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－地域メッシュデータの分析を通じて－
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Analysis of Regional Mesh Data 
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The purpose of this study is to clarify whether the establishment of an additional interchange has 
achieved economic activation in the area surrounding the interchange. Analyses using regional mesh data 
were conducted for areas within a radius of 5 km centered on the additional interchange. As a result, it was 
confirmed that the installation of the additional interchange achieved population growth in the area 
surrounding the interchange. Moreover, in the area near the railway line, the tendency of population growth 
and the concentration of companies was strongly confirmed. These results suggest that cooperation with 
stakeholders is important when setting up an additional interchange. 
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1. 本研究の概要

 高速道路は人やモノの移動を効率化し、周辺地域に多くの影響

を与える存在である。また、インターチェンジ(IC)は、高速道路

の整備に伴う周辺地域の活性化について、その一側面を担うもの

である。このICは本線の建設と共に整備されるだけでなく、追加

IC制度に則り地域のニーズに応じて設置されることもある。この

制度に関して、供用・建設中の高速道路沿線において地域のニー

ズに応じ新しいICが追加できるという開発ICの制度が1987年

に、供用中の高速道路において地域活性化の観点からICを追加・

設置できるという地域活性化IC制度が2000年に、ETC搭載車両

に利用を限定したスマートICの設置に関するスマートIC制度が

2006年に、それぞれ創設された1)。IC整備費用は日本道路公団が

多く担ってきたが、追加 IC の場合は開発主体が主に負担するこ

とになっており、例えば地方公共団体の発意で設置される地域活

性化ICの整備費用は、主に地方公共団体が負担する。 

 都市計画にあたって、交通は重要な意味合いを持ち、ICの設置

によってどれだけ周辺地域の空間が変容したのかということを

捉えることは重要な意義がある。本研究では、追加ICのうちの地

域活性化 IC を取り上げて、その設置によって周辺地域ではどの

ような変化が生じたのかを捉え、その空間変容を捉える。 

2. 先行研究の整理

 IC整備に伴う周辺地域の社会経済的状況の変化については、以

下のような先行研究があげられる。 

 例えば、佐藤洋平は、オランダにおける高速道路について、IC

周辺の土地利用に着目し、高速道路建設後に IC 周辺で開発が進

むことなどを捉え、高速道路の建設によって農村地域では都市化

が進行することを示した2)。 

また、北関東自動車道のIC から半径5km 圏内に大型小売店が

集中したことで地域に雇用が創出されたというケースや、首都圏

中央道連絡自動車道の日の出 IC 周辺では雇用機会の創出によっ

て就業者数や人口数が増加したというケースも報告されている 3)。 

3. 本研究の方法

 本研究では、地域活性化 IC 設置の前後で周辺地域の社会的経

済的状況がどれほど変化してきたかを捉える。そのために、ここ

では各 IC を中心とした半径 5km 圏内に含まれる 4 次メッシュ

(500mメッシュ)を対象として分析を行う。IC の5km 圏内を対象

とする場合、前後のIC から5km 以上は離れていることが条件と

なり、この条件を満たす地域活性化ICのうち、本研究では東北自

動車道の黒磯板室 IC と新名神高速道路の甲南 IC を取り上げた。 

 地域活性化IC制度は2000年に創設され、2004年に施工命令が

出された。黒磯板室 IC および甲南 IC は2009年に供用が開始さ

れたことを踏まえ、2000年代半ばをIC設置以前、2010年代半ば

をIC設置以後と捉え、周辺地域の社会経済的状況を比較する。具

体的には、「国勢調査」(2005年,2015年)データから各地域メッシ

ュの人口数と世帯数を網羅し、「事業所・企業統計調査」(2006年)・

「経済センサス」(2016年)データから各地域メッシュの事業所数

と従業者数を網羅し、ICの設置前後で値を比較する。 

4. 分析の結果

 地域活性化 IC の設置前後における社会経済的状況を確認する

と、黒磯板室ICの周辺地域では人口数・世帯数・事業所数が増加

し、甲南ICの周辺地域では人口数・世帯数が、それぞれ増加して

いた。少子高齢化に伴う労働力不足や、近年続いている人口減少

という日本全国レベルでの傾向の中で、設置された地域活性化IC

の周辺地域においては人口面での成長が達成されているという

点は、IC整備の効果を示唆するものであると言えよう。 
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 この社会経済的状況の変化について、より具体的な状況を捉え

るために距離帯別での状況の把握も試みた。その結果、黒磯板室

ICの周辺地域については、4km圏内で人口が増加し、全ての距離

帯で世帯数は増加していた。また、4km 圏内で事業所数および従

業者数が増加していた。一方で、甲南ICの周辺地域については、

2-3km 圏と 4-5km 圏で人口が増加し、2-5km 圏で世帯数が増加し

ていた。また、1km圏内で事業所数が増加し、1km圏内と4-5km圏

で従業者数が増加していた。 

 距離帯別の社会経済的状況の変化については、黒磯板室 IC と

甲南 IC の周辺地域の共通点はそれほど見られなかった。本研究

ではより詳細な状況を捉えるために、各地域メッシュのデータを

地図化することによって、IC 周辺地域の空間変容を可視化した。

具体的には、人口に関しては2015年の値から2005年の値を引い

た値に基づき社会地図を作成し、人口増減の程度を可視化した。

地域経済に関しては2016年の値から2006年の値を引いた値に基

づき社会地図を作成し、従業者数の増減の程度を可視化した。 

 
図：インターチェンジ周辺地域の空間変容 

 
 ここでは、人口や従業者数が増加したメッシュは赤色、減少し

たメッシュは青色になるようにした。また、増加・減少について

各 3段階に分類するよう、「0＋標準偏差の±1.0倍」「0＋標準偏
差の±0.5倍」を基準とした。加えて、人口や従業者数に変動がな

かったメッシュは白色になるようにしている。 
 黒磯板室 IC 周辺地域については、東部の地域に、2000 年代か

ら 2010 年代にかけて人口増加が達成されてきたメッシュや従業

者数が増加してきたメッシュが集中している。甲南 IC 周辺地域

については、北東部の地域に、2000 年代から 2010 年代にかけて

人口増加が達成されてきたメッシュや従業者数が増加してきた

メッシュが集中している。この空間分布と関連していると考えら

れるものが、鉄道路線の存在であろう。 
 黒磯板室 IC の周辺の地域には、JR 東日本の東北本線が存在し

ている。特に、東北本線の那須塩原駅は、黒磯板室 IC から 4km
ほど離れた南東方向に位置している。この那須塩原駅の周辺地域

をはじめとする、東北本線と東北自動車道に挟まれた地域におい

ては、人口増加を達成したメッシュが集中し、従業者数が増加し

たメッシュも多く見られる。 
 甲南ICの周辺の地域には、JR西日本の草津線が存在している。

特に、草津線の寺庄駅や甲南駅は、甲南 IC から3kmほど離れた

北東方向に位置している。これらの駅の周辺地域をはじめとする、

草津線の沿線地域においては、人口増加を達成したメッシュが集

中し、従業者数が増加したメッシュも多く見られる。 
 このように、各 IC から5km 圏内の地域では、その設置の前後

で、人口成長が達成されていた。よりミクロレベルでの状況を把

握するために、メッシュ単位の社会地図を確認すると、人口の増

加や企業の集積は鉄道路線および高速道路に近接する地域でよ

り進展していることが示された。IC設置によって周辺地域では人

口の増加と企業の集積が達成されうるが、それは全域的に生じる

ものではなく、鉄道へのアクセスの良さといった生活環境によっ

て状況は異なっていることが示唆されたのである。 
 
5. 本研究の結論 

 追加ICのうち地域活性化ICの設置によって、地域経済の活性

化が実現したのか否かを明らかにすることを目指す本研究では、

地域活性化 IC 設置によって、半径5km 圏内の周辺地域では、人

口面での成長が達成されたことが示された。 
 そして、よりミクロレベルでの状況を把握するために、メッシ

ュ単位の社会地図を作成したところ、鉄道路線および高速道路に

近接した地域においては特に人口の増加や企業の集積が進んで

いる傾向が捉えられた。 
 さて、追加 IC として地域活性化 IC と並行しスマート IC も制

度化されてきた。近年はETCの普及によってこの ICの設置が進

められている。本研究で示された地域活性化 IC 周辺地域の活性

化は、同じ追加ICであるスマートICの設置においても生じうる。

そして、人口増加や企業集積が鉄道へのアクセスとも関連してい

ることが本研究から示唆された。これらのことから、追加IC設置

に伴う開発には地方公共団体や鉄道会社といった企業など、多く

の関係アクターの積極的な連携が必要であると考えられる。 
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