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公共交通ネットワークによる新潟県の近接空間

橋本　雄一

I　昌的と方法

　近接性は，任意の地区から他地区への近づきや

すさの程度を示したものである。本研究では，公

共交通によって，任意の地区から他地区へ，1日

に移動可能な機会数を，近接性の指標とする。こ

れは本研究が，地区間結合の程度を，利用者にとっ

ての公共交通の利便性によって表現するためであ

る。この移動機会数から測定される近接性によっ

て近接空間の画定を行い，その変化を明らかにす

ることが本研究の目的である。なお，ここでいう

近接空間とは，事例地域内の部分地域が高い近接

性によって機能的に関連し，まとまった組織を構

成したものを指す。

　近接空間を抽出するための分析手法としては準

3相因子分析法（quasithree－modefactor
ana1ysis）1）を採用する。準3相因子分析法のモデ

ルは，Tucker2）の3相因子分析モデルの項を減

らしたものであり，式（1）のように表される。

似＝ΣΣα｛、、、り。9、，枇　　　　　（1）

ただし，伽はデータ行列，α｛，，，，わ〃は因子負荷量，

g，，，〃はコア行列の得点である。このモデルは，3

元すべてを因子化するのではないため，本研究の

ように，少数年次間で因子構造の変化をみるのに

有効である。この準3相因子分析法の適用手順に

ついては次章で述べる。

皿　準3相因子分析の手順

本研究で扱う近接性データは，地区×地区×年

次という3元データであり，年次后における地区

づと地区ブとの近接性を伽とする。データの基準

化は，地区ごとの二乗和が1．00に統一されるよう

に行う。基準化した近接性データ伽は，次式（2）

で与えられる。

句唐㍉左／（Σκ2カ由）1／2（1≠川制　（2）

ただし，｛＝1，2，…，〃；プ＝！，2、…，パ后＝1，…，

亡；〃は地区総数（〃＝33），亡は年次数（f＝2）で

ある。このように，年次間の絶対量の変動を分析

対象からはずすことにより，因子構造の変化と各

地区の相対的地位の変化をみることができる。

　本研究で用いる準3相因子分析の適用手順は第

ユ図に示した通りである。まず，基準化した3元

データから，行に地区，列に地区×年次を配した

〃行〃×玄列の行列〃1を作成し，これを入カデー

タとして，因子負荷量炉1を求める。因子数の決

定は，入カデータの各列について標準偏差を算出

して平均値を求め，固有値がそれ以上の値をもつ

因子を採用する。なお解釈を容易にするため抽出

された因子については，直交バリマックス回転を

施す。さらに，因子得点を算出するためのウェイ

ト行列W1を次式（3）により求める。

　W1二炉W1（恢1炉1）…1　　　　　　　　（3）

このウェイト行列W1を，基準化したデータ行列

〃1に乗じることにより，因子得点81を求める。

　次に，基準化した3元データから，行に発地区

×年次，列に着地区を配した〃×τ行〃列の行列

〃2を作成する。この行列を入カデータとして，
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第1図
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準3相因子分析の適用手順

｛及びプは発着地区，㎜およびρは発着地

区因子を表す。

因子負荷量炉2を求める。なお，因子数の決定は，

前と同様の方法で行う。また，抽出された因子に

ついては，直交バリマックス回転を施す。

　上記の操作によって得られた因子得点行列51

と因子負荷量行列炉2において，任意の因子で高

い値を示す地区群は，2年次を通じて類似した近

接性パターンをもつものとして理解される。その

ため因子問の関連度を示すコア行列は，各因子で

説明される地区群の間の近接性を表現する。

　コア行列の要素は，式（！）で示される村上の

因子モデルのg，，，舛に相当し，その算出方法は次の

通りである。まず，因子負荷量行列炉2から因子

得点の算出を行う。因子得点を算出するための

ウェイト行列W2は次式（4）によって得られる。

　W。＝押。（‘亙。炉。）■ユ　　　　（4）

因子得点82は，基準化したデータ行列〃2にウェ

イト行列W2を乗じることにより求められる。

　次に，因子得点行列82の要素を並べかえ，行

に地区因子×年次，列に地区を配した行列83を

作成する。この行列S3と因子得点行列81の積が，

本分析におけるコア行列cである。

C＝∫331 （5）

このコア行列において高い得点を有する地区因子

間には高い近接性が存在すると考えられる。そこ

で本研究では，高い近接性によって結びついた地

区群の組み合わせを近接空間と考える。

皿　資料および入カデータ

　公共交通流動では，ユ回のトリップで複数の地

区問結合が作り出される。これは，バスも鉄道も

1回のトリップの途中で停車し，乗客はその場所

で乗降が可能であることから，駅あるいは停留所

が存在する地区がすべて発着地となるためであ

る。それゆえ，本研究では駅あるいは停留所を考

慮し，実際の地区間の結合関係を表すデータを用

いて分析を行う。なお，このデータは，2地区問

の近づきやすさを表現したものであるため，以後，

近接性データ3）と呼ぶ。

　本研究では，公共交通機関としてバス4），鉄

道5）およびフェリー6）を取り上げる。バス交通に

ついての資料としては，路線ごとの運行本数を記

した資料が必要であるため，各バス会社の時刻表

を用いる7）。鉄道交通，JRバス，佐渡汽船，粟島

汽船についての資料は，日本交通公社発行の『時
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刻表』（1980年10月号，1990年10月号）を用いる。

　分析を行うための単位とした地区は，道路交通

センサスにおける「集約市区町村単位」である（第

2図）。これは，いくつかの市町村をまとめて新

たな地区を設定したものであり，新潟県は33地区

に分けられる。分析対象年次は，1980年と1990年

である。上越新幹線が1981年に新潟～上野間で暫

定開業し，関越自動車道がユ985年に全線開通して

いることから，これらの年次で比較することに

よって，その影響についても検討することができ

る。

　本研究では，！980年と1990年の2年次について，

33地区×33地区の近接性データを作成した。これ

は，方向性を有しないデータであるが，任意の2

地区間を移動する際の公共交通の利便性を表して

いる。なお，公共交通の路線は，利用者の乗換を

前提として計画されるため，部分地域聞の問接的
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第2図　研究対象地域

1村上，2新潟．3新発田，4豊栄市，5水原，6新津市，7自根，
8巻，9津川，l〇五泉，11加茂，12下日］村，王3三条，14吉臥
15長閥，16見附，17栃尾市，ユ8小出，玉9小千谷，2C和島。21

西山，22柏崎，23＋日町，24津南，25六日町，26湯沢・27柿
崎，28浦川原，29上越市，30新井，31妙高，32糸魚川，33佐
渡

連結をも考慮する必要がある。乗換を考慮した間

接的連結を含む近接性行列は以下のようにして作

成する。まず，2路線のバス・鉄道を利用した場

合の近接性を算出する。地区ヵ問について，1

路線のバス・鉄道・フェリーを利用した場合の近

接性を々，2路線のバス・鉄道・フユリーを利用

した場合の近接性を約とおくと，

乃≠Oのとき，約＝ん
　　　　　　　　　　　　　　　（6）
ん＝0のとき，

　約＝m・・lmi・（ん∫砂）1×ω。
　　　　占　　　　　　｝

　　（｛≠り≠た；后＝1，2，3，…，33；ω戸0．50）

ただし，ω2は2路線のバス・鉄道・フェリーを

利用した場合のウェイト値である。ウェイト値に

よる加重は，問接流による近接性に対して乗換の

摩擦を付加するためのものであり，本研究では利

用路線数の逆数を用いる。

　さらに，3路線のバス・鉄道・フェリーを利用

した場合の近接性を～とおくと，

　　　約≠Oのとき，　～；約
　
｛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
　　　的＝Oのとき，

　　　　ん戸m・・lmi・（9｛｛）1×ω。
　　　　　　　廿　　　　山
　　　　（づ≠り≠后；后＝1，2，3，…，33；〃3・＝O．33）

ただし，ω3は3路線のバス・鉄道・フェリーを

利用した場合のウェイト値である。

　以下同様の操作を，近接性行列の要素がすべて

ゼロ以外の数値をとるまで繰り返し，研究対象地

域のすべての地区間について，公共交通で移動す

る場合の近接性を算出する8）。以上の手法で作成

された行列により分析を行う。なお，分析に際し

ては，自地区内に関する値をゼロとしたデータを

用いる。

w　新潟県における近接空間

　M－1　因子得点行列∫1にみられる主要発着

　　　　　地区群

　因子得点行列∫1を求め，得点が2．OO以上の地

区を示したのが第ユ表である。本分析では，14因

子が抽出され全分散の90．39％が説明された。
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第1表 因子得点行列s7にみられる主要発着地区群

第1因子（47．95％） 第6因子（2．99％） 第11因子（1．95％）

2新潟　　4．77 27柿崎　　5．09 25六日町　5．27

第2因子（9．64％） 第7因子（2．80％） 第12因子（1．82％）

15長岡　　　5．18 ！9小千谷　4．87

第3因子（6．03％） 第8因子（2．43％）

13三条　　4，34
8巻　　　2．03

第13因子（1．68％）

29上越市　　5．49 26　言易主尺　　　　　5．18

5水原　　4．25
第4因子（雀．07％） 第9因子（2．31％）

第14因子（1．54％）

23＋日町　　4．35
18ノト出　　　3．37

22柏崎　　5．48
30新井　　5．48

第10因子（2．13％）

第5因子（3．05％）

3　新発田　4．71
14吉田　　4，81
7自ネ艮　　　2．01

因子得点2．00以上の地区のみ記載。

括弧の数値は各因子の分散説明率。

地区名の左側に記した地区番号は第2図に対応。

　14因子のうち！！因子は，1地区のみが2．O以上

の得点をもつ9）。また，残りの3因子も2地区の

みが2．O以上の得点をもつ。これによって，新潟

県における近接空閻が，工地区あるいは2地区を

核として構成されていることがわかる。

　上位3因子で説明されるのは，新潟，長岡，上

越市であり，これらは下越地方，中越地方，上越

地方の中心にあたる。3因子の分散説明率の合計

は63．62％であり，これによって，新潟県におけ

る近接空間は，1980年も1990年も下越地方，中越

地方，上越地方ごとに構成されていることがわか

る。また，それは新潟，長岡，上越市といった主

要地区を単一の核とするものであることもわか

る。

　第5因子，第王O因子，第12因子，第13因子で高

い得点を有する地区は，新潟を取り囲むように分

布しており，分散説明量の合計は！0．34％である。

上記因子が抽出されたことは，新潟周辺で複雑な

近接性パターンがみられることを示唆しており，

これによって，新潟を中心とする近接空間にセク

ター1生が存在することがわかる。

　第4因子，第7因子，第8因子，第11因子は六

日町盆地や十日町盆地に位置する地区を説明す

る。これらの地区は上越線，飯山線，只見線沿線

にあり，分散説明率の合計は11．25％である。上

記因子で説明される地区は，互いに異なる近接性

パターンを有しており，それは鉄道網や道路網の

形態に規定されている。長岡以南の信越本線沿線

地区を説明する第6因子と第9因子も同様であ

り，説明率の小さな因子は，鉄道網や道路網が大

きく影響した近接性パターンをもつ地区を説明す

るものと考えられる。

　M－2　因子負荷量行列沢2にみられる主要発

　　　　　着地区群

　因子負荷量行列灰2を求め，負荷量がO．50以上

の地区を示したのが第2表である玉o）。本分析で

は，5因子が抽出され，全分散の70．ユ8％が説明

された。5因子は，いずれも複数の地区が高い負

荷量を有しており，これらの地区は，前節の分析

の結果として得られた地区に対応して近接空間を

構成する発着地区群を示す。

　第！因子は47．73％の分散説明量をもつ。この

因子では，新潟を除く下越地方の地区が高い負荷

量を有しており，中でも，新潟周辺の地区が特に

高い負荷量をもつ。第2因子は9．52％の分散説明

量をもち，長岡を除く中越地方の地区が高い負荷

量を示す。第3因子は6．17％の分散説明率をもち，

一42一



第2表

第1因子　（47．73％）

因子負荷量行列らにみられる主要発着地区群

　　　　第2因子（9．52％）　　　第3因子 （6．17％）

3新発田

6新津市

7白根
4豊栄市

33佐渡

9津川
5水原
10五泉
14吉田
8巻

11加茂
ユ村上

13三条
12下田村
17栃尾市

O．87

0，85

0，81

0，80

0，76

0，75

0，74

0，72

0，67

0．62
0157

0，55

0，53

0，52

0．50

16見附
19小千谷
17栃尾市
20和島
！8小出

22柏崎
21西山
12下田村

O．79

0，79

0，74

0，60

0，59

0，59

0，57

0．56

28浦川原
32糸魚川
27柿崎
29上越市
30新井
31妙高

O．88

0．86
0180

0，64
0，6工

O．52

第4因子　（3．67％）

26湯沢　　O．78
24津南　　　0．64
23＋日町　　0．56
25六日町　　O．54

第5因子（3．09％）

2新潟　　　0，70
1村上　　　O．62

因子負荷量O．50以上の地区のみ記載。

地区名の左側に記した地区番号は第2図に対応。

括弧の数値は各因子の分散説明率。

上越地方の地区が高い因子負荷量を有する。これ

ら3因子によって，上越地方，申越地方，下越地

方のほとんどの地区が説明されることから，新潟

県における近接空間は，1980年も1990年も下越地

方，中越地方，上越地方ごとに構成されているこ

とがわかる。

　第4因子は，六日町盆地や十日町盆地に位置す

る4地区が高い因子負荷量をもち，全分散の

3．67％を説明する。また，第5因子は新潟と村上

の2地区のみが高い負荷量をもち，全分散の

3．09％を説明する。第4因子で説明される4地区

は，上越線および飯山線沿線に，独自の近接空間

が構成されていることを示している。

　M－3　1980年および1990年における近接空聞

　第3表に示したコア行列Cは，因子得点行列

81と因子負荷量行列亙2で説明される発着地区群

の間の近接性を表している。このコア行列におい

て，高い値を示す因子の組み合わせを取り上げ，

近接空間の画定を行う。

　本分析では，第3表でO．400以上の値を示す因

子の組み合わせを取り上げ，これを各年次におけ

る主要な近接空間とする。なお，因子得点行列

81においては，2．OO以上の得点を有する地区で，

各因宇を代表させる。また，因子負荷量行列炉2

においては，O．50以上の負荷量を有する地区で，

各因子を代表させる。これらの行列には，大きな

負の因子負荷量および因子得点が含まれないた

め，正の値のみ取り上げる。第3図と第4図は，

これらの地区を線で結ぶことにより，近接空間を

表現したものである。

　1980年における，主要な近接空間は7つ存在す

る（第3図）。最も広範囲の近接空間は，新潟と

その周辺地区とが結合して構成されるものであ

り，下越地方全体がこの近接空間に含まれる。次

いで，長岡とその周辺地区，および上越市とその

周辺地区が広範囲な近接空間を構成する。これら

は，いずれも下越地方，中越地方，上越地方のほ

とんどの地区が含まれるほど大規模なものであ

る。なお，その形態は，新潟，長岡，上越市といっ

た主要地区を単一の核として，多くの周辺地区が

結びついたものであり，単純な結合状態を示して

いる。

　上記以外の主要な近接空間としては，新発田を

中心に新潟と村上が結合したもの，新井を核とし

て上越地方の各地区が結合したもの，六日町ある
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第3表 コア行列Cの2次元的表現

行列戸2で説明される因子

1980年

1 2 3 4 5

1 0．928 O．016 0．OOユ 一〇．091 一〇．213

行 2 O．024 O．951 一〇．060 一〇．043 一0．243

列 3 一〇．Oユ4 一〇．076 0．959 一0．069 一〇．100

sフ 4 一〇．026 O．136 O．02雀 O，399 一〇．016

で 5 O．002 一〇．045 一0．037 一010ユユ O．872

説 6 一〇．066 O．王85 O．263 一〇．031 O．230

明 7 O．045 O．王99 一0，OユO O．248 一〇．155

さ 8 O．049 一〇．063 一0．Oユ0 O．403 一〇．012

れ 9 一〇．153 O．313 O．ユ03 一〇．O02 O，225

る 10 01053 一0，099 一〇．0雀9 0．240 0．354

因 l
l

O．027 一〇．299 一〇．12ユ 01737 一〇．028

子 12 O．195 O．171 一〇．029 O．046 一0．229

13 O．205 一〇．069 一0．O06 O．059 O．016

14 一〇．ユ20 一〇．020 O．414 一〇．015 O．098

行列戸2で説明される因子
ユ990年

1 2 3 4 5

1 O．959 O．079 O．123 0，029 0．309

行 2 一〇．097 O，790 O．041 一〇．034 O．242

列 3 O．035 01011 O．6！8 O．032 一0111雀

s1 4 ’O．076 0．060 O．088 O．757 一0．032

で 5 0．025 0．047 0．03ユ 0．041 O．597

説 6 一〇．047 一〇．118 O．562 O，079 O．003

明 7 O．056 O．225 O．024 O．346 一0．149

さ 8 一0．039 O．157 O．062 O．377 一〇．017

れ 9 01039 O．102 O．ユ05 O．136 O．132

る 10 O．040 一0．017 一〇．036 O．268 O，269

因 1
1

0103ユ O，05在 O．188 O．089 一0．075

子 12 O．ユ06 O．060 0．017 一〇．052 O．186

13 O．132 一〇．051 O．061 O．015 0，058

14 一〇．035 一0．088 一〇．060 O．O07 O．111

ゴチック体の数字は因子番号を表す。

いは湯沢を核として六日町盆地や十日町盆地に位

置する4地区が結びついたものが存在する。これ

らは，前述した3つの近接空間に比して小規模で

あり，県内においては副次的な近接空問と考えら

れる。

　！990年における主要な近接空間は6つ存在する

（第4図）。そのうち，新潟とその周辺地区，長

岡とその周辺地区，および上越市とその周辺地区

は，1980年と同様に近接空間を構成する。そのた

め，1990年においても，新潟県における大規模な

近接空問は，下越地方，中越地方，上越地方の各

地区が新潟，長岡，上越市を単一の核として結合

することにより構成されていることがわかる。こ

れらの近接空間について，コア行列の得点をみる

と，下越地方は1980年から！990年にかけて得点が

増加しており，新潟に対する新潟周辺地区の近接

性が上昇したことがわかる。一方，申越地方と上

越地方の近接空聞は得点が減少している。これは，

中越地方や上越地方の各地区が新潟に対して近接

性を高めたためであり，それによって，長岡や上

越市に対してその周辺地区がもつ近接性が相対的

に低下したと考えられる。
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【第m因子一第n因子〕

m：行列31における因子

n：行列んにおける因子

O：行列81において2．OO以上の

　　因子得点をもつ発着地区

囲：行列んにおいてO．50以上の

　因子負荷量をもつ発着地区

第3図 1980年における近接空間

　上記以外の主要な近接空間としては，新発田を

中心に新潟と村上が結合したもの，柿崎を核とし

て上越地方の各地区が結合したもの，小出および

十日町を核として六日町盆地や十日町盆地に位置

する地区が結びついたものが存在する。これらは，

小規模な近接空間であり，県内においては副次的

な近接空問と考えられる。六日町盆地や十日町盆

地に位置する地区は，1980年には2つの近接空間

を構成していたが，！990年には1つにまとまって

いる。これは，上越新幹線や関越自動車道の開通

にともなう公共交通網の再編成の影響と考えられ

る。

V　おわりに

　本研究では，準3相因子分析法を適用して，公

共交通により形成される近接空間を明らかにし

た。分析の最終的な結果として得られるコア行列

は，より縮約したかたちで因子変化を記述するこ

とができ，年次間の比較が可能である。そのため，

1980年から1990年にかけての近接空間の変化につ

いても検討を行った。

　分析の結果，！980年においても，1990年におい

ても，3つの大規模な近接空間が抽出できた。こ

れらは，新潟とその周辺地区，長岡とその周辺地
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第4図

【第m因子一第n因子〕

m1行列山における因子

n：行列■2における因子

O：行列31において2．00以上の

　　因子得点をもつ発着地区

働：行列んにおいてO・50以上の

　因子負荷量をもつ発着地区

1990年における近接空間

区，上越市とその周辺地区から構成されており，

いずれも下越地方，中越地方，上越地方のほとん

どの地区が含まれるほど広範囲なものであるた

め，新潟県における基本的な近接空間と考えられ

る。なお，その形態は，多くの地区が，新潟，長

岡，上越市を単一の核とした組織を構成したもの

であり，単純な結合状態を呈していることが特徴

として上げられ糺また，下越地方の各地区は近

接空間の核心地区である新潟との近接性を高めて

いるのに対し，中越地方および上越地方の各地区

は長岡や上越市との近接性を相対的に低下させて

いた。これは，新潟への近接性が，県内のいずれ

の地区でも上昇したことによるものであり，その

原因として，上越新幹線や関越自動車道の開通に

ともなう公共交通網の再編成の影響が考えられ

る。

　上記以外の主要な近接空間は、！980年には4つ，

1990年には3つ存在する。これらは，いずれも小

規模であり，県内においては副次的な近接空間と

考えられる。なお，六日町盆地や十日町盆地に位

置する地区は，1980年には2つの近接空間を構成

していたが，1990年には1つにまとまる。これに

ついても，上越新幹線や関越自動車道の開通にと

もなう公共交通網の再編成が原因と考えられる。
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　本分析で用いた準3相因子分析法は，3元デー

タを因子分析法によって縮約するものであるが，

その結果は，階層性をもった近接空間の一断面を

反映したものに過ぎない。今後は，階層性をも考

慮した近接空間の分析手法を開発することが課題

となろう。

　本稿作成にあたっては，奥野隆史教授，佐々木博教授，斎藤　功教授をはじめとする筑波大学地球科学

系の諸先生方から終始御指導をいただきました。現地調査の際には，新潟県バス協会，新潟交通株式会社，

越後交通株式会杜，頸城自動車株式会社，蒲原鉄道交通株式会社，川中島バス株式会杜の皆様に多大な御

協力をいただきました。ここに記して厚く感謝いたします。
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