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From the viewpoint of social inclusion, ensuring accessibility to essential services and opportunities, such as employment, 
education, health and  shopping, is one of major challenges that Japanese cities face under this aging and depopulating 
society.  This article addresses an approach, called accessibility planning, that  has been taken since mid-2000s in England 
with the similar goal, and overviews the background in which it was advocated, its  overall framework and the standard 
appraisal methods of accessibility.  The article also reports cases of Greater London, West Midlands  (Black County) and 
Liverpool, in which they have tried to reflect and/or incorporate quantitative accessibility appraisal into spatial planning in 
order to deal  with inaccessibility problems not only through transport measures, but through integration with land use 
planning.  
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１．はじめに
都市交通計画の主たる目的は「住む」・「働く」・「憩う」
といった人々の活動の場を結び，その暮らしを支えることに
ある。少子高齢・人口減少社会を迎えた今日のわが国にとっ
て，生活上重要性の高い活動機会へ人々が容易にアクセスで
きる環境を整えることは，都市交通計画はもとより土地利用
や施設立地の計画にも関連する大きな課題である。
本稿では，上記と同様の問題意識から英国・イングランド
で展開されてきたアクセシビリティ・プランニング［AP：
Accessibility Planning］に着目し，その枠組みや手法，空間
計画への適用動向について報告する。

２．アクセシビリティ・プランニング導入の背景
APはいわゆる「社会的排除」の問題に対応することを目
的に，2000年代中盤から実施されてきた取り組みである。
中央政府の社会的排除対策室［SEU：Social Exclusion Unit］
の報告書「Making the Connections」1)で提唱され，2004年
に交通省［DfT：Department for Transport］が発行したガイ
ダンス2),3)においてプロセスや手法が具体化された。
Lucas4)に基づいて当時の時代背景を要約すると次のよう
である。1990年代後半以降，中央政府の政策は郊外化の抑
制に舵を切ったにも関わらず，現実には大規模な郊外開発が
続き，近隣の衰退が進行した。医療機関や教育機関も例外で
はなく，施設の大規模集約化とともに自動車以外でのアクセ
スが困難な場所への立地が進み，アクセシビリティは低下す
ることとなった。施設立地の決定に際して交通やアクセシビ
リティの側面を十分考慮しないうえに影響力が強いこれらの
機関に，土地利用計画者は屈するほかなかった。要するに，
ディベロップメントプランにおいてローカルなサービスの欠
如が十分検討されず，これに直接的に対処するメカニズムも

存在していなかった。
一方，交通サイドでも，1980年代以降の規制緩和により
バスは減便や撤退が相次いだ。加えて，公共交通は概して郊
外化した新たな土地利用パターンに対応できず，これに依存
する人々のアクセス機会が損なわれることとなった。また，
自動車交通の増大に伴う安全性の低下や環境悪化により，高
齢層にとっても若年層にとっても，徒歩や自転車は望まれな
い交通手段になりつつあった。
その他に問題が生じた背景として，誰もアクセスの保証に
関する責任を持たず，単に交通計画者が解くべき問題と見な
されてきたこと，交通の貧弱さがもたらす社会的費用が交通
プロジェクトの評価において重視されてこなかったこと，交
通財源が過度に断片化していたこと，革新的な交通ソリュー
ションの提供が規制によって制約されてきたこと──が指摘
されている1)。

３．アクセシビリティ・プランニングの枠組みと手法
上述の背景は次の２つの取り組みの必要性を示唆していよ
う。第一に，交通計画単独でなく土地利用計画や各種サービ
ス提供セクターとの連係のもとに社会的排除に対処する必要
性であり，第二に多部門間で共有できる客観的なアクセシビ
リティ評価を行うこと，ならびにその手法を整備することの
必要性である。
3-1．APの枠組み
第一の点について，APの枠組みでは，地方交通庁［LTA：
Local Transport Authority］が関連各部門と横の連係を図り
つつ，主導的役割を果たすものとされる2)。すなわち，交通
政策や施策への取り組みとともに，外部主体による施設立地
決定やサービス提供に関わる決定，その他のより広い政策分
野に対し影響を及ぼすことが期待されている。

 *  正会員　東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻（U. of Tokyo）

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.10, 2011 年 11 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.10, November, 2011 

 

 

- 145 -



第２期の地方交通計画［LTP：Local Transport Plan］（計
画期間：2006～2010年度）の策定において，アクセシビリ
ティは４項目の「共有された優先事項」の１つに位置付けら
れるところとなり，LTPの策定主体でもあるLTAは，次節で
述べるようなAPに基づくアクセシビリティの評価と改善の
ための戦略をLTP2に含めるよう要求された。続くLTP3でも
「APはLTPやその実施において主要な要素であり続ける」5)

とされている。
3-2．APのプロセスとアクセシビリティ評価手法
第二の点については，次のようなプロセスとアクセシビリ
ティ評価手法が整備された。
まず，APでは「人生のチャンスに最も影響を及ぼす」1)と
考えられた労働・学習・保健に関する機会に焦点を当て，す
なわち雇用，教育機関，医療機関，食料品店へのアクセスを
対象としている。食料品店が取り上げられているのは，買物
の利便性に着目したというより，生鮮品など「健康に役立つ
手頃な価格の食品」1)へのアクセスが住民の健康水準に影響
すると見ているためである。
SEU報告書1)はまた，こうした機会へのアクセスを阻害す
る主なバリアとして，交通手段の（例えば公共交通の路線設
定，ダイヤ，信頼性などの観点からの）利用可能性と物理的
アクセシビリティ，移動中の安全性・セキュリティ，金銭費
用，人の移動範囲を制約する情報不十分性，活動機会の立地
──の５項目を挙げている。APではこれら全てを定量的に
評価する手立てが用意されるわけではないが，LTAや関連主
体は，一連のプロセスを通じ，阻害要因についてできるだけ
広く検討することが奨励されている。DfTのガイダンス2)に
よれば，APは次の５段階のプロセスから構成される。
[1] 戦略的AP：LTP区域における対象サービスへのアクセシ
ビリティを図示し評価する。評価の結果に基づいて関連
主体と協議するとともに，既存のエビデンスをレビュー
する。さらなるアクションに向けて地区・集団・問題の
優先順位付けを行う。

[2] ローカルAP：主要な地区・集団・問題に焦点を当てて，
既存のエビデンスをレビューする。アクセシビリティの
図化と評価をより詳細に行う。追加調査や地元とのコン
サルテーションを実施する。

[3] オプション評価：問題への潜在的対応策を幅広く考え出
し，利用可能な資源（財源，時間，人的資源など）や
実現可能性を考慮しつつ施策オプションを評価して，最
良の Value for Money を与える施策を同定する。

[4] アクセシビリティ行動計画の策定：問題改善のための特
定の施策に加え，交通部門の政策・財源基準や他部門
の政策（例：Local Development Framework［LDF］で
の敷地の同定，計画許可と106条合意）にアクセシビリ
ティの考慮を組み込むためのプロセスが含まれうる。

[5] モニタリングと評価：DfTが算出して毎年自治体に通知
するコア指標と，各自治体が補完的に定めるローカル指

標を通じてモニタリングを実施する。自治体が定める目
標値に照らして達成状況を評価する。
コア指標の定義と算出方法は随時見直されている。2009
年版6)では，①着地指標（例：活動施設まで所定の交通手段
で所定の時間内に到達可能な人口や世帯の割合），②発地指
標（例：居住地区から所定の時間内に到達可能な活動施設の
数(1)），③移動時間指標（例：居住地区から活動施設までの
最短所要時間）──の３種類に分類される。活動施設や交通
手段，時間などの設定は次のとおりである。
• 活動施設：【雇用】5,000以上の雇用を持つ雇用中心，
または各ゾーンの雇用数を用いて指標を定義；【教育】
初等学校，中等学校，高等教育機関；【医療】一般開業
医，病院；【店舗】食料品店，タウンセンター。
• 交通手段：徒歩＋公共交通，自転車，自動車，自動車
以外の合成手段（①着地指標のみ；手段分担率に応じ
た加重平均）──の４種類。
• 所要時間：【徒歩，自転車，自動車】道路種別ごとの
典型的な実勢速度を用いて算出；【公共交通】時間帯ご
との値をトリップ発生時間帯（活動種類により異な
る）に応じて加重平均して使用。
• 時間閾値：全国交通調査［NTS：National Travel 
Survey］のデータから，各対象活動のためのトリップ
時間の中央値と80～90パーセンタイル値を参照し，下
位閾値と上位閾値をそれぞれ設定。
• 人口・世帯：活動の対象人口または世帯，’at-risk’な人
口または世帯──の２種類(2)。

①②のタイプの指標については，上述の閾値指標のほか， 
NTSデータから設定された距離減衰関数を乗じて連続値にし
た指標も定義される。指標値はセンサスの Output Area 単位
で算出され，人口で加重平均して Lower Super Output Area 
単位と自治体単位に集計した値が公表される。
ローカル指標では，特定の集団・地域やコア指標の対象外
の活動・目的施設・交通サービスを対象にしたり，コア指標
と異なる時間閾値を適用したり，移動時間以外にアクセシビ
リティに影響する側面（例：費用，信頼性，安全性・セキュ
リティ，経路の連続性など）を評価したりというように，自
治体の実状に合わせた評価を行うことが期待されている。

４．空間計画への適用に向けた試み
3-1で述べたように，APは交通の部局であるLTAが主導す
るプロセスではあるが，土地利用など他の部門と連係しなが
ら進めることが期待されている。しかし，これまでのところ
APの成果を土地利用計画サイドへ反映させる取り組みはあ
まり目立っては進んでいないようである。本章ではAPその
ものに限らずアクセシビリティと空間計画を結びつけた試み
も含め，事例を示す。
4-1．Greater London
Transport for London［TfL］が，公共交通による地点間の
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移動時間を評価した CAPITAL，公共交通アクセシビリティ指
標 PTAL［Public Transport Accessibility Level］，活動機会へ
のアクセシビリティ指標 ATOS［Access to Opportunities and 
Services］──の３種類の指標を開発し，算出している。
PTAL（図－１）は公共交通サービスまでのアクセシビリ
ティを９段階（0～6a；1は1aと1b，6は6aと6bに分けられ
る）で評価した指標である8)。旧 London Plan ではこれと空
間計画を関係付けることが提案され9)，実際にいくつかの側
面で関係付けられてきた。新市長のもとで2011年に発行さ
れた新しい London Plan10) でも，PTALと住宅開発の場所や
密度（すなわち，小規模世帯向けの高密住宅開発はPTALの
高い区域に集中させるべきとされる），PTALと住宅・小売開
発の最大駐車場基準（すなわち，PTALの高い区域では開発
の設置する駐車場を減らすことが求められる）が結びつけら
れて基準化されている。大規模小売開発の適地やタウンセン
ターの指定をPTALと明示的に結びつけるようなことは行わ
れていないが，タウンセンターではPTALが概して高いため
問題はないと考えられているようである。
公共交通に乗車した先の移動を考えないPTALに対し，近
年新たに開発されたATOS11)では目的地までの移動全体が考
慮される。対象のサービス・施設として，APと同様に雇用，
教育（初等学校，中等学校，高等教育機関），医療（一般開
業医），食料品店のほか，オープンスペースが独自に追加さ
れている。ATOSは，これらの分類別に最寄りの施設までの
交通手段別所要時間（または，選択性を考慮するため，より
近い施設数ヶ所の平均値）を算出し，A～Eの相対ランクに
区分したものとして表現され，全ての活動分類を一律の重み
で合算した合成スコア（例えば図－２）も算出される。ただ
し現時点では London Plan に組み込まれるには至っておら
ず，問題の把握などに活用されるにとどまっている。
また，“不健康の偏在”と言うべき問題が指摘されているロ
ンドンは，貧困地域へのサービスの提供を含めた医療システ
ムの見直しという課題も抱えている。その１つとして，医療
施設の専門性と市民から見た選択性・近接性を高める観点か
ら，上位機関＝病院の機能の一部を下位機関＝クリニックに
持たせた「Polyclinic」を新設する形で再構築を進めつつあ

る12)。その検討を支援するため，TfL と NHS London（NHS
は国民医療保健サービス［National Health Service］）が協働
し，再構築前後における医療サービスへのアクセシビリティ
の変化を分析するツールとしてHSTAT［Health Services 
Travel Analysis Toolkit］を開発，適用している。
4-2．West Midlands  (Black County)
West Midlands 地域の開発立地を導くためのアクセシビリ
ティ基準の策定を目指した調査・検討が行われた13)。
住宅開発については，APと同じ４分類のサービスへの徒
歩・公共交通によるアクセシビリティが評価され，それらの
合成スコア（５段階の相対得点，例えば図－３）に基づき，
家族向けおよび非家族向け住宅の立地と密度に関する指針が
提案された。具体的には，
• スコアが５（最低）の区域での住宅開発は不適
• スコアが３～４の区域での家族向け大規模住宅開発は
不適，非家族向け住宅開発は抵抗される
• 60戸/haを超える非家族向け住宅開発はスコアが１（最
高）の区域でのみ認められる

──などとされた。この指標と指針がそのまま採用されはし
なかったが，Black County Core Strategy14) には，満足され
るべきアクセシビリティ基準として，戸数密度と活動施設へ
の時間距離を関係付けたマトリックスが示されている。
非住宅開発については，エリア内の各地点から徒歩・公共

出所：TfL (2010)7)
【図－２】ATOS（合成スコア，徒歩＋公共交通，2009年）

出所：Baker et al. (2010)13)
【図－３】West Midlands における

家族向け住宅開発の立地ガイドラインの提案【図－１】PTAL（2009年）
出所：TfL (2010)7)
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交通で30分以内に到達可能な人口がメッシュマップとして
図示され，その水準に応じて異なるタイプや規模の施設を
立地可能とする方針が提案された。これは現時点で現実の政
策には組み込まれていない。
4-3．Liverpool City Council
APの手法に基づくアクセシビリティ評価をLDFなどの空間
計画に生かす可能性について，スタディが実施された15)。
LDFへの適用可能性に関しては，まずAPと同様の４分類・
７項目の必須サービスを取り上げ，徒歩と公共交通で所定の
時間（手段別・サービス項目別の「望ましい」トリップ長）
内に到達可能なサービス項目の数により，必須サービスへの
アクセシビリティが評価された（図－４）。別途，最寄りの
ディストリクトセンターへの所要時間などを用いた評価もな
された。その後，結果を市の土地利用計画担当者に見せ，土
地利用計画におけるアクセシビリティ評価の有用性や限界に
ついてコメントを得ている。具体的には，アクセシビリティ
の高い場所を優先的な開発適地として選定したり，低い場所
での開発には計画義務を通じて対処を求めるといった活用の
可能性が示唆されている。一方，時間閾値や時間帯の設定な
ど，分析手法の要改善点も指摘されている。
現在のところ政策や制度になるには至っていないが，この
ような検討を City Region レベルでの枠組み構築・政策化へ
展開することが期待されている。

５．おわりに 
APの制度と取り組みは，社会的排除問題への対応を目的
として，標準的なアクセシビリティ評価手法と部門間の連係
に配慮した適用プロセスが全国レベルで考案され，かつ実
際にそれを適用し評価・検討する機会が各自治体に与えられ
た点で興味深く，わが国にも参考となり得る事例である。ア
クセシビリティの評価を空間計画に組み込んだり反映させた
りしている（あるいはその方向で進めようとしている）事例
も，必ずしも多くないようではあるが現れてきており，有効
な連係が今後さらに進展することが望まれよう。
一方で，現実には連係は容易でないと推察されることに加

え，交通サイドも土地利用・施設立地サイドも将来に向かっ
て避け難い不確実性を孕むことを鑑みると，開発立地や土地
利用計画のガイドラインとして有効に機能し得るかどうか，
経過を追うことは有益と考える。具体の都市や都市圏におけ
る取り組みの全体像を捉えつつ，このような枠組みと手法に
基づく実践がもたらす成果を追跡することが，今後の課題の
１つである。
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補注
(1) 指標の算出に際しては最寄りの５ヶ所または10ヶ所（活動種類
により異なる）のみが考慮される6)。

(2) 前者は対象の活動に対応した人口・世帯の部分集合で，例えば
初等学校の場合は５～10歳人口。後者は対象の活動に関して社
会的排除の問題がより重大と考えられる人口・世帯の集団で，
例えば医療機関の場合は自動車を持たない世帯6)。
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【図－４】Liverpool City によるアクセシビリティ評価

出所： 
Liverpool C.C. (2010)15)
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