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状況である． １． はじめに 

  研究の構成は，対象地域住民に対して交通行動に関す

るアンケート調査を行い，調査データから中山間地域に

おいての住民の交通行動に影響を及ぼす要因を明らかに

するものである． 

近年過疎化が進行する日本の中山間地域では，人口の

減少に伴い，買物，通院，そして娯楽といった地域住民

の生活行動の総数が減少することにより，商店や病院な

どの施設数が減少する．例えば地域内の商店は都市部の

商店街や大規模小売施設と比較し，商品の品揃え・質が

劣ってしまう．地域内で十分なサービスを受けることが

出来なくなると，より質の高いサービスを受けるために，

都市部へ買物や通院行動を行う住民が増え，住民の生活

圏は遠方の都市部へと拡大する．（和気らは，地方部住民

の生活行動の経年的データを分析し，住民の移動目的地

の拡大を示している 1）．）しかし，中山間地域における公

共交通機関の現状は，財政不足により行政が路線バスの

便数を十分に提供することが出来ず，住民は困難な交通

行動を強いられる．本研究では，中山間地域の生活交通

の実態を把握し，高齢化が進む集落を維持していくため

に必要な交通手段について検討する． 

 

２．アクティビティダイアリー調査 
 
（１）調査内容 

中山間地域における住民の交通行動，あるいは高齢者

の交通行動調査は，アンケート調査方法としてアクティ

ビティダイアリー調査を行ったものがある．アクティビ

ティダイアリー形式のアンケート調査の有効なところは，

いつ，どこで，どのような行動を行ったか，移動時にど

のような交通手段を使ったかというような基本的データ

に加え，誰と一緒に行動したかといった情報も含まれる

ところにある3）4）．対象地域7地区の319世帯の中から，

無作為抽出した 139 世帯を訪問し，アンケート調査票の

配布・回収を行った．調査期間は，2005年12月11日（日）

から12月17日（土）の一週間とし，12月10・11日に配

布をし，12月16・17日に回収を行った．表－１はアンケ

ート調査結果を示したものである．アンケート調査票は，

世帯構成調査票，生活行動実態調査票，交通行動意識調

査表で構成されている．世帯構成調査票を各世帯に1部，

生活行動実態調査票と交通行動意識調査票を小学生以上

の人に配布した．世帯構成調査票には，年齢・性別・職

業そして免許の有無を，生活行動実態調査票には，調査

対象期間一週間の自宅外の活動を，出発地，到着地，移

動手段，及び送迎状況等が分かるように記入してもらっ

た．また，交通行動意識調査票には，現在居住している

地区の交通環境に対してどのような意識をもっているの

か，持続的に地区で生活していく上で，地区の交通環境

に対して何を望むかを記入してもらった．  

 本研究では，熊本県葦北郡芦北町の7つの地区（上原・

大岩１・大岩２・吉尾・西告・東告・大野）を研究の対

象地域としている．芦北町は，熊本県の南部に位置し，

南は津奈木町と水俣市，東は球磨川を挟んで球磨村，北

は八代市に隣接している．芦北町の総面積は 23，354km2

である．昔から，林業の盛んな町であり，国有林面積は2，

552ha，民有林は15，802haであり，林野が総面積の8割

を占めている2）．交通面では，町を南北に縦断する国道３

号線を主要道路，肥薩おれんじ鉄道を主要交通機関とし

ている．平成１７年２月には南九州西回り自動車道田浦

インターも開通し，一応社会基盤的には，鉄道および高

速道路が整備されたが，この地域の道路改良率は 50%程

度であり，特に中山間地域の道路は狭く曲がりくねって

いる．そのため中山間地域から駅やインターへのアクセ

スは困難であり，隣接地域間の移動でさえ時間がかかる 

 表－１ アンケート調査結果 

生活行動実態交通行動意識

世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 調査票 調査票

上原 23 58 11 26 11 26 22 26
大岩１ 38 98 15 41 15 41 38 38

大岩２ 38 109 19 56 18 52 44 48
吉尾 37 102 17 51 17 51 44 45

西告 45 117 18 62 18 62 53 60

東告 33 99 11 38 11 38 34 38
大野 105 402 48 175 48 175 154 165

計 319 985 139 449 138 445 389 420

回収数（有効回答数）

世帯構成調査票地区
全世帯 実配布数
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（２）対象地域の世帯・人口構成 

 アンケート調査票に回答があった 138 世帯の世帯構成

人数割合を図－１に示す．2人世帯と3人世帯の割合が特

に高く，1～3人世帯が全体に占める割合は6割を超える．

その一方で，7・8人の世帯も確認された．地区間での状

況を比較すると上原地区に少数世帯が特に多く，すべて

の地区で1～3人世帯が占める割合は5割以上であった． 

 図－２は，世帯の構成人数と年齢階層との関係を示し

たものである．世帯構成人数が多くなると，若年層が増

加し，逆に世帯構成人数が少なくなると高齢層が増加す

る．また，70歳以上の人は，どの世帯でも確認された． 

これらの結果より，対象地域全体の世帯構成は，1～3人

の世帯が多く，しかもそれらの世帯の構成員は，60 歳以

上の人が占める割合が高く，対象地域の高齢化が進んで

いることが分かった．  
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図－１ 世帯構成人数と対象地域の特徴 
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図－２ 世帯構成人数と年齢との関係 

 

（３）対象地域住民の交通行動 

 対象地域住民の外出率と一人当たり目的トリップ数を

平成 9 年度熊本都市圏パーソントリップ調査の結果と比

較した．対象地域住民の外出率は71.3%であり，熊本都市

圏住民の外出率は83.2%であった．対象地域住民の一人当

たり目的トリップ数は1.976トリップ/人・日であり，熊

本都市圏住民の一人当たり目的トリップ数は2.97トリッ

プ/人・日であった．この結果から都市部と比較して，対

象地域住民の交通行動は活発でないことが分かる．次に

図－３で，対象地域住民と熊本都市圏住民の免許保有率

を年齢階層別に比較した．結果は，20 歳以上のすべての

階層で対象地域住民の免許保有率の方が高いことが分か

った．特に，対象地域では，25～44歳の免許保有率は100％

であった．図－４は対象地域住民の交通行動を目的地と

目的トリップ数で示したものである（赤い数字は目的ト

リップ数）．ほとんどが芦北町内で行動を行っていること

が分かる．芦北町外への交通行動は，全体のトリップ数

の2割程度であり，8割近くが芦北町に隣接する八代・人

吉・水俣の3市に集中していることが分かった． 
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図－３ 免許保有状況の比較（対象地域と熊本都市圏） 

 

芦北町 

水俣市 人吉市 
八代市 

隣接する 3 市 

その他 

 

3621 

142 218 

347 

195 

図－４ 対象地域住民のトリップ状況 

 

（４）自動車免許の有無における交通行動の違い 

 生活行動実態調査票の集計結果より，免許保有者と非

保有者の外出率を比較すると，非免許保有者の外出率は

48%であり，免許保有者の外出率は81%という結果であり，

免許の有無によって外出率に大きな差が見られた．さら

に地区別に外出率を集計すると（図－５参照），全ての地

区で免許保有者の外出率が非免許保有者の外出率を上回

っていた．割合にも大きな差があり，免許保有者の外出

率は7割～9割あるのに対し，非免許保有者の外出率は4

割～5割という結果であった．また，非免許保有者の一人

当たり目的トリップ数は 1.12 トリップ/人・日であり，

免許保有者の一人当たり目的トリップ数は2.14トリップ

/人・日であった．非免許保有者と免許保有者の交通手段

分担率を比較した結果を図－６に示す．非免許保有者の

交通手段は5割近くが送迎となっており，徒歩と送迎の2

つのカテゴリで 7 割近く占めている．免許保有者の交通

手段はどの年齢階層でも自動車がほとんどを占めている．

この集計結果から，対象地域住民の主要な交通手段は自

動車であることが分かる．さらに，非免許保有者は，路

線バス・鉄道などの公共交通機関の手段分担率よりも送

迎分担率の方が圧倒的に大きく，送迎が非免許保有者に



とって主要な交通手段となっており，非免許保有者の交

通行動は免許保有者へ依存している．  
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図－５ 地区別の外出率 
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図－６ 非免許保有者と免許保有者の交通手段比較 

 

（５）非免許保有者の交通行動 

図-７は非免許保有者の移動目的先を集計した結果で

ある．特徴的なのは，8割以上が芦北町内での交通行動と

なっていることである．芦北町外への目的トリップ数は

全体の 2 割もなく，対象地域住民の交通行動は，ほぼ芦

北町内行われている．また，地区別に比較しても芦北町

内でのトリップ数には違いが見られたものの芦北町外へ

のトリップ数は全ての地区で少ない結果となった．図－

８は非免許保有者の移動目的を年齢階層別に集計した結

果である．19 歳以下の移動目的のほとんどは通学目的で

あり，70 歳以上では，通院と農林作業への交通行動が多

い．どの年齢階層でも，買物・社交などを目的とした交

通行動は少なかった．以上より，非免許保有者の外出率

が低いこと，送迎交通が交通手段分担率に占める割合が

大きいこと，路線バス・鉄道などの公共交通機関の分担

率が低いことが明らかになった． 
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図－７ 非免許保有者の目的地集計 
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図－８ 非免許保有者の移動目的 

 

３．住民の交通に対する意識分析 

 

交通行動意識調査票の回答結果より，将来的に送迎サ

ービスが必要であると回答した人は，非免許保有者では

131 人中 22 人（17%）で，免許保有者では 220 人中 122

人（55%）であり，非免許保有者と免許保有者では将来の

送迎サービスの必要性に対する意識に大きな違いが見ら

れた．免許保有者の方が非免許保有者よりも将来の地域

交通に対して危機感を持っているようである．免許保有

者が将来の交通に対して危機感を持つ要因の一つは，送

迎を行う側と，送迎を受ける側の交通に対する意識の違

いであると考えられる．非免許保有者の交通手段分担の

大部分を占めるのは，家族等による送迎であった．その

ため，非免許保有者には，身近に自動車を運転できる人

がいればよいという意識があることが考えられる．一方，

送迎を行う側の免許保有者は，自分が自動車を運転でき

なくなった時のことを想定し，交通手段に対する危機感

が意識の中にあることが考えられる．将来的に送迎サー

ビスが必要であると回答したとしても，このような意識



の違いは，要求する送迎交通サービス水準に現れてくる

だろう．そこで，将来的に送迎サービスが必要であると

答えた人のデータを用いて因子分析を行った．因子分析

に用いたデータは，世帯構成調査票から得られた年齢・

世帯人数の個人属性データ，交通行動実態調査票から得

られた目的トリップ数・外出日数の交通行動データ，交

通行動意識調査票から得られた，「どれくらいの頻度で送

迎サービスが必要ですか？」「送迎サービスの乗降地点ま

での許容アクセス距離は自宅からどのくらいですか？」

「一回の利用にいくら支払いますか？」という質問項目

に対する回答結果を用いた． 

因子分析を行った結果を表－２に示す．因子１は，「現

在の交通手段への代替性」，因子２は「最小限の交通サー

ビスの必要性」，因子３の解釈は「交通サービスの利用性」

とした．因子得点の平均を非免許保有者と免許保有者で

比較した結果を図－１０に示す．非免許保有者と免許保

有者の因子得点の差を比較すると，因子１と因子３に差

が見られるが，因子２にはほとんど差がない． 前章で示

したように．非免許保有者は免許保有者と比較して，外

出行動は活発ではない．これは，非免許保有者に対して

因子３では負に働く要因となるが，非免許保有者の因子

３の因子得点の平均値は正の値となっており，免許保有

者と比較して，高い料金や長いアクセス距離を許容して，

高い頻度の送迎サービスを意識しているようである．そ

れに対し免許保有者は，サービス水準は悪くても安いサ

ービスを意識しているようである． 

 

表－２ 因子負荷量 

因子１ 因子２ 因子３
年齢 -0.216 0.901 0.011
世帯人数 -0.005 -0.499 -0.254
目的ﾄﾘｯﾌﾟ数 0.789 -0.092 -0.135
外出日数 0.966 -0.114 -0.016
どのくらいの頻度で？ -0.155 -0.137 0.210
アクセス距離 0.033 0.174 0.757
一回にいくらはらう？ -0.094 0.120 0.502  
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図－１０ 非免許保有者と免許保有者の因子得点の平均 

 

 

４．おわりに 

 

本研究では，アクティビティダイアリー調査の集計結

果から，対象地域の世帯構成，非免許保有者と免許保有

者の交通行動の違い，そして将来的な地域交通に対する

意識の違いについて考察した．世帯構成調査データから，

対象地域の世帯構成は，高齢者の少数人数世帯が多く，

地域の中で高齢化が進んでいることが分かった．交通行

動実態調査データから，非免許保有者の外出率・一人当

たり目的トリップ数は，免許保有者の外出率・一人当た

り目的トリップ数より値が低いことが明らかとなった．

対象地域住民の交通行動には，自動車免許の有無が大き

く関係していることが分かった．交通手段分担率の集計

結果から免許保有者の主な交通手段は自動車であり，非

免許保有者の主な交通手段は送迎ということが分かった．

交通行動意識調査データから，非免許保有者と免許保有

者の間では，将来の地域交通に対する意識に違いがある

ことが分かった．交通行動意識調査の中で非免許保有者

よりも，免許保有者の方が「将来的に送迎サービスが必

要である」と回答した人の割合が高く，免許保有者の方

が非免許保有者より将来の地域交通に対する危機感が高

いと言える．また，交通行動意識調査の中で，将来的に

送迎サービスが必要であると回答した人のデータを用い

て因子分析を行った結果，非免許保有者と保有者で送迎

サービスの導入水準に差がみられた．  

今後の課題としては，対象地域住民の交通行動を空間

的に把握し，対象地域の地形的問題点などを調査，分析

しながら，中山間地域へ住民が望む新たな交通システム

をどのレベルまで導入できるのか，分析していく． 
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