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abstract  
This paper empirically analyzes the relationship between the geographic distribution of the elderly in Urayasu-shi and 
the accessibility of medical and commercial facilities for the elderly. First, under the assumption that population 
distribution is proportional to accessibility, we estimate how the accessibility changes as the distances to the facilities 
change. Second, it is shown that the accessibility for the elderly is more related to road distance than to direct distance, 
and decreases drastically as the road distances are larger. By extension, it implies that elderly people actually live 
closer to medical and commercial facilities than overall population do. Last, we conclude with future work. 
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1. はじめに 

 我が国では、急速な勢いで高齢化が進行しており、そ

れに起因して、解決すべき様々な問題が生じている。一

般に、加齢に伴って移動が困難となるが、都市計画・建

築分野においては、これに伴って発生する現象や問題を

明らかにし、将来の物的都市空間を考えていく必要があ

るだろう。 
 まず、建築単体スケールの空間について考えてみよう。

すると、一つには、個人の住居においては、階段・廊下・

浴室などを、段差に配慮してどのように設計するかとい

う問題がある 1)。また、住居以外の建築物においても、出

入りや上下移動の円滑化を図ることは言うまでもない。

これに関しては、ハートビル法や交通バリアフリー法の

施行・改正などより、状況の改善が進んできている 2)。 
 次に、日常生活圏など、より広い空間的スケールを考

えてみよう。アンケート調査 3) によると、高齢者の50.3%
が「毎日外出する」、41.2%が「ときどき外出する」と回

答している。なお、そうした外出の目的地については、

62.2%が「商店・スーパーマーケット」、40.9%が「病院・

診療所」と回答している。そして、これらのパーセンテ

ージは、約 5 年前の同様の調査 4) よりも大きくなってい

る。一方で、やはり先のアンケート調査 3)  によると、地

域に関する不満のうちの第一は、「医院や病院への通院に

不便」、それについで「日常の買い物に不便」が挙げられ

ている。こうした調査結果より、高齢社会の進展する今

後の都市空間において、高齢者の商業・医療施設への十

分なアクセシビリティの重要性が唱えられることが多い。 
 既存研究を振り返ってみると、住居、各種施設、およ

び、それらの間の距離や移動環境の変化に応じて、高齢

者のアクセシビリティや外出行動がどのような影響を受

けるかを分析した事例が多く見受けられる。例えば、高

齢者の通院活動に要する所要時間や時空間プリズム内で

の通院可能性に対し、公共バス路線・本数や病院の移転

が与える影響などを分析したものがある 5)。また、その分

析の一部において、公園や百貨店の利用率とそこへ至る

交通手段・所要時間との関連性を示した研究もある 6)。熊

本市を対象とした一連の研究では、高齢者の外出行動に

対して歩行環境、公共交通、施設密度、移動障壁などが

影響を及ぼすことが示されている 7),8),9),10)。千葉県松戸市

を対象とした研究では 11)、余暇外出行動に関し、外出目

的、外出先施設タイプ、自宅と施設間の距離、外出手段

の関連が分析されている。 
 一般に、アクセシビリティは、居住地選択や施設立地・

配置に関わり、多かれ少なかれ、これにしたがって現実

の都市空間は形成されていると考えられる 12)。だとすれ

ば、高齢者のアクセシビリティとその人口分布との関わ

り合いを分析することは、高齢化の進む今後における都

市空間を考える上で、重要と考えられる。しかしながら、

こうした分析は少ない。 
千葉県市川市を対象とした研究 13)では、転居を行った

高齢者を対象とし、転居理由についてのアンケートを行

っている。そして、その転居理由と転居前後における自

宅から最近隣の施設までの変化を分析している。その結

果、買い物に対する利便性を転居理由として挙げた回答

者は、そうでない回答者と比較したとき、商業中心地に

有意に近づくことを示している。また、同様に、医療機

関への利便性を転居理由として挙げた回答者は、循環器

科医院に有意に近づくことを示している。しかしながら、

この研究では、住居と施設間の距離や経路に応じて決ま

るアクセシビリティと高齢者の居住パターン（すなわち、

人口分布）がどのように関係するかということは示され

ていない。 
 こうした研究が少ない理由の一つには、空間的に詳細

な人口分布データの入手可能性が低かったということが

考えられる。ここで、なぜ詳細な人口データが必要か考

えてみよう。 
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高齢者は、移動の手段として徒歩を用いることが多い
4)。すると、徒歩圏内においては、施設への距離が数十メ

ートル異なるだけでも、アクセシビリティも少なからず

変化すると考えられる。さらにそうすると、アクセシビ

リティと居住パターンとの関係を調べるためには、かな

り空間的に詳細な人口分布データが必要となる。しかし

ながら、そうしたデータは、現在もそれほど容易には入

手しづらく、ましてや、それ以前での入手可能性は低か

った。 
 なお、詳細な人口分布データが得られたとしても、そ

れとアクセシビリティの関係をどのように分析するかと

いう問題がある。これに対しては、Kullback-Leibler 情

報量 14)（以下、K-L 情報量）によって、人口分布とアク

セシビリティの比例関係の強さを指標化し、同時に、ア

クセシビリティと距離の関係を導く分析方法が提案され

ている 15)。 
 以上のような背景、および、既存研究を受けて、この

論文では、国勢調査基本単位区毎に集計された年齢階級

別人口データを用い、千葉県浦安市を対象として、商業・

医療施設へのアクセシビリティと高齢者の居住パターン

の関係を、K-L 情報量を用いる分析方法によって、実証

的に分析する。なお、比較のために、人口分布について

は、分析対象地区内の全居住者も分析対象に含める。さ

らに、3.1節においてのみ、人口分布については、年少者

（0～14歳）、施設については、小学校も分析対象に含め

る。 
 
2. 分析対象地区、データ、および、分析方法 

2.1 分析対象地区 

分析対象地区は、浦安市の中でも、比較的人口密度の高

い海楽（1,2丁目）、今川（1～3丁目）、東野（1～3丁目）、

当代島（1～3 丁目）、入船（1～6 丁目）、猫実（1～5 丁

目）、美浜（1～5 丁目）、富岡（1～4 丁目）、富士見（1
～3丁目）、弁天（1～4丁目） とした（図1）。 
 この地区の道路ネットワークについて見ると、図 1(a)
から分かるように、この地区内での道路網は、基本的に

グリッドパターンになっており、また、東西軸、南北軸

にほぼ45度で交わる。 
 なお、以下では、東西軸をx 軸、南北軸をy 軸とする。 
 

2.2 人口データ 

 この研究では、「平成12年度国勢調査 基本単位区別集

計 千葉県」を用いた。このデータでは、各調査単位区に、

5 歳階級毎の人口が集計されており、また、代表点の緯

度・経度が与えられている。ただし、単位区の境界は与

えられていない。そこで、この論文では、以下のような

処理を行った。まず、代表点の位置を公共測量座標系に

変換した。次に、変換された代表点を母点としたボロノ

イ図を作成し、各ボロノイ領域の面積を用いて、単位区

毎の人口密度を推定した。 
 図 2 は、高齢者および全居住者の人口密度を、コロプ

レス表示した結果である。 
 

 
図1 分析対象地区、および、その内部の道路網と施設分布 

 

 
図2 高齢者および全居住者の人口密度 

 
2.3 施設位置データ 

浦安市内における各種施設に関しては、それらを幾つ

かのカテゴリに分類し、住所などをリスト化した冊子「浦

安カタログ」がある。この2003年度版 16) を用い、医療

施設としては「総合病院」、「病院」、「内科・小児科」を

抽出した（ただし、病院名に「こどもクリニック」など

と付けられているなど、明らかに小児科専門医院と思わ
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れるものは除外した）。ちなみに、「内科・小児科」に含

まれているものの多くは、循環器科、胃腸科などの他診

療科も兼ねている。この後、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、

公共測量座標系における座標値を取得した。 
 商業施設については、日常の買い物先と考えられる「ス

ーパーマーケット」に含まれるものを全て抽出し、医療

施設と同様に、アドレスマッチングを行った。 
 小学校についても、アドレスマッチングによってデー

タを作成した。 
 これら三種類の施設の位置は、図1(b)の通りである。 
 
2.4 分析方法 

 K-L 情報量を用いてアクセシビリティと人口分布の適

合度を調べる分析方法 15) の概略は、以下のようなもので

ある。 
 まず、アクセシビリティは、施設からの距離に応じて

指数関数的に減衰するものとする。次に、人口分布とア

クセシビリティ分布が適合する度合いを、K-L 情報量を

用いて評価するものとする。そして、アクセシビリティ

が距離に応じて減衰する程度を表すパラメータは、二つ

の分布が最も適合するように推定する。以下、その詳細

を述べることにしよう。 
 基本単位区i（ Ni ,...,2,1= ）の代表点 ix を母点とす

るボロノイ領域を iV とする。また、 iV の面積を iS とす

る。さらに、この単位区i で集計された人口（総人口、あ

るいは、ある特定の年齢階級に属する人口）を iP とする。 
 今、地点 jy に一つの施設 j （ nj ,...,2,1= ）がある

とする。また、二地点x , 'x 間の距離を )',( xxD と書く

ことにする。そして、この一つの施設 j に対するアクセ

シビリティ )(xjA は、 

)),(exp()( jj DCA yxx α−= , (Cは定数), (1) 

とする。このとき、地点x において、この種類の施設全

体に対するアクセシビリティは、 

∑
=
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n
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jDC

1
)),(exp( yxα , (2) 

と表される。 
 ここで、各 iV の内部においては、アクセシビリティは

一定であるとする。また、 iV をそれぞれの母点 ix で代表

させる。そして、式(2)を分析対象地区全体に渡って積分

したものが1となるようCを定めると、 iV 内の任意の点

のアクセシビリティ ia は、 
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となる。なお、この式で定義される ia を「基準化アクセ

シビリティ」と呼ぶことにする。 
 人口に関しても、同様の基準化を行うことにしよう。

まず、 

∑
=

=
N

i
iPP

1

, (4) 

とする。すると、 iV における基準化された人口密度 ip は、 

iii PSPp = , (5) 

となる。なお、この ip を、以下では、「基準化人口密度」

と呼ぶことにする。 
 以上のようにすると、基準化アクセシビリティの空間

分布と基準化人口密度の空間分布の適合度をK-L情報量

によって表すと、 
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となる。 
 K-L 情報量の理論的最小値は 0 であり、二つの分布が

完全に一致しているとき、この最小値に達する。すると、

ここでは、上の式(6)で定義される値が可能な限り0 に近

くなるように、α を定めることになる。 
 こうして求められるα は、その値が大きいほど、アク

セシビリティは距離の増加に応じて速く減衰することを

意味する。さらに言えば、施設側から見れば利用圏が小

さい、あるいは、利用者側から見れば空間的距離を重視

する、といったことを意味していると考えられる。 
 
3. 浦安市における商業・医療施設へのアクセシビリティ

と高齢者分布パターンの関係の分析 

3.1 ユークリッド距離による分析結果 

 さて、この節からは、浦安市を対象とした分析を実際

に行う。ただし、2.4 節で説明した分析を行うためには、

二地点x , 'x 間の距離 )',( xxD を定義する必要がある。

まず、この節では、 )',( xxD をユークリッド距離としよ

う。すなわち、 ),( yx=x , )','(' yx=x としたとき、 
22 )'()'()',( yyxxD −+−=xx ,  (7) 

とする。 
 このとき、K-L 情報量の最小値を与えるα 、および、

そのときのK-L情報量は、表1のようになった。 
 この表から以下のようなことが分かる。まず第一に、

いずれの人口分布も、この分析で取り上げた施設のうち、

商業施設へのアクセシビリティと最もよく適合する。第

二に、いずれの年齢層にとっても、ここで取り上げた施

設のうち、商業施設に対するα が最も大きい。第三に、

商業施設、医療施設に対するα は、高齢者のものが最大

である。しかも、単に最大となるだけでなく、顕著に大
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きい。第四に、小学校へのアクセシビリティについては、

年少者の人口分布との関係は見られるものの、高齢者、

全居住者との関係は見られない。 
 
表1 ユークリッド距離を用いた場合のK-L情報量の最小値 

α(×104
) K-L情報量 α(×104

) K-L情報量 α(×104
) K-L情報量

高齢者 15.53 0.311836 8.25 0.31959 0 0.335264
全居住者 7.36 0.260996 4.15 0.262725 0 0.268768
年少者 6.25 0.433181 3.55 0.43676 0.97 0.442554

商業施設 医療施設 小学校

 

この四つに関し、年少者人口分布と小学校を分析対象

に含めることで、四番目の結果を得られた。このことは、

一般的に、世帯構成員の年齢層によって、居住パターン

と施設へのアクセシビリティとの関わり方が異なること

を示す。ただ、この論文における中心的テーマは、あく

まで高齢者人口分布と商業・医療施設であることを鑑み、

年少者人口分布と小学校を以後の分析対象から外すこと

にしよう。 
 
3.2 擬ネットワーク距離による分析結果 

 多くの場合、住居から施設への移動は、完全に直線的

ではなく、道路に沿って折れ曲がったものとなる。する

と、アクセシビリティを考える上で、直線距離ではなく、

道路ネットワークを考慮した距離を用いることが望まし

いと考えられる。この節では、その点を踏まえた分析を

行うことにしよう。 
 2.1節で述べたように、分析対象地区における道路ネッ

トワークは、基本的には、グリッドパターンになってお

り、また、東西軸、南北軸にほぼ45度で交わる。このこ

とから、この地区における二地点間を道路に沿って移動

したときの距離は、x,y 軸を 45 度回転させた座標系にお

けるマンハッタン距離 17) によって近似される。そこで、

ここでは、 

,
2222 )'''()'''()''()''(

)',(

yyxxyyxx

D

−+−+−+−

=xx

(8) 
とする。ただし、ここで 

2/)''('' yyxxx +−+= , (9) 

2/)''('' yyxxy +++−= , (10) 

である。 
このように定義される距離を、以下では、「擬ネットワ

ーク距離」と呼ぶことにする（図3）。この擬ネットワー

ク距離を用いたとき、α および K-L 情報量を求めると、

その結果は、表2にあるようになった。 
表 1 と比較したときに、まず、どの種類の施設と人口

分布の組み合わせにおいても、K-L 情報量が小さくなっ

ていることが分かる。また、3.1節同様、高齢者に関する

α が著しいなどの結果が得られる。 

 
図3 擬ネットワーク距離 

 
表2 擬ネットワーク距離を用いた場合のK-L情報量の最小値 

α(×104
) K-L情報量 α(×104

) K-L情報量

高齢者 12.22 0.310582 5.68 0.317558
全居住者 5.63 0.260167 3.01 0.261637

商業施設 医療施設

 
  
 
3.3 擬ネットワーク距離の二乗による分析 

 ここまでの分析では、アクセシビリティを考える上で、

式(1)のような負の指数関数を用いてきたが、他の関数型

も考えられる。 
 その一つとして、距離と施設利用率の関係を把握する

のにしばしば用いられる 

))},({exp()( 2
jj DCA yxx α−= , (11) 

という関数型が考えられる 18)。 
 横軸に施設までの距離をとったグラフを描いてみると、

式(1)は原点に対して凸な曲線となるのに対し、式(11)はS
字型の曲線となる。つまり、式(1)では、施設までの距離

が少し離れるだけでも、アクセシビリティが急減するも

のとしている。一方、式(11)では、施設までのある一定距

離内ではアクセシビリティの減少は緩やかであるが、そ

こからさらに離れると、アクセシビリティは急減するも

のとしている。 

 
図4 アクセシビリティと距離の関係を表す二つの関数型 

 
表3 擬ネットワーク距離の二乗を用いた場合のK-L情報量の最

小値 

α(×108
) K-L情報量 α(×108

) K-L情報量

高齢者 80.90 0.316436 9.41 0.325626
全居住者 5.52 0.265438 5.33 0.26377

商業施設 医療施設

 
 
 この節では、式(1)－(3)と同様の手順によって、式(11)
から基準化アクセシビリティを構成し、分析を行った結

果を見ることにしよう。表 3 は、住居と施設間の距離と
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して擬ネットワーク距離を用い、最小となったK-L情報

量をまとめたものである。すると、表 2 と比べて、いず

れにせよ、K-L情報量は著しく大きくなっている。 
 
3.4 偏在度による分析 

 ここまでの分析においては、基準化人口密度と基準化

アクセシビリティが最大限適合するようにα を定めたと

しても、K-L 情報量は 0 には達しない。このことは、ア

クセシビリティに対して過剰に人口が存在する場所もあ

れば、その逆が生じている場所が存在することを意味す

る。 
 そこで、この節では、「偏在度」という指標 15) を用い

て、どこで基準化人口密度が基準化アクセシビリティを

上回り、どこでその逆が生じているかを検出することに

しよう。 
 iV における偏在度 is は、以下の式で定義される。 

iii aps /= , (12) 

 定義より明らかに、 1>is ならば、基準化人口密度が

基準化アクセシビリティを上回り、 1<is ならば、その

逆を意味する。 
実際に、偏在度を算出し、それを図化した結果を見る

ことにしよう。図 5 は、擬ネットワーク距離を用い、偏

在度が0.5, 1.0, 2.0となった等高線を描いたものである。 
 ここで、偏在度が 2.0 を超えるような領域に着目しよ

う。すると、図 5 においては、商業・医療施設いずれに

ついても偏在度の高いA地区（当代島2丁目を中心とし

た当代島全体）、商業施設に関して高い偏在度を示すB地

区（入船5,6丁目）、周辺と比べて医療施設についての高

い偏在度が顕著なC地区（弁天4丁目を中心とした地区）

が目につく。 

 
図5 偏在度の等高線表示 

 
4. 分析結果の解釈 

 3.1, 3.2, 3.3節それぞれにおいて算出されたK-L情報量

より、人口分布とアクセシビリティが比例するものとす

れば、以下の三つが言えるだろう。まず、第一に、対象

地区内の二地点間の距離は、ユークリッド距離よりも、

（道路距離の近似である）擬ネットワーク距離で考える

方が適切だと言える。第二に、アクセシビリティは、施

設からの距離が 0 から大きくなっていったとき、ある程

度まで一定値を保つのではなく、少しでも 0 から離れる

と急減すると考えられる。第三に、高齢者の施設アクセ

シビリティは、他の年齢層と比較したとき、住居と施設

の間の距離に対して著しく敏感に反応する、と言える。 
 ここで、施設へのアクセシビリティが人口分布を規定

するものとしよう。すると、この仮定から、以下は、多

かれ少なかれ、分析結果の拡大解釈となるが、次の二つ

の考えに達する。第一に、年齢層を問わず、商業施設へ

のアクセシビリティを重視した居住地選択を行うと考え

られる。第二に、高齢者は、商業・医療施設に対する十

分なアクセシビリティを確保できるよう、他の年齢層と

比して、これらの施設に対して顕著に近い位置に居住す

る、と考えられる。 
 この分析において、いずれにしても、K-L 情報量は 0
とはならなかった。このことは、やはりアクセシビリテ

ィから人口分布への因果関係を仮定すると、必ずしも、

商業・医療施設へのアクセシビリティだけでは、現状の

人口分布の説明されない部分があることとなる。特に、

高齢者に関しては、全居住者の場合よりも、K-L 情報量

が小さくならない。すると、次の二つの可能性が考えら

れる。まず第一に、高齢者は、商業・医療施設により近

く居住するとは言え、他の年齢層より、多様な要因が絡

んで居住地が決定されるのではないかと考えられる。第

二に、アクセシビリティに対して、人口が過剰あるいは

過小となっている地区があり、そこでは、その乖離に伴

う問題を有したままとなっているということも考えられ

る。ここで、3.4 節で検出された A,B,C 地区について詳

しく見ていくことにしよう。 
 まず、A地区について見てみよう。浦安市は、1964年

より始められた埋め立てにより形成された新市街地とそ

れ以前からの旧市街地からなる。A 地区および猫実・堀

江は、旧市街地の一部であり、埋め立て以前の居住者が

多く住む。そのため、市内においても、高齢者比率が特

に高い。その結果として、旧市街地全体に渡って偏在度

が 1.0 を上回るが、A 地区は、その中でも著しく偏在度

が高い。実際、旧市街地居住者を対象としたアンケート

結果においては、猫実・堀江などの近隣地区に比べ、買

い物利便性や総合的居住環境に対する不満が高い 19)。 
 次に、B 地区について見てみよう。この地区は、昭和

50年代半ばに住宅地として開発され、その後、多くの居

住者が定住している。こうした経緯により、現在では、

50歳台の居住者に偏った人口構成となっている。そのた

め、今後10年程度の間に、地区内での高齢化が急激に進

むと予想される。やはり、居住者に対するアンケート 19)

によると、この地区を含む入船全体では、居住環境全般

に関する不満は低い。むしろ、高い満足度を示している。

しかしながら、近隣の美浜地区と比べたとき、住宅自体

- 49 -



（社）日本都市計画学会 都市計画報告集 No. 4 2005 年11 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No. 4, November, 2005 

 

 

に対する満足率は高いが、買い物利便性・道路などの移

動環境に関して低い満足度を示している。 
 最後に、C 地区について見てみよう。この地区も昭和

50 年代より開発された戸建て住宅団地である。そして、

B地区と同様、50歳台の居住者が顕著に多い。筆者の現

地観察に基づけば、個々の住宅に関しては、十分な大き

さの敷地が確保されており、それぞれ駐車スペースが設

けられている。また、道路基盤もよく整備されている。

再び、同じアンケート結果 19) を見ると、この地区を含む

弁天地区全体では、全市平均と比べたとき、総合的な居

住環境、住宅自体に対する満足度は著しく高い。また、

道路網に対する満足度も著しく高い。ただし、買い物利

便性に対しては、全市平均とほぼ同等の満足度である。

また、身近に必要な施設として、「医院・診療所」を挙げ

る回答者の比率は、全市では 12.6%であるのに対し、弁

天地区では、14.6%となっている。 
 以上のように、現時点において、高齢者にとっての商

業・医療施設へのアクセシビリティが問題となっている

A 地区が検出された。また、B,C 地区においては、現時

点では、住環境に優れ、また、住宅自体に対する満足度

の高いが、今後、アクセシビリティの問題が急速に顕在

化することが予想されるという分析結果となった。 
 
5. 結論及び今後の課題 

 この論文では、国勢調査代表点毎で集計された人口デ

ータ、及び、貞広 (1992) で提案された人口分布とアク

セシビリティの関係を分析する方法を用い、高齢者人口

分布と商業・医療施設へのアクセシビリティとの関係を

分析した。その分析結果と解釈結果から達する結論のう

ち、主要なものをまとめると以下のようになる。 
 
① 高齢者の商業・医療施設に対するアクセシビリティ

は、他の年齢層に比べて、住居と施設間の道路距離

に応じて著しく速く減衰する。 
② このアクセシビリティの減衰の速さを補うべく、高

齢者は、商業・医療施設に対して顕著に近い場所に

居住する。 
③ 推定されたアクセシビリティと人口との乖離から、

高齢者の居住地決定においては、商業・医療施設に

対する利便性以外の要因が多々あると考えられる。

一方、その乖離に伴う問題が生じている地区が存在

するとも考えられる。浦安市 (2003) のアンケート

結果より、その乖離の程度が大きい三つの地区にお

いては、実際に問題が生じている、あるいは、生じ

つつあることが分かった。 
 
 以上の分析は、65歳以上の人口を一括りにして高齢者

としている。しかしながら、前期高齢者と後期高齢者、

高齢者単身世帯とその他の種類の世帯とでは、居住地に

対する要件・選好が大きく異なると考えられる。また、

この研究では、商業と医療施設のみを分析対象としたが、

介護・福祉施設、余暇施設、近親者・友人宅に対するア

クセシビリティも、高齢者にとって重要であることは間

違いない。そこで、今後の課題としては、65歳以上の人

口に対して、適切なセグメンテーションを行い、より多

様な施設へのアクセシビリティを考慮した上での分析を

行うことが考えられる。 
 また、上記①～③の結果は、あくまで千葉県浦安市に

限った分析結果である。そこで、他の都市・地域におい

ても、実証的分析を行っていくことが望まれるだろう。 
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