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Tokyo Metropolitan Government planned Tokyo Tama Intercity Monorail to enhance public transportation network 
in the north-south direction of Tama area in 1981, and the section between Kamikitadai Station to Tama-center Station 
launched in 2000. Currently, there is a plan to extend from Tama-center Station to Machida and Hachioji. In the plan 
for Machida, Machida City predicted the effect of suppressing population decline and the economic effect, but the study 
does not take into account the sustained impact of monorail extension, such as land use around stations. Therefore, we 
analyzed the causal relationship between the change in land use around the station and the increase and decrease in the 
number of passengers, and how passengers move to the new station using the person trip survey. The estimation result 
for the number of passengers was unrealistic. On the other hand, Transportation analysis was significant for walking. 
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1. 研究の背景と目的 

多摩都市モノレールは多摩地域の南北方向の公共交通網の充

実、核都市間相互の連携強化、自立性の高い地域形成の検討を行

うことを目的として 1981 年に約 93km の構想路線が発表された

1)。このうち 1998 年から 2000 年にかけて上北台駅から多摩セン

ター駅間(約16km)が開通した 2)。利用者は、開業以降東日本大震

災が発生した 2011 年を除き増加を続け、2012 年には合計利用者

数がモノレールでは日本国内最速となる5億人を突破し、多摩地

域の動脈としての役割を果たしている。一方、残る未開業の構想

路線として、多摩センター駅から八王子駅を結ぶ約 17km の八王

子ルート、多摩センター駅から町田駅を結ぶ約 13km の町田ルー

ト、多摩センター駅から町田駅を結ぶルート(約13km)は町田市が

自動車の普及による交通渋滞の悪化や大気汚染の問題を解決す

るために実現に向けて検討を進めていた。2016年4月の国土交通

省の交通政策審議会による答申で「事業化に向けて関係地方公共

団体・鉄道事業者等において具体的な調整を進めるべきである」

と示され整備事業の意義が高く評価されたことを受け 3)、町田市

は 2025 年度の事業化に向け都市計画決定などの手続きを進める

予定である。八王子ルートは同答申で「東京圏の都市鉄道が目指

すべき姿を実現するうえで意義のあるプロジェクト」と位置付け

られ、「関連地方公共団体・鉄道事業者において、事業計画に つ

いて十分な検討が行われることを期待」とされたが、町田ルート

と比較すると優先順位の位置付けは低い。 

町田市の調査によると、町田ルートの延伸によって町田市の人

口が延伸しなかった場合と比較して人口の減少幅が減少し 2050

年までに3,805人維持され、需要増加額は年間で約343億7,600万

円、経済波及効果は約 412 億 2,300 万円が見込まれるとされ、延

伸による有効性を示している 4)。この予測結果はモノレール沿線

地域 (町田駅周辺は除く)から半径 750ｍ圏域の定住人口、事業所

数、従業人口の増加による、町田市内の需要の増加額を既設営業

区間の15年間における変遷を基に算出したものである。しかし、

この予測は駅周辺の土地利用といった持続的な視点に立ったモ

ノレール延伸に伴う環境影響については十分に考慮されている

とは言いがたい。また、関ら(2001)5)はモノレールの利用者の増加

には公共交通と土地利用を包括的に捉えた公共交通指向型開発

（Transit Oriented Development、以下TOD）が有効であることを示

している。また、横山ら(2000)6)は公共交通整備において TOD 型

開発を行えば環境に十分に配慮が可能であると共に営業損失も

生じないと結論付けている。 

図-1 多摩都市モノレール延伸ルート
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モノレールの経営に関して、円山ら(2001)7)は少子高齢化と人口

減少が都市内公共交通機関に与える影響を試算した結果、千葉都

市モノレールの場合、利用者数が長期的に減少を続けることが示

されたことを明らかにしている。この結果を受け、都市内公共交

通機関は少子高齢化の進展により利用者減少により経営状況の

悪化の問題に直面すると予想されることや、日本全国の人口が減

少を続ける時代においては既存市街地への政策的な人口集中が

既存の社会基盤施設の有効利用の観点からも望ましいと述べて

いる。柳原ら(2017)8)は、都市部における高齢者の外出頻度に影響

を与える身体的要因、移動手段選択の要因の検討を行った。その

結果、都市部の高齢者の外出頻度に最も影響を与えていたのは、

移動手段であり、特に「バイク・自転車」での移動であり、次点

で公共交通であった。このことから、高齢者がバイク・自転車で

の運転が不可能になった場合、外出頻度を維持し健康関連QOLの

低下を防ぐためには公共交通の整備が不可欠であるといえる。谷

口ら(2007)9)は、住宅密度を ABCD の 4 地区に分けてコントロー

ルするABCD方式を採用し、公共交通機関の一種である次世代型

路面電車 LRT を軸とした公共交通中心のまちづくりに成功して

いるドイツのカールスルーエを対象として実現性を事例から分

析した。その結果、公共交通利用を居住という側面から支援する

仕組みが成立しており、ABCD方式が土地利用の在り方に関する

コンセプトを簡単に明示しており、今後のLRT計画において土地

利用の階層化を行う意義が高いと結論付けている。佐々木ら

(2016)10)は、交通整備による世帯分布・都市構造の変化を踏まえた

費用便益分析の確立を念頭に宇都宮市を対象に LRT 整備が将来

時系列の都市内世帯分布に及ぼす影響の推計手法を開発し、整備

した場合としなかった場合の 2040 年までの都市内世帯分布の推

計を行った。その結果、整備ありの場合は整備なしと比較して沿

線を中心に世帯数が増加したことを確認している。このことから、

延伸ルート上の駅について、駅へのアクセスをしやすくする方策

を講じることが有効であると考えられる。そこで、本研究では、

多摩都市モノレールの町田ルートと八王子ルートが開業した場

合の①駅周辺の土地利用の変化と利用者数の増減との因果関係、

②およびパーソントリップデータを用いて、新しく設置される駅

へのアクセスの為に、どのような手段で移動するかをシミュレー

ションによって明らかにすることを目的とする。 

 

2. 延伸ルートの特徴 

2.1 町田方面 

 町田ルート沿線には桜美林大学や日本大学第三中学・高等学校

等の文教施設、町田市民病院や多摩丘陵病院などの厚生医療施設

が点在している。町田駅周辺は、賑やかな繁華街が形成されてお

り、JR横浜線や小田急線に接続している。また、ルート北部は丘

陵地であり、緑地や農地、樹林地が広がっている他、一部では風

致地区に指定されており、開発に厳しい規制がかかっているとこ

ろも存在する。一方ルート南部は概ね平坦な地形が続いており、

沿線地域には、小山田桜台団地や山崎団地、木曽団地といった広

範囲な集合住宅地も広がっている等、住宅地をメインとした構造

の街になっている。全長は約13km、駅数は13である。 

 

図-2 パーソントリップの動きの一例 

 

2.2 八王子方面 

このルートは多摩センター駅から唐木田駅付近、南大沢駅付近、

多摩美術大学付近、八王子みなみ野駅付近を経由して八王子駅に

至る計画である 12)。このルートの特徴として京王相模原線、小田

急多摩線、横浜線、京王高尾線等の乗り換えが可能な既存路線が

存在し、東京造形大学、多摩美術大学等の教育機関が点在するこ

とが挙げられる。 既存路線の補完・大学等へのアクセス向上など、

多摩地域の交通機関の更なる利便性の向上だけではなく、延伸ル

ート周辺地域の活性化が見込まれる。全長は約 17km である。一

方で途中駅の詳細は未定である。 

 

3. パーソントリップ調査とは 

パーソントリップ調査とは、「どの様な人が」「どの様な目的で」

「どこからどこへ」「どの様な交通手段で」移動したかを調査し、

個人の交通行動の把握を目的とした調査である 11)。交通手段項目

は、自動車、自転車、徒歩、公共交通等多岐にわたり、その交通

量や乗り継ぎ状況を捉えることが出来る他、調査項目として、出

発地・到着地、居住地、駐車場所、免許の有無等、多岐にわたる

項目を以て調査がなされている。東京都市圏パーソントリップ調

査では東京都市圏を対象に無作為で選ばれた約 63 万世帯を対象

とし、郵送で調査内容を配布し、web 回答または紙の調査票で回

答する方法で実施している。 

 

4. 使用データ 

本研究では土地利用データに多摩部土地利用現況調査(2012)の

データを、利用客数には多摩都市モノレール線全19駅各駅の1日

平均乗降客数(2012)を用いた。この他に丘陵地に開発されたニュ

ータウンを経由するなど地理的条件が似ていることから比較対

象として横浜市営地下鉄ブルーラインの 30 駅各駅の利用者数 1

日平均乗降客数(2011)、横浜市の土地利用データ(2011)を用意した。 

パーソントリップデータは、東京都市圏交通計画協議会から、第

5 回東京都市圏パーソントリップ調査（2008）の、計画基本ゾー

ン多摩都市モノレールと横浜市営地下鉄ブルーライン各駅の交

通手段別のパーソントリップデータを用いた。なお、本研究にお

いては、藤沢市の土地利用データが入手出来なかった為、 藤沢市

に属している 湘南台駅は除くものとした。東京都市圏交通計画

協議会のデータを選んだ理由は、全国パーソントリップ調査が各

都市一律で500世帯の対象に絞っているのに対し、都市圏パーソ

ントリップ調査では数万世帯と、後者の方が世帯数のサンプル数

が多いことや、都市圏パーソントリップ調査では「どこからどこ 
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表-1 利用者数モデルの組み合わせ 

へ行ったのか」の総量の把握が可能であることから、より詳細な

パーソントリップデータであるといえるためである。 

5. 研究手順 

以下の二つのアプローチで分析を行った。 

1）モノレール延伸駅の駅利用者総数の推計 

2）モノレール延伸駅のアクセス手段による利用者数の推計 

5.1 モノレール延伸駅の駅利用者総数の推計 

5.1.1 利用者数モデル 

目的変数を利用者数、説明変数に土地利用別の面積(半径 500m

の円の面積における割合)を用いた切片なし重回帰モデルを構築

する。回帰式を以下に示す。 

y = 𝛼 𝑥 + 𝛼 𝑥 +⋯+ 𝛼 𝑥  

y: 利用客数(人)   : パラメータ(偏回帰係数) 

x:土地利用面積の半径500m円における割合 
5.1.2 モデルの作成 

目的変数には2012年度の多摩都市モノレール線全19駅と2011

年度の横浜市営地下鉄ブルーラインの 30 駅の 1 日平均乗降客数

(人)、説明変数には土地利用面積の用途ごとの半径500ｍ円の面積

に占める割合を選択した。土地利用の種類が多いことや、多重共

線性の問題から、類似した土地利用の相関係数が高いもの同士を

まとめ7種類に集約した。 

駅を「乗換あり」と「乗換なし」、「モノレールのみ」と「モノ

レール＋地下鉄」にグループ分けし、それぞれについて土地利用

の組み合わせから64通り作成・検定する。 

5.1.3 土地利用データの抽出およびパラメータ推計 

地理情報システム(GIS)を用いて、既設駅を中心として半径500

ｍの円と重なった土地利用データを抽出し、利用者数のデータと

結合しパラメータ推計を行う。その結果、検定によって有意性が

示されたモデルを用いて新駅の半径 500m 以内の土地利用データ

をもとに延伸ルートの利用者数の推計を行う。 

5.2 モノレール延伸駅のアクセス手段による利用者数の推計アク

セス手段モデル

 駅までの交通手段分担率を目的変数とし、説明変数に9種類の

土地利用別の面積(ha)を用いた。 

𝑦 = 𝛼 𝑥 + 𝛼 𝑥 +⋯+ 𝛼 𝑥  

y: 駅までのアクセスの交通手段分担率  

 : パラメータ(偏回帰係数) 

x: 駅周辺の土地利用の面積 

表-2 アクセス手段モデルの組み合わせ 

5.2.1 モデルの作成 

データセットはモノレールとブルーラインで乗り換えの有無、

切片の有無、ダミー変数の追加で複数のパターンを想定した。ま

た乗換駅を想定しモノレールとブルーラインの乗換駅のみのデ

ータセットも作成した。土地利用データには横浜市と多摩部のデ

ータをGISに取り込み、より駅ごとの土地利用の傾向を図るため

に既存の19駅から半径200ｍ、200～500ｍの円をつくり面積を求

めた。駅から半径 200m の範囲を扱う理由は、モノレールの延伸

が決まれば、駅の近辺の開発（道路拡幅やそれに伴う都市開発）

が避けられない駅が出て来るので、駅の影響が比較的多いエリア

と、その外側の、駅の影響が比較的少ないエリアで分けたことに

より、より詳細なモデルが作成されることに繋がるのではないか

と考えたからである。 

 多種類の土地利用分類から自然的土地利用や、ある一定の箇所

にしか存在しない土地利用分類を除外し、住商併用建物や宿泊遊

興施設を商業に編入した結果、使用する土地利用分類は9種類に

絞られた。また、PTデータにおいても、本研究に関連性の無い交

通手段を除外し、細かく分類されていた交通手段を編入していっ

た結果、3種類に絞られた。 

5.2.2 土地利用(町田) 

新設駅周辺の将来の土地利用の決定を行う為、4.2.2.と同様に新

設駅の設置予定場所を中心に新設駅周辺の土地利用データを抽

出した。その後、都市計画マスタープランや周辺の地形、既設駅

との土地利用割合の比較等を行い、将来の駅周辺の土地利用を決

定した。なお、駅から0m→200mの範囲は変更せずにそのまま用

いた。町田延伸ルートは、終点の町田駅を除く殆どが非乗換駅で

あることや、その町田駅周辺も殆ど開発がなされており、新規の

開発は困難であると考えたことから、駅から0m→200mの範囲の

土地利用面積の変更の有無にかかわらず、結果は同じなのではな

いかと判断したことが理由である。5.1.2と同様に有意性が示され

た推計式を用いて、将来の土地利用面積データを代入し、新設駅

まで徒歩でどの程度利用者が訪れるのか、分担率で求めた。なお、

小山田緑地内に入っている他、延伸ルートが傾斜地に挟まれてい

る為、都市計画マスタープランや地形的条件を考慮して開発は困

難であると考えたことから、本研究では小野路駅を除いた 12 駅

でシミュレーションを行った。 

PTデータ
(目的変数)

土地利用
(説明変

利用者数 住宅 非乗換駅 多摩モノレール

商業 非乗換駅 多摩モノレール+ブルーライン

文教厚生 乗換駅 多摩モノレール

運輸倉庫 乗換駅 多摩モノレール+ブルーライン

広場

道路

工業

パターン
PTデータ

(目的変数)

土地利用

(説明変数)
切片

徒歩 独立住宅 全駅 多摩モノレール 有り

バス 集合住宅 全駅 ブルーライン 無し

自動車 業務施設 全駅 多摩モノレール+ブルーライン

商業施設 非乗換駅 多摩モノレール

官公庁施設 非乗換駅 ブルーライン

文教厚生施設 非乗換駅 多摩モノレール+ブルーライン

工場 乗換駅 多摩モノレール+ブルーライン

公園運動場等

道路

パターン
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5.2.3 土地利用(八王子) 

 八王子延伸ルートの計画は実現性がほかの計画と比較して低

く、都市マスタープラン等により多摩都市モノレールの影響を

受けた将来の土地利用を推測することが困難なため、クラスタ

ー分析を行って得られた既存駅の土地利用の傾向から新駅の土

地利用を推定する。商業業務施設の面積、独立住宅・集合住宅

の面積比率、住宅や山林の面積をもとに表3のような特徴付け

をしている。既存19 駅の土地利用データを多摩都市モノレール

の影響を受けた土地利用、延伸ルート14駅の土地利用データを

多摩都市モノレールの影響を受けていない土地利用として扱

う。将来の土地利用は同じ分類型でも延伸で多摩都市モノレー

ル延伸の影響を受けた土地利用に近づいていきように開発が行

われると想定して土地利用を操作する。また、大きな街道や標

高、保全地区の存在を考慮しつつ都市マスタープランの情報を

もとに土地利用データを操作し将来の土地利用を決定した。 こ

のデータをモデルに代入しシミュレーションを行う。片倉駅・

大妻女子大学駅に関しては、乗換駅が近くに存在するが規模や 

その駅との距離を考慮し乗換えなしのモデルを用いてシミュレ

ーションを行う。 
 

6. 結果 

6.1 モノレール延伸駅の駅利用者総数 

 有意性が示された重回帰モデルは町田ルートが6個、八王子ル

ートが16個存在した。このモデルを用いて新駅の半径500m以内

の土地利用データをもとに延伸ルートの利用者数の推計を行っ

た結果、町田ルートでは約15万人、八王子ルートでは24万人の

利用者が見込まれるという結果が得られた。しかし、このモデル

はすべての駅周辺の土地利用面積を一律に組み込んでいるため

各駅の状況が考慮されておらず、この推計結果は非現実的であり

妥当とは言い難い。 

 

 

 

図-3 クラスター分析結果(既設駅と八王子ルート新駅) 

6.2 モノレール延伸駅のアクセス手段による利用者数の推計 

6.2.1 推計結果（町田ルート） 

検定の結果、徒歩のみのデータとなり、非乗換駅は駅から200m

→500m 範囲のデータ、乗換駅は駅から0m→200m 範囲のデータ

を用いた。このモデルの推計式を使って、徒歩の交通分担率を求

めた結果を表 7 に表す。結果として、分担率が 100％以上になっ

てしまう駅が存在しており、逆に分担率が著しく低い駅も存在す

る結果となった。 

6.2.2 推計結果（八王子ルート） 

 6.2.1と同様に表5、表6のモデルを用いて徒歩の分担率の推計

を行った結果を表8に示す。どちらのモデルも目的変数は分担率

（%）、説明変数は面積（ha）を用いている。八王子ルートの場合

は分担率が 100%を上回る駅は存在せずすべての駅が 100%以内

に収まる結果となった。 

 

7. 考察・まとめ 

7.1 町田ルート 

 100％以上の徒歩分担率を表す駅が存在する理由として、駅か

ら200m→500m範囲内が独立住宅や文教厚生施設、道路といった

モデルに組み込まれた土地利用が既存の駅と比較して多く占め

ており、その結果モデルに組み込まれていないその他の土地利用

の面積が小さくなっていることが原因であると推測される。一方、

分担率が著しく低い駅に関しては、駅から200m→500m範囲内が

工場や集合住宅等のモデルに組み込まれていない土地利用で占

められており、モデルに組み込まれている土地利用の開発が乏し

くなっていることから、逆に分担率が低くなっているのではない

かと考えられる。しかし、今後さらに正確なモデルが作成された

と仮定した場合でも、下小山田駅や桜台駅は、他路線の駅から離

れたところにある為、その他のバスや自転車が一定の分担率とな

る可能性がある。また、小山田緑地駅に関しては、周囲に住宅が

殆ど無い為、徒歩の分担率が低く、一方、多摩丘陵病院や日本大

学第三中学校・高等学校へのアクセスの為に、バスのアクセス分

担率が高くなるのではないかと考えられる。今回のモデルでは、

交通手段が徒歩のみとなってしまった。そもそものデータ（駅） 

 

表-3 クラスター分析による既設駅の分類 

 

 

表-4 クラスター分析による八王子ルート上の新駅の分類 
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 表-5 新設駅のシミュレーションで用いる土地利用の組み合わせ

（非乗換駅）

表-6 新設駅のシミュレーションで用いる土地利用の組み合わせ（乗

換駅） 

数が少なかったことや、その分担率が低い状態で計算を行ったこ

とにより、自転車及びバスを目的変数とした有意性のあるモデル

を作成できなかったと考えられる。 

7.2 八王子ルート 

 乗り換えありの駅では南大沢駅のように商業施設を目的地と

した人々の乗降があることから近隣在住の住民以外の徒歩のト

リップ数が増え、駅までの徒歩の分担率の値が大きくなると考え

られる。八王子駅や多摩センター駅のように乗り換えあり駅の中

でも発展している駅に関しては、駅周辺にアクセス性の良さから

業務施設の需要が生まれ、商業施設と業務施設が駅周辺にそれぞ

れ建てられる形になるため、商業施設の面積が少なくなり、徒歩

の分担率が抑えられる。この傾向は発展している駅ほどバス路線

や自転車でのアクセスが増加するためにこのような値となると

考えられる。八王子みなみ野駅のように業務施設の需要があまり

無い場合、商業施設の土地利用が増加することなりと、徒歩の分

担率が大きくなっていると推測される。 

乗換えなしの駅の場合、徒歩圏の住宅の面積と、毎日一定数の

乗降の需要をもたらす大学等や周辺地域の子供の人口の目安と

もなる小中学校の面積が徒歩の分担率の指標になっていると考

えられる。一方で山林、大きな公園等があると数値が低い値にな

る。また人口の目安となる集合住宅が式の値として有意性が無い

理由として、団地や大きな広場付きマンションの場合、その土地

面積がそのまま住宅になっていないことによって差異が生ずる

ためだと考えられる。 

バス・自転車の分担率を求めるモデルは有意性のあるものが少

なく、実際のデータと比較して差異が大きい結果となった。これ

は町田ルートと同様に駅のサンプル数の少なさや分担率の低さ、

式に組み込めなかった様々な要因があったからだと考えられる。 

8. 今後について

この結果から、新たなデータセットやダミー変数等でモデルを

改善することでより現実に近い値を求める必要があるといえる。

特に乗換えなしのモデルは切片なしのため、大きな公園や山林の 

表-7 町田ルート徒歩分担率推計結果 

 

表-8 八王子ルート徒歩分担率推計結果 

 
影響でシミュレーションに問題のある値が算出された。そのため

ある一定の面積を超えているか超えていないかを表すダミー変

数を用いたモデルの作成を検討する必要がある。また駅周辺の地

域特性について詳しく調べ、人口データや年齢層のデータ、他の

モデルから延伸ルートの利用者を予測しデータとして式に用い

ることでより妥当性のあるモデルの作成が可能であると考えら

れる。 
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PTデータ
土地利用

データ
パラメータ t値 p値 F比 P値

文教厚生 0.0340 3.951 0.002

独立住宅 0.0167 1.923 0.081

道路 0.0399 3.168 0.009

0.000112.4徒歩

PTデータ
土地利用
データ

パラメータ t値 p値 F比 P値

商業 0.0478 2.499 0.028

道路 0.0652 3.950 0.002

切片 0.3814 4.680 0.001

徒歩 12.6 0.001

新設駅 分担率 新設駅 分担率

落合 97.1% 忠生 103.8%

南野 64.5% 木曽山崎 63.8%

小山田緑地 26.6% 町田市民病院 92.8%

下小山田 67.0% 旭町体育館 100.0%

桜台 71.8% 芹ヶ谷公園 92.9%

桜美林学園 101.4% 町田 89.3%

新設駅 分担率 新設駅 分担率

多摩センター 66.7% 多摩美術大学 89.3%

鶴牧 96.7% 東京造形大学 32.3%

大妻女子大学 90.9% 八王子ニュータウン 94.3%

グリーンウォーク 71.4% 八王子みなみ野 90.2%

⾧池公園 75.4% つどいの森 78.7%

南大沢 89.2% 片倉 93.5%

上柚木 94.2% 八王子 77.6%
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