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１．はじめに                     

人口減少社会のなかで、東京圏(1)においても2015年に人

口のピークを迎えるなど 1)、都市の拡大からコンパクト化

がとりわけ郊外で求められる状況になった。産業の進展に

伴い、1960年代に東京圏は拡大し、それに伴い鉄道沿線の

整備が進められた 2)。鉄道サービスは多大なインフラ投資

が必要とされるため、利用者の確保による運賃収入が求め

られるが、いかに沿線開発と連動するかも大事な要素とな

る。しかしながら、東京圏郊外部(2)の鉄道沿線においては、

今後の人口減少と生産年齢人口の減少に伴う通勤者の減少

により、鉄道利用者が減少し、結果として、鉄道サービス

の低下につながることが懸念されている 3)。 

ところで、都市再生特別措置法の改正に伴い、現在、立

地適正化計画の策定を行う行政体が多数見受けられる 4)。

立地適正化計画は、「コンパクト＋ネットワーク」を目指し

ているため、いかに人の集まる市街地を都市機能誘導区域

として指定し、その周囲に人の集まる居住誘導区域を考え、

公共交通で結び、歩いて暮らせるまちを実現するかが求め

られる 5)。そのためには、既に投資を行った鉄道沿線の機

能を維持することが、「コンパクト＋ネットワーク」の実現

には必要となるものの、今後、持続可能なネットワークに

向けて沿線居住人口がどれだけ必要であり、いかにして市

街地形成と連動させていくのかは明らかではない。 

そこで本研究は、東京圏郊外部の持続可能な市街地形成

に向けて、鉄道機能と連動した居住誘導区域のあり方を考

えることを目的とする。具体的には、「コンパクト＋ネット

ワーク」を実現する鉄道機能の持続性を考慮した、誘導人

口の目標値と居住誘導区域の設定範囲を検討するものであ

る。本研究の成果が、今後の公共交通と市街地形成が連動

した持続可能な都市づくりを考える上での一助となること

が望まれる。 

これまでのところ、居住誘導区域について、区域設定の

検討に向けたアクセシビリティ指標を提案したもの 6)や、

区域設定への活用を念頭に都市構造の評価手法を提案した

もの 7)は見られるが、居住誘導区域と連動した公共交通の

持続性について論じている研究は見られない。 

本研究の構成は以下の通りである。まず、2 章では東京

圏郊外部における鉄道事業と沿線人口の動向、住宅立地の

現状を明らかにする。次に、3 章では東京圏郊外部におけ

る全鉄道駅から、駅周辺を居住誘導区域に指定すること及

び鉄道機能の持続性を考慮すると居住誘導を図る必要があ

ると考えられる駅を選定した上で、駅勢圏の範囲と鉄道機

能の持続可能性を考慮した駅勢圏内の目標人口を検討する。

最後に、4章では3章で検討した駅勢圏内の目標人口と2040

年の駅勢圏人口を比較することで、鉄道機能の持続性を考

慮すると居住誘導を図る必要がある駅を明らかにする。そ

して、それらの駅を多く有する都市を対象に、誘導人口の

目標値と居住誘導区域の設定範囲を分析することで、鉄道

機能と連動した居住誘導区域のあり方を検討する。 

 

２．鉄道機能と連動した居住誘導の方向性          

 まずは、東京圏郊外部における鉄道事業と沿線人口の動

向、住宅立地の現状から、鉄道機能と連動した居住誘導の

方向性を明らかにする。 

2－1．東京圏郊外部における鉄道事業の動向 

まず、東京圏における鉄道全路線の収支実態を、営業係

数を用いて明らかにする。営業係数とは、100 円の収入を

得るために、どれだけの経費を要するかを示すものであり、

この数値が 100未満であれば黒字、100を超えれば赤字と

なる。東京圏における鉄道全路線の営業係数を鉄道統計年

報(平成24年度)のデータを用い、表1に示す算出方法で算

出した(図 1)。これより、都心周辺及び都心に向かう路線

のほとんどが黒字路線であるのに対し、都心から離れた路

線では赤字路線が多く存在していることが明らかとなった。  
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次に将来における高齢化に伴う、生産年齢人口の減少に

よる鉄道事業への影響を明らかにする。市区町村別の2010

年から 2040 年までの東京区部への通勤鉄道利用者の減少

数を、国立社会保障・人口問題研究所(以下、社人研)の将

来人口推計値 8)を用い 2010年から 2040年までの生産年齢

人口の減少数を算出し、東京区部への通勤率と東京区部へ

の通勤者の鉄道利用率を乗じることで推計した(図 1)。な

お、東京区部への通勤率と東京区部への通勤者の鉄道利用

率は、第 5 回東京都市圏パーソントリップ調査(以下、PT

調査)を用い算出した。これより、減少が大きいのは、都心

周辺の市区町村や都心に向かう鉄道が走る市区町村である

ことが明らかとなった。このことから、現在、黒字である

路線においても、東京区部への通勤鉄道利用者の減少によ

る鉄道事業環境の悪化が懸念されることが分かる。 

2－2. 東京圏郊外部における沿線人口の動向 

次に、東京圏郊外部における2040年の将来人口分布を推

計することで、駅周辺地域における人口の変化について明

らかにする。まず、2040年の将来人口を4次メッシュ(500m

×500m)ごとに推計する。2010年の国勢調査 4次メッシュ

データ(性別・年齢5階層別人口)を現在人口として、社人

研が設定している市町村別の仮定値(生存率・純移動率・子

ども女性比・0～4歳性比)9)を用いて、コーホート要因法よ

り、5 歳階級別人口を推計した。なお、複数の自治体にま

たがる行政界のメッシュは面積最大の自治体に割り振り、

推計した都市全体の人口が社人研の推計値に一致するよう

に補正を行った。次に、推計した2040年における4次メッ

シュごとの人口と2010年の国勢調査4次メッシュデータを

用いて、駅周辺1km圏内の2010年と2040年の人口を算出

する。駅周辺1km圏内の人口は、駅周辺1km圏の境界をま

たぐメッシュについて、駅周辺1km圏内と駅周辺1km圏外

の面積比に基づいて人口を按分することで算出した。なお、

異なる駅同士で駅周辺1km圏が重なり合うため、複数駅の

駅周辺1km圏に含まれる地域が存在するが、そのような地

域の人口は、駅周辺1km圏の重なりは考慮せず、両方の駅

周辺1km圏内の人口に加えている。これより、2010年から

2040 年までの

駅周辺1km圏内

の人口増減率を

集計したものを

みると(図 2)、

約9割の駅で駅

周辺1km圏内の

人口が今後減少

していくことが

明らかとなった。 

2－3. 東京圏郊外部における住宅立地の現状 

 次に、住宅立地と鉄道駅の関係について分析する。平成

25年住宅土地統計調査の「最寄り交通機関までの距離別住

宅数」を用いて、東京圏郊外部における駅からの距離別住

宅比率を算出した。その結果、図3に示すように、徒歩圏

とされる駅周辺 1km10)

に住宅が多く立地して

いることが明らかとな

った。一方で、半数以

上の住宅が徒歩圏外に

立地しており、居住地

は駅から離れた地域に

も広がっていることが

分かる。 

 以上本章より、今後見込まれる鉄道事業環境の悪化及び

駅周辺地域の人口減少が明らかとなった。また、居住地が

駅から離れた地域にも広がっていることを踏まえると、コ

ンパクト化が進んでいないこと、ネットワークの維持には、

駅周辺への居住誘導が必要と言える。 

 

３．鉄道機能と駅勢圏内の居住人口の関係        

 居住誘導区域の設定範囲と誘導人口の目標値を検討する

にあたり、東京圏郊外部における全鉄道駅から、駅周辺を

居住誘導区域に指定し、コンパクト化すること及びネット

ワークの持続性確保に向けて居住誘導を図る必要があると

考えられる駅(以下、研究対象駅)を選定した上で、駅勢圏

の範囲と鉄道機能の持続可能性を考慮した駅勢圏内の目標

人口を検討する。 

3－1. 研究対象駅の選定 

 駅周辺を居住誘導区域に指定することが考えられる駅は、

一定以上の運行本数等の高いサービス水準が確保された駅

である 11)。また、駅周辺に都市機能が集積している鉄道駅

は、比較的、コンパクト化及びネットワークの持続可能性

を有していると考える。そこで研究対象駅は、運行頻度が

一時間あたり 3本以上(3)であり、駅周辺に都市機能が集積

図3. 駅からの距離別住宅比率 

営業係数  =  ①営業費   ÷  ②営業収入  ×  100 
①営業費 = 運送費 + その他の費用 

    ・運送費 = 
各路線の旅客人キロ

全線の旅客人キロ
 × 鉄道会社の運送費 

    ・その他の費用 = 
各路線の延日キロ

全線の延日キロ
 × 鉄道会社のその他費用 

※ここでは、案内宣伝費、厚生福祉施設費、一般管理費、 

減価償却費の合計を、鉄道会社のその他費用としている。 

  ②営業収入 = 旅客運輸収入 + その他の収入 

    ・旅客運輸収入 = 
各路線の旅客人キロ

全線の旅客人キロ
 × 鉄道会社の旅客運輸収入 

    ・その他の収入 = 
各路線の延日キロ

全線の延日キロ
 × 鉄道会社の運輸雑収 

表1. 営業係数の算出方法 

図2. 駅周辺1km圏の人口増減率(2010年→2040年)

図1. 鉄道事業の実際と東京区部への通勤鉄道利用者の減少数(2010年→2040年) 
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していない居住型の鉄道駅とする。 

3－1－1.運行頻度の算出方法 

 まず各鉄道会社HPの時刻表より、各駅の一時間あたりの

運行本数を算出する。本研究では、既往研究 12)を参考に、

オフピーク時(9:00～16:59)における運行本数を算出する。

これは、ピーク時に比べて、鉄道サービス水準をより適切

に表せると考えたためである。算出方法は、まず各路線の

対象駅について、オフピーク時に発車する列車を上り・下

り方向で計測し、その平均を取ることで各路線での運行本

数を算出する。ただし、ターミナル駅では列車が発車する

1 方向での発車本数を運行本数とする。次に複数の路線が

乗り入れている駅については、各路線での運行本数を足し

合わせて、駅全体での運行本数を算出する。そして、運行

本数をオフピーク時の時間で除して各駅の一時間あたりの

運行本数を算出した。なお、算出にあたっては平日のダイ

ヤを用いた(4)。 

3－1－2.居住型と都市機能型の分類 

 次に、運行頻度が一時間あたり3本以上の鉄道駅を居住

型と都市機能型に分類する。既往研究 13)14)を参考に、駅周

辺1km圏内の居住人口に対する駅周辺500m圏内の従業者数

の割合を鉄道駅の都市機能度と定義し、都市機能度を用い

て居住型と都市機能型の分類を行う。なお、駅周辺 500m

圏内の従業者数は2009年の経済センサス基礎調査500mメ

ッシュデータを用いて算出し、駅周辺1km圏内の居住人口

は前章で算出した値を用いる。これより、都市機能度別の

駅数を図4に示す。これをみると、都市機能度0.2未満に

77.7%の鉄道駅が含まれており、都市機能度0.2以上になる

と駅数が大きく減少していることが分かる。このことから、

都市機能度0.2未満の鉄道駅を居住型、都市機能度0.2以

上の鉄道駅を都市機能型とし、都市機能度 0.2未満の 527

駅(5)を研究対象駅とした。 

3－2. 鉄道機能の評価 

研究対象駅において、駅勢圏の範囲と鉄道機能の持続可

能性を考慮した駅勢圏内の目標人口を検討するため、鉄道

機能の評価を行う。具体的には、鉄道機能に関する指標を

用い主成分分析を行うことによって、駅ごとに鉄道機能に

関する総合点を算出する。鉄道機能に関する指標は、一般

財団法人運輸政策研究機構の評価指標 15)を参考に、表2に

示す9指標とした。 

鉄道機能に関する9指標を用いて主成分分析を行った結

果(6)、第 3主成分までで累積寄与率 72.3%かつ固有値 1以

上が得られたので、第3主成分までを結果として採用した

(表 3)。第 1主成分はピーク時の運行本数、日中の運行本

数、1 日の運行本数で正の相関が高く、また都心への所要

時間、都心への乗換回数で負の相関が高いことから、正の

方向に「都心への速達性」が高いと解釈した。第2主成分

は最寄り主要駅への所要時間、最寄り主要駅への乗換回数

で正の相関が高く、また20分圏域内の主要駅数で負の相関

が高いことから、負の方向に「主要駅へのアクセス性」が

高いと解釈した。第3主成分は初乗り運賃で特に高い正の

相関があることから、負の方向に「経済性」が高いと解釈

した。 

評価指標 算出方法 データの出典

ピーク時運行本数 運行本数が最も多い区間(基本的に都心に向かう方向)における、午前7時台と午前8時台の運行本数の合計とする。 各鉄道会社HP

日中の運行本数 運行本数が最も多い区間(基本的に都心に向かう方向)における、午後2時台と午後3時台の運行本数の合計とする。 各鉄道会社HP

1日の運行本数

始発から終電までの運行本数を上り・下り方向で計測し、その平均を取ることで運行本数を算出する。ただし、ターミナ

ル駅では列車が発車する1方向での発車本数を運行本数とし、複数の路線が乗り入れている駅については、各路線で

の運行本数を足し合わせて、駅全体での運行本数とする。

各鉄道会社HP

初乗り運賃 複数の路線が乗り入れている場合は最も安い運賃とする。 各鉄道会社HP

都心への所要時間
東京駅、新宿駅、渋谷駅、池袋駅への平均所要時間とし、各駅への所要時間はJRえきねっとの検索エンジン「乗換・

運賃案内」を用いて調査した。なお、最も所要時間の短い経路を採用した。
JRえきねっと

都心への乗換回数
東京駅、新宿駅、渋谷駅、池袋駅への平均乗換回数とし、各駅への乗換回数はJRえきねっとの検索エンジン「乗換・

運賃案内」を用いて調査した。なお、最も所要時間の短い経路を採用した。
JRえきねっと

最寄り主要駅への所要時間
最寄り主要駅への所要時間は、JRえきねっとの検索エンジン「乗換・運賃案内」を用いて調査した。なお、最も所要時

間の短い経路を採用した。
JRえきねっと

最寄り主要駅への乗換回数
最寄り主要駅への乗換回数は、JRえきねっとの検索エンジン「乗換・運賃案内」を用いて調査した。なお、最も所要時

間の短い経路を採用した。
JRえきねっと

20分圏域内の主要駅数 20分以内に到達できる主要駅数を、JRえきねっとの検索エンジン「乗換・運賃案内」を用いて調査した。 JRえきねっと

表2. 鉄道機能に関する指標 

註1)「鉄道を軸とした沿線地方公共団体と鉄道事業者によるまちづくりの検討」(国土交通省)を参考に、主要駅は乗降客数10万人以上かつ駅周辺500m圏の商業面積が5万㎡
以上の駅とした。なお、乗降客数はPT調査を、商業面積は平成19年商業統計4次メッシュデータを用いて算出した。 
註2)指標のデータ収集は、2015年11月に行った。 

註2)軸の意味の( )は、軸の方向を示す。 

註1)網掛けについて、灰色は主成分負荷量0.3以上、黒色は主成分負荷量-0.3以下を 
示す。 

第1主成分 第2主成分 第3主成分

ピーク時運行本数 0.4211 0.16886 0.22388
日中の運行本数 0.42077 0.29143 0.06807
1日の運行本数 0.39893 0.28701 0.08903

都心への所要時間 -0.34395 -0.05702 -0.243
都心への乗換回数 -0.31648 -0.29977 0.30149

最寄り主要駅への所要時間 -0.29815 0.50293 -0.13411
最寄り主要駅への乗換回数 -0.25867 0.43765 0.12208
20分圏域内の主要駅数 0.28072 -0.51632 -0.01512

初乗り運賃 -0.18278 -0.00053 0.86848
固有値 3.8967 1.6116 1.004
寄与率 43.297 17.907 11.156

累積寄与率 43.297 61.203 72.359
軸の意味 都心への速達性(正) 主要駅へのアクセス性(負) 経済性(負)

表3. 主成分分析結果と軸の解釈 

図4. 都市機能度別の駅数 
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次に、各駅の主成分の値に重みづけした値の和を鉄道機

能に関する総合点として算出する。重み付けに用いる値は

元の指標をより多く表している主成分の重みを重くすると

して、元の指標の統合の割合を表す指標である寄与率を用

い、下式より総合点を算出する。 

ただし、第2、3主成分は鉄道機能に関して負の方向に高

いため、マイナスをかけ足し合わせることとした。 

3－3. 駅勢圏の設定 

 駅勢圏は、駅の鉄道機能によってその範囲が異なるため
16)17)、前節で算出した鉄道機能の総合点を6段階(7)に分類し、

検討する。駅勢圏の算出は PT 調査を用い、既往研究 18)を

参考に以下の手順で行った。 

[1].PT調査から、自宅を起点に徒歩又は自転車で研究対象

駅にアクセスし鉄道を利用したトリップを抽出する。[2].

抽出したトリップにおける駅へのアクセス距離を、駅にア

クセスした交通手段の平均旅行速度に所要時間を乗じるこ

とで算出する。なお平均旅行速度は、徒歩 4km/h19)、自転

車 15km/h20)とした。[3]. 鉄道機能の分類別、移動の目的

種類別(通勤、通学、私事)に、トリップ数をアクセス距離

ごとに集計し、その累積値が 80%となる値を駅勢圏とする

(図5)。 

駅勢圏の算出結果を表4に示す。これより、通勤や通学の

駅勢圏は鉄道機能に関わらずほとんど一定であるのに対し、

私事移動における駅勢圏は鉄道機能により差がみられるこ

とが分かる。また、今後見込まれる高齢者の増加を踏まえ

ると、高齢者

の移動が考慮

されている私

事移動の駅勢

圏が、駅勢圏

として最も適

切であると考

える。以上よ

り、私事移動

の駅勢圏を本

研究での駅勢

圏とした。 

3－4. 駅勢圏内の目標人口 

 前節で算出した駅勢圏及び鉄道機能の総合点を用いて、

鉄道機能と駅勢圏内の居住人口の関係について分析し、鉄

道機能の持続可能性を考慮した駅勢圏内の目標人口を検討

する。 

 前節における駅勢圏の算出結果より、駅勢圏は 800m、

1000m、1250m、1333mの 4つの圏域であることから、それ

ぞれの圏域毎に、駅勢圏内の人口と鉄道機能の総合点の関

係を分析する。なお、駅勢圏人口は 2010 年の国勢調査 4

次メッシュデータを用い、前章と同様に駅勢圏の境界メッ

シュを面積按分することで算出した。鉄道機能の総合点を

10点ごとに区分し(8)、区分ごとに含まれる駅の駅勢圏人口

の平均値を算出し、駅勢圏人口と鉄道機能の総合点の関係

式を整理した(図6、表5)。その結果、回帰式の傾向はほぼ

同様で、決定係数はいずれの場合も0.9以上と相関が高い

結果となった。そこで、ここで得られた回帰式によって鉄

道機能の総合点に応じた駅勢圏内の目標人口を算出するこ

ととした。ただし、図7に示すように、回帰式によって求

めた目標人口が現状の人口を上回っている場合は、今後人

口を増加させていくことは困難であると考えられるため、

現状の人口を目標値とする。 

 

４．鉄道機能の持続性を考慮した居住誘導区域                

ここでは、前章で算出にした駅勢圏内の目標人口と2040

年の駅勢圏人口を比較することで、鉄道機能の持続性を考

慮すると居住誘導を図る必要がある駅を明らかにし、それ

らの駅を多く有する都市を対象に、鉄道機能の持続可能性

を考慮した誘導人口の目標値と居住誘導区域の設定範囲を

分析する。 

4－1．対象都市の選定 

 2040年の駅勢圏人口が、前章で算出した駅勢圏内の目標

人口を下回る駅を、居住誘導が必要な駅と定義し、それら

の駅を都市別に集計した(図8)。なお、2040年の駅勢圏人

口はコーホート要因法により算出した4次メッシュごとの

人口を用い、前章と同様に駅勢圏の境界メッシュを面積按

分することで算出した。これより、都心周辺の一部の都市

を除き、多くの都市(92都市)が、居住誘導が必要な駅を有

Ax =  ∑ 00
𝑖=3 aix×bi 

Ax ：鉄道駅 xの鉄道機能に関する総合点 

aix：鉄道駅 xの主成分 iの値 

bi：主成分 iの寄与率 

図5. 駅勢圏の算出イメージ 

上位5% 上位5～20% 上位20～50% 上位50～80% 上位80～95% 上位95～100%

通勤 1333m 1333m 1250m 1333m 1250m 1250m

通学 2500m 2500m 2500m 2500m 2500m 2500m

私事 1333m 1250m 1250m 1000m 1000m 800m

移

動

目

的

鉄道機能の総合点

表4. 駅勢圏の算出結果 

図6. 鉄道機能の総合点と駅勢圏(1333m)人口の相関 

800m 1000m 1250m 1333m

回帰式 y=62x+18536 y=96x+27383 y=141x+39857 y=159x+44718

決定係数R2乗 0.907 0.913 0.922 0.925

y：駅勢圏の人口、ｘ：鉄道機能の総合点

駅勢圏の圏域

表5. 圏域ごとの駅勢圏人口と鉄道機能の総合点の相関 

図7. 目標人口の算出フロー 
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していることが

明らかとなった。

また、居住誘導

が必要な駅数が

上位3都市であ

る横浜市、横須

賀市、小田原市

を次節の分析対

象都市として選

定した(表6)。 

4－2．鉄道機能の持続可能性を考慮した誘導人口の目標値

と居住誘導区域の設定範囲 

 ここでは前節で選定した3都市を対象に、誘導人口の目

標値と鉄道機能の持続性を考慮した居住誘導区域の設定範

囲を検討する。 

4－2－1．誘導人口の目標値 

 まず、前章で算出した駅勢圏の目標人口と前節で算出し

た2040年の駅勢圏人口を用い、誘導人口の目標値を算出す

る。ただし、誘導人口の目標値は都市別に算出するため、

市域をまたぐ駅勢圏や駅勢圏同士の重なりを考慮する必要

がある。そこで、前章で算出した駅勢圏の目標人口と前節

で算出した2040年の駅勢圏人口を、以下の手順で補正する

こととした。 

[1].居住者が最も近い駅を利用すると仮定し、駅勢圏を分

割する(図9)。[2].分割した駅勢圏を用い、2010年と2040

年の駅勢圏人口を算出する。ただし、市域をまたぐ駅勢圏

については駅勢圏内に含まれるその都市のメッシュのみを

集計する(9)。なお、駅勢圏人口は前節と同様に駅勢圏の境

界メッシュを面積按分することで算出した。[3].前章で算

出した駅勢圏の目標人口を面積比に基づいて、下式によっ

て補正する。 

[4].[3]で算出した目標人口が[2]で算出した 2010 年の駅

勢圏人口を上回る場合、[2]で算出した2010年の駅勢圏人

口を目標人口とする。 

以上より補正した駅勢圏の目標人口と 2040 年の駅勢圏

人口の差から算出した駅ごとの誘導人口の目標値を都市別

に足し合わせ、都市ごとの誘導人口の目標値を算出した(表

7)。これより、3 都市とも多くの人口を駅勢圏内へ居住誘

導していく必要のあることが明らかとなった。 

また、3 都市の中で総人口に占める誘導人口の目標値の

割合が最も多い小田原市における駅別の誘導人口の目標値

をみると(表 8)、誘導人口の目標値は同市内の駅であって

も、駅ごとに大きく異なることが明らかとなった。 

4－2－2．居住誘導区域の設定範囲 

 次に、鉄道機能の持続性を考慮した居住誘導区域の設定

範囲を検討する。居住誘導区域内は少なくとも現状におけ

る市街化区域の人口密度を維持することができる地域が望

ましいとされている 21)。また、ネットワークの持続性確保

に向けて多くの人口を駅勢圏内へ居住誘導していく必要が

あることを踏まえると、ネットワークの持続性を考慮する

場合、駅勢圏外の地域に居住誘導を図ることは難しいと考

える。以上のことから、ネットワークの持続性を考慮した

居住誘導区域の設定範囲は、市街化区域内かつ研究対象駅

の駅勢圏内の地域及び居住誘導を図らなくとも現状におけ

る市街化区域の人口密度を維持することができる地域とす

る。なお、3都市の市街化区域内の人口密度は、横浜市107.6

人/ha、横須賀市60.6人/ha、小田原市64.4人/ha22)である

ことから、2040年の人口密度がそれぞれ100人/ha、60人

/ha、65人/ha以上の地域を居住誘導区域に指定することと

する。また、人口密度は4次メッシュ単位で算出する。 

 これより、3都市の居住誘導区域の設定範囲を図10に示

す。居住誘導区域の面積を算出した結果(表 9)、居住誘導

区域の設定範囲は、3都市とも市街化区域の 6割程度にな

図8. 居住誘導が必要な駅数(都市別) 

補正後の目標人口 ＝  

前章で算出した目標人口× 
分割後の駅勢圏面積 −  分割後の駅勢圏の市域外面積

分割前の駅勢圏面積
 

図9. 駅勢圏分割のイメージ 

都市名 2010年の総人口(人) 誘導人口の目標値(人) 誘導人口の割合(%)

横浜市 3,688,773 26,721 0.7

横須賀市 418,325 24,537 5.9

小田原市 198,327 15,856 8.0

表7. 誘導人口の目標値の算出結果 

駅名 駅勢圏の目標人口(人) 2040年の駅勢圏人口(人) 誘導人口の目標値(人)

井細田 5,834 7,104 0

五百羅漢 4,506 4,270 236

穴部 4,822 4,476 346

飯田岡 5,710 5,216 494

栢山 9,904 8,761 1,143

足柄 6,022 4,877 1,145

螢田 8,010 6,530 1,480

富水 12,111 10,132 1,979

早川 7,674 5,215 2,459

国府津 10,070 7,406 2,663

鴨宮 22,692 18,781 3,911

合計 15,856

表8. 小田原市における駅別の誘導人口の目標値 

都市名 駅数 都市名 駅数
横浜市 20 八王子市 6
横須賀市 12 町田市 6
小田原市 10 春日部市 5
さいたま市 9 大和市 5
鎌倉市 9 日野市 5
藤沢市 8 久喜市 5
流山市 8 野田市 5
船橋市 8 千葉市 5
松戸市 7 柏市 5
佐倉市 6

表6. 居住誘導が必要な駅数が5駅以上の都市 
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ることが明らかとなった。なお、本研究では駅勢圏を検討

する際に駅からの起伏は考慮しておらず、広く丘陵地を抱

える横浜市、横須賀市などでは、さらに居住誘導区域を小

さく設定する必要があると考えられるが、これについては

さらなる考察が必要である。 

 

５．おわりに                     

 本研究から明らかになった点を踏まえ、コンパクト＋ネ

ットワークを実現しうる居住誘導区域のあり方に関して、

以下の2点が重要であると考える。 

① 鉄道機能の持続性を考慮した居住誘導区域の範囲設定 

の検討 

 本研究より、ネットワークの持続性確保に向けては多く

の人口を駅勢圏内へ居住誘導していく必要があることが明

らかとなった。このことから、居住誘導区域の設定範囲は

駅勢圏内と居住誘導を図らなくとも人口を維持することの

できる地域に限定するなど、より小さく設定することが必

要と考える。一方で、住民との合意形成等の難しさから、

地方自治体は居住誘導区域の範囲設定を難しいと感じてい

ると考えられる。しかし、鉄道サービスの低下は沿線住民

にとっては利便性の低下につながるものである。地方自治

体はネットワークの持続性という観点を考慮し、居住誘導

区域の範囲設定を検討していく必要があると考える。 

② 鉄道機能と将来人口からみた誘導人口の目標値設定の 

検討 

本研究より、ネットワークの持続性確保に向けた誘導人

口の目標値は、同市内の駅であっても大きく異なることが

明らかとなった。これは同市内の駅であっても、駅の鉄道

機能や将来における駅勢圏人口の増減率が大きく異なるた

めである。このことから、駅の鉄道機能及び駅勢圏の将来

人口を詳細に分析し、誘導人口の目標値を駅ごとに検討し

ていくことが望ましいと考える。 

また、平成27年12月に国土交通省は、鉄道事業者と地

方自治体の連携を推進する、鉄道沿線まちづくりガイドラ

インを策定した。今後の急速な人口減少・高齢化の影響は

厳しいものになると予想され、駅周辺への居住誘導を促進

していくには、鉄道事業者と地方自治体の連携が必要と考

える。今後、居住誘導に向けた仕組みづくりを検討してい

くことが求められるが、それについては他日を期したい。 
 
 

【補注】 
(1)本研究では、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の一都三県を
東京圏とする。 (2)本研究では、東京区部を除く一都三県を東京
圏郊外部とする。 
(3)都市構造の評価に関するハンドブック(国土交通省)によると、
基幹的公共交通路線は、運行本数が概ね一時間あたり3本以上の
路線とされている。(4)運行本数の調査は、2015年11月に行った。 
(5)都市機能度0.2未満の鉄道駅(531駅)の内、駅周辺に住宅が存
在しないと考えられる空港第2ビル駅、成田空港駅、東成田駅、
遊園地西駅は研究対象駅から除く。 (6)分析にはJMP IN version5 
を用いた。 (7)鉄道機能を上位5%,上位5～20%,上位20～50%,上位
50～80%,上位80～95%,上位95～100%の6段階に分類した。 (8)す
べての区分に1つ以上の駅が含まれるように、10点ごとに区分し
た。 (9)本研究では、複数の自治体にまたがるメッシュを面積割
合最大の自治体に割り振っている。 
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図10. 居住誘導区域の設定範囲 

都市名 市街化区域面積(ha) 居住誘導区域面積(ha) 居住誘導区域の割合(%)

横浜市 33,095 21,119 63.8

横須賀市 6,623 3,907 59.0
小田原市 2,797 1,629 58.3

表9. 居住誘導区域面積の算出結果 
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