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地下鉄整備による駅周辺エリアの変容に関する研究

ー 中国陝西省西安市地下鉄路線駅を事例として ー

１はじめに

1-1 研究の背景と目的

　中国では急速な都市化に伴う市街地の拡大により、

都市中心部においては交通渋滞、環境悪化など、迅速

な対応が求められる喫緊の課題が顕著となっている。

中国の都市は中心的拠点を持たず、商業・業務系施設

が集積するの複数の拠点を中心に居住エリアがこの拠

点と連坦するかたちで形成される多拠点型都市である

ことが多いため、目指すべき都市の形態も異なるとい

える。また、中国は 2008 年以降の都市鉄道開発の黄

金期を経て都市内移動の重要な公共交通機関である地

下鉄の建設を進めてきた。そのため今後の中国の都市

の計画においては都市内多拠点を公共交通で連結しそ

の結節点である駅を拠点とする都市構造への再編が有

効な手段であると考えられる。

　本研究では、現在の中国の地下鉄建設による駅周辺

環境の変化を捉え、今後の中国の都市計画に関する知

見の獲得を目指す。具体的には以下を明らかにする。

①中国西安市の地下鉄駅の影響範囲を設定し、環境変

　化に影響する定量的な評価因子を抽出する。

②上記の評価因子を用いた主成分分析とクラスター分

　析により主要因子を抽出するとともに、分析対象地

　下鉄群の類型化とその特徴を明らかにする。

③類型別の地下鉄駅の分布状況を分析して西安市のア

　ーバンフレームを探り、また、３年間の土地利用の

　変化を追跡し駅周辺地域の変容を明らかにする。

1-2 既往研究と本研究の位置づけ

　日本の都市鉄道駅の変容に関する論文の対象は JR

駅を対象としているものが多い。近年中国の研究ほと

んどは上海、北京などの一線都市 1）を対象としており、

二線都市 2）で建設された地下鉄に関する研究は少な

く、また主観的分析手法によるものが多い。本研究は、

中国の二線都市である西安市において近年に建設され

た地下鉄駅の周辺エリアを対象とし、統計データや地

図情報等を用い、定量的な分析により実態把握と類型

化を試みるものであり新たな知見を目指している。

1-3 研究の対象

　研究対象である中国陝西省の省都である西安市は、

中国西部に立地し、総面積10、752平方キロメートル、

人口 1003.7 万人を擁する重要な中心都市である。西

安市は「西安城市総体計画（1995-2010 年）」により、

4路線、総延長 73.17 ㎞に及ぶ鉄道の計画を策定した。

現在、西安は地下鉄 1 号線、2 号線、3 号線、4 号線

に空港線を加えた合計 5 つの地下鉄路線を整備し、そ

の総距離は 161.76 ㎞である（図 1）。なお、空港線

は 2019 年に完了直

後であり、関連資

料の入手が困難で

あったため、西安

市地下鉄 1 号線、2

号線、3 号線、4 号

線の駅合計 89 ヶ所

のデータを基づい

て分析している。

1-4 研究の方法

　本研究は以下のような研究をもとに進めた（図 2）。

1）分析対象の選定：中国地下鉄建設歴史を分析し、

二線都市である西安市の 89 ヶ所の地下鉄駅エリアを

対象として選定した。

2）分析対象範囲の設定とデータの作成：89 か所の地

下鉄駅を中心点とする歩行圏域を分析対象範囲として

設定した。分析対象範囲に関する 16 種類のデータを

取集整理した。

3）主成分因子の取得：18 種類のデータを評価因子と

する主成分分析をおこない主成分因子を取得した。

高　晨軒

図2　研究のフロー

図 1　対象の地下鉄路線
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土地利用現況図（画像データ）および「都市土地分類

および計画建設用土地基準」4）では土地利用類別を居

住用地、公共施設用地、商業サービス業用地、公共イ

ンフラ用地、緑地と広場用地、工業と倉庫用地、道路

交通用地、空地と城中村区域の 8 つのカテゴリに分類

されている。この土地利用現状図をもとに 3-1 による

分析対象範囲の設定方法を用い、４路線上の 89 か所

の地下鉄駅周辺エリアのマップを作製した。また、こ

のマップについて土地利用ごとに面積を計測し、各分

析対象範囲内における土地利用比率を算出した。

3-3 定量化評価因子の決定

　各分析対象範囲の環境変容を評価するために表１に

よる定量化評価因子を選定した。また、分析対象範囲

の主たる土地利用機能を定量的に確定するために景観

パターンの指数計算方法（優占度指数、均一度指数、

多様度指数）を採用した。

　

4 駅周辺地域の特性と分類 

4-1 主成分分析による地域の特性　

　16 評価因子をもとに主成分分析を行い、4 つの主成

分が抽出した、累積寄与率は 77.5％である（表 2）。

　①Ⅰ軸は地域の公共機能に関する因子との相関性が

強く、バス線路数、地下鉄日平均客数、建ぺい率、公

共機能率が高い正の相関を示し。空地城中村率が高い

マイナス相関を示すことから、都市公共機能は集積し

ているのかを示す「都市公共機能性」と解釈した。

　②Ⅱ軸は地域の居住機能に関する因子との相関性が

強く、居住用地率、幼稚園数、道路密度、が高い正の

相関を示す。また、優占度は正の相関を示すから。居

住地域の特性を示す「居住性」と解釈した。

　③Ⅲ軸は地域の優占性に関する因子との相関性が強

く。優占度が正の相関を示し、一方で均一度と多様度

が負の相関を示すことから、土地利用パターンに機能

の純粋度を示す「優占性」と解釈した。

4）分析対象範囲の類型化：主成分因子をもとにクラ

スター分析（ward 法）により 89 駅を類型化した。

5）類型別立地分析：類型化した地域を基づく地図上

へのプロットと各類型の分布状態や都市構成の状態に

ついて分析した。

6）類型別特性分析：各類型の分析結果と変容の評価

要素の比較により各類型の変容傾向を把握した。

2 中国における地下鉄建設の変遷

　中国における地下鉄建設歴史を分析し、4 つの段階

を経ていることを明らかにした（図 3）。

  第１段階は、国防を目的として北京市および天津市

で地下鉄建設を進められた。第２段階は、先の２都市

に加え上海市や広州市などの主要都市において主要路

線が建設された。第３段階は、主要都市においてネッ

トワーク構築のために路線が充実されるとともに西安

市や武漢市など高い経済力を有する都市が建設計画を

立案した。第４段階は、中国の地下鉄整備の黄金期と

される 10 年間であり、殆どの省都で地下鉄建設が進

められ、合計 3519.3km の地下鉄計画が完了した。

3 西安市地下鉄駅周辺の環境変容因子

3-1 分析対象範囲の設定

　本研究では、各地下鉄駅を起点とし、中国人の平均

身長による歩行速度 3）と快適な歩行限界時間とされ

る 10 分と条件とし、その最大到達距離となる約 750

メートルを分析対象範囲として設定した（図 4）。ま

たその際には各駅周辺の道路網や河川等通行上の障害

要素も考慮し分析対象範囲を設定した。

3-2 分析対象範囲のマップ作製とデータ抽出

　西安市作成の 2016 年版土地利用現状図、2019 年版

図 3　中国地下鉄整備の変遷

図 4　分析対象範囲の設定方法

表 1　定量化評価因子
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　④Ⅳ軸は 3 年間の分析対象範囲の発展に関する因子

との相関性が強く、空地城中村率、3 年客数増加率、

機能増加量が高い正の相関を示す。都市機能の成長や

停滞を示す「都市機能発達性」と解釈した。

4-2 クラスター分析による地域分類と特徴

　主成分分析による各駅の主成分スコアでクラスター

分析（ward法）を行い、8つの類型が取得した（表3）。　

　A. 低密高層居住型 : 「居住性」と「優占性」のス

コアが高く、「都市公共機能性」スコアが低い。また

地域の住宅地面積は広く、優占性が高い。道路密度と

高層建築比率は大きいものの、建ぺい率は低いことか

らこ低密高層住宅集積地域と解釈できる。

　B. 高密混合居住型：「居住性」と「優占性」スコア

は高く、「都市公共機能性」と「都市機能発達性」も

やや高い。また、住宅地面積は広く、道路密度が高

く、商業および公共機能は、一定の規模で道路の両側

に沿って分布している。小さい規模な公共機能を備え

ている住宅地と解釈できる。

　C. 停滞居住型：「居住性」スコアはやや高く、「都

市公共機能性」と「都市機能発達性」スコアが低い。

また、空地城中村率が高くの周辺にが古建物または歴

史的な名所が多いことから地域の開発が停滞し、或は

人為的に制限されている地域である。

　D. 特殊機能 - 居住ハイブリッド型：「居住性」と「都

市公共機能性」スコアがやや高く、「優占性」が高い。

工場、公園、観光スポットなど公共機能がある地域こ

とから、特別な住宅地として分類された。

　E. 都市級商業サービスコア：「都市公共機能性」ス

コアは非常に高く、「優占性」と「都市機能発達性」

スコアも高い。建築密度、公共機能数、高層建築比率、

公共機能率が非常に高く、地下鉄客数は他の 7 つタイ

プより遥かに多い。空地城中村率は基本的にゼロであ

ることから都市の商業サービスコア地域と解釈した。

　F. 発達型地域コア：「都市機能発達性」と都市公共

機能性」スコアは高く、「優占性」はやや低い。近年

以来大きく変化しており、地下鉄の建設により人々の

ニーズに応じて生まれたの新興地域コア。

　G. 停滞型地域コア：「都市公共機能性」スコアは高

いが、「優占性」と「都市機能発達性」はやや低い。

このタイプは長い間に発展してきた地域コア。都市級

商業サービスコアに比べて下回っているが、地下鉄客

数、公共機能率は都市における高いレベルに位置する

建ぺい率高いのため開発は比較的停滞している。

　H. 開発待機型：「都市公共機能性」スコアは非常に

低い、空地城中村率が非常に高いから、開発候補地と

して可能性を存する地域であると推測した。

表 3　クラスター分析による駅周辺地域の類型表 2　分析対象範囲の特性軸
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　②西安市は図 5 のような十字形の軸で発展し、公共

および商業機能は主に南北軸の上に立地し、そのほと

んどは南に位置し、城壁南側の朱雀大道に沿って放射

状に都心より 7km 以内に分布している。

5-2 駅周りの地域類型の変容分析

　

　駅周辺地域の類型別に 2016 年から 2019 年までの 3

年間の土地利用分担率のを捉え、各駅周辺の土地利用

変容傾向を分析した（図 8）。商業系地域（E,F,G）の

居住機能は、空地不足および高住宅価格により大きな

変化は見られないが、商業および公共機能の土地利用

率が増加している。居住系（A,B,C,D）は、C を除き、

他の 3 つの居住系は公共機能の土地利用率が増加して

いる。C 停滞居住型と H 開発待機型は城中村の改造再

建により居住の土地利用率が増加している。各駅周辺

地類型の変容傾向により今後各類型お互いに転化する

可能性がある。

6 まとめ

　本研究では、先ず中国全土における地下鉄建設の 4

つの発展過程を把握した（2 章）。また、西安市内 89

か所の地下鉄駅周辺地区を対象として 16 評価因子（3

章）を用いた主成分分析により 4 つの特性軸を抽出す

るとともに、クラスター分析により 8 つの類型に分類

した（4 章）。さらに、類型別の都市内分布の評価と

異なる年度の土地利用の変化を追跡し、居住用途に注

目した西安市の都市構造とその地域変容を明らかに

した（5 章）。今後、より詳細なデータの分析により、

中国の地下鉄整備に対するさらに有益な知見の獲得に

つなげたい。

5 地下鉄駅エリアにみるアーバンフレームとその変容

5-1 駅周辺地域の類型によるアーバンフレーム分析

　前章より抽出した 8 類型を地下鉄４路線上にプロッ

トした（図 5）。また、「都市機能発達性」が最も高い

鐘楼駅（都心）と各駅との距離を x 軸、代替人口密

度値 6）を y 軸とする

座標上に、89 駅を居

住機能によるプロッ

ト し た（ 図 6）。 居

住系の４類型をみる

と、A 低密高層居住

型は（11 駅）は都心

より 6km ～ 12km の中

人口密度エリアに立

地している。また、B 高密混合居住型（16 駅）は 3km

～ 13km の範囲の低中人口密度エリアに分布し、C 停

滞居住型（5 駅）は、4km ～ 9km の範囲で人口密度が

低いエリアに分布している。さらに、D 特殊機能 - 居

住ハイブリッド型（16 駅）は、2km ～ 14km の範囲の

低中人口密度エリアに広く分布している。図に示すよ

うに、、B および D はほぼ同じ範囲内（茶）に分布し、

また C もこの範囲内の特例といえる（灰）。商業系の

分布をみると、E 都市級商業サービスコアと G 停滞型

地域コアは殆ど 0km ～ 7km の高人口密度エリアに立地

し、F 発達型地域コアは低中人口密度エリアに広く分

布している。

　次に、図 6 の低密高層居住型の分布範囲を低密高層

型居住区（黄色）、高密混合居住型と特殊機能 - 居住

ハイブリッド型を混合型居住区（茶色）として定義し、

両居住区の重複部分を再建型居住区（オレンジ色）と

して定義した。また、住区単位である各街道の位置と

その街道内代替人口密度値を図 6 に入れると、 西安市

内全居住区を分類表示した（図 7）、赤色は城壁内区 7）。

この分布状況より以下が確認できた。

　①西安市の居住区は互いに同心円状の 4 段階の構成

配置となっている（図 7）。

図 8　各駅類型の変容傾向

図 5　各駅類型の分布

 図 6　各駅居住機能によるプロット

図 7　西安の居住フレーム
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一線都市とは、中国の全国的な政治活動や経済活動などの社会活動で重要な地位
にあり、指導的役割を備える都市である。現在、一般的に一線都市とみなされて
いるのは、北京市、上海市、広州市、深セン市。
二線都市とは、中国の経済や社会に対して大きな影響力をもつ大都市を指す。そ
の影響力は相対的に一線都市よりも小さく、主に地域レベルの影響力をもつ大都
市である。西安市、成都市、青島市、南京市、武漢市などがこれにあたる。
中国男性の平均身長（1.67ｍ）女性の平均身長（1.56ｍ）により歩幅は0.625ｍ/ｓ、
頻度は 2歩 /ｓ。本研究は歩行速度を 4.5km/h と設定した。
都市土地分類および計画建設用土地基準」番号 GB50137-2011，2012 年 1 月 1 日か
ら実施されている。中国の土地利用の類型を標準化する。 
景観生態学によく景観パターンの指数を用いる。Tumer&Gardner(1990) によって ,
教科書「Quantitative　Methods in Landscape Ecology」にまとめられている。
代替人口密度値とは、各駅が立地する街道の図面データのピクセル数で街道の人
口数を除いた値である。西安の人口資料は街道まで公表された。
西安市の城壁以内には人口密度は非常に高く、歴史建築は多く、建築の高さは 20
メートルに制限されている。本研究は、城壁以内地域を特別な居住区に区別した。
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