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岩手県におけるバス交通の変化

橋本　雄一

工　はじめに

　わが国において，バス産業の中心的な輸送は，

通勤・通学流動に代表される地域公共旅客輸送で

ある1）。そのため，バス交通の流動は，地域住民

のデイリーリズムと密接に関係する2）。いいかえ

れば，地域住民によって日々行われる大量の短距

離あるいは申距離の移動をバス交通が支えている

のである。しかし，わが国の地域旅客交通は，全

国規模でみれば，高度経済成長期以降，斜陽化の

方向にある3）。その主な原因はモータリゼーショ

ンの進展であり，大都市圏以外の地域では，自家

用乗用車を申心とするライフ。スタイルが確立さ

れてきた。そのため，バス交通は著しく衰退し，

多くの路線が廃止されることとなった4）。

　この他にバス交通を衰退させた原因としては，

オイルショックがあげられる。1970年代に2度起

こったオイルショックは，多くのバス会社の経営

方針を変更させる契機となった。また，この時期

にバス事業の集約化も進められた。バス事業の集

約化とは，できる限り広範囲な路線網を1つの経

営主体が保有するようになることであり，岩手県

や宮城県では，この集約化がいちはやく進められ
た5）。

　このように，広いスケールでみると斜陽化の方

向にあるバス交通であるが，都市内部では，その

重要性を失っていない。これは，都市申心部への

機能の集積に伴い慢性的な道路混雑や駐車場の不

足が生じることから，通勤，通学，買物などの日

常生活行動においてバス交通に依存するものが多

数存在するためである6）。それゆえ，都市中心部

への機能集積を促進するような変化一例えば高速

道路や新幹線の開通など一が起こった場合，バス

交通の重要性は，さらに増加することになる。

　このように，社会。経済的変化によってバス交

通が変化することにより，地区間の結合関係の再

編成が引き起こされる。そこで本研究は，地区問

の結合関係に着目することにより，岩手県のバス

交通の変化を明らかにする。バス交通による地区

問の結合関係を表す指標として，本研究では近接

性を採用する。この近接性とは，1日に任意の2

地区問を往来することができる機会の総数を意味

しており，2地区間におけるバス交通の利便性を

示す。調査対象地域は岩手県全域であり，分析対

象年次は1974年，1980年，1985年の3年次である。

1974年は第ヱ次オイルショックと第2次オイル

ショックの間にある年次であり，1980年は第2次

オイルショックの後にある年次である。また，

1985年は東北新幹線が開通した後の年次である。

これらの年次で比較を行うことにより，バス交通

における近接性の変化の中に，社会・経済的変化

を反映させることができると考えられる。

皿　地域概観

　研究対象地域である岩手県の市町村数は62市町

村であり，そのうち市の数は13である。国勢調査

によると県全体の人口は，1975年が！，385，563人，

1980年が1，421，927人，1985年が1，433，611人であ

る。そのうち市部人口率は，1975年が56．17％，

ユ980年が56．28％，ヱ985年が56．12％であり，ほと
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んど変化がみられない。

　1974年の鉄道網についてみると，岩手県内陸部

を南北に国鉄東北本線が通り，二戸市，盛岡市，

花巻市，北上市，水沢市，一関市などを結んでい

る。この東北本線を軸として，北上駅から秋田県

の横手駅まで北上線が，盛岡駅から秋田県の大曲

駅まで田沢湖線が，玉山村の好摩駅から秋田県の

大館駅まで花輸線が伸びている。また，花巻駅か

ら遠野駅を経て釜石駅まで釜石線が，盛岡駅から

宮古駅を経て釜石駅まで山田線が，一関駅から大

船渡市の盛駅まで大船渡線が伸びている。太平洋

沿岸部では，盛駅から三陸町の吉浜駅まで盛線が，

宮古駅から田老駅まで宮古線が，久慈駅から青森

県八戸駅まで八戸線が存在する。その他に，盛岡

市と宮古市の間に存在する川井村の茂市駅から岩

泉駅までは岩泉線が，大船渡市内には岩手開発鉄

道株式会社の運営する岩手開発鉄道が走る。1980

年の鉄道網には上記路線の他に，久慈駅と普代駅

とを結ぶ久慈線が付加される。1985年の鉄道網に

は，東北新幹線が加わり，その駅は盛岡市，花巻

市，北上市，水沢市，一関市に存在する。その他

に，宮古駅と久慈駅とを結ぶ三陸鉄道北リアス線

および盛駅と釜石駅とを結ぶ三陸鉄道南リアス線

が加わり，岩手県の海岸部は分断されることなく

鉄道で結ばれている。

　遭路網をみると，内陸部では国道4号線が，海

岸部では国遣45号線が南北に走り，各市を結んで

いる。この2本の国道の間に国道106号線，107号

線，281号線，283号線，284号線，340号線，343

号線，395号線などが存在し，そのほとんどが内

陸部の市と海岸部の市とを結んでいる。また，国

道4号線から秋田県に向かって国道46号線，107

号線，282号線，342号線，397号線が走り，岩手

県と秋田県の主要都市を結んでいる。これらの道

路網は1974年から1985年まで変化していない。東

北自動車遭は，ユ974年には機能していないが，

1980年には首都圏と西根以南の岩手県を結び，

1985年には岩手県内の遣路は全線通じている。

　最後に，民間のバス会社についてみる7）。1974

年には片手県南バス株式会祉，花巻バス株式会社，

岩手中央バス株式会社，岩手県北自動車株式会社

が存在する。各社のバス路線網をみると，岩手県

南バス株式会社は岩手県南部の水沢市から釜石市

にかけて，花巻バス株式会社は花巻市周辺にバス

路線網をもつ。また，岩手中央バス株式会社は盛

岡市から花巻市にかけて，岩手県北自動車株式会

社はおもに盛岡市より北部に路線網をもつ。1980

年には，岩手県南バス株式会社，花巻バス株式会

社，岩手中央バス株式会社の3社が合併して誕生

した岩手県交通株式会社8）と，岩手県北白動車株

式会社の2社が存在する。この岩手県交通株式会

社は盛岡市より南に広大な路線網をもつ。！985年

には，早地峰バス株式会社が加わる。この早池峰

バス株式会社は遠野市周辺に路線網をもつ。なお，

他の2社の路線網の存在する範囲はほとんど変化

していない9）。

孤　研究方法

　盟一1　資料

　分析に用いる資料は1974年度，1980年度および

1985年度の建設省東北地方建設局が調査を行った

『道路交通センサス東北地方OD調査集計表』に

おけるバス交通に関するデータである。道路交通

センサスは，1977年度の結果までは方向を考慮し

た有向性データで示されるが，｝980年度の結果か

らは方向を考慮しない無向性データとして示され

る。このデータの違いを第ユ図で示す。aのトリッ

プデータは有向性データであり，行和は発生交通

量を，列和は吸収交通量を示す。これに対し，C

のトリップエンドデータは無向性データであり，

数値は2地区聞の総流動量を示す。そのため行和

も列和も発生吸収交通量を示す1O〕。本分析で用

いるデータのうち，工974年のものはトリップデー

タであり，ユ980年と1985年のものはトリップエン

ドデータである。データを統一する必要から，本

研究では1974年のデータもトリップエンドデータ

に変換して用いることとする。

　以上で述べた道路交通センサスはODデータで

あり，トリップの発地と着地のみが問題となる。

しかし，バス交通をあつかう場合，トリップの途
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申にあっても停留所が存在する地区は発着地とな

る。第2図においてA市からC市へ向かうバス

を想定すると，流動量のみを記した無向性のOD

データはaのように表される。しかし，トリップ

の途申にあるB村に停留所が存在する場合，ユ

回のトリップでA市一B村，A市一C市，B村一

C市という3種類の移動が可能となる。そのため

バス交通による地区問の結び付きを表すデータは

bのようになり，このデータを本稿では近接性

データとする。本研究であつかう交通センサスの

a．トリップデータ

着地 発

生

X Y Z 量

町 村 市

X町 12 6 18

発

Y村 9 2 〕

地

Z市 11 5 16

集申量 20 17 8 45

b、トリップエンドデータ

（三角表）

地区

X Y Z
町 村 市

碑X町 21 17
地

Y村 一 7
区

Z市 ’ 一

C．トリップエンドデータ

　　（ダブル三角表）

地区 流
動
量X

町
Y
村

Z
市

X町 2玉 王7 38

地
区

Y村 21 7 28

Z市 17 7 2
4
9
0

流動量 38 28 24

第1図　トリップエンドデータの作成
　　　道路交通センサスは，ユ977年度まではトリップ表示，1980年度からはトリップエンド表示（ダ

　　　ブル三角表）となっている。

　　・伊’…・“1～I㌧．

　　1　　　　r
　■　　　　｛．

／’　　A市　　　．ノ、・｛「’

」．　　　　〆
　＼
～．ノ　　　ー＼
く　　　　！．山一寸・ヘ
ヘ．＿．　　（

　　　　へ．ノ

㌧．

．∫’

B村

＼　〆＼．、
　＼．＾

ノ1

〆
／’

、．1一

く
し・、

　．1
　〆

5．

　　C市く、

　＼

　k．く
．

a．ODデータ b．近接性データ

着地

A
市

B
村

C
市

A市 O 1

発
地

B村 0 O

C市 1 O

着地

A
市

B
村

C
市

A市 1 1

発
地

8村 1 1

C市 1 1

第2図　近接性データの作成
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データも，このような近接性データに変換する。

近接性データの作成には，バスの路線と本数を記

した詳細な資料が必要である。そのための資料と

して，本研究では岩手県交通株式会社『路線バス

運行系統別輸送実績報告書』（1980年度，1985年

度），岩手県北自動車株式会社『路線バス運行系

統別輸送実績報告書』（1974年度，1980年度，

1985年度），花巻バス株式会社『路線バス運行系

統別輸送実績報告書』（1974年度，1980年度），岩

手県南自動車株式会社『路線バス運行系統別輸送

実績報告書』（1974年度），岩手申央バス株式会社

『路線バス運行系統別輸送実績報告書』（1974年

度）を用いた。なお，国鉄バスについては日本交

通公社の『時刻表』（1974年10月号，1980年10月号，

1985年ユO月号）を資料とした11）。

　分析を行うための単位地区は，道路交通センサ

スにおける「集約市区町村単位」の地区11）とする

（第3図）。これは，いくつかの市区町村におい

て新たな地区を設定したものであり，岩手県にお

ける単位地区数は34である。

　皿一2　近接性の測定

　本研究で用いる近接性は，各地区におけるバス

交通の利便性を意味しており，次式によって定義

される。

◎地区づの地区間近接性

ん一Σ〃十Σ〃一2〃
　（戸1，2，…，・。；伴プ）

（1）

　ただし，んは地区｛の地区間近接性，助は地

区4から地区プに1日に移動することが可能な回

数，州は地区｛の内部において1日に移動する

ことが可能な回数，nAは地区の総数（nA＝34）

である。

◎地区｛の自地区内近接性

捌一F加 （2）

　ただし，捌は地区｛の自地区内近接性である。

これら2種類の近接性の合計を，各地区の総合近

接性とする。

戸脊森㌧㌣へ今

レ．・一・ソ㌣～

斗

第3図 集計単位地区

〔集計単位地区の名称〕

1．盛岡市　2．柴波（柴波町，矢巾町，都南村）　3．

雫石町　4．滝沢村　5．玉山村　6．西根（西

根町，松尾村）　7．岩手町　8．葛巻町　9．
安代（浄法寺町，安代町）　10．二戸（二戸市，

一戸町）　1！．軽米（軽米町，九戸村）　12、久

慈市　13．種市（種市町，大野村）　ヱ4．普代（普

代村，野田村）　15．山形村　16．田野畑村　17．

岩泉町　18．宮古（宮古市　田老町，山田町）　19．

川井（新里村，川井村）　20．水沢（水沢市，金

ケ崎町，前沢町，胆沢町，衣川村）21．江刺市　22．

北上（北上市，和賀町，江釣子村）　23．湯田（湯

田町，沢内村）　24．花巻（花巻市，石鳥谷町，

東和町）　25．大迫町　26．一関（一関市，花泉町，

平泉町）　27．千厩（藤沢町，千厩町，室根村，

川崎村）　28．大東（大東町，東山町）　29．宮

守村　30．遠野市　31．釜石（釜石市，三陸町，

大槌町）　32．住田町　33．大船渡市　34．陸前

高田市

（　）の市町村は1つの集計単位地区にまとめら

れたもの。
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◎地区｛の総合近接性

0｛＝Σ：Fカ十Σ］Fカーハづ

　（プ＝ユ，2，…，・。；1≠プ）

　　　　（億人）
（3）
　　　　120

　ただし，αは地区づの総合近接性である。

上記の各近接性を年次ごとに標準化したものを本

稿では「近接性指数」とする。これは，各地区の

相対的地位を示す指標となる。この近接性指数を

1974年，1980年，1985年について算出し比較する

ことによって，その変化を明らかにする。

M　バス交通による近接性の変化

　V－1　岩手県におけるバス交通流動の変化

　まず，全国におけるバスの輸送人員の推移をみ

る（第4図）。1960年から1970年にかけて全国で

は輸送人員が増加するが，1970年以後は減少する

のみである。これを，3大都市圏13）とそれ以外

の地域とに分けてみると，3大都市圏は全国とほ

ぼ同じ推移を示す。！970年からの減少は緩やか

で，1980年から1985年にかけての減少はきわめて

小さなものである。それに対し，3大都市圏以外

の地域では1960年から1965年にかけて輸送人員の

増加がみられるものの，1965年から減少が始まる。

この減少は第1次オイルショックの後で特に著し

い。これらのことから，岩手県を含む3大都市圏

以外の地域でのバスの輸送人員の減少が3大都市

圏に先がけて高度経済成長期の中期から始まって

いたこと，この減少に第1次オイルショックが拍

車をかけたことがうかがえる。

　このようにバスの輸送人員が滅少した原因とし

て，前述したように，高度経済成長期におけるモー

タリゼーションの進展が考えられる14）。そこで，

岩手県における乗用車とバスのトリップ数の推移

をみることとする（第5図）。調査対象年次であ

る1974年，1980年，1985年のトリップ数を比べる

と，バスがほとんど変化していないのに対し，乗

用車は著しく増加している。参考までに岩手県に

おける自家用乗用車の保有台数をみると，1975年

3月現在133，042台（市部計73，840台；郡部計

59，202台），1980年3月現在234，104台（市部計

100

50

　　　　　第1次　　　　第2次
　　　　　オイルショックオイルショック
　　　　　　　　軍　　　　軍高度経済成長期　　　　1　　　　1

　全国　　　　　1

3大都市圏以外I

　　3大都市圏I

　1960　1965　1970　1975　1980　1985（年度）

第4図　乗合バス輸送人員の推移

　3大都市圏とは東京駅を中心とした50k棚圏，名

古屋駅を中心とした40km圏，大阪駅を中心とした

50km圏に含まれる市区町村にほぼ一致する。

資料：㌘ユ987年版日本のバス事業』日本バス協会

（×10，000）

ユ00

ト

リ

ツ　　50
プ
数

第5図

　　1974　　　1980　　　！985年

乗用車とバスのトリップ数の推移

資料：『遺路交通センサス』建設省

130，316台；郡部計103，788台），1985年3月現在

276，063台（市部計！53，462台；郡部計122，601台）

である15）。この保有乗用車台数の著しい増加が，

第4図にみられるようなバスの輸送人員の減少を
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100％

1974年

1980年

1985年

自地区内流動　　　　　地区間流動

第6図　地区間流動と自地区内流動のトリッ

　　　　プ数の比率

　　　　資料：『道路交通センサス』建設省

招く原因となっていることがわかる。

　バスの全トリップにおける自地区内流動と地区

間流動の割合をみると（第6図），1974年から

1980年にかけて自地区内流動の割合が増加する

が，1980年から1985年にかけて減少し，1974年と

ほぼ同じ比率に戻る。第5図の結果とあわせて考

えると，これは経営が困難になったオイルショッ

ク後，走行距離が少なく乗車効率の良い自地区内

流動を申心とするものにバス路線がウェイトを置

くようになり，その後ふたたび地区間流動の割合

が高まったことを意味するものと推察される。

　M－2　総合近接性の変化

　以後の分析では，前述のようなトリップ数の変

化が地区間あるいは自地区内の近接性にどのよう

に反映されているかを明らかにする。ここでは，

まず地区間近接性と自地区内近接性をあわせた総

合近接性について考察を行う。これによって，岩

手県全域におけるバス交通の利便性を概観するこ

とができる。第1表は総合近接性指数の順位の変

化を記したものである。3年次とも1位は盛岡市

であり，バス交通による近接性の優位が確固とし

たものであることがうかがえる。

　1974年をみると，市を含む地区のほとんどが上

位に位置している。これは，市部が郡部に比べて

バス交通の利便性に恵まれていることを示してい

る。市を含む地区の中でも上位に位置するのは，

盛岡市，花巻，水沢，一関など盛岡市以南にある

東北本線沿線の地区と，釜石，宮古，大船渡市な

どの海岸部の地区である王6）。1それに対し，久慈

市や二戸など岩手県北部の地区は相対的地位が低

い。これは，岩手県におけるバス交通の利便性に

は県南と県北で大きな較差が存在することを示し

ている。町村からなる地区も同様の傾向を示して

おり，東北本線沿線にあって市に隣接した地区が

上位に位置する。特に，盛岡市に隣接した柴波や

滝沢村は高い利便性を持つことから，周辺地区に

対する盛岡市の影響の大きさがうかがえる。

　1980年には，市を含む地区の位置が全体的に上

昇している。特に，1974年の順位が低い岩手県北

部の地区の上昇が著しい。市を含む地区の申で順

位が低下しているのは花巻，遠野市，江刺市など

岩手県南部に位置するものである。このことから，

この時期には市を含む地区の間において，バス交

通の利便性の較差が縮小したと考えられる。この

ような市を含む地区の順位の上昇に伴い，町村か

らなる地区の順位は下降している。特に，岩泉町，

川井のような北上高地に位置する地区の低下が著

しい。岩手県北部の地区もほとんど低下しており，

市を含む地区と町村からなる地区との較差は，ま

すます拡大する傾向をみせている。

　1985年には，海岸部や北上高地に位置する地区

が順位を低下させている。その申には市を含む地

区も多く存在しており，特に釜石の順位の低下は，

基幹産業である鉄鋼業の衰退の影響をうかがわせ

る。これらの地区の順位の低下に伴い，東北本線

沿線の地区はその地位を上昇させている。これは，

東北新幹線開通後，盛岡市以南の内陸盆地に位置

する都市が経済的発展を遂げたことによってバス

交通の利便性が増加し，他の地区との較差が拡大

したと推察される。

　M－3　地区聞近接性の変化

　前節の分析は，地区間近接性と自地区内近接性

を区別せずに行った。以後の分析では，この2つ

の近接性を区別し，それぞれの変化の傾向を明ら

かにする。これはバス路線の距離によって変化の
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第1表 総合近接性指数による順位の変化

順 地　区　番　号
単位地区名 単位地区名

位 1974年　1980年　1985年

！ 盛岡市 ユ　　　ユ　　　1 盛岡市
2 柴波 2　　　18　　　20 水沢

3 花巻 24　　　31　　　24 花巻

4 釜石 31　　　20　　　18 宮古
5 水沢 20　　　26　　　26 一関
6 筥古 18　　　24　　　4 滝沢村
7 北上 22　　　22　　　22 北上
8 一関 26　　　4　　　31 釜石

9 滝沢村 4　　　2　　　2 柴波
10 大船渡市 33　　　33　　　11 軽米
11 西根 6　　　10　　　6
｝2 江刺市 21　　　3　．　10

酉根一　　　　　　一

＿戸
13 遼野市 30　　　6　　　23 湯田
！4 大東 28　　　9　　　12 久慈市
15

雫石町一　　　　　　一

3　　　27　　　33 大船渡市
16 ＿戸 10　　　21　　　19 川井
17 千厩 27　　　34　　　28 大東
18 岩泉町 互7　　　12　　　27 千厩
ユ9 陸前高田市 34　　　28　　　3 雫石町
20 玉山村 5　　　30　　　17 岩泉町
21 湯田 23　　　23　　　9 安代
22 軽米 H　　　ユ7　　　21 江刺市
23 大迫町 25　　　7　　　30 遠野市
24 宮守村 29　　　1ユ　　　34 陸前高田市
25 川井 ユ9　　　8　　　25 大迫町
26 普代 14　　　25　　　7 岩手町
27 田野畑村 16　　　32　　　8 葛巻町
28 住日ヨ町 32・　　29　　　16 田野畑村
29 種市 13　　　5　　　13 種市
30 久慈市 12　　　王4　　　29 宮守村
31 安代 9　　　16　　　5 玉山村
32 岩手町 7　　　19　　　工4 普代
33 葛巻町 8　　　13　　　32 住田町
34 山形村 15　　　15　　　15 山形村

傾向が異なると考えたためである。そこで，地区

問近接性をみることによって長距離路線のバス交

通の変化を，自地区内近接性をみることによって

短距離路線のバス交通の変化をみる。

　まず，地区間の近接性のみに注目し，その指数

の分布をみると，1974年には盛岡市以南の東北本

線沿線地区と海岸部の地区が高い値を示す（第7

図一a）。特に，盛岡市，柴波，滝沢村，北上，花

巻が高い近接性指数をもつ。これは，盛岡市以南

の東北本線および盛岡市周辺の地区が，バス交通

による地区間移動の利便性に優れていることを意

味する。それに対して，岩手県北部は高い近接性

指数をもつ地区はほとんどみられず，二戸のみが，

わずかに高い値を示す。すなわち，この時期には

県南と県北で地区聞バス交通の利便性に大きな較

差があることがわかる。それに比べ，内陸部と海

岸部との差はわずかである。次に，34地区×34地

区の地区聞ペアについて流動量を標準化した標準

化流動量をみると，玉山村以南の東北本線沿線の

地区と，宮古から陸前高田市にかけての海岸部に

大きな流動が存在する。これらの流動によって，

岩手県内陸部と海岸部に2つの結節地域が形成さ

れているユ7）。高い近接性指数をもつ地区は，こ

れらの流動によって高い値を得たものである。そ

のため，標準化流動量をみることによって，一つ

の地区のもつバス交通の利便性が，いかなる地区

との結ぴ付きによって高められているのか判断す

ることができる。内陸部の地区も海岸部の地区も，

おもに南北に隣接した地区と密接に結び付いてい

る。これらのリンクは鉄道によるリンクと一致し

ており，この時期におけるバス交通が鉄道交通と

競合するほど重要であったことがうかがえる。
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　1980年も東北本線沿線の内陸部と海岸部に近接

性指数の高い地区が分布する（第7図一b）。し

かし，海岸部の地区におけるバス交通の利便性が

内陸部の地区と同程度である点で違いがみられ

る。このように，内陸部と海岸部の近接性の較差

が縮小したことが，この時期の特徴である。ただ

し，海岸部の地区すべてが地位を上昇させたわけ

ではなく，宮古や釜石と大船渡市や陸前高田市と

の差は1974年より拡大している。標準化流動量を

みると，盛岡市が周囲の地区との結び付きを強め

ており，特に盛岡市の北部に位置する地区とのリ

ンクが大きくなっている。これは盛岡市とその周

辺地区との間の流動が相対的な地位を高めたこと

を意味する。内陸盆地の南部においては柴波と花

巻との間の標準化流動量が小さくなっており，

1974年には1つであった結節地域が2つに分かれ

ている。これは，バス交通による地区間の結合が

弱まったことを意味する。また海岸部でも，釜石

と大船渡市の間の流動量が少なくなったため，2

つの結節地域に分かれている。これらの地域は鉄

道交通とバス交通が競合していることから，この

結果は地区間交通におけるバス交通の地位の低下

を示すものと考えられる。1980年は！974年に比べ

て，バス交通の地区間トリップの比率が減少して

いるが，これらの結果は長距離流動の地位が相対

的に低下したことを示す。逆に，短距離流動の地

位が上昇したことを意味しており，特に隣接した

市を含む地区の間の流動量がその地位を高めてい

る。

　1985年に高い近接性指数を示すのは盛岡市以南

の地区のみであり，海岸部の地区はその地位を低

下させている（第7図一c）。最も高い近接性指数

は，盛岡市周辺の地区にのみ現れる。これは岩手

県において盛岡市の有するバス交通の利便性が卓

a〕1974年 b）ヱ980隼 c）玉985年

　　　　　　　／　　　　／｝＼｛

　　　　　　　　∠．・

　　　　　　　　七一一’

　　　　　　　　　ノ

㍊ノ箏）㌻

べ㌻ガ
　標準化近接性指数

　　　㊧≧　1．5

1・5＞⑥≧O．5

0．5〉鰯≧一〇．5

－O．5＞◎　≧一115

第7図

　標準化流動量

　　一≧2．0

2．0＞一≧1．5

ユ．5）｝　・一・一一　≧1．O

地区間近接性指数と標準化流動量

標準化流動量とは，34×34のODペアについて標準化を行ったもの。
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越したものであることを示す。盛岡市の周辺地区

が高い近接性を示すのも，盛岡市との間の流動に

よるものと考えられる。これに準じて高い値を示

すのは花巻と一関であり，いずれも東北本線沿線

に位置する。1980年には，海岸部において突出し

て高い近接性指数を有していた宮古と釜石は，隣

接する地区や県北の地区と同程度の値を示してお

り，その地位を大きく低下させている。これらの

結果は，東北本線沿線の地区におけるバス交通の

利便性の増加が他の地区より著しかったことを示

す。その原因としては，新幹線開通による内陸部

の経済的地位の上昇が考えられる。標準化流動量

をみると，盛岡市とその周辺地区との間に大きな

結び付きがみられ，1つの結節地域を形成してい

る。また，内陸盆地において花巻以南の地区の問

にも大きな流動があり，結節地域を形成している。

これらは1974年には1つの結節地域を形成してい

たが，花巻と柴波との流動量が1980年から小さな

ものとなっており，2つに分かれている。このよ

うに，東北本線沿線にみられた地区間の結合関係

が弱まった原因としては，鉄道交通と競合するよ

うな長距離バス路線の減少があげられる。海岸部

では大きな標準化流動量がみられず，宮古，釜石，

大船渡市の聞にわずかな結び付きが存在するだけ

である。ただし，宮古と盛岡市などのように，こ

れまでみられなかった内陸盆地との結び付きが見

られる。これは，盛岡市の地区間近接性の上昇に

貢献するものである。岩手県北部では，はじめて

大きな標準化流動量が認められる。これは，二戸

と安代，二戸と軽米の間の流動であり，二戸を中

心とする結節地域を形成しているユ7〕。このよう

な，岩手県北部における地区間近接性の相対的地

位の上昇と，海岸部の相対的地位の下降が，1985

年の特徴として考えられる。

　次に，地区間近接性の変化を明らかにするため，

近接性指数の差を求める。この数値から直接バス

の本数の増減を知ることはできないが，地区間近

接性に関する相対的地位の上昇あるいは下降を知

ることはできる。まず，1974年から1980年にかけ

ての地区間近接性の変化について考察を行う。第

8図一aは，1980年の地区聞近接性指数から1974

年の地区間近接性指数を引いた近接性指数増減量

a）1974一王980年

！

、
狗
∫

b）1980－1985年

＼’　　　　N

　／　　　l
NJ　　　・
’　　　　　　メ

斗
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　近接性指数増減量

　　　麗麗・・1．1

＋1・・＞翻≧十0．・

・…＞㎜・・0．・

士・。・・区刃・一・．・

一…＞「］≧一1．・

第8図　地区間近接性指数の変化

aは1980年の近接性指数から1974年の近接性指数を引いたもの。

bは1985年の近接性指数から1980年の近接性指数を引いたもの。
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の分布を示したものである。これによると，柴波

の他には大きな減少は認められない。また，増加

がみられる地区のほとんどは市を含むものであ

る。そのため，この期間には市を含む地区と町村

からなる地区との地区聞近接性の差が拡大したこ

とがわかる。

　1980年から1985年にかけての近接性指数増減量

をみると（第8図一b），大きく滅少しているの

はいずれも海岸部の地区であり，海岸部における

地区間近接性の地位の低下がわかる。増加がみら

れるのは盛岡市の周辺およぴ凍北本線沿線の地区

である。また1974年から1980年にかけて増加がみ

られた地区は，ほとんどが市を含む地区であった

のに対し，1980年から1985年にかけて増加した地

区には，町村からなる地区が数多く含まれる。こ

れらのことから，盛岡市の周辺およぴ凍北本線沿

線の地区における相対的地位の上昇と，海岸部に

おける相対的地位の下降がより明確になった。ま

た，東北本線沿線地区の地位の上昇が，周辺の町

村からなる地区の近接性をも増加させていること

も明かになった。なお，これらの地区における近

接性の増加は，第6図にみられる地区間トリップ

の比率の増加を説明するものとして考えられる。

　M－4　魯地区内近接性の変化

　本研究において自地区内流動とは，発着地を含

め2つ以上の停留所を経由するバスの交通流動を

指す。まず，1974年の近接性指数の分布をみると

（第9図一a），特に高い近接性指数をもつのは盛

岡市と釜石であり，この2地区はそれぞれ内陸部

と海岸部の申心的な地区である。これに準じて高

い利便性をもつ地区は，いずれも盛岡市以南の東

北本線沿線と海岸部の市を含む地区である。逆に，

低い近接性指数をもつのは，おもに岩手県の北部

に存在する地区である。このことから，この時期

における自地区内近接性は，盛岡市以南の東北本

線沿線と海岸部の市を含む地区が優位にあり，さ

らに県南と県北の差が大きいことがわかる。また，

a）1974年 b）1980年 c）1985年

｝
脳
∫

　標準化近接性指数
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第9図 自地区内近接性指数
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この自地区内近接性は，人口の多い地区ほど高い

値を示す傾向が見受けられる。

　1980年においても，高い近接性指数をもつのは

盛岡市以南の東北本線沿線および海岸部の地区で

あり（第9図一b），これらの地区の相対的地位は，

1974年よりいっそう高まったことがわかる。逆に

低い近接性指数をもつ地区は，盛岡市より北部か，

内陸盆地と海岸部の間の北上高地に位置してい

る。これらは，いずれも町村からなる地区であり，

このように低い指数をもつ地区の数は1974年より

増加している。このことは，市を含む地区と町村

からなる地区との較差が増大したことを意味す

る。第5図，第6図の結果とあわせて考えると，

市を含む地区における自地区内流動の増加が，岩

手県北部や北上高地に位置する地区の相対的地位

を低下させていることがわかる。

　王985年において高い近接性指数をもつのは，盛

岡市や水沢など盛岡市以南の東北本線沿線の地区

であり，海岸部の地区はこれに準じる（第9図一

C）。これは，盛岡市以南の東北本線沿線の市を含

む地区の相対的地位が高まったことを示す。それ

に対して，海岸部に位置する宮古と釜石は1980年

に比べて地位を低下させており，この時期に内陸

部と海岸部の較差が増大したことがわかる。しか

し，その差は地区間近接性に比べて小さく，海岸

部の地区は岩手県において高い地位を保ってい

る。これは県北や北上高地に位置する地区の相対

的地位が低下したことに原因する。これらの地区

はおもに町村からなることから，内陸部と海岸部

の較差が増大しただけでなく，市を含む地区と町

村からなる地区との較差も増大したことがわか

る。この自地区内近接性については，いずれの年

次でも人口の多い地区ほど高い近接性を示す傾向

が見受けられ，この時期においても人口と密接な

関係にあることがわかる。

　次に，自地区内近接性指数の変化をみる。ここ

でも前節と同様に，近接性指数の差によって考察

を行う。1974年から1980年にかけて近接性指数が

大きく減少したのは盛岡市のみである（第10図一

a）。これは，盛岡市における自地区内のバスの利

便性が低下したというより，他の地区の利便性が

上昇したことによると考えられる。近接性指数の

a）1974－1980年
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b）1980一ユ985隼
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　近接性指数増減量
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第10図　自地区＝内近接性指数の変化

aはユ980年の近接性指数から！974年の近接性指数を引いたもの。

bは1985年の近接性指数から1980年の近接性指数を引いたもの。
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増加がみられたのは，宮古，釜石，一関など岩手

県縁辺部に位置する地区であり，そのほとんどは

市を含むものである。このことから盛岡市以外の

市を含む地区におけるバス交通の利便性の上昇

が，盛岡巾の地位を低下させたことがわかる。ま

た，第6図で1974年から1980年にかけて自地区内

トリップの比率が上昇したのも，盛岡市以外の市

を含む地区における利便性の増大が原因であると

考えられる。

　1980年から1985年にかけての変化をみると（第

10図一b），近接性指数が大きく減少したのは，

宮古，釜石，安代の3地区である。特に，宮古と

釜石は海岸部の中心的な地区であり，1980年まで

高い近接性指数を有していたことから，内陸部に

対する海岸部の相対的な地位の低下がうかがえ

る。大きな増加を示す地区は存在しないが，東北

本線の沿線やその周辺地区が相対的地位を上昇さ

せている。これによって，内陸部の地区と海岸部

の地区との較差の拡大が明らかになった。各社の

輸送実績表により路線ごとの流動量をみると，国

鉄の駅にアクセスするバス路線の流動量の増加

が，東北本線沿線地区における近接性を増大させ

ていることがわかる。これは，東北新幹線が開通

したことにより，内陸部における駅の重要性が増

加したことを示すものと考えられる。

V　おわりに

　本研究は，岩手県全域を事例として，バス交通

の変化を明らかにすることを目的とした。分析対

象年次は1974年，1980年，1985年の3年次である。

1974年は第1次オイルショックの翌年，1980年は

第2次オイルショックの翌年，1985年は東北新幹

線開通の3年後であり，これらの社会・経済的変

化がバス交通における近接性の変化に反映される

と考えた。

　！974年における地区問近接性をみると，盛岡市

以南の東北本線沿線地区と海岸部の地区が高い近

接性指数を示す。大きな流動を取り上げると，内

陸部と海岸部に2つの結節地域が形成される。自

地区内近接性をみると，盛岡市以南の東北本線沿

線と海岸部の市を含む地区が高い近接性指数を示

す。そのうち，東北本線沿線では盛岡市が，海岸

部では釜石が特に高い値を示す。

　1980年におけるバス交通の地区間トリップ数と

自地区内トリップ数の比率をみると，1974年に比

べ走行距離が少なく乗車効率の良い自地区内流動

の割合が増加している。地区間近接性をみると，。

盛岡市以南の東北本線沿線地区と海岸部の地区の

他に海岸部の宮古と釜石が高い利便性を示す。大

きな流動をみると，1974年のような広範囲にわた

る結節地域はみられず，小規模なものが，いくつ

か存在するだけである。一方，自地区内近接性は，

市を含む地区の近接性が上昇し，町村からなる地

区との差を広げている。

　1985年における地区間トリップ数と自地区内ト

リップ数の比率は，王980年に比べて地区問流動の

割合が増加している。地区問近接性をみると，海

岸部の地区の近接性指数が低下しており，高い値

を示すのは盛岡市以南の東北本線沿線地区と盛岡

市の周辺地区のみである。大きな流動は，海岸部

にはみられず，東北本線の沿線のみに現れる。自

地区内近接性をみると，盛岡市以南の東北本線沿

線地区と海岸部の地区が高い近接性指数を有し，

海岸部の地区は著しく値を低下させている。近接

性が増加しているのは東北本線沿線の地区であ

り，市を含む地区と町村からなる地区とのバス交

通の利便性の差は，さらに広がっている。

　以上の結果を要約すると次のようになる。①

第1次オイルショックの翌年である1974年には，

盛岡市以南の内陸盆地の地区と海岸部の地区が，

バス交通の高い利便性を有していた。②第2次

オイルショックの翌年である1980年には，距離の

長い地区問流動が減少し，自地区内での流動が増

加した。この増加は市を含む地区で著しく，その

結果，市を含む地区と町村からなる地区とのバス

交通の利便性の差は拡大した。③東北新幹線開

通の3年後である1985年には，海岸部の地区の近

接性が著しく低下し，大きな近接性をもつ地区は

盛岡市の周辺と，東北新幹線の沿線にのみ存在す

るようになった。また，市を含む地区と町村から
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なる地区との利便性の差は，さらに広がった。

　本研究はバス交通のみを取り上げ，その変化を

岩手県全体で概観したものにとどまる。しかし，

バス交通は本来鉄道交通と補完しあって地域公共

旅客輸送を行うものであり，その意味では，両者

をあわせて扱うことが望ましい。今後はバス交通

と鉄道交通をあわせて岩手県における公共旅客交

通の変化を明らかにすることを課題としたい。

　本稿を作成するにあたり，奥野隆史先生，佐々木博先生，斎藤　功先生，手塚　章先生，村山祐司先生

をはじめとする筑波大学地球科学系の先生方に終始御指導を賜りました。現地調査の際には，岩手県バス

協会，岩手県交通株式会杜運輸部輸送課ならびに岩手県北自動車株式会社営業部営業課の皆様に多大な御

協力をいただきました。また，岩手県バス協会の曽根司男専務理事からは貴重な御助言をいただきました。

記して厚く御礼申し上げます。
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