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This paper develops logsum-type space-time accessibility measures that consider two-stage decision making and 
discuss the plausibility of the measures. First, we formulate the accessibility measures, employing a nested logit 
modeling framework. Then, we investigate the plausibility of our proposed measures through a case study. Specifically, 
we use the proposed measures to analyze university students’ space-time accessibility to shopping opportunities. Based 
on the results of the case study, we argue that the space-time accessibility measures proposed in this paper can 
adequately gauge the degree of individuals’ space-time accessibility.  
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1. はじめに

都市内における各種活動機会へのアクセシビリティは、私たち

の生活の質や社会参加に対して少なからず影響を与える。そして、

アクセシビリティの大小の度合いは、交通および土地利用の状態

に左右される。そのため、都市計画とその関連分野においては、

アクセシビリティを測定する指標がさまざま提案され、また、そ

れらを用いた実証研究が行われてきた。 

アクセシビリティの大小に関わる要因はいくつか考えられる。

もちろんこれら要因はアクセシビリティ指標の定式化において

織り込まれるべきである。最も重要かつ自明な要因は、地点間の

距離である。これに加え、Hägerstrand による時間地理学の提唱 1) 

以後、個人が置かれている時空間制約も重要なアクセシビリティ

規定要因の一つとみなされている。そのため、個人の時間的制約

を組み入れたアクセシビリティ指標も、これまでにさまざまなも

のが提案されている。以後、このようなアクセシビリティ指標を

「時空間アクセシビリティ指標」と呼ぶことにする。 

時空間アクセシビリティ指標にはいくつかのタイプがあるが、

その多くは確からしい選択行動理論に基づくものではない。例外

として、ログサム型の時空間アクセシビリティ指標がある。ログ

サム型時空間アクセシビリティ指標は、個人が自身の効用を最大

化すべく行動するという仮定に基づき、ロジットモデルの枠組み

から導出される。このような行動理論的基盤を持つものの、そこ

で仮定されている個人の意思決定過程については検討の余地を

残している。 

 これまでのログサム型時空間アクセシビリティ指標では、すべ

ての選択肢を横並びで比較するものと仮定されている。具体的に

は、多項ロジットモデルにしたがう選択行動が仮定されている。

しかし、段階的に選択・意思決定を行うと仮定する方がより自然

であるように思われる。すなわち、時間的制約下にある個人は、

どこかの活動機会（を提供する場所や施設）を訪れるかどうかを

まず決定し、もしどこかを訪れると決定したのであれば、具体的

な行き先を決定する、と仮定すべきようにも考えられる。もし、

このように仮定するべきだとすれば、ネスティドロジットモデル

などの段階的意思決定を分析するモデルに基づく時空間アクセ

シビリティ指標を導出・定式化することが求められよう。 

 この論文では、段階的意思決定を考慮したログサム型時空間ア

クセシビリティ指標を定式化する。具体的には、時間的制約下に

ある個人はネスティドロジットモデルにしたがう選択行動を取

るという仮定の下での導出を行う。次に、導出した指標を用いて、

大学生の帰宅途上における買い物機会へのアクセシビリティを

題材としたケーススタディを行い、そこでの分析結果から、この

指標の時空間アクセシビリティ指標としての妥当性や発展可能

性を論じる。最後に、研究全体をまとめ、今後の課題を述べる。 

2. 先行研究

時間地理学の萌芽以来、個人が置かれている時間的制約はアク

セシビリティを左右する大きな要因であると考えられるように

なり、時空間アクセシビリティに関するさまざまな研究が行われ

てきた。特に、地理情報処理技術の発達と普及に伴い、時空間ア

クセシビリティに関する研究は活発に行われるようになった。そ

の結果として、現在までにさまざまな時空間アクセシビリティ指

標が提案されてきている。代表的なものを挙げると、1) 地理的平

面への投影面積などの時空間プリズムの幾何学的特徴量 2)、2) 累

積機会型指標 3）, 4)、3) グラビティ型指標 5), 6)、がある。その他に

も、施設等における最大滞在可能時間に基づく指標 7), 8), 9), 10), 11) や

カーネル密度推定に基づく指標 12) がある。 

 これら時空間アクセシビリティ指標の特徴は、比較分析 5), 13) を

通じて吟味・検証されている。また、これら指標を実際に利用す

るためのアルゴリズムやツールの開発も行われてきた 6), 10) ,14), 15),16), 

17), 18)。先に挙げた中でも、累積機会型の時空間アクセシビリティ

指標は、関連研究分野において特に受け入れられ、いくつかの実

証研究においても用いられている 19), 20), 21), 22)。 

このように、ここまで挙げてきた時空間アクセシビリティ指標

については、一部は特に受け入れられ、研究が蓄積されてきたも

のの、確からしい選択行動理論に基づくものではない。一方、そ

れとは対照的なものとして、ログサム型の時空間アクセシビリテ
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ィ指標が提案されている。このタイプの指標は、個人が効用を最

大化するような選択行動を取るという仮定の下、ロジットモデル

の枠組みにおいて導出される。 

 最初に提案されたログサム型時空間アクセシビリティ指標 23) 

は、パラメータ推定の点において難点を抱える。具体的には、非

線形な効用関数を仮定していることに由来し、この指標の背後に

ある多項ロジットモデルのパラメータ推定が事実上不可能であ

る。後に提案されたログサム型時空間アクセシビリティ指標24) で

は、線型効用関数を仮定し、特にどの活動機会にも赴かないとい

う選択肢を導入することで、パラメータ推定の実行可能性に関す

る問題点を解消している。 

 実用面での改善はあったものの、時空間アクセシビリティの大

小の度合いを確からしく捉えようとするならば、私たちが時間的

制約の下で取る選択行動や意思決定の過程をより正確に反映さ

せることが望ましい。これまでのログサム型時空間アクセシビリ

ティ指標では、すべての選択肢を同時に比較すると仮定されてい

るが、そもそもいずれかの活動機会を訪れるかどうかを選択し、

どこかを訪れることを選択したならば、具体的に行き先を選択す

る、という段階的な選択を仮定する方が自然かと思われる。そこ

で、次の章では、段階的意思決定を考慮したログサム型時空間ア

クセシビリティ指標を導出・定式化する。 

 

3. 段階的意思決定を考慮したログサム型時空間アクセシビリテ

ィ指標の定式化 

 今、時間予算𝑇を持つ個人がいるものとする。活動機会が提供

される施設・場所における活動参加に最低限必要な時間を𝜏とす

る。時間予算𝑇、必要最低滞在時間τという制約の下でも訪れる

ことが可能な場所・施設を𝑀 𝐹 , 𝐹 , … とする。どの活動機会

も訪れないという選択肢を𝑔、𝐹 を訪れるという選択肢を𝑓 と表

すことにする。𝐹 の魅力度を𝑎 、𝐹 を訪れるのに要する移動時

間を𝑡 、𝐹 において費やすことのできる時間を𝑇 と表すことに

する。 

 

 
図1 先行研究とこの研究で仮定されている意思決定プロセス 

 

 文献23) においては、ログサム型時空間アクセシビリティ指標

の一種を、以下のように導出している。個人の選択肢集合は、

𝑓 , 𝑓 , … であるとし、多項ロジットモデルにしたがう選択行動

を仮定する。図1(a) は、そこで仮定されている意思決定の過程を

表したものである。選択肢 𝑓 に伴う確定効用は

𝑎 𝑇 exp 𝛾𝑡 で与えられるものとする（𝛼, 𝛽, 𝛾はパラメ

ータ）。以上の仮定の下での期待最大効用に相当する

1 𝛾⁄ ln ∑ exp 𝑎 𝑇 exp 𝛾𝑡∈  を、時空間アクセシ

ビリティ指標として提案している。なお、この指標は、非線形な

確定効用関数を仮定していることに由来し、キャリブレーション

が事実上不可能である。 

 文献24) でも、個人の選択行動が多項ロジットモデルにしたが

うとしたときの期待最大効用を導き、時空間アクセシビリティ指

標として定式化している。しかし、先とは異なり、選択肢集合は、

𝑔 ∪ 𝑓 , 𝑓 , … であるとしている。図 1(b) は、仮定された選択

肢集合、および、これに対する意思決定プロセスを表したもので

ある。さらに、文献23) では非線形確定効用関数を仮定している

のに対し、以下で与えられる線形効用関数を仮定している。 

 

𝑉
0, 𝑖 𝑔,

𝛼 ln 𝑎 𝛽 ln 𝑇 𝛾𝑡 𝛿, 𝑖 𝑓 . 1  

 

ここで、𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿はパラメータである。𝛾はいわゆる距離減衰パラ

メータである。𝛼, 𝛽, 𝛾は正の値となるべきである。𝛿は、どこかの

活動機会を訪れることに伴う効用であり、正負いずれの値も取り

うる。さらに、スケールパラメータに関し、𝜂 1を仮定すると、

こ こ で の 期 待 最 大 効 用 は 、 ln 1

exp 𝛿 ∑ 𝑎 𝑇 exp 𝛾𝑡∈ となる。以下、この期待最大

効用を𝑏と表すことにする。 

 式(1)による線形効用関数に代わり、以下のような𝑇 を変数とし

て含まない効用関数も考えられうる。 

 

𝑉
0, 𝑖 𝑔,

𝛼 ln 𝑎 𝛾𝑡 𝛿, 𝑖 𝑓 . 2  

 

二つの効用関数を挙げたが、もし以下のように考えるならば、

式(1)で与えられるものではなく、こちらの効用関数を仮定すべき

である。実際によくあるように、𝐹 に滞在できる時間帯は、この

場所・施設の営業・開館時間帯に完全に含まれるものとする。す

ると、𝑇 と𝑡 の間には、𝑇 𝑇 𝑡 という関係が成り立つ。つ

まり、二つの変数𝑇 と𝑡 は完全に等価な情報を含むこととなり、

したがって、一方を効用関数から外すべきである。 

 式(2)で仮定した効用関数の場合、期待最大効用はln 1

exp 𝛿 ∑ 𝑎 exp 𝛾𝑡∈ で与えられる。以下、これを𝑏′と

表すことにする。𝑏, 𝑏′のいずれであれ、線形な確定効用関数が仮

定されているので、既存の統計パッケージなどを用いて容易にパ

ラメータ推定を実行できる。文献24) は、𝑏および𝑏′を新たな時空

間アクセシビリティ指標として提案している。 

 ここまでみてきたログサム型時空間アクセシビリティ指標の

いずれにおいても、すべての選択肢を横並びで同時に比較するも

のとしている。しかし、この仮定には議論の余地がある。時間予

算𝑇を持つ個人は、まず、 𝑔 と 𝑓 , 𝑓 , … との間で選択を行い、

もし 𝑓 , 𝑓 , … を選んだのであれば、この 𝑓 , 𝑓 , … の中から一つ

の選択肢を選ぶと仮定する方が自然であるように思われる。この

論文では、ネスティドロジットモデルの枠組みを用い、このよう

な段階的意思決定を行うとしたときの期待最大効用に相当する

時空間アクセシビリティ指標を導出する。 

 今、時間予算𝑇を持つ個人が、図1(c) に描かれたフローにした
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がって選択・意思決定を行うものとする。また、選択肢𝑖に伴う確

定効用𝑉 は、式(1) によって与えられるものとする。ここで、𝑉 は、

上位レベルの選択に伴う効用𝑊 と下位レベルの選択に伴う𝑌へ

と分けることを考える。すなわち、𝑉 𝑊 𝑌とすることを考

える。まず、𝑖 𝑔の場合、𝑊 𝑌 0とするのが自然だろう。

一方、𝑖 𝑓 の場合、𝑊 𝛿、𝑌 𝛼 ln 𝑎 𝛽 ln 𝑇 𝛾𝑡 と

するのが妥当だろう。𝑎 , 𝑇 , 𝑡 はいずれも下位レベルの選択に

関わる変数であり、それゆえ、𝑌に含まれるべきと考えられる。

𝛿は、どこかの活動機会を訪れることに伴う一定量の効用である

から、上位レベルの選択に関するものであり、したがって、𝑊 に

含まれるべきと考えられる。 

 ネスティドロジットモデルにおける、いわゆるログサム変数パ

ラメータを𝜃とし、それぞれ、𝛼 𝛼 𝜃⁄ , 𝛽 𝛽 𝜃⁄ , 𝛾 𝛾 𝜃⁄ で

与えられるパラメータ𝛼 , 𝛽 , 𝛾′を定義する。また、ここで考えて

いるネスティドロジットモデルにおける期待最大効用を𝑐とする。

すると、𝑐は、以下の式によって与えられる。 

 

𝑐 ln 1 exp 𝛿 𝑎 𝑇 exp 𝛾 𝑡
∈

3  

 

ここで導いたのは、確定効用関数が式(1)で与えられる場合の期待

最大効用であるが、先述のように、式(2)で与えられる確定効用関

数も考えられる。この確定効用関数の場合の期待最大効用を𝑐′と

すると、 

 

𝑐 ln 1 exp 𝛿 𝑎 exp 𝛾 𝑡
∈

4  

 

となる。この論文では、𝑐および𝑐′を、段階的意思決定を考慮した

ログサム型時空間アクセシビリティ指標として提案する。 

 ここで、𝑐および𝑐′に関し、三点補足しておく。第一に、𝑉 を𝑊

と𝑌の和に分けていることについて補足する。選択肢𝑖の選択確率

式は、𝑊 と𝑌への分け方によって変わることはない。その意味で

は、ここで行ったように𝑉 を分解する必要はない。ただし、もし

先に述べたように𝑊 , 𝑌を仮定しなければ、パラメータの段階推

定が不可能となる。 

 第二に、ログサム変数パラメータは一定の範囲に入る必要があ

る。この論文では、時間的制約下にある個人は自身の効用を最大

化するように行動すると仮定しているが、この仮定と矛盾しない

ためには、0 𝜃 1でなければならない。逆に、ログサム変数

パラメータ𝜃が上記範囲内の値としてデータから推定されたなら

ば、効用最大化の仮定に反することなく、段階的な選択・意思決

定が行われていることを示唆する。 

 第三に、𝑐および𝑐′は、拠り所とする選択行動理論が明確である

という以外にも、理論的に望ましい性質を有する。先行研究 25) に

おいて、アクセシビリティ指標が満たすべき公理を挙げられてい

るが、これまでに提案されたログサム型時空間アクセシビリティ

指標 23), 24) も、それら公理をすべて満たしている。先ほど導出した

𝑐および𝑐′も、これらの公理をすべて満たしている。このことは、

𝑏, 𝑏′と𝑐 , 𝑐′との間の定義式の類似性からも直観的に理解される。 

 

4. ケーススタディ 

4.1 概要 

 この章では、3 章で導出したログサム型時空間アクセシビリテ

ィ指標を用いて大学生の買い物機会へのアクセシビリティを分

析したケーススタディを示す。また、その結果に基づき、時空間

アクセシビリティの大小を測る手段としての有用性を検証し、さ

らに、その発展可能性も議論する。 

 文献24) では、弘前大学人文社会科学部に所属する学生（以下、

人文社会科学部生）を対象とし、𝑏, 𝑏′を用いて、大学キャンパス

からの帰り道における買い物機会へのアクセシビリティを分析

している。この研究でも、対象や題材を同じくしつつも、新たに

データを収集し、𝑐, 𝑐′を用いたケーススタディを行った。 

 文献24) では、人文社会科学部生に関して以下のようないくつ

かの事実をアンケートから明らかにしている。人文社会科学部生

は文京町キャンパスに通学するため、その多くは同キャンパスの

ほど近い場所のアパート等に居住している。自宅と大学キャンパ

スの間を歩いて移動する学生が多く、その平均移動時間は 10 分

程度である。食料品や日用品を購入するため、スーパーやコンビ

ニなどに立ち寄ることもある一方、人文社会科学部生は大学から

自宅へ特に寄り道せずに帰宅することも多い。このことから、人

文社会科学部生の帰り道における買い物機会へのアクセシビリ

ティを分析するにあたっては、𝑔という選択肢の存在を考慮すべ

きと考えられる。帰り道に買い物をする理由について、多くの学

生は、帰宅ついでに買い物を済ませることで時間を節約したいた

めと回答した。このことは、授業・サークル等の終了後の人文社

会科学部生は一定の時間的制約下にあることを示している。した

がって、人文社会科学部生の大学からの帰り道における買い物機

会へのアクセシビリティを分析するにあたっては、何らかの時空

間アクセシビリティ指標を用いるべきであると考えられる。また、

多くの人文社会科学部生が、買い物先においては、支払いや商品

選択等に少なくとも5分が必要であるとしている。 

 ケーススタディ用のデータ収集等を目的とし、2019年12月10

日に、人文社会科学部専門科目「社会調査論」の履修者に対し、

質問紙調査を実施した。回答者総数は84名であり、その内訳は、

1年生63名、2年生8名、3年生9名、4年生3名、科目履修生1

名である。 

 ログサム型時空間アクセシビリティ指標のパラメータ推定を

行うには、時間的制約下にある個人の選択行動に関するデータが

必要となる。その際に用いられうるデータには、RP データとSP

データがある。前者は、実際に個人が下した選択結果のデータで

あり、後者は仮想的な状況下での選択結果に関するデータである。

それぞれ利点と短所を有するが、このケーススタディでは、SPデ

ータを収集した。 
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表1 回答者に与えられた選択肢の例 

No. 選択肢内容
1 まっすぐ（どこにも⽴ち寄らず）⾃宅に帰る
2 通学経路上にある店舗⾯積150㎡のコンビニエンスストアに⽴ち寄る
3 1分回り道して、店舗⾯積1,000㎡のスーパーマーケットに⽴ち寄る
4 2分回り道して、店舗⾯積3,000㎡のスーパーマーケットに⽴ち寄る  

 

 質問紙調査においては、各回答者に対し、SPデータを得るため

の六つの質問を尋ねた。いずれの質問においても、文京町キャン

パスから 10 分離れた場所に居住しており、キャンパスから自宅

に着くまでに 30 分の時間予算が与えられているという仮想的な

状況下で、どのような行動を選ぶか尋ねた。六つの質問のいずれ

においても、回答者に対して、四つの選択肢が与えた。表 1 は、

六つの質問のうちの一つである。なお、この調査では、仮想的な

状況がイメージしやすくなるよう、弘前市に実在するいくつかの

商業施設の床面積を、回答者に対して情報として与えた。同様の

目的で、文京町キャンパス正門から周辺の何地点かへの徒歩によ

る所要時間も、参考情報として回答者に与えた。これら情報が、

実感を伴って仮想的状況イメージし、選択肢を回答するのに役に

立ったかどうか尋ねたところ、84 名中の 61 名が役立ったと答え

た。 

 この研究では、𝑐, 𝑐’の二つの時空間アクセシビリティ指標を定

式化したが、二つの理由から、このケーススタディにおける分析

には、𝑐’を用いた。一つの理由は、すでに述べたように、含まれる

情報の冗長性ということを考えれば、𝑇 と𝑡 のうちの一方は不

必要と思われるからである。もう一つの理由としては、文献 24) 

におけるケーススタディでは、𝑇 と変数として含まない𝑏′を用い

ていることが挙げられる。先行研究との整合性という点からも、

この研究でも𝑇 と変数として含まない𝑐′を用いた。 

 

4.2 分析結果 

 まず、収集したSPデータを用いて、𝑐’のパラメータ推定を行っ

た。その結果は、𝛼 0.163 0.134  , 𝛾 0.490 0.242  , 𝛿

0.689 0.550  , 𝜃 0.408 0.354   であった（ハットは推定

値を表す記号であり、括弧内の数値は標準誤差を表す）。この結果

について二点述べておく。第一に、直観に反することなく、𝛼, 𝛾

は正の値となっている。第二に、𝜃は 0 から 1 の範囲の中に納ま

っている。 

 推定されたパラメータを用いて、以下の手順によって、文京町

キャンパスから半径1km以内の範囲における𝑐’の空間分布を求め

た。まず、上記範囲内に、100m間隔で規則的にポイントを取り、

それらポイントを人文社会科学部生の自宅所在地とみなしたと

きの𝑐’の値を算出することとした。次に、日常的な買い物に利用

されるコンビニエンスストア、ドラッグストア、スーパーマーケ

ットに関するデータを収集し、これらのポイントデータを生成し

た。具体的には、いくつかのウェブサイトからこれら商業施設の

住所および床面積に関する情報を収集し、東京大学空間情報科学

研究センターによるアドレスマッチングサービスを利用して、ポ

イントデータを作成した。そして、Google Maps Distance Matrix API

を繰り返し呼び出すPythonコードを作成・利用し、文京町キャン

パス、商業施設、100m間隔で並んだポイントの間の徒歩による移

動時間を算出した。この計算結果を用いて、100m間隔で取ったポ

イント毎に、時間予算内で帰り道に立ち寄ることができる商業施

設の集合を特定した。その際、𝑇 30, 𝜏 5（単位：分）とした。

以上の準備を踏まえ、100m間隔で取った各ポイントにおける𝑐’の

値を求めた。図2は、その結果である。 

 

 

図2 文京町キャンパスから1km以内に100m間隔で取ったポイ

ントに対する𝑐’の算出・可視化結果 

 

 比較を通じて𝑐′の特徴等を明らかにするため、文京町キャンパ

スから1km以内に取ったポイントについては、他のアクセシビリ

ティ指標値も算出した。具体的には、1) 最寄りの商業施設までの

移動時間、2) 5分以内に到達可能な商業施設数、3) 帰り道に時間

予算内で到達できる商業施設数、4) 𝑏’、の四種類のアクセシビリ

ティ指標の値を算出した。以下、この 4 つの指標を順に、「指標

1」、「指標 2」、「指標 3」、「指標 4」と呼ぶことにする。これらの

算出結果は、図3の通りである。 

 なお、指標4を計算するには、そのパラメータを推定する必要

がある。推定結果は、𝛼 0.031 0.030  , 𝛾 0.274 0.080  , 

𝛿 0.951 0.185  であった（ここでも、ハットは推定値、括

弧内の数値は標準誤差を表す）。 

 𝑐’と指標1, 2, 3, 4との比較のため、𝑐’とこれら四つのアクセシビ

リティ指標との間の相関係数を計算した。表2は、その結果をま

とめたものである。この表を見ると、𝑐’と指標 1 および 2 との間

の相関は弱いことが分かる。また、𝑐’と指標 3 との間は負の相関

がみられる。一方、指標1, 2, 3とは異なり、𝑐’と指標4 との間に

は比較的強い正の相関がみられる。 

 

4.3 考察 

 指標1および2では、買い物先への移動の際の起点も、終点も、

自宅（と想定する 100m 間隔で取ったポイント）という前提が置

かれている。一方、𝑐′では、大学キャンパスを起点、自宅を終点
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としており、人文社会科学部生の帰り道における時空間アクセシ

ビリティを評価するというケーススタディの目的とも適うもの

である。すると、𝑐′と指標1 および2 との間に強い相関がみられ

るべきではないが、実際、表2にあるようにこれらの間の相関は

弱い。 

 

  

(a)                   (b) 

  

(c)                   (d) 

図3 文京町キャンパスから1km以内に100m間隔で取ったポイン

トに対し、4種類のアクセシビリティ指標値を算出した結果

（(a), (b), (c), (d)は、それぞれ指標1, 2, 3, 4） 

 

表2 𝑐’と4種類のアクセシビリティ指標との間の相関係数 

アクセシビリティ指標 相関係数
指標1（最寄りの商業施設までの移動時間） -0.38396
指標2（5分以内に到達可能な商業施設数） 0.26441
指標3（帰り道に時間予算内で到達できる商
業施設数）

-0.29497

指標4（b'） 0.81136  
 

 𝑐′と指標 3 はいずれも、大学キャンパスから自宅へ戻る人文社

会科学部生の時空間アクセシビリティを測るべくして定式化さ

れている。したがって、直観的には、この両者の間には正の相関

があるように思われる。しかし、両指標間には負の相関がみられ

る。この負の相関から、二つの指標のうちの一方は、時空間アク

セシビリティの大小を、そもそも方向性を誤って捉えていること

が推測される。これに関しては、以下の理由から、そうした方向

性の誤りが生じているのは、𝑐′ではなく、指標3だと考えられる。 

 𝑐′はいわゆる距離減衰効果を考慮しているのに対し、指標 3 は

そうではない。この意味において両指標は根本的に異なる。直観

的に、このケーススタディの場合、人文社会科学部生は帰り道か

ら外れれば外れるほど、そのような商業施設には立ち寄らないよ

うに思われる。実際、距離減衰効果に係るパラメータ𝛾の推定値は

5%水準で有意である。したがって、このケーススタディの結果か

らは、（指標3ではなく）𝑐′が時空間アクセシビリティの大小を正

しい方向性に沿って捉えているように考えられる。 

 ここで一点補足しておく。時空間アクセシビリティ指標には距

離減衰効果が常に必ず組み込まれるべきである、と論じている訳

ではない。累積機会型の時空間アクセシビリティ指標では、時間

予算内に訪れることが可能であるならば、距離的に近いか離れて

いるかに関係なく、等しくアクセス可能な活動機会とみなす。こ

のように、累積機会型の時空間アクセシビリティ指標は、（一定の

範囲内において）距離減衰効果がないものとしているが、先に述

べたように時空間アクセシビリティ指標の中でも特に受け入れ

られ、いくつもの実証分析において利用されてきている。 

 すでにみたように、𝑐’と指標 4 との間には強い正の相関がみら

れる。これら指標の定義式が非常に似通ったものであることを考

えれば、この強い正の相関が存在は容易に理解できる。ただ、強

い相関はあるものの、完全な相関ではない以上、一方が時空間ア

クセシビリティの大小の度合いをより確からしく捉えていると

考えられる。 

 𝑐’のパラメータ推定結果からは、𝑐′の方が指標 4 よりも時空間

アクセシビリティの大小の程度を精確に捉えていると考えられ

る。𝜃の推定値は、0から1の範囲のほぼ中央にあたる値である。

この0から1の間に収まる推定値は、大学キャンパスからそのま

ま帰宅するか、どこかの買い物先に立ち寄るかということに関し

て、確かに、人文社会科学部生は自らの効用を最大化するように

段階的な選択・意思決定を行っているということを示唆する。 

 𝑐’のパラメータ推定結果に関して言えば、𝛼の推定値は 0 に近

く、このパラメータは（1%や5%といった）一般的に用いられる

水準において有意ではない。ただし、これは（パラメータ𝛼を含

む）𝑐, 𝑐’を否定するものではなく、十分にありうる結果である。第

一に、この推定値は0に近いものの、その符号は正である。もし、

この符号が負であれば、甚だしく直観に反するが、そのようには

なっていない。第二に、人文社会科学部生が帰り道に購入するも

のの多くは、小規模なコンビニエンスストアであっても取り扱わ

れているようなものであり、立ち寄る商業施設を選択する上で、

床面積がさほど重要な要因ではないことを示す結果も十分納得

できる。第三に、これまで受け入れられている時空間アクセシビ

リティ指標の背後にある考え方とも矛盾しない。累積機会型の時

空間アクセシビリティ指標は、一定の空間的範囲内にある活動機

会を、その規模や魅力度の大小に関係なく、一つのものは一つと

して対等に扱う。𝛼の推定値がゼロであることが意味することは、

累積機会型の時空間アクセシビリティ指標の背後にある仮定と

同じである。 

 累積機会型の時空間アクセシビリティ指標に関連して言うと、

これもすでに述べたように、𝛼だけでなく、距離減衰関係に係る

パラメータ𝛾もゼロであるとする考え方もありうる。もし、𝛼 0, 

𝛾 0とすると、式(4)の右辺は、以下のような単純な形になる。 

 

ln 1 𝐾𝑁 5  

 

ここで、𝐾はexp 𝛿に等しい定数であり、𝑁は活動機会数（すなわ
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ち、集合 𝐹 , 𝐹 , … の要素数）である。 

 式(5)で与えられる指標を、新たな時空間アクセシビリティ指標

として提案しうる。この指標と累積機会型の時空間アクセシビリ

ティ指標は、時間予算内で到達可能な活動機会数だけが唯一の変

数であるという点で共通する。ただし、式(5)で与えられる指標は、

個人の効用最大化行動を仮定し、段階的意思決定を考慮した時空

間アクセシビリティ指標𝑐′から派生して導かれている。したがっ

て、確からしい選択行動理論に基づくという意味で、累積機会型

の指標に対して理論的な優位性を有すると考えられる。このよう

に、式(3)および(4)で定式化した時空間アクセシビリティ指標から、

いくつかのパラメータをゼロと置くことで、何らかの意味や意義

を持つ新たな時空間アクセシビリティ指標を提案しうる。ただし、

その有用性や可能性を探ることは、この論文の範囲外である。こ

こでは、定式化した時空間アクセシビリティ指標には、今述べた

ような発展可能性があると述べるにとどめておく。 

 

5 まとめと今後の課題 

 この論文では、ネスティドロジットモデルの枠組みを用いて、

効用最大化原理に基づき、なおかつ、段階的意思決定を考慮した

ログサム型時空間アクセシビリティ指標を導出・定式化した。こ

こで導かれた時空間アクセシビリティ指標は、アクセシビリティ

指標というものが満たすべき公理を満たすという意味でも、理論

的に好ましい。提案した指標については、その有用性・妥当性を

検証すべく、ケーススタディを行った。具体的には、大学生の帰

り道における買い物機会への時空間アクセシビリティを分析す

するケーススタディを行った。そこでは、この研究で定式化した

時空間アクセシビリティ指標だけでなく、他の4種類のアクセシ

ビリティ指標を算出した。これら指標の算出値の比較結果は、こ

の論文で導出・定式化した指標が、アクセシビリティの大小を最

も確からしく捉えていることを示すものであった。 

 最後に、今後の課題を三つ挙げておく。第一に、この研究で定

式化した指標に関し、さらにケーススタディを重ねるなどして、

その時空間アクセシビリティとしての妥当性や有用性をより検

証していくことが挙げられる。第二に、ログサム型時空間アクセ

シビリティをより精緻化することが考えられる。具体的には、人

間の認知的側面を組み入れることが考えられる。活動機会は、時

間予算内で到達可能であったとしても、しばしばその存在が認知

されていないことがある 15), 26)。そこで、この点を考慮して選択肢

集合を設定し、ログサム型時空間アクセシビリティ指標の定式化

にも修正を加えることが考えられる。第三に、単純化されたログ

サム型時空間アクセシビリティ指標の有用性や可能性を探るこ

とが考えられる。ケーススタディにおける分析結果に対する考察

の中で、この研究で定式化した指標におけるいくつかのパラメー

タをゼロと置くことで、式(5)で与えられる時空間アクセシビリテ

ィ指標を導いた。この指標の唯一の変数は、時間的制約下で到達

可能な活動機会数であり、したがって、アクセシビリティ値を算

出するなどの扱いは極めて容易である。このように扱いが容易で

あるにも関わらず、その根底には、効用最大化、段階的意思決定

といった、実際に行われているであろう人間の思考・判断という

ものが織り込まれている。これら課題についても研究を進め、近

い将来にその成果を報告したい。 
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