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通勤交流醸・転居交流圏設定法の開発と活動再編検討方法の提示
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1.はじめに

一般的に，通勤流動や転居流動は，その発生頻度は異

なるものの，地域住民にとっての重要な移動行為であり，

通勤や転居を通じて，より g的に適った生活を追求して

いる。このうち，通勤流動は農村地域居住者の所得獲得

機会の利用可能性の多少やその変化を検討するうえで，

重要な意味をもっている。従来から，通勤圏の研究は数

多く行われてきたが，通勤(通学)醸の設定では，①中

心都市への通勤者割合に一定の基準伎 (10%，5%等)

を設けて，それを基準に通勤臨を設定する方法 1)や，②

因子分析や主成分分析の因子負荷量・閤有ベクトノレや因

子得点・成分得点を利用して通勤通学問を把握・分析す

る方法ベ等が用いられてきた。また，転居流動(人口

移動)についても，移動パターンに関する研究が多変遺

解析を用いて行われてきた 3)。

ただし，広域生活関内の中心市街T村でも，通勤先は当

該中心市町村内に限定されておらず，照辺市町村棺互関

での通勤移動や，中心市町村から照辺市町村への通勤も

ある程度は存在しており，そうした通勤流動の占める割

合は高まってきている。また，都市に限らず，全体的に

{也市町村への通勤者割合は増加してきた。たとえば，本

稿で分析対象とする鳥取県の場合， 1970年と 2000年の

自市町村内通勤者割合は，それぞれ 75.5%と67.6%とな

っており，いずれも低下している。このように，周辺町

村だけでなく，中心都市でも当該市町村のみが通勤対象

地とはなっていない現状を踏まえると，周辺町村から中

心都市への通勤者の流入というー側部に摂定せず，中心

市町村のほか，幅広く他市町村への通勤者割合も考接、ど

て，市町村相互間の通勤流動が盛んな韻域を設定・分析

することも重要である。それは，日常的行為である通勤

が栂互に盛んな圏域は，通勤だけでなく，他の倒的でも

相互交流が容易な圏域であると捉えることができるため

である。すると，施設(サービス)の相互有効利用や一

部施設への利用集約化の取り組みを検討する捺には，日

常的に相互移動が全体的に盛んな通勤交流圏域で検討す

るほうが，たとえば通勤関のように，地域住民の移動流

を，中心者f¥市を軸に考えるエリアを対象にして検討する

よりも，より多くの可能性ある対策が提示しやすい点で，

通勤交流盟域の考祭は農村計画上重要な意味をもっ。

一方，松居に関しでも，鳥取県の県内他市町村への転

居者割合 (1995:q三~2000 年)の平均は，都市 4.2% ，

町村 5.9%で，都市よりも町村のほうが高い傾向がある

ものの，両者の差はあまり大きくない。したがって，町.

村部から都市部への一方的な人口移動という状況ではな

く，都市と町村の両方を合わせた形で転居交流活動を分

析することは重要である。転居交流盤域の場合は，住居

移動が生じても，移動後も間ーエリア内に留まる可能性

の高い交流鴎域として捉えることができる。すなわち，

そのエリア内では転居を行うことがあっても，各住民が

長期的に住み続ける可能性の高い圏域であるため，

生活の両面に関わる社会資本財の整備・改善，歴史的・

文化的活動等，長期的な取り組みや対応を必要とする地

域活動を検討・実施するのに適した闇域であると理解す

ることができる。そのため，転居交流盟域の把握も農村

計磁上の意味がある。

そこで，本稿では，圏内市町村相互間の通勤流動が鴎

外に比べて相対的に盛んな盤域を fi扇動交流盟J，関内市

町村総互関の転居流動が閣外に比べて相対的に盛んな額

域を「転居交流掴Jと名づけて，各市町村の複数の交流

圏への所属を許容する形で通勤交流鴎と転居交流圏を設

定する方法を開発・提示する。そして，鳥取県を対象に，

2000年の国勢調査データに基づいて(部分的には 1995

年データも使用する)，再交流麗を設定する。設定された

交流閣は，上述のような取り組みや活動を行う地域範閤

を検討するうえで，重要な知見の提供に繋がるものと
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えられる。また，両交流題の設定結果も比較考察し，両

者の特徴を分析する。

なお，鳥取県は地方中核都市が存在しない典型的な農

村地域に該当し，農村地域を対象とした通勤(転措)交

流麗を考察するうえで適当なことや，平均市町村濁穫が

全国よりも小さく (2000年時点)，格対的に狭いエリア

を単位地院とした分析が可能なことが，鳥取県を取り上

げる理由である。一方，分析対象年次として 2000年を

採用するのは，平成の広域合併前のため，県内に統計デ

ータの得られる市町村数が多く篠保できるためである。

また， 2000年以降においても，鳥取県内の通勤流動や人

口流動に大きな傾向変化は認められないため， 2000年を

対象とした分析でも特に問題は生じないものといえる。

つぎに，梅設の有効利用・集約化問題や長期的な取り

組みを要する社会資本財の整備や文化・歴史的活動は，

上述の理由から，基本的に;玄関一交流圏内の組織で取り

組むことが望ましいが，人口減少の進行に伴う組織や活

動震域の再編成(統合)の必要性が高まると，複数の交

流麗にまたがる形での組識・活動広域の再編成に進まぎ

るを得ないことも予想、される。交流麗には相互重複(構

成地底(市町村)の複数の交流国への重複所属)も存在

し得るが，その場合，交流留の総合せにより，交流の緊

密度には違いが考えられる。すると，組織・活動区域の

再編成が必要とされる場合には，緊密度の高い交流関聞

での組織・活動区域の再編成が望ましい。そこで，本稿

では，こうした交流題相互間の繁密性も考慮、して，組織

や活動産域の再編成を必要とする場合における交流圏の

連携11頃序を検討する考え方についても提示する。

ところで，このような閣内市町村相互間の移動現象に

着際して，土井は「圏内移動率緩大化法Jにより，通勤

に関する閤j或を全国を対象に設定しているがへそこで

は各市町村の複数闘域への所属をできる限り回避する対

応がとられているため，そこで採用されている方法では

通勤交流が相対的に盛んな闘域を十分に析出できない可

能性がある。また，盤内全域の通勤移動者割合が大きく

なるような閤域設定に関心が置かれており，圏内市町村

相互間の通勤交流水準に関しては特に条件は設けられて

いないため，欝内通勤流動の相互性の高さについても担

保されていない(したがって本稿で提示する「通勤交流

欝j とは異なる)。一方，思子分析や主成分分析を適用す

る方法でも， 1也[K相互間に強し、相互流動がある場合には，

交流箇が析出される可能性もあるが，こうした方法は交

流摺の析出を意圏したり，保証するものではない。

立 通勤交流圏・転居交流菌の設定方法
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通勤交流麗や転居交流閣の設定に関しては，各県ごと

に，保内の各m町村について，県内の全mf!lJ村に対する

通勤者割合や転居者割合を求めて，これを類似度として

階層的・凝集型クラスター分析の応用法により市町村を，

統合可能なかぎり遂次統合してし、く。そして，その暫定

的な各クラスターに対して，さらに包摂可能な市町村を

遂次追加して最終的な交流闘を設定するが，その手11僚は

つぎの通りである。

{手/1頃 1]各市町村について，県内の全市町村に対する

通勤者(転活者)都合を求める。

れ))(i市町村からj市町村への)通勤若手割合={i市町村(常

住地)から j市町村(従業地)への通勤者数}-;-.i市町村の従

業者数(通勤者だけでなく自宅従業者も含む)x100 

((2)) (i市町村から j市町村への)転居者割合={l995年に

i市町村に居住していたが， 2000年には j市町村に居住

している人数}-;-. i市町村の総人口(1995年)x100 

(i市町村出発地市町村， j市町村ココ義士也市町村)

{手11渓2]クラスタ…分析の各統合段階では，統合した

場合に間一クラスターに属することになる市町村鮮を対

象に，すべての市町村相互間の通勤者(転居者)割合の

平均値を算出して，その{疫が最も大きなクラスター同士

を統合する。この場合， i市町村から j市町村への通勤者

(転居者)割合と j市町村から i市町村への通勤者(転

居者)割合の両方とも平均値の算出に使用する。ただし，

市町村棺五間の通勤者(転居者)割合は，いずれも発地・

着地市町村ベア(発地市町村と着地市町村・の組合せ;発

地と着地が同一市町村の組合せば除く)の通勤者(転居

者)割合の中央値(メディアン)以上であることを条件

とする(以下では「中央値条件j と呼ぶ) iJ' I )。通常の

階層的・凝集型クラスター分析においては，クラスタ

の統合に際しでは，統合検討対象とするクラスター相互

関の距離(類似度)に基づいて，類似伎のもっとも大き

なクラスターの組合せを逐次統合していくが，本稿では

クラスター棺互関の距離(類似度)ではなく，統合した

場合に問ークラスターに含まれるすべての市町村相互間

の通勤者(転居者)割合を考癒して，その平均値の大き

さにより，統合対象クラスターの組合せを決定する点と，

中央値条件を設定する点に特徴がある。

{手11痩3]以上の方法で遂次クラスターを統合していく

と，中央値条件を満たすクラスターの組合せが存在せず，

どのクラスターの組合せも統合不可能な段階に到達する。

そこで，その段踏の各クラスターを f暫定交流層」とし

て採用する。

{手11廃4]各暫定交流圏を対象に，他の暫定交流閣に属

する市町村のうち，包摂しでも中央値条件を満たす市町

村のなかで，包摂した場合に暫定交流閣を構成する市町



村群との通勤者(転居者)割合の平均値がもっとも高い

市町村を暫定交流閣に包摂する。そして，他の暫定交流

閣に属するどの市町村のなかにも中央値条件を満たすも

のが存在しなくなるまで，包摂作業を繰り返し行う o す

なわち，手頼3において，どのクラスター同士も統合不

可能な段階に遣しでも，各クラスターとも，他クラスタ

ーに属する一部市町村については，中央値条件を満たす

形で包摂(統合)できる可能性がある。そこで，包摂が

可能な場合については，可能な限り包摂作業を進めて，

本稿で設定する交流圏としての条件を満たす範毘を拡大

することにする。なお，通勤者(転居者)割合の平均値

の計算対象とする暫定交流閣の構成市町村は，手順3で

採用した時点、の暫定交流閣の構成ni町村だけとし，包摂

作業のなかで逐次追加されていく市町村との通勤者(転

割合は，平均値の計算対象には使用しない。これ

は，欝定交流開設定時のオリジナノレな市町村に限定した

ほうが，そのオリジナノレな市町村群と通勤(転居)交流

の盛んな市町村が包摂市町村として採択されやすく，暫

定交流圏設定当初の市町村群の特性を反映した形で包摂

が行われるためである。

{手!煩 5]以上のようにして，すべての暫定交流閣に対

して包摂作業を行い，それが終了した段階の暫定交流閣

を最終的な通勤交流闘・転居交流麗として採用するi1c2l。

なお，包摂作業を行うことからわかるように，本稿で提

示する方法では，県内の各市町村1ま複数の交流関に所潟

する場合が発生する。

ところで¥各交流麗内の交流度の強さを測る指標とし

て，交流閣内のすべての市町村の組合せに関する通勤者

(転居者)割合の平均値〔閣内平均通勤者(転居者)割

合〕を使用するが，これには良市町村に対する通勤者(転

居者)割合は計算対象から除外する。それは，この指擦

を閣内他市町村との相互交流関係の総合的強度を測る指

として設定するためである。

こうして設定した交流閣は，その交流関構成市町村の

し、ずれの組合せをとっても通勤者(転居者)割合が全県

を対象とした中央値以上であり，圏外市町村と比べて相

互間の通勤(転居)交流が相対的に盛んな圏域を示して

いる。この中央{腹自体は，決して大きな値にはならない

が(鳥取県-通勤交流閣の場合は 0.016%，転居交流閣

の場合は 0.018%)，これは交流留に包含可能な市町村を

判断するための下限値であり，器内平均通勤者(転居者)

割合は中央値水準よりも明らかに高くなる。たとえば，

鳥取県の閣内平均通勤者割合は(表 1参照)，もっともそ

の僚が低い通勤交流圏でも 3.22%の値を示している。ま

た，転居交流閣に関しては，転居という事象の内容から

して，発生件数自体が通勤よりも少なくなるが，それで

も鳥取県の関内平均転居者割合は(表 2参照)，最低でも

0.49%である。本稿では，交流関の設定条件として，同

一交流閣を形成する市町村棺互関のすべての組合せに関

して，かっ両方向の通勤(転居)流動に対して例外なく

条件を設定している。したがって，本稿で採用した中央

値条件は，交流閣を設定するうえで緩い条件とは言えず，

また，中央伎条件は，交流圏の大きさ等，巽なる交流留

の設定結果を比較可能とする長所も有している。

E 鳥取県の通勤交流関・転居交流閣の設定と

その特徴

1 通勤交流闇

合計 81闘の通勤交流騒が形成されたが，その構成市町

村は表 1を参照されたい。鳥取県は大きく 3つの広域生

活闘(東部，中部，沼部)によって構成されているが，

交流閣の設定に中央値条件を採用した場合の通勤交流関

はそれよりもノふさな地域範囲で形成された。このうち，

東部地域の市町村が関係する 4つの交流臨は，基本的に

は4本の主要幹線道路・鉄道路線上に沿って形成されて

いる傾向が認められる(圏 1参照)0A関は鳥取市から東

部方向に臨道 9号線・ JR山睦本線に沿って分布する市

町村群， B障は鳥取市から南東方向に延びる国道 29号

線・若桜鉄道沿いに分布する市町村群， C鴎は鳥取市か

ら南方向に延びる毘道 53号線・ JR臨美線沿いに分布す

る市町村群， D簡は鳥取市からl13部方向に延びる国道 9

号線 .JR山陰本線沿いに分布する市町村群を，それぞ

れ間有の市町村群として包含した通勤交流関である。た

だ、し，各閣には，それに隣接した市町村も多数包含され

ており，必ずしも各幹線道路・鉄道沿いの市町村群だけ

で構成されているわけではない。なお，D関については，

鳥取市から中部の中心市町村である倉吉市や大栄町まで

カバーしており，通勤交流留は，通常は中心市町村への

通勤者割合が相対的に高い地域範囲を示す通勤閣とは異

なり，相互に隣接する広域生活留の中心都市棺瓦を繋ぐ

形態も認められる。

つぎに，中部地域の市町村が関係する交流圏は，上述

の D圏のほか， E圏と F圏がある。 E閣は中部地臨の

10市町村のほか，東部の青谷町も含んでいるが，中部顔

域はほぼ一つの通勤交流圏として捉えることができる。

ただし， F鴎は倉吉市から海岸部を西部の中心都市であ

る米子市までを範囲としており， D額と間様，相互に隣

接する広域生活関の中心都市相互を繋ぐ交流留としての

性格を有している。
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表 1 鳥取県の通勤交流関

Table 1 Commutation exchange zones in Tottori prefecture 

交流関 構成市町村((1内は暫定交流留の該当市町村) 圏内平均i温室弱者割合、

A 〔鳥取市，国府胃T，岩美町，福部村，郡家町，河原町，八東町〕用瀬町 5.98% 

B 〔若桜町〕鳥取市，00府町，郡家町，船岡町，河原町，八東町用瀬町 6.07% 

C [船岡町，用瀬町，佐治村，智頭町]鳥取市，郡家町，河原町，八東町 5.55% 

D 〔気高町，鹿野町，青谷町〕鳥取市，倉吉市，羽合町，治村，北条町，大栄町 4.20% 

E 〔倉安市，羽合町，1治村，東郷町，三事耳障T，関金IIIT，北条町〕青谷町，大栄町，東{白田T，赤碕町 3.34% 

F 〔大栄町，東伯障T，赤鴻陣T，中山町〕米子市，倉吉市，淀江町，大山町，名和田T 3.43% 

G 〔米子市，境港市，l!!i他国T，会見町岸本町，日古書教村，淀江町，大山町，名和町，縫聖子罰T，江府IIIT，溝口町〕 3.61% 

H (13夜間Tl米子市，境港市，西{自由T，会見町，岸本町，日吉津村，大山町，名和田T， 13聖子宙T，i工Jl守習T，溝口町 3.22% 

注:[溜内平均通勤者答IJ合の計算は，入閣を対象として説明すると，つぎの通りである。 A閣には 8市町村が該当するが，これら 8

市町村の発地・着地に関するすべての組合せば 56通り(=8 x 7)ほどあり，合計で 56飼の市町村間の通勤者割合告と求める

ことができる。陣内平均通勤者割合とは，この 56鰐の通勤者割合の平均{度である。 A額以外の交流圏についても，間様の方法

で圏内平均通勤者割合を求めている。また，後述の圏内平均転勝者割合(表 2)についても，同様の方法で算出している。

最後に，西部地域の市町村については，中部地域との

関連がある F額のほか， G閣とまま圏に所属している。

なお，商部地域に属するものの，中部地域との境界に位

置する中山町は，西部地域の交流閣である G鴎や H盟

には所属しておらず，倉吉市から米子市の海岸部をエリ

アとする F闇だけに属している。

総じてみると，鳥取県の場合，都市が各広域生活関に

バランスよく分散立地しているため，県内の市町村は，

すべて鳥取市(東部)，倉吉市(中部)，米子市(商部)

のいずれかが所属する通勤交流圏に含まれている。

罷 1 通勤交流欝設定結果(鳥取県)

Fig. 1 A map showing municipalities belonging to each 

commutation exchange zone in Tottori prefecture 

注:鉄道や幹線道路は，東部地域だけを対象に記載している。

2 転農交流闇

転居交流閣の設定結果は，表 2と罰 2に示している。

転居交流閣の設定結果は，通勤交流閣の場合とは，ある

程度異なる。まず，設定された転居交流圏数は 12個で，

通勤交流鶴の 8偲と比べて多く，逆に構成市町村数は王手

384 農村吉十顔学会誌 31巻論文特集号 2012年11月

均 6.9市町村で，通勤交流簡の平均 9.5市町村よりも少

なくなっている。これは， 1市町村から j市町村への転居

者割合と j市町村から i市町村への転居者割合のうち，

一方が中央値基準を満たさない場合が，通勤交流関作成

時に比べて多く認められるため，クラスターの統合が通

勤交流臨設定の場合よりも悶難であったことがその理由

である。生活環境に大きな変化を与える転居の場合，通

勤と比べて，都市から周辺町村への流動を摺難にしやす

いことが，交流留の規模(構成市町村数)をノトさくして

いる。たとえば，中部の場合，通勤交流麗では E闇一つ

で中部広域生活鴎がカバーされていたが，転居交流践の

場合には，中部は F国， G鴎， H菌という 3つの交流圏

で全域がカバーされる状態である。ただし，通勤交流閣

の場合と向様，鳥取県内の各市町村は鳥取市，米子市，

倉吉市のいずれかが該当する交流聞に属しており，各町

本?とも広域生活閣のや心都市との聞では，相Ii.に中央値

条件を満たす水準以上の転居交流が認められる。

一方，転居の場合，移動先は通勤可能範囲を超えるこ

とが可能なため，通勤交流翻の場合どは異なり， 1圏の

ように都市間転居を特徴として含んだ交流摺も成立して

いる。これは，都市に立地する事業所(支所)相五聞の

転勤であれば，都市開での転措移動も多くなることが背

あるものと考えられる。

W 交流閣の重複性と活動区域の再編成

人口減少の進行に伴い，組織や活動区域の再編成を婆

する場合に，交流盟相互照の緊密性を判断する指標とし

て，ここでは「中央値満足流動割合j を採用する。交流



表2 鳥取県の転居交流圏

Table 2 House removal exchange zones in Tottori prefecture 

交流関 構成市町村((J内は暫定交流閣の該当市町村) 閣内平均転居者割合

A 〔岩美習T，福部村〕鳥取市，1可際霞T，気高町 0.87% 

B 〔鳥取市，国府町，郡家陸T，船岡町，河原田T，若桜町，用瀬町，智頭留丁〕 0.67% 

C 〔八東町〕鳥取市，図!l守密T，郡家町，河原町，若桜町，智顕IBT 0.75% 

D 〔佐治村〕鳥取市，船路町，河原町，用瀬町，智頭町 0.76% 

E 〔気高町，鹿野町，青谷町〕鳥取市，念宮市，悶府IBT 0.72% 

F 〔関金町〕鳥取市，倉詰子市，羽合町，二戦町，北条町，大栄町，東{白田T，赤E奇匝I 0.49% 

G 〔倉吉市，羽合町，治村，東郷町，三朝町，北条町，大栄町〕東伯爵T 0.55% 

H 〔東イ自町，赤碕町，中山町]米子市，倉吉市，羽合町 0.56% 

I 〔境港市〕鳥取市，米子市，倉吉市，西伯爵T，岸本町，名手口IBT 0.53% 

J 〔米子市，岸本町，日吉津村，淀江町，大山町，名和町，溝口町〕 0.66% 

K O!割自町，会見町〕米子市，岸本町，淀江町，大山町，名手口町 0.64% 

L (8南町，日野町，江府匝TJ米子市，il'百{白樫T，岸本町，1誇口町 0.60% 

図2 車三居交流翻設定結果(鳥取県)

Fig. 2 A map showing municipalities belonging to each house 

removal exchange zone in Tottori prefecture 

間 XとYの中央値満足流動割合は，以下の式で求める。

中央値満足流動割合={工:エli/N¥)(Nx¥-l)} X 100 

1 (i市町村→j市町村への通勤者(転居者)割合

が中央値以上の場合〕

Fij= 0 ci市町村→J市町村への通勤者(転居者)割合

が中央値以上の場合〕

ただし， i， j市町村とも交流圏 Xまたは y，こ属する。

NX¥ココ交流盟 Xまたは Yに該当する市町村数

交流闇 XとYの中央値満足流動割合は，交流圏 XとY

を統合した場合に，その構成市町村群のなかで，通勤者

(転居者)割合が中央値以上である発地・義士也市町村の

組合せが，発地・着地市町村のすべての組合せの何%を

占めているかを表している。したがって，組織や活動区

域を，交流闘を超える形で再編成(拡大)する必要が生

だけ高い通勤交流騒を統合させる方法で，凝集型.~皆層

的クラスター分析の考え方を用いて通勤交流簡を逐次統

合させた場合の統合プロセスを示している。かりに， B

閣に者箆すると， {I他也の交流罷に該当する市町村も取り込

んで

連携が妥E当5だだ、といえる。かりに，再編成が 1市町村だけ

の取り込みによって長期的に対応可能であれば，交流関

相互関の緊密性まで考慮しなくても，倒月IJの l市町村と

の緊密性の検討だけで問題が処理できるが，人口減少は

長期的に進行することが予想、され，複数市町村を相手に

した再編成まで必要となる可能性が高いため，組織・活

動区域の再編成では，こうした交流圏相互聞の緊密性ま

で考慮:することが重要だ、と考えられる。また，留 4は転

居交流闘を対象に，間様の統合プロセスを示したもので

ある。なお，複数の交流閣が重複する市昨村域は，再縞

成後の活動産域のなかで，多くの市町村との間に中央値

水準以上の相互交流が認められるため，再編成後の活動

拠点としての位置づけが担えるエリアとして捉えること

ができる。

AB  C 0 E F G  ト寸

毘 3 通勤交流障の統合プロセス

じた場合には，この伎が相対的に高い他の交流園に属す Fig.3 F百sionprocess ofthe commutation exchange zones 

る市町村を取り込む形で得編成するのが妥当だといえる。 注:[週中の丸付き数字は統合t慎序を，数値(%)は統合した際

関 3は，統合した場合に中央値満足流動割合ができる の中央値満足流動割合を示している。
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A EB  CDF  GHIJ  K L 

図4 転居交流閣の統合プロセス

Fig. 4 Fusion process of the house removal exchange zones 

注:図中の丸付き数学は統合順序を，数値(%)は統合した際

の中央値満足流動割合を示している。

V 総括

本稿では，階層的・凝集型クラスター分析を応用して，

交流閣を設定するための方法を提示するとともに，その

方法を利用して，鳥取県を対象に， 2000年当時の市町村

を単位地区とした通勤交流腐と転居交流鶴を設定し，間

交流圏の設定結果や広域生活閣との関係を比較考察した。

また，人口減少の進行に伴い，組織や活動区域の再編成

が必要となった場合の他交流鶴市町村との連携)1領序に罰

する検討方法も提示した。地区(市町村)間の双方向的

交流の拡大や人口減少の一層の進行が予想、されるなかで，

本稿で提示した交流閣の設定や組織・活動区域再編成の

検討方法は，重要な;意義を備えていると考えられる。

ただし，地区相互関の通勤(転居)流動者数データは

市町村を単位地区として作成・公表されている現状から

すると，市町村合併に伴う市町村数の減少は，統計デ

タに基づいた交流麗の設定とその利用を悶難化させるが，

この問題に対応するためには，市町村よりも狭い地域範

聞を対象とした通勤(転居)流動者数の推定が必要とな

る。こうした推定に関する研究も行われているがベ

まだ推定値を単独で使用するには誤差が大きいという問

題がある。そのため，通勤(転蔚)流動者数の推定精度

の向上が，今後の課題として指摘できる。

j主

注 1)中央値条件を採用したのは，通勤者割合，転居者

割合とも分布に歪みがあり，平均緩米満の値が非

常に多く，平均値の採用は適当ではないと判断し

たためで-ある。

注 2)交流障の設定は，著者が作成した BASICブりログ

ラムにより行った。
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Summary: r offered the way to set commutation exchange zones and house removal exchange zones， in which there are relatively 

high twか waycommuter flow ratios or twか wayhouse mover flow ratios between everγtwo municipalities in the same zone， with 

applied cluster analysis. r applied the way in order to set the two kinds of zones for Tottori prefecture. There is a tendency that 

commutation exchange zones ar巴formedbased on the county幽 levellivelihood zone and along main roads or train lines， and area of 

house removal exchange zones is narrower than that of commutation exchange zones. r presented also the way to examine the 

reorganization of rural activities based on the overlap ofthose zones under the progress of decrease of population. 

キーワ…ド (Keywords) 通勤交流閤 (Commutationexchange zone)，転居交流闇 (Houseremoval exchange zone) ，クラ

スター分析 (Clusteranalysis)，鳥取県 (Tottoriprefecture) ，市町村 (Municipalities)
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