


１章 研究目的と方法 

 

１－１ 研究目的 

大阪モノレールの南伸（門真市～瓜生堂間の約 9km，

2029年開業予定）によって４つの新駅開業が予定され

ており，うち３駅（仮称：鴻池新田駅，荒本駅，瓜生

堂駅）は東大阪市内に位置している．モノレール南伸

を契機として駅周辺の空間整備促進を図り，駅を中心

としたコンパクトな都市構造を実現することが求めら

れている． 

 

 

     図 大阪モノレール南伸計画 

 

 本研究では，瓜生堂新駅を中心とした約１ｋｍ圏域

（以下，瓜生堂地域）を対象とし，以下の５つの視点

から分析を行う． 

１）新駅開設に伴う開発ポテンシャルの計測 

２）住民の住環境評価意識および住替・住宅地選択 

３）住民の交通流動変化 

４）近畿大学関係者の交通流動変化と瓜生堂新駅周辺

の交通危険箇所 

５）大規模ショッピングモール誘致の影響 

 なお，瓜生堂地域を対象としたのは，この瓜生堂新

駅が大阪モノレールの暫定終点駅となること，また，

近鉄奈良線への乗り継ぎ駅が新設されることから，新

駅開設に伴う周辺土地利用への影響が大きいと考えら

れるためである． 

 

１－２ 研究方法 

１）新駅開設に伴う開発ポテンシャルの計測 

 鉄道駅周辺の夜間人口，商業従業人口，地価は，都

心までの距離や所要時間と強い関係をもっている．近

鉄奈良線のデータを用いて回帰式を推定し，この回帰

式に新駅開業後の瓜生堂新駅から環状線（鶴橋駅）ま

での所要時間を代入することによって，新駅開業後の

開発ポテンシャル（開業後の潜在的な夜間人口，商業

従業人口，地価）を推計する． 

２）住民の住環境評価意識および住替・住宅地選択に

関する分析 

 瓜生堂地域の住民に対して，住環境評価意識や住替・

住宅地選択以降に関するアンケート調査を実施し，こ

の分析結果を踏まえて，瓜生堂地域の住環境整備のあ

り方や，住民の住替・住宅地選択について明らかにす

る． 

３）住民の交通流動変化に関する分析 

 瓜生堂地域からの発生交通を対象とし，近畿圏パー

ソントリップ調査（H22実施）データを使用して，大

阪モノレール開設後の新駅の端末交通手段別交通量お

よびモノレール利用者数を推計する．また，住民アン

ケート調査結果をもとにした誘発交通量の推計も行う． 

４）近畿大学関係者の交通流動変化と交通危険箇所に

関する分析 

 近畿大学関係者を対象として，近畿圏パーソントリ

ップ調査（H22実施）を用いて，大阪モノレール開設

後の利用者数を推計する．また，交通危険箇所や交通

ルール認知・遵守率などついても住民アンケートをも

とに明らかにする． 

５）大規模ショッピングモール誘致の影響分析 

 大規模ショッピングモールを誘致した場合の商業施

設の来客者数の変化を予測する．予測にあたっては，

代表的な予測手法であるハフモデルを用いる．モデル

係数の推定にあたっては，近畿圏パーソントリップ調

査（H22実施）の休日買物交通OD表を主に使用する． 

 

１－３ 報告書の構成 

以下の２章から６章は，上述の研究目的１）～５）

に対応しており，これらの分析をふまえて，最後の７

章において，研究成果および政策提言・課題をまとめ

ている． 



２章 対象地域の概要および開発ポテンシャルの計測 

 

２－１ はじめに 

 本章では，東大阪市内に予定されている瓜生堂新駅

（仮称，近畿自動車道と近鉄奈良線の交差部に開設予

定）の周辺地域のまちづくりのため基礎的分析として，

瓜生堂地域を対象として，夜間人口および商業従業人

口（小売・卸売業従業人口）の現状分析を行なうとと

もに，新駅開設後の瓜生堂地域の開発ポテンシャル（潜

在的な夜間人口・商業従業者数・地価）を推計する． 

 

２－２ 瓜生堂地域の概要 

（１）瓜生堂新駅と公共施設・商業施設 

図 2-1は，瓜生堂新駅およびその周辺の主な公共施

設・商業施設を示したものである．瓜生堂新駅は，大

阪モノレール南伸の暫定的終着駅であるとともに，近

鉄奈良線の新駅と駅舎の上下階として直接連絡される

予定である．また，新駅周辺には，東大阪市立総合病

院，ニトリモール東大阪，イズミヤなどの医療施設,商

業施設が立地している． 

 

    

図 2-1 瓜生堂新駅と公共施設・商業施設 

（２）都市計画用途規制および密集市街地整備事業 

瓜生堂地域の用途規制は，瓜生堂交差点の北西部に

商業地域，ニトリモール東大阪周辺に近隣商業地域が

指定されている．その他は住居系用途である．また，

瓜生堂交差点の東南部では，重点密集市街地整備事業

（約 49ha）が進行中である． 

（３）ニトリモール東大阪の用地の変遷 

瓜生堂交差点の北東部は，1982年（昭和 57年）ま

では近鉄の車両工場（名称：玉川工場）があった．1980

年(昭和 55 年)に大阪モノレールが着工され(千里中

央・門真市間開業は 8年後)，その後しばらくは大阪モ

ノレールの新駅の関連用地として空き地となっていた

が，モノレール事業が進捗しないため，1991年（平成

3年）にはショッピングセンター（近鉄ハーツ）が開業

した．しかし，このショッピングセンターは 2010 年

（平成 22年）には撤退し，平成 23年より現在のニト

リモール東大阪（店舗面積 23千 m2）が営業している．

なお，この用地は近鉄所有であり 2029年までの定期借

地権付きで貸し出されている。 

 

２－３ 夜間人口及び商業従業人口の現状分析 

（１）夜間人口の分析 

 図 2-2 は市全体の人口と瓜生堂地域の人口の変化

（平成 12～平成 22）を比較したものである。市全体の

人口総数は約 3％減少しているが、瓜生堂新駅周辺地

区は約 2％の減少に留まっている。 

 

 

 図 2-2 瓜生堂地域・市全体の人口変化（指数） 

 

図 2-3は，瓜生堂地域内の町丁目別の人口の変化（平

成 12年～平成 22年）を示したものである．また，図

中には，2000年（平成 12年）から 2010年(平成 22年)

に新設されたマンションの位置も記載した。2004 年

（平成 16年）には，近畿地方交通審議会答申（８号答

申）において，大阪モノレール南伸が中長期的に望ま

れる路線に指定されたことから，これを見込んでマ 

   
（備考）図中の●は平成 12年から平成 22年での 

マンションの新規立地地点を示す． 

 図 2-3 瓜生堂地域の人口変化（H22/H12） 

ンション立地が進んだのではないかと思われる．主に

マンション立地の進んだ町丁目において人口が増加し

ている（図 2-3）． 

（２）商業従業人口の分析 

 図 2-4は瓜生堂地域と市全体の商業従業人口の変化

（平成 21年～平成 24年）を示したものである．市全

域では 1%減少しているが，瓜生堂地域では 2%上昇し

ている．図 2-5は町丁目別の変化を示している．瓜生

堂新駅の北東部において増加が著しい．これは，2010

年（平成 22年）のニトリモール東大阪の開業や，その

周辺部において卸売業の新規立地が影響している． 
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図 2-4 瓜生堂地域・市全体の商業従業人口変化 

      

（備考）●印：ニトリモール東大阪 

図 2-5 瓜生堂地域の商業従業人口変化（H24/H21） 

 

２－４ 瓜生堂地域の開発ポテンシャルの計測 

（１）推計方法 

 夜間人口・商業従業人口・地価の各推計モデルによ

り，瓜生堂新駅周辺地域の開発ポテンシャルの計測を

行う．推計式は指数関数を用いる．表 2-1に使用デー

タを示す． 

       表 2-1 使用データ 

  使用データ 

夜間人口モデル 人口：国勢調査（H22） 

商業従業人口モデル 商業従業人口：経済センサス(H24） 

地価モデル 地価：公示地価（H28） 

（備考）対象駅は近鉄奈良線の今里駅～菖蒲駅池までの 17駅 

 

（２）モデル式の推定結果 

 以下に，モデル式の推定結果を示す． 

①夜間人口モデルの推計結果 

  Y=EXP（－0.0334 X＋5.19） （R=0.83） 

 ここで、 Y：駅 1km圏内の夜間人口密度（人/ha） 

       X：鶴橋からの所要時間（分） 

②商業従業人口モデルの推計結果 

  Y=EXP（0.0713 X＋2.99）  （R=0.89） 

 ここで、Y：駅 1km圏内の商業従業人口密度（人/ha） 

           X：鶴橋からの所要時間（分） 

③地価モデルの推定結果 

Y=EXP（-0.0176 X1-0.168 X２＋0.682 X３ 

＋0.305 X４-0.257 X5＋12.120）（R=0.87） 

 ここで、Y：公示地価（円／m2）， X1：鶴橋からの距離（km），

X2：最寄駅までの距離（km）， X3,X4,X5：用途規制ダミー変数

（商業地域 X3=1，近隣商業地域 X4=1，工業系用途地域 X5=1，

住宅系：基準(=0)） 

 

（３）開発ポテンシャルの推計結果 

 八戸ノ里駅の現在データに一致するように定数項を

補正した後，瓜生堂新駅開設後の条件（表 2-2）をモデ

ルに入力し，表 2-3 に示す推定結果を得た．瓜生堂地

域の人口密度は 137.5（人/ha）であり、小売・従業人口

密度 12.3（人/ha）と推計され，ニトリモール用地あた

りの地価は 21.9（万円/m2）と推計された．夜間人口密

度，地価ともに瓜生堂新駅開設後には増加している．

しかし，商業従業人口については推定結果の方が現況

値より小さな値となっている．これは，ニトリモール

東大阪の立地によって，すでに潜在的な商業従業人口

密度を超えていることを意味している． 

 

表 2-2 瓜生堂新駅開設の影響分析のための入力条件 

 入力条件 

夜間人口モデル 鶴橋駅までの所要時間 11分 

商業従業人口モデル 鶴橋駅までの所要時間 11分 

地価モデル 鶴橋駅までの距離 6.3ｋｍ 

最寄駅までの距離 0.1km 

用途規制 近隣商業地域 

 

    表 2-3 瓜生堂新駅開設による影響 

（備考）夜間人口密度はH22（国勢調査）、商業従業人口密度はH24（経

済センサス），地価はH28（公示地価）の値を現在値とする． 

 

２－５ おわりに 

賑わいのまちづくりを実現するために，住宅につい

ては，地域住民との話し合いを通じて地域の将来像を

具体化するとともに，密集市街地整備事業を早期に完

成することが望まれる．また，商業については，現在

すでに潜在的な商業集積を上回っているが，東大阪市

における新たな商業拠点形成を目指して、一層，集客

性の高い大規模ショッピングモールの立地が望まれる。 

 

 

 現在

（a） 

新駅開設後の 

推計値（ｂ） 

（ｂ）/

（a） 

夜間人口密度（人/ha） 128.3 137.5 1.07 

商業従業人口密度（人/ha） 14.5 12.3 0.85 

ニトリモール用地地価(万円/ｍ2) 19.5 21.9 1.12 



３章 住民の住環境評価意識及び住替・住宅地選択に

関する分析 

 

３－１ はじめに 

本章では，大阪モノレール南伸によって設置される

瓜生堂新駅の周辺地域の住民を対象として住環境評価

意識や住替・住宅地選択に関するアンケート調査を行

い，住民の住環境評価意識の現状および住替意向・住

替希望先を明らかにする．この分析を通じて，瓜生堂

地域の人口増加施策の方向性を明らかにする． 

 

３－２ アンケート調査の概要 

 アンケート調査の実施概要を表 3-1 に，住環境評価

項目を表 3-2に示す．19個の評価項目のうち①～⑱は

個別要因評価であり⑲は総合評価である．また，各質

問は 1点～5点までの 5段階評価とする． 

 

 

表 3-1 アンケート調査の実施概要 

対象地域 瓜生堂新駅を中心とした半径 1km圏内 

配布日 平成 28年 10月 26日～28日の 3日間  

回収期限 平成 28年 11月 14日 

配布・回収方法 訪問配布（ポスティング）・郵送回収 

配布数，回収数 配布数 2,900，回収数 672 （回収率 23％） 

質問項目 ①回答者の属性，②過去の住み替え状況，③現在

の住環境評価，④現在の交通環境，⑤今後の定住

意向・住み替え意向・居住地選択要因 

 

表 3-2 住環境評価項目 

 評価項目 

① 鉄道やバスなどの公共交通機関が充実している 

② 道路がよく整備され，自動車が利用しやすい 

③ 歩行者・自転車等の通行の安全性や快適性が確保されている 

④ バリアフリー化が進み，駅や公共施設が利用しやすい 

⑤ 公園・遊歩道や街角などの身近な緑が豊かだ 

⑥ 週末に利用するような大規模公園が充実している 

⑦ 自然環境がよく保全されている 

⑧ 川や水路の水がきれいになっている 

⑨ 水に親しむことのできる水辺や川辺がある 

⑩ 災害時の避難場所が確保されており，安全に避難できる 

⑪ 防犯体制がととのい，安心して暮らせる 

⑫ 狭い道路が広げられるなど，住みやすくなっている 

⑬ 
古い建物が密集する住宅地で建替えが進み，住みやすくなっ

ている 

⑭ 騒音や振動が少なく住みやすい 

⑮ 病院や保健センターなど医療施設が利用しやすい 

⑯ 高齢者や障がい者のための福祉施設が利用しやすい 

⑰ 保育園など子育て関連施設が利用しやすい 

⑱ 駅周辺が便利で快適になっている 

⑲ 総合的にみて住みやすい 
 

 

 

 

３－３ 住環境評価に関する分析 

（１）総合評価および個別要因評価 

 平均総合評価値は，瓜生堂地域 3.39点，東大阪市全

域 3.17点であり，瓜生堂地域の方が上回っている．な

お，東大阪市の値は，東大阪マスタープラン見直しの

ためのアンケート調査(2010 年実施，有効サンプル数

1,426)によるものである． 

図 3-1 に，瓜生堂地域と東大阪市全域の住環境の個

別要因ごとの平均評価値を示す．市全域，瓜生堂地域

ともに評価値が低い項目は，歩行者・自転車の安全（③），

水辺・川辺（⑨）である． 

また，市平均値と比べて，瓜生堂地域が低い値を示

している項目は，遊歩道・緑（⑤），大規模公園（⑥），

水辺・川辺（⑨），避難場所（⑩）の項目である．一方，

高い値を示している項目は，道路整備（②），歩行者・

自転車の安全（③），医療・福祉施設（⑮⑯）である． 

図 3-2は総合評価値と個別評価値の相関係数を示し

ている．駅周辺の利便性・快適性との相関が最も高い． 

 

 

図 3-1 個別要因の平均評価値 

 

 

 図 3-2 総合評価値と個別評価値の相関係数 

 

（２）年齢別住環境評価 

年齢別に総合評価値を集計した結果を表 3-3 に示す．

これを見ると，年齢が高いほど評価値が高い傾向にあ

ることがわかる． 

     表 3-3 年齢別平均総合評価値 

年齢 ～30代 40代 50代 60代 70代～ 

評価値 3.30 3.30 3.33 3.45 3.49 
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3.0
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瓜生堂 東大阪市



年齢別に個別要因の評価値を示したものが図 3-3で

ある．年齢別の違いはほとんどないことがわかる． 

 

図 3-3 年齢別の個別要因評価値 

 

３－４ 住替意向および住替希望先に関する分析 

（１） 住替意向に関する分析 

 図 3-4は住替意向の割合を示したものである．全体

としては，「住替えたい」が 9%，「住替えたいが難しい」

が 33%であり，住替え意向者は 42%である．年齢別にみ

ると 60代以降は住替意向が低下している．[t1] 

 

図 3-4 年齢別の住替意向 

 

図 3-5 は，住環境の総合評価値と住替意向との関係

を示したものである．総合評価値が高いほど「住み替

えたいとは思わない」割合が高いという妥当な結果が

得られている． 

 

図 3-5 総合評価値別の住替意向割合 

 

（２）住替希望先に関する分析 

 図 3-6は住替希望先の割合を示したものである．全

体としては，東大阪市内が 52％，大阪市内 26％，その

他 22％という結果である．年齢別に見ると，年代の若

い世代ほど大阪市内を希望する割合が高いことがわか

る．前項の住替意向割合の 42％に，希望移転先が東大

阪市外である割合 48％を乗じることによって，東大阪

市からの流出割合は 20％となる． 

 

 

      図 3-6 年齢別の住替希望先 

 

３－５ おわりに 

以上の分析の結果，瓜生堂地域の住民は，①歩行者・

自転車の安全性，②水辺・川辺等の親水空間，に関す

る満足度が低いことがわかった．また，全市の平均値

に比べて，評価の低い項目は，①遊歩道．緑，②大規

模公園，③水辺・川辺等の親水空間，④避難場所であ

ることがわかった．今後，これらの項目について改善

することが必要である． 

また，住替意向と住替希望先については，住替えた

い人と住替えたいが難しいと答えた人（住替え意向を

有する人）が 42％を占めることがわかった．この人た

ちのうち，東大阪市外を住替希望先とする世帯の割合

は，48%であることから，20％の人が市外への流出す

る希望を有している．これらの人をいかに市内に引き

止めることができるかが人口減少を抑制するためには

重要である． 
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４章 住民の交通流動の変化に関する分析 

 

４－１ はじめに 

 本章の目的は２つあり，ひとつは，瓜生堂新駅の駅

舎・駅前広場の計画のための参考として，瓜生堂新駅

の端末手段別利用者数を推計することであり，もうひ

とつは，東大阪市民にとってのモノレール南伸効果を

計測するために，瓜生堂新駅周辺住民のモノレール利

用者数や誘発交通を推計することである． 

 

４－２ 対象地域・対象交通及び使用データ 

 対象地域は，図 4-1に示す瓜生堂新駅を中心とする

約 1km圏（含む近畿大学キャンパス）であり，ゾーン

区分は郵便番号ゾーンを単位とする 21ゾーンとする． 

対象交通は，対象地域からの鉄道利用発生交通とし，

交通目的は帰宅を除く全目的とする．ただし，交通目

的別分析は行わない． 

 

（備考）色づけされたエリアが対象地域であり，図中の数字は

郵便番号を示す． 

図 4-1 対象地域 

  

使用データは，第 5 回近畿圏パーソントリップ調査

（H22）（以後，PT調査と略す）を主に用いる．ただし，

モノレール利用の有無や誘発交通については，PTデー

タでは得られないため，地域住民を対象としたアンケ

ートを別途実施している（表 4-1）． 

 

表 4-1 アンケート概要 

対象地域 瓜生堂新駅を中心とした半径 1km圏内 

配布日 平成 28年 10月 26日~28日 

回収期限 平成 28年 11月 14日 

実施者 都市マネジメント研究室 

実施方法 訪問配布(ポスティング)，郵送回収 

配布数 2,900 

回収数・回収率 672， 23% 

質問項目 通勤・通学・業務以外の自由交通目的を対象とし

て，①モノレール利用意向の有無(目的地：荒本駅

周辺･万博記念公園駅周辺･大阪空港)，②モノレー

ル延伸前後の訪問頻度などについて質問する． 

４－３ 瓜生堂新駅の端末手段別交通量の推計 

（１）推計手順 

図 4-2に示す手順に従って，「最寄駅選択モデル」お

よび「端末交通手段選択モデル」を用いて，駅別交通

量および端末手段別交通量を求める． 

図 4-2 モデルの推定方法 

 

（２）モデル式および係数の推定 

（１）最寄駅選択モデル 

 最寄駅選択モデルは，居住地から最寄駅（八戸ノ里

駅あるいは若江岩田駅）までの距離を説明変数として

最寄駅の選択確率を求めるモデルである．ロジスティ

ック回帰式を用いて推定した結果が次式である． 

   P 八戸ノ里 = 1
1+𝑒−1.3135𝑥−0.6112  (R=0.96) 

   P 若江岩田 ＝1- P 八戸ノ里 

ここで，P 八戸ノ里，P 若江岩田：八戸ノ里駅あるいは若江岩田駅 

の選択確率， X：居住地から八戸ノ里駅までの距離(km) 

 

PT データによる八戸ノ里駅および若江岩田駅の利

用者数(H22)を用いて，定数項の現況補正を行ったとこ

ろ，各駅の定数項は表 4-2 の値となった．八戸ノ里駅

の定数項の方が，若江岩田駅の値に比べて小さな値と

なっている．これは両駅から等距離にある場合には八

戸ノ里駅の選択確率が高くなることを示している．こ

の要因は大阪市方面（西方面）に向かう鉄道利用者が

多いことが要因である．なお，瓜生堂新駅の利用者数

の推計にあたっては両駅の平均値を定数項として用い

る． 

表 4-2 現況補正後の定数項 

八戸ノ里駅 若江岩田駅 瓜生堂新駅 

-0.6112 -0.3056 -0.4584 

 

（２）端末交通手段選択モデル 

端末交通手段選択モデルは，居住地から最寄駅まで

の距離を説明変数として，端末交通手段の選択確率を

求めるモデルである．交通手段としては，自転車，徒



歩，その他の３手段とする．ロジスティック回帰式を

用いて，自転車を選択するか否か，徒歩を選択するか

否かの２つのモデルを推定したところ次式を得た． 

𝑃自転車 = 1
1+𝑒−1.2219𝑥+2.1553   (R=0.88) 

𝑃徒歩 = 1
1+𝑒1.3347𝑥−2.2232    (R=0.89) 

P その他＝1 - P 徒歩 – P 自転車 

ここで，X：最寄駅までの距離(km) 

 

（３）瓜生堂新駅の端末手段別交通量の推計 

 平成 22 年における人口および交通発生量を前提に

して，交通条件（モノレール南伸および新駅新設）の

み変更し，モノレール南伸後の駅別端末手段別交通量

を推計した結果を表 4-3に示す． 

 

表 4-3 モノレール開業後の各駅の端末手段別交通量 

最寄駅 八戸ノ里 若江岩田 瓜生堂 

端末手段 徒歩 自転車 徒歩 自転車 徒歩 自転車 

現在 

(H22) 

1,766 7,872 891 4,588 ― ― 

9,638 5,794 ― 

開業後 686 4,029 875 4,533 782 4,821 

4,715 5,408 5,603 

(単位：トリップ) 

４－４ モノレール利用者数および誘発交通の推計 

（１） モノレール利用者数の推計 

①推計方法 

 PTデータを用いて，八戸ノ里駅および若江岩田駅を

起点とする交通を対象として，起終点駅OD表を作成

する．次に，起終点駅間ごとに，モノレール利用経路

と非利用経路の両経路の一般化費用を算定し，これら

を比較し費用の少ない経路を選択するものと仮定して

モノレール利用者数を求める．なお，一般化費用算定

方法を表 4-4に示す． 

表 4-4 一般化費用の算定方法 

項目        算定方法 

一般化費用 次式により算定． 

「所要時間×時間価値+運賃×定期割引率」 

所要時間 時刻表によって算定．モノレール延伸部分は既存路

線の表定速度をもとに設定． 

運賃 時刻表によって算定．モノレール延伸部分は既存の

運賃設定をもとに設定． 

定期割引率 各鉄道会社の通勤定期割引率を参考に設定． 

時間価値 国民平均年収をもとに設定． 

(38円/分=2.28千円/時間=415万円/年) 

②推計結果 

瓜生堂新駅利用者数およびそのうちのモノレール利

用者数の推計結果を表 4-5 に示す．モノレール利用者

数は 650人（片道）と推定された．これをもとにモノ

レール利用による一般化費用節約額を算定すると１人

当たり約 600円となった．この値を年間・往復で換算

すると 2.8億円となる． 

表 4-5瓜生堂新駅およびモノレール利用者数 

瓜生堂新駅利用者数(a) 5,604人 

うちモノレール利用者数(b) 650人 

モノレール利用割合(b/a) 0.12 

  

（２）誘発交通の推計 

①推計方法 

 表 4-6の手順と方法に従って，目的地別（荒本，万

博記念公園，大阪空港）の誘発交通を推計する．ただ

し，対象とする交通目的は，アンケート調査で質問し

た自由交通目的のみとする． 

表 4-6 誘発交通の推計手順および方法 

   手順     推計方法 

① 人口(a) 国勢調査(H22)  

② 目的地別 

鉄道利用比率(b) 

鉄道利用数／全サンプル数 

（アンケート結果より算定） 

④目的地別モノレール 

利用比率(d) 

モノレール利用数／鉄道利用数 

（アンケート結果より算定） 

⑤モノレール利用人口(e) c×d （人） 

⑥モノレール利用交通量 e×利用頻度 （人／日） 

（利用頻度：アンケート結果より算定） 

 

②推計結果 

 表 4-7に，モノレール南伸後のモノレール利用者数

と誘発率を示す．誘発率は全体で 1.61倍，目的地別で

は万博公園駅 1.67倍が最も高い． 

   表 4-7 誘発交通の推計結果  （人/日） 

目的地 現状(H22) 

(a) 

モノレール南伸

後利用者数（b)  

誘発率 

（b）／(a) 

荒本駅 303 483 1.59 

万博記念公園駅 123 206 1.67 

大阪空港駅 45 65 1.44 

合計 471 753 1.61 

 

４－５ おわりに 

以上の分析の結果，瓜生堂地域から発生する交通の

うち，モノレール利用者は 650人（片道），モノレール

利用に伴う一般化費用節約額は１人当たり約 600 円

（片道）と推計された．また，瓜生堂新駅への自転車

利用者数を推計した結果，約 5,000台程度となり，こ

の程度の自転車駐輪場の整備が必要となることがわか

った．さらに，自由交通（通勤・通学目的以外）を対

象として，モノレールによる誘発交通を試算した結果，

誘発交通を含めた交通量が既存交通の 1.6倍となるこ

とがわかった． 



５章 近畿大学関係者の交通流動の変化と危険箇所等

に関する分析 

 

５－１ はじめに 

 本章では，南伸後の近大関係者のモノレール利用者

数および近大バス利用者数を推計するとともに，瓜生

堂地域住民を対象として交通ルール認知・遵守状況や

交通危険箇所を明らかにすることを目的とする． 

 

５－２ 分析に用いたデータ 

モノレール利用者数および近大バス利用者数の推計

には，第５回近畿圏パーソントリップ調査（H22 年実

施，以後 PT調査と略す）を用いるとともに，近大バス

利用者のカウント調査を実施した（実施日：平成 28年 12

月 14日（水）7:00-11:00，16日（金）11:00-13:30）． 

また，瓜生堂地域における住民の交通ルール認知・

遵守状況および交通危険箇所を把握するため表 5-1 に

示す住民アンケート調査を実施した． 

   表 5-1 住民アンケート調査の概要 

調査地域 瓜生堂新駅を中心とした半径 1km圏内 

配布数 2900部 

回収数 672部 

配布日 平成 28年 10月 26～28日 

回収期限 平成 28年 11月 14日 

調査方法 訪問配布(ポスティング)・郵送回収 

質問項目 ①個人属性（年齢，自転車の利用有無），②交通

ルールの認知・遵守状況，③ヒヤリ・ハット箇

所および交通事故箇所 

 

５－３近大関係者の通学・通勤経路変化に関する分析 

（１）モノレール利用者数の推計 

①推計方法 

 まず，PT調査を用いて，近大関係者の自宅最寄駅・

近大間の OD交通量を集計する．次に，最寄駅・近大

間の，モノレール利用経路と非利用経路の一般化費用

を算定し，モノレール利用経路の方が安い場合には，

その交通量はすべてモノレール利用と仮定して，モノ

レール利用者数を算定する．  

なお，一般化費用の算定にあたって，以下の前提条

件をおく．1)学生バイト代 1,000円/時間を仮定し，時

間価値として 16 円/分を用いる．2)運賃の算定にあた

っては，普通運賃に対する通学定期の割引率を 65%と

する．3)モノレール駅での乗換待ち時間は 5分とする． 

②推計結果 

南伸後のモノレール利用者数（片道）を推定した結

果を表 5-2 に示す．モノレール利用への転換者数は

1,761人（転換率 12.6％）となった．また，近大生のモ

ノレール利用者を対象として，大阪モノレール南伸効

果を試算した結果，表 5-3 となった．表中のプラスの

値は効果がプラスであることを意味する．モノレール

利用によって，時間は減少する一方で，運賃は増加し

ている．一般化費用としては 111円節約されるという

結果である． 

 表 5-2 現鉄道利用者及びモノレールへの転換者数 
 近大関係者 

鉄道利用者数（a） 14,002人（10,849人） 
モノレール転換者数（b）  1,761人 （1,457人） 
鉄道利用者の転換率（b/a） 12.6% (13.4%） 

（備考 1）（ ）内は近大生， 

（備考２）PTデータに基づく転換者の出発駅は以下の通り．星田，守口

市，萱島，寝屋川市，香里園，光善寺，枚方市，郡津，蛍池，池田市，

総持寺，千里中央，南千里，豊中，川西野勢口，雲雀丘花屋敷，茨木市，

樟葉，長岡天神，交野市の 20駅． 

 

表 5-3 近大関係者にとっての費用節約効果 

時間節約効果 運賃節約効果 一般化費用節約効果 

12分／人 －75円／人 111円／人 

 

（２）近大バス利用者の推計 

①推計方法 

 瓜生堂新駅および八戸ノ里駅から近大バスが運行さ

れるものとし，大阪モノレール利用者は八戸ノ里駅か

ら，近鉄奈良線利用者は八戸ノ里駅から利用するもの

とする．また，バス利用者数の算定には，両駅から近

大までのバス分担率が必要となるが，前者はバス利用

者カウント調査および PT調査を用いて分担率 45％と

設定する．また，この値を参考にして，瓜生堂新駅か

らのバス分担率を 77%と設定する． 

③ 推計結果 

 表 5-4に，モノレール南伸後の八戸ノ里駅および瓜

生堂新駅の利用者数（片道）と近大バスの利用者（片

道）とを示す．この結果によれば，瓜生堂新駅からの

利用者(1,256人)は八戸ノ里駅からの利用者（716人）

を大きく上回ることになる．現在においても，八戸ノ

里駅から近大バスが運行されていることを考えれば，

大阪モノレール南伸後，新たに瓜生堂新駅からの近大

バスの運行が必要となる． 

 

表 5-4 モノレール南進後の八戸ノ里駅および瓜生堂

新駅の利用者数 

 八戸ノ里駅 瓜生堂駅 

全手段数 うちバス 

利用者数 

全手段数 うちバス 

利用者数 

現状 2,355 

（1424） 

716 

(343) 

― ― 

モノレール

南伸後 

2,355 

(1,424) 

716 

(343) 

1,761 

(1,457) 

1,251 

(1,122) 

 



５－４ 交通ルール・交通危険個所に関する分析 

（１）交通ルールに関する分析 

①交通ルールごとの認知率および遵守率 

 自転車交通ルールについて認知率と遵守率を示した

ものが図 5-1 である．認知率に比べ遵守率の方が，ル

ールによるばらつきが大きい．また，認知率と遵守率

とのギャップについては，ルールによって様々である． 

 

   図 5-1 交通ルールごとの認識率と遵守率 

 

②年齢別の認知率および遵守率の差異 

 各ルールについて，年齢別に認知率，遵守率の違い

を分析した結果，多くのルールにおいて，若い世代ほ

どルールを知らない，守らない傾向があることがわか

った．例として，図 5-2 に一時停止義務についての分

析結果を示す． 

 
 図 5-2 一時停止の義務についての認知率と遵守率 

 

（２） 交通危険個所に関する分析 

①交通危険箇所 

 図 5-3は，対象地域全域からヒヤリ・ハット回数が

30以上の地点を危険箇所として示したものである．近

鉄奈良線の側道に集中している．瓜生堂交差点では，

東西方向に道路横断に 70mの移動を必要としおり，こ

れが無理な横断を引き起こしているのではないかと考

えられる．瓜生堂交差点以外は，近鉄奈良線の側道は

自動車交通量が比較的多いこと，路上に駐車する自動

車によって見通しが悪いことなどが影響しているもの

と考えられる． 

 
（備考）図中の番号は，ヒヤリ・ハット数の多い順番に箇所番号

を示したものである． 

図 5-3ヒヤリ・ハットの多い危険箇所 

 

②ヒヤリ・ハットと交通事故の関連性 

 図 5-4は，交通事故件数ヒヤリ・ハット件数との相

関図である．両者は高い相関関係を示している．回帰

係数が 0.186，すなわち，事故件数：ヒヤリ・ハット件

数＝19:100≒1:5である．このことはヒヤリ・ハット 6

回のうち 1回（17%）は事故につながっていることを意

味している． 

 

図 5-4 交通事故件数とヒヤリ・ハット件数の相関図 

 

５－５ おわりに 

 以上の分析の結果，近畿大学関係者のモノレール利

用者数は約 1,600人（片道）と推計された．これをも

とに大阪モノレール利用に伴う一般化費用節約額を試

算すると１人当たり約 110円（片道）となった．また，

瓜生堂新駅から近大まで直通バス（運賃 100円）が運

行された場合にはその利用者数は約 1,200人と推計さ

れた． 

瓜生堂地域の危険箇所については，近鉄奈良線の側

道に集中していることがわかった．また，自転車ルー

ルについては，認知率・遵守率ともに低いルールは「自

転車が歩道通行できる条件」であり，認知率は高いも

のの遵守率が低いルールは，「傘差し運転の禁止」と「一

時停止義務」であることがわかった． 

 

0%

100%

１０～３０代 ４０～５０代 ６０代以上

認知
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６章 大型ショッピングモール誘致による影響に 

関する分析 

 

６－１ はじめに 

 本章では東大阪市を対象とした小売業来客者数予測

モデルを開発し、新たな商業拠点形成が東大阪市内の

来訪者数の空間分布へ及ぼす影響について分析するこ

とを目的とする。 

モデル開発にあたって代表的なハフモデルを用いる

が、商業施設の大規模化によって商圏も大きく拡大す

る傾向があることから，規模による集客特性の差異を

考慮できるようにハフモデルの改良を行っている。 

 

６－２ ハフモデル 

 ハフモデルとは，「あるエリアに住む消費者がある店

舗で買物をする確率は、商業施設の売場面積に比例し、

そこに到達する時間距離に反比例する」という考えを

定式化したモデルである． 

本研究では定式化に際して，商業規模による集客特

性を考慮できるように(1)式のようにハフモデルを改

良している．商業規模(k))別に距離抵抗係数βkを設定

しているところに特徴がある． 

なお，東大阪市を対象として分析するにあたって，

国土数値情報 3次メッシュ（約 1km＊1km）によって

55メッシュに区分している． 

      Pijk=
Sjk

Dij
βk

∑ ∑ 𝑆𝑗𝑘
𝐷𝑖𝑗

𝛽𝑘𝑘𝑗
    …(1) 

 𝑃𝑖𝑗𝑘：メッシュ iの居住者がメッシュ jに位置する 

 規模 kの商業施設を選択する確率 

𝛽𝑘：規模 kの商業施設の距離抵抗係数 

𝑆𝑗𝑘：メッシュ jにおける規模 kの商業売場面積（m2） 

𝐷𝑖𝑗：メッシュ iからメッシュ jまでの時間距離（分） 

  

次に、(2)式は，(1)式の Pijkに居住人口 Popi及び買

物目的発生原単位 Riを乗じたものが集客人口 Cjとな

ることを定式化したものである． 

𝐶𝑗 = ∑ ∑ 𝑃𝑖𝑗𝑘 ∙ 𝑃𝑜𝑝𝑖 ∙ 𝑅𝑖
𝑘𝑖

  … (2) 

𝑃𝑖𝑗𝑘：選択確率（(1)式と同じ） 

𝑃𝑜𝑝𝑖：メッシュ iの人口（人） 

𝑅𝑖：買物目的発生原単位（トリップ/人） 

𝐶𝑗：メッシュ jの商業施設の集客人口 

 

 

 

６－３ 距離抵抗係数βkの推計 

（１）推計手順と使用データ 

以下の手順に従って推計する． 

①商業売場面積 Sjk 

各メッシュ(j)の商業売場面積には，平成 19年商業

統計 3次メッシュデータの小売業売場面積を用いる。 

このデータは規模別ではないため，大規模店舗(床面積

1,000m2以上)についての記載がある「全国大型小売店

舗総覧」(H19)を用いて規模別の商業売場面積 Sjkを作

成する． 

②時間距離 Dij 

 メッシュ間の直線距離に迂回率(1.4と仮定)を乗じメ

ッシュ間距離とし、これを移動平均速度 40km/h（自動

車利用を仮定）によって時間距離に換算する。 

③メッシュ居住人口 Popi 

 国勢調査(H22)の３次メッシュ別人口を用いる（国土

交通省 HPよりダウンロード）． 

④休日買物交通 ODデータ 

 第 5回近畿圏パーソントリップ調査（以後，PTデー

タ）の休日データ（H22）を用いて、東大阪市を対象と

する休日買物 OD 表（郵便番号ゾーン単位）を作成す

る。 

さらに，この OD表のゾーン単位を、郵便番号ゾーン

から 3次メッシュへ変換する． 

⑤休日買物交通の発生原単位 Ri 

 上記の OD 表によって与えられるメッシュ別発生交

通量を、メッシュ別人口で除することによってメッシ

ュ別発生原単位を算定する。 

⑥距離抵抗係数βkの推計 

 ハフモデルにおいて店舗間競合がないものと仮定す

れば(1)式の分子のみによって，買物OD交通量を求め

ることができる．これを示したものが(3)式である。こ

の式の推定係数βkは，(1)式のβkの近似値である。 

    𝑌𝑖𝑗𝑘 =α𝑗𝑘𝑋𝑖𝑗
ｰ𝛽𝑘       ･･･(3) 

  Yijk：ゾーン iの人口当たりのソーン j，規模ｋの商業施設   

への来客者数（トリップ／人） 

  Xij：ゾーンｉｊ間の所要時間（分）（(1)式のDijと同じ） 

  αjk、βk：係数 （βkは(1)式のβkと同じ） 

 

（２）推計結果 

図 6-1は、東大阪市および八尾市より規模(k)の異な

る代表的な３つの店舗（各店舗の床面積．A 店：4 万

m2，B点：2万m2，C点：0.5万m2）を選び、店舗の

属するゾーン j と規模 k を固定しさまざまなゾーン i

について Yijkおよび Xijの値をプロットしたものであ



る。 

ここで，Yijkの個別店舗のデータは存在しないため，

各店舗の位置するゾーンjを買物交通の着ゾーンとし，

着ゾーンから一定の所要時間帯に属する発ゾーン i の

交通発生量合計を求め，これに対応する各ゾーンの夜

間人口の合計で割った値をYijkとする． 

図 6-1 をみると、店舗規模が大きくなるほど距離抵

抗係数βkの値は小さくなることがわかる。このことは

大きな店舗ほど距離による抵抗は少なく店舗から離れ

た地域からでも買物客を集めることができることを示

している。この結果をふまえて、表 6-1 のように売場

面積規模 k を区分し，距離抵抗係数βkの値を設定す

る。 

 

    図 6-1 人口あたり来訪者数と所要時間 

  表 6-1 規模区分および距離抵抗係数βkの設定 

規模(k) 1万 m2未満 1万 m2～3万 m2 3万 m2以上 

βk   3.44    2.16    1.21 

 

６－４ モデルの適用 

（１）現況再現 

 ハフモデルを用いて平成 22 年メッシュ別来訪者数

を推計し、実績値と推計値との相関係数を求めたとこ

ろ 0.90と良好な結果であった． 

（２)分析ケースの設定 

 適用ケースとして２ケース設定する，ひとつは，平

成 22年にニトリモール東大阪が立地しており，これを

再現するケース（ケース１）である．もうひとつのケ

ースは，大型専門店をコアとするニトリモール東大阪

が集客力を 1.5倍に増加させたケース（ケース２）と

する． 

（３）分析結果 

 図 6-2はケース１の集客人口を，また，図 6-3はケ

ース２とケース１との集客人口の差を示している．ま

た，表 6-2 は，瓜生堂地域，布施地域，荒本地域（そ

れぞれ瓜生堂新駅，布施駅，荒本駅が属する１kmメッ

シュ）におけるケース別の集客者数の推計結果を示し

ている． 

図 6-2 をみると，瓜生堂地域がニトリモール東大阪

の立地によって，布施周辺と同様な商業拠点となった

ことがわかる．図-3は，現行のニトリモール東大阪が，

さらに集客力の高い大型ショッピングモールとなるこ

とによって一層瓜生堂地域の商業拠点性が高まること

を示している． 

 

  

図 6-2 ケース１の集客人口 

 

 

図 6-3ケース２とケース１の集客人口の差 

 

 表 6-2 ケース別の瓜生堂・布施・荒本の集客者数 

 ケ ー ス １

（①）  

ケース２

(②) 

 差  

（②－①） 

 比 

（②/①） 

瓜生堂 18.300人 23,900人  5,600人 1.3 

布施 10,100  9,500  ▲600 0.94 

荒本  3,700   3,300  ▲400 0.90 

 

６－５ おわりに 

 瓜生堂地域は，すでに潜在的な商業集積以上の集積

があるが，幹線沿道型ショッピングモールから，駅前

型ショッピングモールに転換することで集客力を高め

ることによって，瓜生堂地域は，東大阪の新たな商業

拠点として成長する可能性を有している． 

 今回の分析では，ショッピングモールの集客力増加

による誘発的な集客者数増加については考慮できてい

ない． 

a 
●

c 
b 

a:八戸ノ里駅，b:若江岩田駅，●:ニトリモール 

a:瓜生堂新駅，b:荒本新駅，c:鴻池新駅 

●

c 

●

c 

●

c 



７章 研究成果と提言・課題 

 

７－１ 研究成果 

本研究では，瓜生堂地域を対象として，コンパクト

で賑わいのあるまちづくりのあり方について検討した．

その主な研究成果は以下のとおりである． 

１）  近鉄奈良線に大阪モノレールへの乗換駅が新

設されることによって，瓜生堂新駅周辺地域の夜

間人口および地価が 10%前後程度上昇すること

がわかった．一方，商業従業人口については，現

在すでに大型商業施設がいくつか立地している

ことから，すでに算定された潜在的な商業従業人

口ポテンシャルを超えていることがわかった． 

２）  住民アンケート調査によって，瓜生堂地域の住

民は，①歩行者・自転車の安全性，②水辺・川辺

等の親水空間，に関する満足度が低いことがわか

った．また，全市の平均値に比べて，評価の低い

項目は，①遊歩道．緑，②大規模公園，③水辺・

川辺等の親水空間，④避難場所であることがわか

った．今後，これらの項目について改善すること

が必要である． 

３）  住民アンケート調査によって，住替え意向と住

替え希望先を尋ねたところ，住替えたい人と住替

えたいが難しいと答えた人（住替え意向を有する

人）が 42％いることがわかった．この人たちのう

ち東大阪市外へ住替を希望する割合は 48%であ

り，この結果を踏まえると，20％の人が市外への

流出を希望していることになる．これらの人をい

かに市内に引き止めることができるかが人口減

少の抑制にとって重要な課題である． 

４）  大阪モノレール南伸後の瓜生堂地域からの発

生交通量を分析した結果，モノレール利用者は 1

日当たり 650人（片道）と推計された．これをも

とに大阪モノレール利用に伴う一般化費用節約

額を試算すると１人当たり約 600円（片道）とな

った．この値を年間の往復交通として換算すると

2.8 億円となる．また，瓜生堂新駅への自転車利

用者数を推計した結果，約5,000台程度となった．

この程度の自転車駐輪場の整備が必要となるこ

とがわかった．さらに，自由交通（通勤・通学目

的以外）を対象として，モノレールによる誘発交

通を試算した結果，誘発交通を含めた交通量が既

存交通の 1.6倍となることがわかった． 

５）  大阪モノレール南伸後の近畿大学関係者のモ

ノレール利用者数を，上記の瓜生堂地域の発生交

通と同様に推計したところ，約 1,600 人（片道）

と推計された．これをもとに大阪モノレール利用

に伴う一般化費用節約額を試算すると１人当た

り約 110円（片道）となった．瓜生堂地域と比べ

て交通量が多いにもかかわらず，節約額が少ない

のは，通学定期割引および時間価値の違いによる

ものである．また，瓜生堂新駅から近大まで直通

バス（運賃 100円）が運行された場合にはその利

用者数は約 1,200人と推計された． 

６）  住民アンケート調査により，危険箇所および自

転車ルールの認知・遵守について尋ねたところ，

近鉄奈良線の側道に集中していることがわかっ

た．この原因としては，比較的交通量が多いこと，

側道に交差する道路からの飛び出しや，路上駐車

による見通しの悪さなどが考えられる．次に，自

転車ルールについては，認知率・遵守率ともに低

いルールは「自転車が歩道通行できる条件」であ

り，認知率は高いものの遵守率が低いルールは，

「傘差し運転の禁止」と「一時停止義務」である

ことがわかった． 

７）  東大阪市を対象として，ハフモデルを用いて，

商業施設の来客者数予測モデルを構築し，これを

用いて瓜生堂新駅の近隣に立地するニトリモー

ルの増床などによって 1.5倍の集客力のある大型

ショッピングモールが立地した場合の試算を行

った．この結果，瓜生堂地域の集客数は 1.3倍に

増加し，一方，布施地域は 0.94 倍，荒本地域は

0.91倍になることがわかった． 

 

なお，以上の分析結果は，いくつかの前提条件をお

き，かつ，比較的単純なモデルを用いた分析であるこ

とから，分析結果の活用に当たっては，これらの点に

留意する必要がある． 

 



７－２ 瓜生堂地域における賑わいのまちづくりに

関する提言と課題 

瓜生堂地域における政策提言および課題は以下のと

おりである． 

１）  瓜生堂新駅周辺の賑わいのまちづくりにあたっ

ては，①近畿自動車の高架下の活用，②第二寝屋

川の河川空間の活用，③大型ショッピングセンタ

ーの誘致，④密集市街地の整備の促進，⑥空き地，

空き家の活用などが課題となる． 

２）  大阪モノレール南伸によって，JR おおさか東

線・地下鉄中央線・大阪モノレール・近鉄奈良線

によって囲まれたエリア（下図）が生じることに

なる．このエリアの鉄道駅（特に，乗換駅）のそ

れぞれに個性を持たせ，一層，賑わい拠点として

育成するように支援していく必要がある． 

３）  広域的な鉄道ネットワークの今後の進捗予定を

ふまえると，短期的には，「おおさか東線」の新大

阪までの延伸開業（2019年予定）の効果を実現で

きるように，また，中長期的には，リニア中央新

幹線の開業（2045年予定，前倒しの場合には 2037

年予定）や，北陸新幹線の開業（2046年予定）の

効果を顕在化できるようなまちづくりを進めるこ

とが課題である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 現況土地利用図と鉄道ネットワークを活かした賑わいの

まちづくりの対象エリア（図中の赤線枠内） 


