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１章 研究目的と方法 

 

１－１ 研究視点 

 大阪モノレール南伸（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：鴻池新田新

駅，荒本新駅，瓜生堂新駅）は東大阪市内に位置

している（下図参照）．モノレール南伸を契機とし

て，駅周辺の空間整備を促進し，駅を中心とした

賑わいのある快適で安全な都市空間を実現するこ

とが求められている． 

 

 

図 1-1 大阪モノレール南伸計画 

 

 昨年度は，瓜生堂地域を対象に調査分析を行っ

たが，本年度は，荒本新駅を中心とする荒本地域

を対象とする．大阪モノレール南伸を契機とした

交通まちづくり，賑わいのまちづくりのためには，

駅周辺地域を対象として，１）人口誘導，２）街

路整備，３）商業施設誘導，４）歩行者空間整備

などが必要である．本研究では，これらの４つの

視点に加えて，東大阪市全体の土地利用変化の実

態分析および製造業立地要因分析も行っており，

これらを整理すると以下の６つの視点となる． 

１）土地利用変化の実態とモデル化 

２）製造業の立地要因分析 

３）家賃補助による駅周辺への人口誘導効果 

４）駅周辺の街路網のわかりやすさの評価 

５）買物来客者数推計モデル 

６）歩行者・自転車流動シミュレーション 

 

１－２ 研究目的と方法 

１） 土地利用変化の実態とモデル化 

 経済グローバル化の進展に伴って工場の撤退や

廃業が進んでおり，東大阪市では，工場用地が減

少し商業商務用地，住宅地が増加する傾向がある．

この分析では，東大阪市全体を対象として，土地

利用変化実態を確認した上で，ロジスティック回

帰モデルを用いて土地利用変化モデルを開発する．

このモデル開発によって，土地利用変化要因が明

らかになると共に，土地条件変化や用途地域規制

などに伴う土地利用変化を予測することができる．

なお，使用データは，国土地理院の作成した「細

密数値情報」「数値地図 5000」である． 

２）製造業の立地要因分析 

 東大阪市の活力維持および人口維持・回復のた

めには，製造業活動の保全および活性化が大きな

課題である．ここでは，製造業活動（具体的には，

製造業従業者数密度）に影響を及ぼす要因を，空

間回帰分析によって明らかにする． 

３） 家賃補助による駅周辺への人口誘導効果 

 少子高齢社会の到来によって全国的に人口減少

が進んでおり，都市活力維持のために人口維持や

人口減少抑制が求められている．一方，立地適正

化計画（策定中）では駅周辺への人口集約を目指

している．この分析では，東大阪市の駅周辺地域

に流入する若年世帯（除く単身世帯）への家賃補

助を実施した場合の人口回復効果の試算を行う．

分析方法としては，ロジスティック回帰モデルを

用いた人口推計モデルを開発している．使用デー

タには，年齢階層別人口（国勢調査）や国土数値

情報など用いている． 

４） 駅周辺の街路網のわかりやすさの評価 

 駅周辺の賑わい創出のためには，商業施設の集

積促進や，街路・駅前広場・公園などのインフラ

整備が必要となる．この分析では，街路整備を対



象とする．スペース・シンタックス理論によれば，

街路網のわかりやすさ（厳密には幾何学的近接性）

と賑わいとの関連性が指摘されており，街路網の

わかりやすさとして「インテグレーション値

（Int.V）」が提案されている．ここでは，東大阪

市の３つの拠点地域（布施地域，荒本地域，八戸

ノ里地域）を対象として，街路網のわかりやすさ

を評価する． 

５） 買物来客者数推計モデル 

 荒本地域の賑わい創出のためには，商業施設の

誘致が必要となる．そのためには，誘致した商業

施設の来客者数を推計すると共に，既存商業施設

への影響（来客者数減少）を分析し，必要に応じ

て配慮することが必要となる．ここでは，買物来

客者数推計モデルを開発し，荒本地域に商業施設

を誘導した場合の来客者数の変化を推計する． 

６）歩行者・自転車流動シミュレーション 

 荒本地域の賑わい創出のためには，安全で快適

な歩行者空間の整備も必要となる．大阪モノレー

ル荒本新駅と近鉄荒本駅間の歩行者空間を対象と

して，交通量調査を実施し，これをもとに歩行者・

自転車流動シミュレーションを行い，歩行者空間

の評価を行う．このシミュレーション手法を用い

ることによって，歩道拡幅，自転車道整備，道路

の歩行者空間化などの改善が歩行者流動の円滑

性・安全性にもたらす影響を評価することが可能

となる． 

 

１－３ 報告書の構成 

 以下の２章から７章は，上述の研究目的・方法

の１）～６）に対応している．最後の８章では，

これらの研究成果を踏まえて政策提言をまとめて

いる．  



２章 土地利用変化の実態とモデル化 

 

２－１ はじめに 

本研究では，国土地理院の「細密数値情報」「数

値地図 5000」を用いて土地利用変化の実態を分析

すると共に，花岡 1)を参考にして土地利用変化モ

デルを開発する． 

 

２－２ 土地利用変化の実態分析    

（１）東大阪市全体としてみた土地利用変化 

図 2-1は 1991年と 2008年における土地利用面

積と構成比を表している。山林空地（－423ha、－

6.9 ﾎﾟｲﾝﾄ）、工場用地（－108ha、－1.8 ﾎﾟｲﾝﾄ）が

減少しており、低層住宅地（＋237ha、＋3.8 ﾎﾟｲﾝ

ﾄ）、商業業務用地（＋164ha、＋2.7 ﾎﾟｲﾝﾄ）、公共

用地（＋107ha、＋1.7 ﾎﾟｲﾝﾄ）が増加している。 

 

 図 2-1 土地利用変化（左：面積 右：構成比） 

図 2-2は 1991年から 2008年にかけての変化前

の用途ごとの変化後の用途構成比率（用途別遷移

確率）を表している。面積減少していた工業用地

の変化先をみると、商業業務用地（18.6％）およ

び低層住宅地（12.5％）の割合が高い。 

 

図 2-2 変化前用途別の変化後の用途構成比率 

 

（２）工業系用途地域規制における土地利用変化 

工業系用途地域別の土地利用変化を示したもの

が図 2-3 である。工業用地比率の変化をみると、

工業系用途全体(a)では約 2.0％減少している。工

業専用地域(b)では変化なし、工業地域(c)で 1.3％

減少、準工業地域(d)で 2.3％減少を示しており、

規制が弱くなるにつれ工業用地の減少比率が高ま

ることがわかる。 

図 2-3 工業系用途地域における土地利用構成 

比率の変化 

（３）500ｍメッシュ単位でみた土地利用変化 

 図2-4に500mメッシュ単位で表示した用途別の

土地利用変化量(1991-2008)を示す．工業用地は全

体に減少しているが，高井田地域，JR長瀬駅南地

域などに工業用地の増加がみられる．商業業務地

域，低層住宅地，中高層住宅地については，全体

的に増加傾向にあり，特に，駅の近隣地域におい

ての増加が目立つ． 

 

 

(a) 工業用地          （単位:100㎡） 



 

 

 

 

 

(b) 商業業務用地         （単位:100㎡） 

 

    

 

 

                     

 

 

 

 

(c) 低層住宅地      （単位:100㎡） 

(d) 中高層住宅地     （単位:100㎡） 

 図 2-4 用途別の土地利用変化（1991-2008） 

 

２－３ 土地利用変化モデル 

（１）モデルの考え方 

土地利用変化モデルでは２段階で構成されてお

り，まず，土地利用変化が起こるか否かを予測し，

次に，変化する場合には変化後の土地利用用途（用

途と略す）を予測する．前者を「用途変化モデル」，

後者を「用途選択モデル」と呼ぶ．いずれも，ロ

ジスティック回帰モデルにより定式化する． 

用途変化モデルの選択肢は，①変化，②非変化

の 2 つであり，用途選択モデルの選択肢は，①山

林空地，②工業用地，③低層住宅地，④中高層住

宅地，⑤商業業務用地，⑥公共用地の 6つである．

説明要因は，表 2-1 に示すような交通条件，用途

地域規制，近傍の用途比率などの土地条件である． 

表 2-1 説明変数リスト 

 
（注１）大阪環状線の鶴橋駅および森ノ宮駅のいずれか近い方の

距離 
（注２）基準は住居系の用途地域 
（注３）当該メッシュの近傍 250ｍ圏内の用途比率 

 

（２）対象地域および使用データ 

対象地域は東大阪市の市街化区域とし，使用デ

ータは「数値地図 5000」（2001，2008）を 10mメ

ッシュデータに変換し用いた．東大阪市全体のメ

ッシュ数は約 62 万であり，市街化区域内は約 49

万である．用途変化モデルの推定には市街化区域

内のメッシュから 10%無作為抽出した 49,061個の

データを用い，用途選択モデルの推定には用途変

化した 36,798個のデータを用いた． 

 

（３）推定結果 

１）用途変化モデルの推定結果 

用途変化モデルは変化前の用途（6 用途）ごと

に推定しており，この推定結果を表 2-2 に示す．

推定された係数は選択肢「変化」の効用を表して

おり，係数が正の場合この変数値の増加によって

変化確率が高まることを意味している． 

表 2-2 の結果のうち，工業用地モデル，低層住

宅地モデル，商業業務用地モデルの 3 つのモデル

を採り上げて説明する． 

工業用地モデルをみると，t値が最も高い変数は

「近傍比率（工業用地）」であり，その符号がマイ

ナスであることから近隣の工業用地比率が高まる

変数番号 説明変数

1 最寄り駅距離

2 主要駅距離（鶴橋，森ノ宮）（注１）

3 商業系用途地域ダミー

4 工業系用途地域ダミー

5 近傍比率（工業用地）

6 近傍比率（商業業務用地）

7 近傍比率（空地）

8 近傍比率（住宅地）

中心地からの距離（km）

用途地域ダミー（注２）

250ｍ近傍比率（注３）



ほど変化しにくいことを意味している． 

低層住宅地モデルをみると，近傍の住宅地比率

が高まるほど変化しにくいことがわかる． 

商業業務用地モデルをみると，商業系用途地域

ダミーがマイナスであり，商業系用途地域の場合

には変化しにくいことがわかる． 

 

表 2-2 用途変化モデルのパラメータ推定結果 

 

 

２）用途変化モデルの推定結果 

用途選択モデルは変化前の用途（6 用途）ごと

に推定しているが，ここでは「工業用地モデル」

の推定結果のみ表 2-3 に示す．このモデルは変化

前に工業用地であった用地が，変化後，工業用地

以外のどの用途に変化するかの変化確率を推計す

るモデルである．表 2-3 の推計結果は，変化後用

途選択肢ごとの効用関数の係数を示している．こ

の係数が正の場合にはその用途の効用が高まり選

択確率が高まることを意味している． 

表 2-3 の推定結果のうち，低層住宅地，中高層

住宅地，商業業務用地への変化の効用関数の係数

を採り上げて説明する． 

低層住宅地の効用関数の係数をみると，「近傍比

率（住宅地）」がプラスであり，近傍の住宅地比率

が高いほど工業用地から低層住宅地への変化が起

こりやすいことを意味している． 

中高層住宅地の効用関数の係数をみると，「近傍

比率（工業用地）」の係数がプラスであり，これは

中高層住宅地に変化する場合にはある程度大きな

敷地を必要としていることから，まとまった工業

用地跡地に中高層住宅が立地しやすい傾向を反映

している． 

商業業務用地の効用関数の係数をみると，上述

の中高層住宅の場合と同様に，近傍工業用地比率

の係数がプラスであり，まとまった工業用地跡地

に商業業務地が立地しやすい傾向を反映している． 

 

表 2-3 工業用地モデルのパラメータ推定結果 

 

 

（４）モデルの推定精度の検証 

2001 年土地利用をベースにして 2008 年を推計

し，2 時点間の土地利用変化遷移行列を求め，推

計値と実績値の比較を行ったものが図 2-5 である．

決定係数は 0.97で高い推計精度が得られた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）モデルの適用 

推定されたモデルを用いて，各メッシュの土地

利用遷移確率を推計した．6 つの用途のうち，低

係数 ｔ値 有意 係数 ｔ値 有意 係数 ｔ値 有意

最寄り駅距離 0.075 5.5E-01 -0.012 -9.8E-02

主要駅距離 -0.110 -5.9E+00 ** -0.203 -1.2E+01 **

商業系用途地域ダミー 0.486 7.6E+07 ** -0.985 -3.0E+08 **

工業系用途地域ダミー -0.349 -4.9E+06 ** -0.328 -5.5E+06 **

近傍比率（工業用地） 4.257 2.5E+08 ** 1.688 1.2E+08 **

近傍比率（商業業務用地） 0.078 1.0E+07 ** -0.422 -7.3E+07 **

近傍比率（空地) 0.937 4.4E+08 ** 1.285 8.5E+08 **

近傍比率（住宅地） 7.995 9.0E+08 ** 6.793 7.9E+08 **

定数項 -1.133 -3.3E+07 ** 1.120 3.9E+07 **

係数 ｔ値 有意 係数 ｔ値 有意 係数 ｔ値 有意

最寄り駅距離 -1.744 -9.0E+00 ** -0.027 -2.3E-01

主要駅距離 -0.256 -1.1E+01 ** -0.141 -8.5E+00 **

商業系用途地域ダミー -1.497 -1.4E+08 ** -0.157 -1.1E+07 **

工業系用途地域ダミー -1.826 -1.1E+07 ** -0.863 -1.7E+07 **

近傍比率（工業用地） 3.685 5.5E+07 ** 2.889 1.0E+08 **

近傍比率（商業業務用地） 0.153 7.5E+06 ** 0.165 1.2E+07 **

近傍比率（空地) -3.206 -5.7E+08 ** 0.715 3.4E+08 **

近傍比率（住宅地） 1.188 1.1E+08 ** 1.467 2.8E+08 **

定数項 3.060 2.6E+07 ** 2.417 5.3E+07 **

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）公共用地への変化を基準とする　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5％有意（*）1％有意（**）

山林空地への変化 工業用地への変化

中高層住宅地への変化 商業業務用地への変化

低層住宅地への変化

公共用地への変化

図 2-5 用途変化の実績と推計の関係 

係数 ｔ値 有意 係数 ｔ値 有意 係数 ｔ値 有意

最寄り駅距離 -0.221 -2.7 ** -0.084 -0.7 0.030 0.3

主要駅距離 -0.039 -2.2 * 0.005 0.2 -0.030 -1.6

商業系用途地域ダミー 0.262 2.0 * -0.031 -0.1 0.096 0.6

工業系用途地域ダミー 0.308 2.7 ** -0.356 -2.3 * -0.058 -0.4

近傍比率（工業用地） 0.365 0.8 -1.942 -4.2 ** -0.077 -0.1

近傍比率（商業業務用地） 2.009 5.2 ** -1.341 -2.3 * 2.632 4.4 **

近傍比率（空地） 10.900 19.0 ** -0.801 -0.5 0.117 0.1

近傍比率（住宅地） 0.542 2.1 * -0.372 -0.8 -1.441 -3.8 **

定数項 -2.341 -10.7 ** -1.082 -3.4 ** -2.498 -9.2 **

係数 ｔ値 有意 係数 ｔ値 有意 係数 ｔ値 有意

最寄り駅距離 -0.313 -1.2 -0.099 -0.9 -0.627 -3.6 **

主要駅距離 0.058 1.2 -0.025 -1.3 0.107 3.8 **

商業系用途地域ダミー 0.210 0.7 -0.548 -4.1 ** -0.447 -2.0 *

工業系用途地域ダミー 0.790 2.8 ** -0.474 -3.7 ** 0.432 2.3 *

近傍比率（工業用地） -1.734 -1.1 1.928 3.8 ** 1.353 2.0 *

近傍比率（商業業務用地） 0.993 0.8 -0.974 -1.9 1.975 3.2 **

近傍比率（空地） -3.450 -1.3 4.154 3.9 ** -7.272 -3.6 **

近傍比率（住宅地） -1.543 -1.5 0.034 0.1 -0.145 -0.3

定数項 -2.146 -3.2 ** -2.021 -7.1 ** -4.220 -12.4 **

山林空地モデル 工業用地モデル 低層住宅地モデル

中高層住宅地モデル 商業業務用地モデル 公共用地モデル

5％有意（*）1％有意（**）



層住宅地，工業用地，商業業務用地への遷移確率

を示したものが図 2-6である． 

 

（a）低層住宅地 

 

（b）工業用地 

（c）商業業務用地 

凡例 

 

地図範囲：市街化区域のみ   

図 2-6 用途別土地利用への遷移確率分布図 

 

低層住宅地への遷移確率（図 2-6(a)）をみると，

奈良線沿線および奈良線以南の地域において高い

確率を示している．一方，工業用地への遷移確率

（図 2-6(b)）は全体的に低い値であるが，高井田

地域および平野区との境界において高い確率の地

域がみられる．商業業務用地への遷移確率（図

2-6(c)）については，荒本地域を中心とした近畿道

沿道において高い値を示している． 

 

２－４ おわりに 

 土地利用変化の実態分析の結果，工場用地が減

少する一方で，商業業務用地および住宅地が増加

しており，特に，駅の近くの地域において増加し

ていることがわかった． 

 また，土地利用変化モデルを開発した．このモ

デルの特徴は，近隣土地利用のもたらす影響（近

隣効果）を説明変数として取り入れていることで

ある．モデル推定の結果，近隣効果が土地利用変

化および用途決定において大きな要因であること

がわかった． 

今後の研究課題は，土地利用変化モデルにおい

て土地の敷地規模の要因を考慮することや，中長

期の土地利用予測のためのシミュレーション方法

を開発することである．  
参考文献 

1） 花岡和聖：近傍条件を考慮したロジスティッ

ク回帰モデルによる土地利用変化分析，GIS－理論

と応用，2003. 

 

 

  



３章 製造業の立地要因分析 

 

３－１ はじめに 

東大阪市において，工業系用地は減少しつつあ

るが，営業継続意思のある工場や発展性の高い工

業分野にあっては保全・促進していくことが必要

である．ここでは，製造業の活動指標として，製

造業従業者数密度を目的変数として，空間回帰モ

デル 1),2)を用いて，製造業の立地要因を明らかにす

る．なお，空間回帰モデルの特徴は，空間的自己

相関要因（空間的な近接性がもたらす相互作用効

果）をモデル推定にあたって考慮できることであ

る． 

 

３－２ 分析方法 

空間回帰モデルの目的変数として製造業従業者

数密度（町丁目単位）を，説明変数として，交通

条件（最寄 IC距離，最寄駅距離，主要駅距離）お

よび工業系用途地域比率（工業専用地域比率，工

業地域比率，準工業地域比率）を用いる． 

空間回帰モデルには，空間ラグモデル，空間誤

差モデルがあり，空間ラグモデルは目的変数間に

空間的自己相関関係を導入したモデルであり、空

間誤差モデルは誤差項間に導入したモデルである。 

 

３－３ 使用データ 

表 3-1 に空間回帰モデルの変数と使用データを

示す。また，データを図化したものが図 3-1 であ

る． 

表 3-1 モデル変数と使用データ 

 
(備考)データの空間単位はいずれも町丁目である。また主要駅距

離とは、大阪環状線の鶴橋駅および森ノ宮駅のいずれか近い方の

距離である。 

 

 

 

 

 

(a) 製造業従業者数密度（人/㎡） 

 

 

(b) 最寄駅距離(m) 

 

(注)主要駅距離とは，鶴橋駅，森之宮までの距離のうち短い距

離のことである． 

(c) 主要駅距離(m) 

 

 

 

 

(d) 工業専用地域比率(%) 

 

変数 データ 単位 データ出典 年度

目的変数 製造業従業者密度 人/㎡ 経済センサス 2009年

工業専用用途地域率 ％ 東大阪市 2006年

工業用途地域率 ％ 東大阪市 2006年

準工業用途地域率 ％ 東大阪市 2006年

最寄IC距離 km 国土数値情報 2011年

最寄り駅距離 km 国土数値情報 2008年

主要駅距離 km 国土数値情報 2008年

説明変数



 

 

 

 

(e) 工業地域比率(%) 

 

 

 

(f) 工業地域比率(%) 

      図 3-1 使用データの図化 

 

３－４ 推定結果 

表 3-2 に回帰分析の結果を示す。モデルの精度

を示す決定係数(R2)はいずれも 0.6 前後ではある．

OLSに比べ空間ラグモデル、空間誤差モデルの方

が高いこと、また，空間的自己相関係数の t 値が

高いことから、製造業の立地において自己相関性

が重要な要因であることがわかる。 

また，いずれのモデルにおいても、工業用途地

域率と準工業用途地域率の係数の t値が高いこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

から，これらの要因が強い説明力を有しているこ

とがわかる。 

交通条件については、主要駅距離が 5%有意であ

り，最寄り駅距離および最寄 IC距離ともに 5%有

意ではないことから，主要駅距離は重要な要因で

あるが，最寄り駅距離および最寄 IC距離はそれほ

ど重要な要因ではない。主要駅距離の係数はマイ

ナスであり、主要駅（大阪環状線）から遠ざかっ

た地域ほど工場立地に好まれる傾向がある。これ

は，工場の場合，比較的地価の安く広い面積を確

保できる地域が好まれることを意味している． 

 

３－５ おわりに  

空間回帰分析の結果，以下のことが分かった．

1)製造業にとって，近隣に製造業が立地している

ことが大きな立地要因となる，2)東大阪市は全体

的に高速道路へのアクセス性が高いため，インタ

ーチェンジへの近接性はあまり重要な立地要因で

はない，3)主要駅からの距離（環状線からの距離）

か大きいほど立地し易い傾向がある． 

 

参考文献 

１） 井田憲計：GISを活用した工業集積の空間統計

学的分析, 經濟學論叢,57(3),pp295-318,  

2006 

２） 瀬谷創,堤盛人：空間統計学-自然科学から人

文・社会科学まで-,朝倉書店,2016 

 

 

 

 

 

 

 

  

係数 係数 係数

R2

定数項 0.0015 8.3 0.0008 3.8 0.0017 6.0

最寄IC距離 -1E-05 -0.1 4.5E-05 0.6 -5.5E-05 -0.5

最寄り駅距離 0.0002 0.9 5.81E-05 0.4 0.0003 1.2

主要駅距離 -0.0002 -5.3 ** -9E-05 -3.3 ** -0.0002 -3.9 **

工業専用用途地域率 5.16E-05 2.8 ** 4.77E-05 2.8 ** 5.8E-05 3.4 **

工業用途地域率 4.5E-05 18.4 ** 3.33E-05 12.3 ** 3.92E-05 13.4 **

準工業用途地域率 2.44E-05 13.7 ** 1.96E-05 10.7 ** 2.41E-05 12.1 **

空間的自己相関 - 0.3832 7.6 ** 0.4340 7.3 **-

0.57 0.62 0.62

最小二乗法（OLS） 空間ラグモデル 空間誤差モデル

ｔ値 ｔ値 ｔ値

表 3-2 空間回帰分析の推定結果 

(注)＊＊：1%有意，＊：5%有意 



４章 家賃補助による駅周辺への人口誘導効果 

 

４－１ はじめに 

東大阪市では、「東大阪市人口ビジョン」（2016）

を策定し人口維持に努めている。また、立地適正

化計画を策定中であり，この計画において駅を中

心とした賑わいのあるまちづくりが目指されてい

る。本研究では、東大阪市を対象として若年夫婦・

子育て世帯への家賃補助を実施した場合の人口回

復効果の試算を行う。なお，分析方法は清瀬 1）を

参考にしている。 

 

４－２ 人口推計モデル 

（１）モデル式 

年齢階層 iの世帯が居住地 jを選択する確率をロ

ジスティック回帰モデルにより定式化する次式に

なる。選択肢は J+1個（j=0,････,J）とする。 

Pij＝ e
Uiｊ

eUi0+∑ eeUikJ
k=1

      …(1) 

ここで、Pij：年齢階層 iの世帯が居住地 jを選択する確率 

Uij：年齢階層 iの世帯にとっての選択肢 jの効用 

（２）モデルの推定方法 

 式（1）を用いて Pijと Pi0を求め、この 2式の両

辺の比をとり対数化すると次式となる。 

    ln
Pij
Pi0
＝Uij-Ui0            …(2) 

 式（2）の右辺の Ui0は選択肢 0を基準とすると

Ui0＝0 とおくことができる。Uijの説明変数 Xjと、

係数 α,β すると次式となり最小二乗法により推定

できる。 

    ln
Pij
Pi0
＝α＋βxj        …(3) 

（３）目的変数と説明変数 

モデルの目的変数である Pij/Pio（(3)式の左辺）

は、年齢階層 iごとの「居住地 jの人口の全地域人

口に占める割合／居住地 0 の人口の全地域人口に

占める割合」すなわち「居住地 jの人口／居住地 0

の人口」である。説明変数（（3）式右辺の Xj）は、

居住地 jの住宅条件（平均家賃など）、住環境（都

市公園、保育施設、医療施設など）を用いる。 

 

４－３ モデル係数の推定 

（１）対象地域 

東大阪市の家賃補助政策の効果試算を目的とし

ていることから、東大阪市の潜在的住宅需要者に

とっての居住地と考えられる東大阪市、奈良市、

生駒市を対象地域とする。ロジスティック回帰モ

デルの選択肢として、表 4-1に示す鉄道駅 23駅の

800m圏（徒歩 10分圏）と、対象地域内のうち 23

駅圏外の合計 24ゾーンとする。なお 23駅中の東

大阪市内 18駅を図 4-1に示す。なお，東大阪市内

の駅のうち鴻池新田駅および徳庵駅は市境界に位

置するため除いている． 

 

表 4-1 対象鉄道路線及び鉄道駅名 
路線名 会社名 鉄道駅名 

奈良線 

（12駅） 
近鉄 

河内小阪・八戸ノ里・若江岩田・河内花

園東花園・瓢箪山・石切・生駒 

東生駒・富雄・学園前・菖蒲池 

大阪線 

（3駅） 
近鉄 布施・長瀬・弥刀 

けいはんな 

線（4駅） 
近鉄 長田・荒本・吉田・新石切 

おおさか 

東線（4駅） 

JR 西日

本 

高井田中央・JR河内永和・JR俊徳道 

JR長瀬 

 

図 4-1 東大阪市内の対象駅 

 

（２）使用データ 

表 4-2 にモデル変数と使用データを示す。目的

変数には 10歳年齢階級別の人口（20代～60代）

を用いて、「居住地 jの人口／居住地 0の人口」（年

齢階級別）を算定しこれらを対数変換した値を用



いた。基準となる選択肢 0は、対処地域内かつ 23

駅圏外の居住地とする。 

説明変数のうち平均家賃価格には、家賃補助対

象がファミリー世帯であることから、これらの世

帯にとってふさわしい住宅（ここでは床面積 50㎡

以上、築年数 30年以内と仮定）を対象として単位

面積当たりの平均家賃価格を用いた。 

表 4-2 使用データ 

変数 使用データ 

人口割合（年齢階層別） 国勢調査（H27）（e-stat） 

平均家賃価格（円/月・㎡） CHINTAIの HP（H29.12現在） 

都市公園数 国土数値情報 都市公園データ

（H23） 

保育施設数 国土数値情報 福祉施設データ

（H23） 

医療機関数（歯科診療所除

く） 

国土数値情報 医療機関データ

（H26） 

工業系用途地域割合 国土数値情報 用途地域データ

（H23） 

 

（３）モデルの推定結果 

推定結果を表 4-3 に示す。係数の符号条件およ

び決定係数は良好な結果が得られているが、t値に

ついては平均家賃価格、医療機関数、工業系用途

地域割合など 5%有意でない係数もある。特に、平

均家賃価格の係数は本研究の分析にとって重要な

係数であるため、今後改善が必要である。 

 

表 4-3モデル推計結果 
  説明変数 係数 t値 

平均家賃価格(円/月・㎡) -1.81E-04 -1.4 

都市公園数 0.0165 3.0** 

保育施設数 0.0770 7.1** 

医療機関数 2.72E-03 1.3 

年代ダミー（20代） 0.135 2.4* 

年代ダミー（30代） 0.0868 1.5 

年代ダミー（40代） 0.116 2.0* 

年代ダミー（50代） 0.0861 1.5 

工業系用途地域割合 -0.105 -0.8 

大学周辺駅ダミー 0.140 2.5* 

郊外住宅地ダミー -0.350 -5.6** 

切片 -4.11 -22.4** 

決定係数R2 = 0.67 

（備考 1）年代ダミー変数は 60代を基準(=0)とする。 

（備考 2）**印：1%有意、*印：5%有意 

 

 

４－４ 家賃補助による人口増加効果 

（１）前提条件およびケース設定 

家賃補助のもたらす人口増加効果の試算にあた

って以下の前提条件を設定する。 

1)補助対象年齢：20代、30代（除く単身世帯） 

2)家賃補助の支給額：月額 2万円/世帯 

3)補助対象住宅：東大阪市内鉄道駅 800m圏内

住宅 

 

（２）人口増加効果 

試算結果を表 4-4 に示す。家賃補助によって東

大阪市内の 18駅圏において 20代・30代の人口増

加は 2,206人であった。この値は 18駅圏内の人口

増加率でみると 3.4%増加であり東大阪市全体で

は 0.44％増加である。 

 

表 4-4 家賃補助による 20代・30代人口増加効果 
 現在（H27） 家賃補助

後 

増加分 

20代・30代人口 

(駅勢圏内) 

65,630人 

 

67,836人 

 

2,206人 

（3.4%） 

(参考) 

東大阪市全人口 

502,784人 504,990人 

 

2,206人

（0.44%） 

(備考)（ ）内数値：現在（H27）人口に対する増加率 

 

（３）補助額に関する感度分析 

補助金額を変更した場合の人口増加効果を試算

した結果が表 4-5である。 

 

表 4-5 家賃補助金額に関する感度分析結果 
家賃補助金額 2 万円/月

（＊） 

1.5万円/月 1.0万円/月 

20代・30代人口 

（駅勢圏内） 

67,836人 

 

67,282人 

(▲0.82%) 

66,736人 

(▲1.6%) 

家賃補助前から

の増加分 

2,206人 

 

1,652人 

(▲25%) 

1,106人 

(▲50%) 

（備考） ( )内数値：基本ケース(*)に対する増減率 

 

（４）家賃係数についての感度分析 

家賃係数を変更した場合の人口増加効果を試算

した結果が表 4-6である。 

 

 

 



表 4-6 家賃係数に関する感度分析結果 

 家賃係数 -1.8E-04（＊） -1.6E-04 -1.4E-04 

20代・30代人口 

（駅勢圏内） 

67,836人 

 

67,595人 

(▲0.36%) 

67,348人 

(▲0.72%) 

家賃補助前から

の増加分 

2,206人 

 

1,965人 

(▲11%) 

1,718人 

(▲22%) 

（備考） ( )内数値：基本ケース(*)に対する増減率 

 

４－５ 都市施設整備による人口増加効果 

（１）都市公園整備による人口増加効果 

都市公園（現 124施設）から各駅圏 1施設整備

した場合の人口増加効果を試算した結果を表 4-7

に示す。 

表 4-7 都市公園整備による人口増加効果 

 現在（H27） 施設整備後 増加分(率) 

20代・30代人口 

(駅勢圏内) 

65,630人 66,372人 

 

742人 

(1.1%) 

(参考) 

東大阪市全人口 

502,784人 503,526人 

 

 742人 

(0.15%) 

 

（２）保育施設整備による人口増加効果 

保育施設（現 100施設）から各駅圏 1施設整備

した場合の人口増加効果を試算した結果を表 4-8

に示す。 

表 4-8 保育施設整備による人口増加効果 
 現在（H27） 施設整備後 増加分(率) 

20代・30代人口 

(駅勢圏内) 

65,630人 69,141人 

 

3,511人 

(5.3%) 

(参考) 

東大阪市全人口 

502,784人 506,295人 

 

 3,511人 

(0.70%) 

 

４－６ 家賃補助による世帯当たり財政収支 

世帯当たり家賃補助 2万円/月の場合、財政支出

は 24 万円/年の増加となるが、一方、人口増加に

よって税収増加となる。世帯当たりの税収額を示

したものが表 4-9 であり、世帯当たりの財政収支

を比較したものが表 4-10である。表 4-10 は，30

代の世帯の場合，5年間の家賃補助を受けた後に，

約 7 年間東大阪市に居住すれば受給した家賃補助

額と世帯の支払う税収とがバランスすることを意

味している． 

 

 

表 4-9 20代･30代の世帯あたりの税収増加額 
 20代 30代 （参考）東大阪

市市民税 

世帯あたり市民税 

(共働きを仮定) 

6.2 万円 /

年(注 1) 

9.8万円/年 

(注 1) 

10.4万円/年 

(注 2) 

(注 1)推計方法：東大阪市の「世帯当たり市民税」(H26 東大阪市

統計書)はあるが、その年代別税額のデータはない。そこで、以下

の 2つの仮定、仮定 1)市民税額と所得が比例すること、2)東大阪

市の「年代別所得/市平均所得」が大阪府平均値（H28大阪府統計

年鑑 HP）と一致すること、をおき算定した。（注 2)H26東大阪市

統計書 
 
表 4-10 家賃補助(2万円/月)の場合の世帯あたり

財政収支 
 財政収入 財政支出 収入－支出（収入/支

出） 

20代 6.2万円/年 24万円/年 ▲17.8万円/年(0.26) 

30代 9.8万円/年 24万円/年 ▲14.2万円/年(0.41) 

(備考) 4.(2)の家賃補助の人口増加効果を用いると、家賃補助の

年間の財政支出 2.6億円、財政収入 0.9億円、財政収支▲1.7億円

となる。 

 

４－７ おわりに 

分析結果をまとめると以下のとおりである．1)

駅周辺に新たに居住する若年への家賃補助 2万円/

月によって約 2000人の人口増加につながる， 

2)家賃補助（5年間，2万円/月支給）による財政支

出は，世帯が受給終了後 7年間程度（30才代世帯

の場合）継続的に居住することで財政収入（税収）

とバランスする，3)保育施設，公園，医療施設の

整備も人口増加効果を有しており，特に，保育施

設整備が最も人口回復効果が高いことがわかった． 

ただし，これらの結果については，今後，さら

に詳しい検証が必要である．また，駅周辺への人

口を誘導するためには，住宅供給がなされなけれ

ば人口流入は実現しない．住宅供給が少ない状況

において住宅需要のみが増加することになれば，

家賃を上昇させることになり，人口増加効果を低

減させることになる．このため，駅周辺における

良質な住宅供給の促進も必要である． 
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５章 駅周辺の街路網のわかりやすさの評価 

 

５－１ はじめに 

東大阪市は駅を中心とした賑わいの街づくりを

進めている．既存研究 1)によって，地域の賑わい

性（歩行者交通量の多さなど）と，街路網構成の

幾何学的近接性（＝わかりやすさ）には関連性が

あることが指摘されている． 

本研究は，東大阪市における 3つの拠点地域（布

施地域，荒本地域，八戸ノ里地域）を対象として，

街路網構成を幾何学的近接性（＝わかりやすさ）

の観点から評価することを目的とする． 

なお，対象地域の選定理由は以下のとおりであ

る．布施地域は東大阪市内の最大の商業拠点であ

り，荒本地域は市役所など拠点的な公共施設が立

地しており，八戸ノ里地域では新市民会館の開設

(2019年)が予定されていることから賑わいのある

街づくりが求められているためである． 

 

５－２ スペース・シンタクス理論 

（１）概要 

スペース・シンタックス理論とは，1984 年に英

国ロンドン大学(UCL)の Bill Hillier2)らによって

提唱された理論であり，この理論の中で街路網の

位相幾何学的な近接性（＝わかりやすさ）の評価

指標として Int.V（Integration Value）が提案され

ている． 

Int.Vの定義にあたって，まず，Axial Map をも

とに TD(Total Depth)および MD(Mean Depth)

を定義し，次に RA(Relative Asymmetry)および

RAA (Real Relative Asymmetry)を，最後に RAA

の逆数として Int.Vを定義する． 

（２）TDおよび MD 

図 5-1は Axial Map の例である．Axial Mapと

は，街路を直線によって表現したものであり，こ

の直線を Axial Lineと呼ぶ． 

 

 

図 5-1 Axial Mapと Axial Lineの深さ(Depth) 

 

図中に黒線で表されている街路（Axial Line）の

TD(Total Depth)およびMD(Mean Depth)を求め

る．黒線以外の Axial Lineから，黒線に到達する

ために必要な Axial Lineの数（折れ曲がり回数）

を深さ(Depth)と呼ぶ．図 5-1の色分けは各 Axial 

Lineの深さを示している．すべての Axial Lineの

深さを合計した値が TD であり，深さの平均値が

MD である．なお，図 5-1 の場合，TD=23, 

MD=1.77である． 

（３）RAおよび RAA 

MD を用いて RA,RAA を定義する．まず，RA 

は次式のとおりである．MDの値は Axial Map内

の Axial Line数に依存するため，両式ともにこれ

を相対化している．式中の k は Axial Map 内の

Axial Line 数を意味する．図 5-1 の場合，k=14, 

RA=0.128である． 

 RA = 2(𝑀𝐷−1)
𝑘−2  

RAは kの値に依存しているので，規模の異なる

ものを比較することができない．従って，以下の

式によって RA を相対化した RAA を定義する．

RAAは，規模の異なる空間における相対的な深さ

を意味している．なお，図 5-1の場合，Dk=0.267, 

RAA=0.479である．                  

RAA = 𝑅𝐴
𝐷𝑘

  ここで、𝐷𝑘 =
2(𝑘(𝑙𝑜𝑔2(𝑘+23 )−1)+1)

(𝑘−1)(𝑘−2)  

 

（４）Int.V（Integration Value） 

RAAの逆数を取ったものが幾何学的近接性（＝

わかりやすさ）の指標 Int.V（図 5-1 の場合

Int.V=2.09）である．Int.Vが大きいAxial Lineは，



他の Axial Lineとの位相的距離（折れ曲がり回数）

が短く，他の Axial Lineへ到達するための折れ曲

がり回数が少なく到達性の高い（＝わかりやすい）

ことを意味している．このことから，Int.Vが高い

街路ほど，人通りが多い賑やかな空間を形成しや

すいことになる．  

 なお，Int.Vを算定するにあたっては分析ソフト

Space Syntax Toolkit及び Depth Map Xを用いて

いる． 

 

５－３ 対象地域における小売・卸売業の概要 

 3 地域の中心駅である布施駅，荒本駅，八戸ノ

里駅を中心とする約 800m 圏を対象として小売

業・卸売業従業人口の推移を，平成 21 年を 100

とする指数で示したものが図 5-2である．ただし，

布施地域については 800m 圏内に大阪市も含まれ

るが東大阪市内に限定した．また，八戸ノ里地域

には八戸ノ里駅の隣接駅である河内小阪駅の商店

街の一部も含んでいる． 

図 5-2を見ると，東大阪市全体で平成 21年から

26 年の 5 年間で約 10％程度の減少がみられる．

荒本地域は 3％の減少にとどまっている．八戸ノ

里地域は市全体と同程度の減少である．一方，布

施地域は 26％の減少であり市平均の減少率を大

きく上回っている． 

 地域の拠点性の推移をみるために，東大阪市全

体に占める各地域の小売業・卸売業従業人口の割

合の推移を示したものが図 5-3 である．布施地域

は減少，八戸ノ里地域は横ばい，荒本地域はやや

増加している．布施地域の拠点性の低下がみられ

る．八戸ノ里地域については横ばいであるが，平

成 27 年には西友の撤退があったことから最近ま

で考慮に入れると必ずしも横ばいとは言えない． 

 

図 5-2 小売業・卸売業従業人口の推移 

 

図 5-3 全市に対する小売業・卸売業従業人口の 

割合の推移 

 

５－４ 街路網のわかりやすさの評価 

3地域のAxial Mapを作成し Int.Vを計算した結

果を図 5-4 に示す．まず，布施地域(図 5-4(a))を

みると，布施駅から南北の通りに商店街が拡がっ

ておりこの街路の Int.V も高い値を示している．

また，布施駅の北東部のエリアに商業業務用地が

拡がっており Int.Vも高い傾向を示している． 

荒本地域(図 5-4(b))をみると，東西の幹線道路

である国道 308号線（地上に阪神高速道路，地下

に地下鉄）の Int.V の値は高く，道路周辺部分お

よび北側に商業業務用地が広く拡がっている． 

八戸ノ里地域(図 5-4(c))をみると，八戸ノ里駅

を中心に南北・東西の街路の Int.V の値が高く，

図中の中央に位置する八戸ノ里駅および左端に位

置する河内小阪駅周辺には商業施設が立地してい

る． 

表 5-1 は各地域の Int.V の平均値と商業業務用

地比率を比べたものである．Int.Vの最も高い布施

地域は，高い商業業務用地比率を示していること

から Int.V と賑わい性は関連していることがわか

る．ただし，荒本地域については，物流ターミナ



ルなど多くの業務用地を含んでいるため，高い商

業業務用地比率を示している． 

 

 (a)布施地域 (b)荒本地域 

(c)八戸ノ里地域 

 

 

 

図 5-4 3地域の Int.Vと土地利用用途 

 
表 5-1 Int.V平均値 

 

５－５ おわりに 

分析結果をまとめると以下のとおりである． 

1)街路網のわかりやすさの指標（Int.V）と賑わい

との間には関係性がある． 

2)荒本地域は他の地域に比べわかりやすさの指標

（Int.V）の値が低いため賑わいの創出のためには，

密集市街地の再整備などを通じて街路整備を促進

することが必要である． 

ただし，賑わい創出のためには，街路網構成以

外にも，歩行者空間の改善，商業施設誘致などに

ついても考慮する必要がある． 
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 Int.V平均値 (参考)商業・業務用地比率(%) 

布施 3.32 26.6 

荒本 2.75 26.8 

八戸ノ里 2.85 15.4 



６章 買物来客者数推計モデル 

 

６－１ はじめに 

 2029年には大阪モノレール南伸によって東大阪

市に新駅 3 駅（瓜生堂新駅、荒本新駅、鴻池新田

新駅）ができる予定である。これを契機として荒

本地域の商業拠点性が高まることが期待されてい

る。 

  本研究では東大阪市を対象とし、荒本地域の商

業規模の拡大による影響分析を目的として、ロジ

スティック回帰分析を用いた買物目的地選択モデ

ルを構築している。なお、買物交通データは平日

に比べて、休日の方が大きいことから休日の買物

交通を分析対象とする。  
６－２ 東大阪市内の大規模商業施設の立地状況 

図 6-1は東大阪市内の大規模商業施設(1万㎡以

上)の空間分布を示している。 

 

図 6-1 売り場面積 10000㎡以上の大型店舗 

     の立地分布  
６－３ 買物来客者数推計モデル 

（１）考え方およびモデル式 

買物目的地選択モデルは、居住地(i)の居住者が

買物目的地(j)を選択するモデルであり、本研究で

はロジスティック回帰分析を用いて次式のように

定式化する。 

 

𝑃𝑖𝑗 =
exp(𝑉𝑖𝑗)

exp(𝑉𝑖0)+exp(𝑉𝑖1)+⋯+exp(𝑉𝑖𝑚)
･・･(1) 

 

𝑃𝑖𝑗：居住地(i)の人にとっての買物目的地(j)の選択確率 

𝑉𝑖𝑗：居住地(i)のの人にとっての買物目的地(j)の効用 

 

本研究でロジスティック回帰分析を用いたのは

非集計ロジットモデルに比べて、簡便でわかりや

すくデータ作成の負担も少ないからである。 

なお、買物交通量を算定するためには、上記の

目的地選択モデルに加えて、居住地(i)の買物発生

交通量を算定する必要があり、年齢区分別原単位

（H22近畿圏 PT調査による東大阪市全域値）を

用いている。 

（２）モデル係数の推定方法 

 モデル式（式(1)）を用いて、Pijと Pi0を定式化

し、両辺の左辺・右辺それぞれの比をとり対数化

すると次式となる． 

𝑙𝑛 𝑃𝑖𝑗𝑃𝑖0 = 𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑖0(= 𝛼𝑥𝑖𝑗＋𝛽)･･･(2) 

 𝑋𝑖𝑗：居住地 iの居住者にとっての目的地 jの説明変数 

α・β：係数 

 

６－４ モデル推定 

（１）対象地域およびゾーン区分 

対象地域は東大阪市とし、ゾーン区分は郵便番

号ゾーンとする。東大阪市内には郵便番号ゾーン

が 190 ゾーンありこれを居住ゾーンとする。買物

目的地は来客者数に偏りがあることから、本研究

では 34個の商業ゾーン（市内買物集中交通量の約

80％を占める）とし、これら以外をまとめてひと

つのゾーンとする． 

（２）使用データ 

 買物来客者数推計モデルの推計に用いたデータ

を表 6-1に示す。 

 

表 6-1 使用データ 

モデル説明変数   データソース 

買物交通 OD 近畿圏 PT調査（H22） 

ゾーン間距離 直線距離（算定） 

商業床面積 全国小売店舗総覧(H22)および商業
統計調査(H26)を用いて算定 

 

（㎡） 



（３）推計結果 

 推計した結果、式(3)が得られた。符号条件、t

値ともには良好であるが、相関係数は必ずしも高

くはない。直線距離と床面積の係数はほぼ同じ値

であり、このことは直線距離 1kmの増加と、商業

床面積の 1/e(=0.37)倍とがほぼ等しいことを意味

している。なお、推定されたモデルを用いて現況

再現し、推定値と実績値の相関図を描いたものが

図 6-2 である。相関係数は 0.6 であり、必ずしも

高い精度とは言えない。 

 

𝑉𝑖=－0.409 𝑋𝑖𝑗＋0.357 𝑙𝑛𝑆𝑗－5.23 （R=0.67）…（3） 

    (-4.6)      (3.2)     (-5.0)   ( )内 t値 

ここで、Xij : ij間の直線距離(km) Sj :商業床面積(㎡) 

 

 

図 6-2 モデルの現況再現結果(推計値と実績値) 

 

なお、休日のゾーン別発生交通量を求めるにあ

たっては表 6-2 に示す休日の買物発生交通量原単

位を用いる。 

 

 表 6-2 年齢別の買物発生原単位 

年齢階層 人口 

(H22) 

(人) 

PT(H22) 

(ﾄﾘｯﾌﾟ/日) 

原単位 

(ﾄﾘｯﾌﾟ/

人・日) 

～19歳 91,802 12,975 0.1413 

20歳～39歳 131,942 25,128 0.1904 

40歳～59歳 128,028 46,606 0.3640 

60歳～79歳 130,211 36,532 0.2806 

80歳～ 23,288 3,518 0.1511 

東大阪全域 505,391 124,759 0.2469 

 

６－５ 商業施設誘致による影響分析 

（１）ケース設定 

モデルを用いて平成 29 年の来客者数を推計す

る（ケース 1）とともに，大阪モノレール南伸に

よって近鉄荒本駅近隣に商業施設誘致されるケー

ス（ケース 2）における来客者数を推計する．こ

こでは，現イオンモールの 0.5 倍の商業施設が荒

本地域に誘致される（あるいは，現イオンモール

の増床される）ものと仮定する（表 6-3）． 

なお，試算にあたっては，東大阪市全体の買物

来客者数のケースによる変化はないものと仮定す

る． 

表 6-3 ケースごとの床面積の設定 

 イオンモール 

東大阪店 

荒本ゾーン 

 

ｹｰｽ 1  

H29年推計 

20,000㎡ 21,536㎡ 

ｹｰｽ 2  

イオン増床 

30,000㎡ 

（1.5倍） 

31,536㎡ 

 （1.46倍） 

（注）（ ）内：ケース２床面積/ケース１の床面積 

 

（２）分析結果 

ケース 1の推計結果を図 6-3に示す。来客者数

が 3，000 人以上のゾーンは、瓜生堂(イズミヤ)、

御厨、弥生町（コーナン石切店）、長堂（ヴェル･

ノール布施、近鉄百貨店）、菱江（コーナン菱江店）、

吉田の 6ゾーンである（なお、カッコ内は床面積 1万

㎡以上の商業施設である。前出の図 6-1参照）。 

ケース 1の来客者数は図 6-3のとおりである。

また、ケース 2とケース 1の差分が 6-4である。 

荒本ゾーンでは来客者数が増加し，それ以外の地

域では来客者数が減少している．現在において来

客者数が多い地域ほど，荒本ゾーンに近い地域ほ

ど来客者数の減少量が大きい傾向が読み取れる． 

表 6-4 は荒本ゾーンの来客者数の増加数を示し

ている．荒本ゾーンでは 125人増加（増加率 11%）

という結果である．荒本ゾーンの床面積が 1.46倍

増加したのに対して、来客者数の増加は 1.11倍で

あり，床面積の増加割合に比べて来客者数の増加



割合の方が小さいという結果である．ただし，こ

の結果の解釈にあたっては，費用増加は建設費が

主なものであり一時点の支出（ストック値）であ

る一方で，来客者数の増加は毎日発生するもの（フ

ロー値）であることに留意する必要がある． 

 

 

図 6-3 買物来訪者数（ケース 1） 

 

 

図 6-4 買物来訪者数の変化 

（ケース 2とケース 1の差分） 

 

表 6-4 荒本ゾーンの来客数の推定結果 

 ケース１ ケース２ 増減(増減率) 

来客者数 1,161 1,286 125 (11%) 

 

６－６ おわりに 

 買物来客者数推計モデルを推計し，荒本地域の

既存商業施設が増床した場合の来客者数の推計を

行った．荒本地域の賑わいの創出のためには商業

施設の誘致することが望まれる． 

ただし，今回の試算値は以下のような限界を有

している．1)東大阪市全体としての買物来客者数

の総数は一定としている．しかしながら，新たな

商業施設の誘致によって買物来客者数が増加する

ことも考えられる．2)荒本地域以外の商業施設の

変化は考慮していない．東大阪市内外における商

業施設の増減によって今回の推計値は変動するこ

とになる．3)商業床面積の業種・業態については

扱っておらず，平均的な業種・業態を仮定してお

り，新たに増加する商業施設の業種と業態によっ

ては異なった来客者数となる． 

なお，今後のモデルの改良点としては，1)商業

床の業種・業態による区分、2)買物来客者の年齢

階層別のモデル推計、3)非集計ロジットモデルに

よるモデル化などが考えられる． 

  ●：商業床面積 10000 ㎡以上の店

( 人

) 

(人) 

●：商業床面積 10000 ㎡以上の



７章 歩行者・自転車流動シミュレーション 

 

７－１ はじめに 

 荒本地域は，市役所・大阪府中央図書館・大型

ショッピングセンターが立地しており拠点性の高

い地域である．また，大阪モノレール・荒本新駅

（仮称）の開設によって，駅周辺の市街地の再整

備の進捗が期待される．これらに伴ってモノレー

ル新駅と近鉄荒本駅の間での歩行者・自転車交通

量の増加が予想される． 

本研究では，新駅・近鉄荒本駅間の歩行者空間

の交通流動評価を行うことを目的とする． 

 

７－２ Vissimの概要と評価指標 

（１）概要 

 本研究ではドイツのPTV社の開発した交通シミ

ュレーション Vissimの歩行者交通サブシステム

Viswalkを用いる．Viswalkでは歩行原理に Helbing, 

D. and Molnar, P.1)による Social force modelを用い

ている． 

（２）Social force model 

Social force modelは、歩行者に作用する仮想的

な 2つの力を考えている．ひとつは，図 7-1に示

すように歩行者と目的地との間で作用する吸引力

である．この吸引力によって，目的地とは異なる

方向に進行する歩行者は目的地に向かうように誘

導される． 

 

 

図 7-1 目的地への吸引力 

もうひとつの力は，歩行者間で作用する反発力

である．図 7-2に示すように 2人の歩行者がこの

まま進むと衝突してしまうような場合には，両者

の間に反発力を生じさせ，両者の速度を低下させ

るとともに，移動方向を変更することで衝突を回

避させる． 

 

図 7-2 歩行者間の反発力 

 

（３）交通流動特性の評価指標 

 歩道の直線部分の評価指標として，①歩行速度，

②高密度出現率（高密度：自由歩行限界値 0.43人

/㎡以上），③歩行者・自転車の交錯回数（交錯：

個人間距離 1.25m以内），④捌き交通量比率（捌き

交通量/ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ設定交通量）を用い，交差点部の

評価指標として，⑤信号待ち人数を用いる. 

 

７－３ 現状評価およびモノレール 

（１）対象地域 

対象地域は図 7-3に示すモノレール新駅と近鉄

荒本駅との間の歩道空間とする.この歩行者空間

は，1)近鉄荒本駅からの東西区間(距離 160m，幅

員 4.5m)，2)交差点部分，3)荒本新駅に至る南北

区間（距離 95m，幅員 2.5m）の 3つの部分から構

成される． 

 

図 7-3 対象地域 



（２）適用条件および現況評価結果 

現地調査（H29.10.2）などをふまえて表 7-1に

示すような適用条件を設定した.現況評価結果を

表 7-2に示す.歩行者速度，高密度出現率などから

わかるように大きな混雑は生じていない． 

 

表 7-1 適用条件 

時間帯 通勤・通学時間帯（午前 8～9時） 

発生/集中点 図 7-3（前出）における●印の地点 

速

度 

歩行者 

 

等確率分布により確率的に設定（年齢階層ごと

に最大値，最小値を設定） 

自転車 同上（最大値 10km/h，最小値 8km/h） 

歩行者およ

び自転車の

交通量 

現地調査（H29.10.2）をふまえて設定.なお、

主要区間の東西区間の交通量を以下の通り 

東→西：歩行者 2,060人/h，自転車 238台/h 

西→東：歩行者  46人/h，自転車 126台/h 

 

表 7-2 現況の評価結果 

対象 評価指標 評価結果 

東西

直線

区間 

歩行者速度(km/h) 平均 4.02 

最大 6.7最小 2.02 

高密度出現率(%) 

(注 1) 

2.9 

交錯回数(回/人)  

(注 2) 

歩行者・自転車 4.08 

自転車・自転車 1.97 

捌き交通量比率  

(注 3) 

1.0 

交差

点部

分 

信号待ち人数(人) 最大 17 最小 0  

平均 2 

（注1） 高密度：自由歩行限界値 0.43人/㎡以上 

（注2） 交錯：歩行者・自転車間距離 1.25m以内 

（注3） 捌き交通量比率：捌き交通量/ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ設定交通

量 

なお，捌き交通量とはシミュレーション上の実際に流れてい

る交通量のことである． 

 

図 7-4は歩行者密度の時間推移を示したもので

ある．自由歩行限界値（0.43人/㎡）を超える割合

は 1.3％であり，鉄道駅からの発生交通量の変化に

よって時間的変動はあるものの大きな交通障害は

生じていない． 

 

 

 

 

 

図 7-4 歩行者密度の時間的推移 

 

７－４ 感度分析 

（１）ケース設定 

前節の現況分析（特に東西区間）を基本ケース

（表 7-1参照）として，①歩行者交通量（東→西），

②自転車交通量（東→西），③対向歩行者交通量（西

→東）が増加した場合についての感度分析を行う. 

（２）分析結果 

図 7-5に示すように，歩行者交通量の増加によ

る混雑現象によって高密度出現率の増加程度が次

第に大きくなっている. 

図 7-6に示すように，自転車交通量の増加によ

って交錯回数が増加している．自転車交通量 3000

台以降，自転車・歩行者の交錯回数の増加程度が

大きく低下しているが，これには捌き交通量比率

（図 7-6横軸の( )内数値）の低下が影響している． 

図 7-7に示すように，対向歩行者交通量の増加

によって歩行者，自転車の走行速度は低下してい

る．特に，交通量 6000人における歩行者の速度低

下が著しい． 

 

 (備考) ( )内の数値：捌き交通量比率 

図 7-5 高密度出現率への影響 

 



 

       (備考) ( )内の数値：捌き交通量比率 

図 7-6 平均交錯回数（回/人）への影響 

 

 

 

 (備考) ( )内の数値：捌き交通量比率 

図 7-7 平均速度への影響 

 

７－５ おわりに 

 近鉄荒本駅と大阪モノレール新駅（予定）間の

歩道空間は，現状では一時的には混雑するものの

ほとんど混雑は生じていない．しかしながら，大

阪モノレール新駅の開設に伴なう周辺開発や，駅

間の乗り換え交通などによって混雑が生じる可能

性もある．歩行者交通・自転車交通の増大は歩行

者・自転車の交錯回数は増大し安全性が低下する

ことも考えられる． 

 今後，歩行者交通の円滑性や安全性が低下する

場合には，1)歩道の拡幅，2)自転車・歩行者の分

離，3)高速道路高架下における歩道新設，などが

必要となる．また，歩いて楽しい歩行者空間とす

るためには，大阪モノレール下の道路空間の歩行

者化や歩道上へのストリート・ファーニチャーの

設置も考えられる．このような新たな政策を実施

した場合の効果分析や影響評価に際して，今回の

分析に用いたシミュレーション手法を活用するこ

とができる． 
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８章 政策提言 

 

８－１ 土地利用に関する政策提言 

 グローバル経済の進展に伴う工場の海外展開や

工場拡張ニーズの高まりは工場移転や工場閉鎖を

もたらすこともあり，今後も工業地が減少してい

くことが危惧される． 

１）今後とも持続的発展の期待されるような工場

や工場地に特化している地域については，住

宅地との混在を防ぎつつ，塊（クラスター）

としてしっかりと保全していくことが必要で

ある． 

２）一方，住工混在地域については，これまでど

おり住工共生のまちづくりを積極的に進める

ことが望ましい． 

３）商業業務地および住宅地については，駅に近

い地域において増加傾向がみられることから，

駅に近い地域の工業用地の転換や密集市街地

の再整備などに際しては，これらの機会を活

用して積極的に商業業務地，住宅地の実現を

促進することが必要である． 

 

８－２ 荒本地域の交通まちづくりへの政策提言 

 2019年には大阪モノレール南伸によって，荒本

地域を中心とした，高速道路およびモノレールに

よる南北軸が完成することになる．これを契機と

して，荒本地域を中心とした近畿自動車道沿道お

よび大阪モノレール沿線の立地ポテンシャルは急

速に高まることになる．このポテンシャルが実現

するように支援する必要がある． 

荒本地域の交通まちづくりにあたって，以下の

ような政策提案をふまえて，総合的なまちづくり

を進めていくことが望まれる． 

１）人口の維持増加のためには，住みやすい良好

な住環境づくりが必要である．公園・保育施

設・街路など都市施設整備，緑や水辺空間整

備，密集市街地の整備，良質な住宅供給の促

進，空き家対策などが必要である．特に，東

大阪市は大阪市に隣接しているため地価・住

宅価格が高く，若年世帯にとって住宅費負担

が大きいことから家賃補助によって駅周辺へ

の人口誘導を図ることも必要である． 

２）荒本地域のうち，阪神高速・東大阪線以南に

は密集市街地が多く残っている．これらの地

域を再整備することが荒本地域の拠点性を高

めることになる．再整備にあたっては，わか

りやすさに配慮した街路網整備が必要である． 

３）荒本地域には，大規模商業施設としてイオン

東大阪店があるものの商業施設の集積が必ず

しも十分ではなく，また，商業施設の多様性

も不足している．このようなことから，大阪

モノレール南伸を契機として，商業施設の誘

致を図っていくことが望まれる． 

４）大阪モノレール荒本新駅と近鉄荒本駅の間の

歩行者空間は，市役所を含む業務施設への通

勤者，乗り換えの利用者，商業施設への買い

物客，大阪府立中央図書館への来訪者などで

賑わうことが期待されている．この歩行者空

間については，安全性，円滑性，快適性など

に配慮した賑わいのある歩行者空間として整

備していくことが望ましい． 

５）京都市・四条通りの歩道拡幅事業が実現し，

また，御堂筋においても道路機能の再配分や

難波駅前のタクシーベイの歩行者広場化など

が検討されている．荒本地域においても，賑

わい創出のために，大阪モノレールを契機と

して，イオン東大阪店と市役所・大阪府中央

図書館の間の道路空間の歩行者空間化につい

ての検討も必要であると思われる． 

６）荒本地域において流通機能が比較的大きな割

合を占めているが，流通機能整備以降これま

で長年月が経過していることから，機能更新

や用途見直しが必要な施設もあると思われる．

大阪モノレール南伸を契機として，転換をす

べき流通機能については積極的に商業機能，



住宅機能，都市サービス機能への転換を促進

することが望ましい． 

７）東大阪市はものづくりのまちというイメージ

が定着しており，住環境については必ずしも

良好ではないと考えられている．その一方で，

近鉄奈良線沿線および奈良線以南，また生駒

山の麓においては良好な住宅地も多く存在す

る．SNSなどを活用した「住みやすいまち・

東大阪」のイメージも広報していくことが必

要である．このための広報戦略の立案と実施

が望まれる． 

                                         


