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Abstract: Since the historical census data about traffic and people flow in Meiji and Taisho era are 

limited, there are few studies using these data. The aim of this study is to clear the traffic condition 

in old Tokyo city by visualizing the traffic census data in Tokyo in the Taisho era. After applying 

principal components analysis (PCA) to the time series traffic data of bikes, passenger cars and carts, 

we classify 291 traffic investigation spots into 6 clusters with cluster analysis using 3 significant 

principal components scores. As a result, each cluster indicates the clusters of city center, main roads 

with heavy traffic, main roads with less traffic, suburban area with less traffic, roads with many carts, 

and main street of Tokyo city with heavy traffic. 
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1. はじめに 

人や交通用具の移動に関するデータの代表的

なものとしてはパーソントリップ（以下 PT）調査

や道路交通センサスなどが挙げられる．PT 調査

は 1967（昭和 42）年に広島で行われて以来，全国

的に行われている． Sekimoto et al.（2011）は，詳

細な人の流れの把握するために PT 調査データを

時空間内挿し，1 分毎の位置データを作成してい

る．また，道路交通センサスは 1928（昭和３）年

に日本で先駆けとなる調査が行われた．現在では

交通量のみならず，道路状況や旅行速度に関する

調査も行われている．三木ほか（2008）は，道路

交通センサスデータを利用し，主成分型因子分析

を用いて札幌市の都市構造を明らかにしている． 

このように，現在の移動に関するデータについて

は，統計的な分析が数多くなされている． 

一方で歴史的な人の移動データに対する分析

は，井上（2011）による 1937（昭和 12）年に実施

された電車・自動車を対象にした交通調査データ

を用いた研究がある．当時の京都市におけるデイ

リーリズムに関するものであるが，分析手法は交

通調査データそのものの可視化や時系列データ

のグラフパターンによる類型化にとどまり，統計

的な手法を用いた分析は行われていない． 

そこで本研究では，歴史的な人の移動データで

ある，1925（大正 14）年に東京市とその周辺地域

において実施された交通量調査を用い，その結果

から当時の交通量を可視化するとともに，主成分

分析とクラスター分析を用いて当時の東京市内

の交通状況を明らかにすることを目的とする． 

 

2. 使用データと対象地域 

 本研究で使用した交通量調査データは，「東京

市 交通調査統計表 大正十四年六月三日調査（東

京市統計課 1926）」である．本調査は 1925（大正
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14）年６月３日（水）の６時から 18 時にかけて

東京市とその周辺地域で行われた大規模な交通

量調査であり，統計データは調査地 291地点分の

方向別データと時間別データから構成される．方

向別データは，ある方向から調査地点に来た交通

量と，調査地点からある方向に向かった交通量に

分けられ，それらを合算したものが一日合計値と

して記載されている．一方時間別データは，ある

1 時間における調査地点の交通量合計値となって

おり，方向は不明である．本調査の調査項目は，

歩行者（個人・団体），特殊自動車，乗用自動車，

貨物自動車（2t 未満・2t 以上），乗用馬車，牛馬

積荷車，人力車，電車，手荷車，自転車，自動自

転車の合計 13 項目である．統計データはこれら

各項目について調査地点ごとに記載されている． 

本研究の対象地域は，交通量調査の実施範囲で

ある東京市 15区地域である（図１）．ただし，東

京市外の地点（新宿や渋谷など）においても調査

が行われているため，これらも対象地域に含める． 

 

3. 手法 

 本研究では，調査項目のうち比較的観測量の多

い，すなわち当時の人々が多く利用していた交通

手段である自転車，乗用自動車，手荷車を分析の

対象とした．これらの手段それぞれにおいて，調

査地点ごとの時系列データを作成し，各手段の時

間交通量を変数として主成分分析を行い，各調査

地点の交通量への影響の大きい主成分を抽出す

る．さらに，それらの主成分得点を用いてクラス

ター分析を行って調査地点を分類し，考察を行う．
  

 

4. 結果 

図２は各交通手段の実際の交通量である．電車

（市電）の通行の有無はその道路の規模を示す指

標の一つであるため，区別して表した．背景には

東京市統計課（1926）に収録されている交通量の

調査地点が記載されている当時の地図を用いた．

各交通手段の交通量をみると，どれも当時の都心

部（日本橋・京橋・銀座・神田・上野・浅草周辺）

で交通量が多いが，自転車は神田・日本橋・銀座

などの商業地で特に多いのに対し，乗用自動車は

上野周辺でも交通量が多く，上野から日本橋や銀

図１ 対象地域 

図２ 12 時間交通量合計値の分布 

（a）自転車 （b）乗用自動車 （c）手荷車 



座にかけて交通量の多い地点が連なっている．ま

た，甲州街道などの幹線道路の交通量も多い．手

荷車は，当時の本所区横網（現在の墨田区横網）

に存在した江東青果物市場の周辺の地点におい

て交通量が多くなっている． 

これら３つの交通手段について，それぞれの１

時間ごとの交通量（全 12 時間）を変数として標

準化し，主成分分析を行った．さらにプロマック

ス回転を行って主成分を単純化した．その結果，

固有値が１を超えていたのは第１主成分から第

３主成分までであった．それぞれの主成分の固有

値・寄与率・累積寄与率は表１の通りである．そ

れぞれの主成分の特徴は，第１主成分が乗用自動

車交通量の多さ，第２主成分が自転車交通量の多

さ，第３主成分が手荷車の交通量の多さとなり，

各交通手段に分かれた．ただし，第２主成分には

早朝時間帯の手荷車交通量の多さがわずかなが

らみられた． 

次に，第１主成分から第３主成分までの主成分

得点を用いて Ward 法によるクラスター分析を行

い６つのクラスターに分けた．主成分得点と各ク

ラスターの分布を示した散布図は図３の通りで

ある．また，それらを地図上にプロットしたもの

が図４である． 

 

5. 考察 

（１）クラスター１ 

クラスター１に分類される地点は，第１主成分

得点の値が大きい．第１主成分は，自動車交通量

の多さを表しており，図４をみると東京駅や丸ノ

内周辺，上野，浅草において分布がみられること

から，人々が各地から集まる都心的なクラスター

であると考えられる． 

（２）クラスター２ 

クラスター２に分類される地点は，第１主成分

得点の値が大きい，または第２主成分得点と第３

主成分得点双方の値が大きい．第２主成分は自転

車の交通量の多さ，第３主成分は手荷車の交通量

の多さを表していることから，クラスター２の地

点は自動車の交通量が多い，または自転車と手荷

図３ クラスターごとの主成分軸上の分布 図４ クラスターごとの調査地点の分布 

主成分 固有値 寄与率(%) 累積寄与率(%)

PC1 11.15 31 31

PC2 10.44 29 60

PC3 9.74 27 87

表１ 第１主成分から第３主成分の固有値・

寄与率・累積寄与率 

Cor : 0.662 

Cor : 0.361 Cor : 0.655 



車の交通量が多い地点である．図４をみると，こ

れらの地点は，山の手では甲州街道や中山道など

の主要な道路に分布しており，主に自動車による

移動を示していると考えられる．一方下町では，

日本橋や浅草，本所にかけて面的に広がっている．

これらの地域は人口の密集している市街地であ

り，平坦な地形が広がっていることからも推定さ

れるように，主な移動手段として自転車が利用さ

れていたと考えられる．さらに，手荷車は本所横

網にあった青果物市場の利用者によるものであ

ると考えられる．以上から，クラスター２は自動

車または自転車・手荷車の交通量の多い主要な道

路上の地点が集まるクラスターであると考えら

れる． 

（３）クラスター３ 

クラスター３に分類される地点は，傾向がクラ

スター２と類似している．しかし主成分得点がク

ラスター２よりも低くなっているため，主にクラ

スター２の地点の周辺に分布しており，比較的交

通量は少ないが主要な道路上の地点が集まるク

ラスターであると考えられる．  

（４）クラスター４ 

クラスター４に分類される地点は，すべての主

成分得点の値が小さい．図４をみると市周辺部に

多く分布していることから交通量の少ない地点

のクラスターであると考えられる． 

（５）クラスター５ 

クラスター５に分類される地点は第３主成分

得点の値が大きい．第３主成分は手荷車の交通量

の多さをしめすことから物資の運搬が頻繁であ

った地点であると考えられる．図４をみると，神

田から両国付近にかけて線的に分布しており，本

所横網に存在した青果物市場と，商業地区であっ

た神田において頻繁に野菜などの運搬が行われ

ていた地点のクラスターと考えられる． 

（６）クラスター６ 

クラスター６に分類される地点は，第１主成分

得点と第２主成分得点の値が大きく，第３主成分

得点の値が小さい．すなわち自動車と自転車の交

通量が頻繁であった地域である．図４をみると，

当時からメインストリートでもあった現在の銀

座通りに沿って分布していることがわかる．この

地域はオフィス街であることから通勤による自

動車交通や，就業時間中の営業などによる自転車

交通が激しい地点のクラスターであると考えら

れる． 

 

6. おわりに 

 本研究では，大正期東京の時系列の交通量調査

データに対して主成分分析を行い調査地点に影

響の大きい主成分を抽出し，主成分得点を用いて

クラスター分析を行った．その結果，地点ごとの

交通の特徴から６つクラスターに分けられ，交通

量から見た当時の東京市内の交通状況を明らか

にすることができた． 

今回時系列データを用いて主成分分析を行っ

たが，時間的な傾向はみられず地点ごとの交通の

特徴を把握することにとどまった．今後は異なる

手法を用いて分析を行い，時間的な交通量の特徴

を明らかにしたい． 
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