いた。狭域分析

における調整済みR2は0.698と高い値を得た。視覚的には幹線道

路や駅の近くの歩行者密度が大きいことが挙げられる。 

歩行速度分析の結果をまとめるとまず、速度の標準偏差の方が

平均速度よりも街路空間の形状に影響を受けること、移動中の人

が増えて平均速度が底上げされ、標準偏差も大きくなるためSS指

標が大きくなると平均速度と標準偏差が大きくなる傾向にある

ことが言える。次に、駅の周辺では人が多く歩行速度が制限され

るため、平均速度と標準偏差が一定値に収束すると考えられる。

また、視覚的に幹線道路は基本的に歩行速度、標準偏差が大きく、

大宮駅の東側は歩行速度も標準偏差も小さく、大宮駅の西側は、

歩行速度は速いが標準偏差は小さくなっていた。大宮駅の西側に

関しては、幹線道路のような道路が多く存在したため、歩行速度

は大きいが標準偏差は小さくなっていたと考えられる。 

全体のまとめとしては、歩行者密度の大きいセグメントは駅の

近くで、商業施設が周囲にあり、SS指標の大きい場所であり、歩

行者密度の大きなセグメントに限定すると SS 指標にはあまり関

係がなくなること、その代わり、SS指標は歩行速度に影響を与え

るようになり、歩行速度、標準偏差を大きくする効果を持つこと、

駅の近くでは歩行速度、その標準偏差が制限されることが挙げら

れる。 

(2) 課題 

 本研究で用いた道路中心線データは交差点単位以上に細か

く分けられていたり、歩行者を対象としていたのに歩道橋や横断

歩道などを考慮していなかったりしたため、Connectivityを筆頭に

その道路セグメントの特徴を正確に表せていない場合があった。

そのため、道路データを作り直して分析を行ってみるとより良い

結果が得られる可能性がある。また、分析対象地が大宮のみであ

ったため、異なる都市で今回の結果を検証することでより普遍性

のある研究となること、説明変数として歩道の幅員や信号など本

研究で用いなかった指標を導入することでより良いモデルの作

成が期待できること、速度の標準偏差と平均速度、歩行者密度の

間に弱い相関があったため、パス解析を行うことでより良いモデ

ルとなることが期待できることが課題として挙げられる。 

スマートフォンデータに関しては、選択したデータを実際の利

用状況とより精度よく一致させるために、位置情報精度の閾値

30mの変更や、徒歩判定に対する速度の閾値3m/sの変更、二つ目

の速度変数として最高可能速度の導入、一日単位で個人を特定で

きるため、ポイントデータから移動経路や移動手段の推定などを

行うことが求められる。また、本研究で用いたポイントデータは

自動車など徒歩以外の移動手段に対する分析を行うことができ

る。さらに、精度の条件を厳しくすれば歩道のどちら側を歩いて

いるかを判定することができ、さらに詳細な分析を行うことがで

きる。 

 

補注 

(1) （株）Agoopの配信するスマートフォンアプリの利用者から受

け取った位置・速度情報ログを基にしたデータ 

(2) さいたま市のホームページより入手 

( http://www.city.saitama.jp/001/010/018/007/002/p005496.html ) 

(3) 埼玉県のホームページより入手 

( https://www.pref.saitama.lg.jp/a0206/a310/a2017.html ) 
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注） 

本稿は12th International Space Syntax Symposiumにおいて発表予

定の論文に基づき翻訳・修正を行ったものである。 
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