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面積按分による沿道世帯数推定方法の比較検討～数値地図を活用して
A comparative study on the methods of areal weighting interpolation for estimating the numbers of
households along roads through the use of the digital map.
奥貫 圭一*・服田 帆乃香**
Kei-ichi Okunuki*･Honoka Hatta**
In this paper, the region along a road as a unit for GIS data is considered and the number of households along roads are
estimated through the use of free GIS datasets. For these estimations, the methods of areal weighting interpolation are
comparatively discussed. For the areal weighting interpolation, a Voronoi diagram is generated from the centerlines of
a road network. The methods are practically applied into the two residential districts in Okazaki city, and the results of
the interpolation have proved to be meaningful especially in the case of Tatsumi-higashi 2 chome. It is also mentioned
that the areal interpolation weighted by estimated building floor areas can be more useful than that by region areas.
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1. 研究の背景と目的

手できて自由に活用できるものではない。そこでここでは，沿道

世帯数は，都市計画を進める上で基本的な情報のひとつである。
世帯数のような都市の基本情報を GIS で扱う際には，市区町村や

領域の世帯数を推定するにあたって，フリーGIS データの活用を
想定し，その方法を考えていくことにする。

町丁目，小地域といった単位領域ごとに情報を集計するのが一般

沿道領域世帯数を推定するひとつの方法は，代表的なフリー

的である。こうした情報を基に，たとえば，商業店舗などの都市

GIS データである国勢調査小地域の世帯数を沿道領域の面積に応

施設の需要量が推計される。しかし，都市に暮らす私たちの多く

じて按分することであろう（面積按分法）
。その際，実用上の問題

は道路に沿った空間で日々の生活を送っているのだから，道路に

は，按分によって生じる推定誤差である。貞広(1999)3)は，面積按

沿った領域（沿道領域）で集計された（世帯数などの）基本情報

分法によって点の個数を推定する際に生ずる誤差について期待

こそ，現実には合っている。都市施設の需要量の例で考えれば，

値と分散を一般式で示した。ただし，この一般式に従って誤差を

道路中心線のネットワーク（以下，道路ネットワークと呼ぶ）の

議論するためには，入力元データの点の確率密度分布を与える必

上で施設利用圏を推定 1)した上で，その利用圏について，道路ネ

要がある。面積按分法では，通常，密度（たとえば単位面積あた

ットワークのそれぞれの部分の需要量（たとえば世帯数）を累積

りの世帯数）が一定であることを仮定する 4)。貞広(1999)3)でも，

していけば，施設の総需要量を推計できるはずである。ところが，

確率密度分布が一様である場合について議論が展開されている

現在，沿道領域で集計された世帯数などの情報はほとんどない。

ものの，世帯の分布のような実際の分布において，これが一様分

そこでここでは，沿道領域の世帯数に着目して，既存 GIS データ

布とみなせるか否かは検討の余地がある。そこで以下では，入力

からこれを推定する方法を提案する。

元データ（小地域）の世帯数分布が一様であることを仮定して面

沿道領域の世帯数を推定するにあたって，その入力元データと

積按分による沿道世帯数推定を行った上で，その推定結果と，実

なりそうな既存 GIS データには，住宅地図 GIS データや東京都都

際の市街地で沿道の世帯数を観測調査した結果とを照合するこ

市計画 GIS データなどがある。一方で，近年のオープンデータの

とで，一様分布の仮定の是非とともに面積按分による推定方法の

社会的広がりはめざましく，GIS データをめぐっても同様の傾向

妥当性を検討する。

が見られる 2)。基盤地図情報などの GIS データの整備と提供が進
んだ結果，一般の市民でも，豊富な GIS データを容易に入手でき

2. 世帯数推定のための沿道領域設定

て，かつ比較的自由に活用できるようになった。そうした GIS デ

道路に沿った領域の世帯数を推定していくにあたって，まず，

ータのことを，ここではフリーGIS データと呼ぶことにする（
「フ

実際に沿道世帯数を推定するための GIS データを想定しておく。

リー」には，無償と並んで，自由の意味もあることに留意された

すなわち，

い）
。フリーGIS データが豊富に提供されるようになった現在，次

i）国勢調査小地域ポリゴンデータとその世帯数，

なる課題は，それらのデータを，実際に市民が有効活用していく

ii）道路ネットワークデータ，

ことであろう。市民参加の都市計画を実現していく上でも，その

がそれぞれ与えられているとする。小地域とその世帯数は政府統

議論のプロセスで市民が情報を自由に利活用できる環境を整え

計の GIS データ 5)が，道路ネットワークデータは OpenStreetMap

ていくことが大切である。そのためには，フリーGIS データの活

（OSM）6)が，それぞれフリーGIS データとして入手可能である。

用について研究を蓄積していく必要がある。住宅地図 GIS データ

道路ネットワークデータには，国土地理院による「数値地図（国

や東京都都市計画 GIS データは，必ずしも，一般市民が容易に入

土基本情報）オンライン」
（以下，数値地図と略記する）もあり，
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学術論文に利用する場合には，出所の明示をすることで特別な申

似算法 13)を採用する。すなわち，各道路リンクについて，これを

7)。数値地図は無償でない

十分多くの点で近似し，それぞれの点を生成元とするボロノイ領

8)を介して購入するこ

域を算出した上で，不要なボロノイ辺を取り除く。点を生成元と

とができる。２次メッシュあたり税込み 175 円と比較的低価格で

するボロノイ領域を算出する機能はGISソフトウェアに実装され

入手できるので，価格面での入手し易さの点でも無償のデータと

ていることが多い（たとえば，一般市民が自由にダウンロードし

大きな違いはなく，フリーGIS データとほぼ同等に扱えると言っ

て利用できる FOSS4G と呼ばれる一連の GIS ソフトウェアにも

て良いだろう。
以下では，
小地域世帯数と道路ネットワークの GIS

実装例が見られる）
。

請手続きを要することなく利用できる

ものの，日本地図センターのウェブサイト

データが所与であることを前提とし，沿道領域を定める実際の手
3. 沿道領域世帯数の推定とその事例

順を述べる。

上記の考え方による沿道領域のそれぞれについて，世帯数を推

沿道領域を考えるにあたって，まず，道路ネットワークのどこ
からどこまでが一つのリンクであるのかを区分しておく。その区

定する。いま，対象とする国勢調査小地域を S とし，S の総世帯

分にあたって，ここでは，既存研究 9)にならって次のように行い，

数がq であり，
S と重なる道路ボロノイ領域がn ケあったとする。

区分された各リンクを道路リンクと呼ぶことにする。

道路ボロノイ領域 j について，その面積を Aj とすると，S におけ

道路リンク： 道路ネットワークをグラフで表現したとき，次数

る（単位面積あたり世帯数である）世帯密度 w は，

３以上のノードを境界点，次数１のノードを端点と定める。道路

𝑤

ネットワークをすべての境界点で区切ったとき，得られたそれぞ

𝑞

𝐴

1

れの部分を道路リンクとする（図-1）
。
と書くことができる。S において世帯密度 w が一定であると仮定
すれば，道路ボロノイ領域 j の世帯数 qj を面積に比例して推定す
ることができて，
面積按分法による推定沿道世帯数

𝑞

𝑤𝐴

2

である。
この手順に従い，以下では，実際のフリーGIS データを活用し
て，愛知県岡崎市の住居系地区を事例として，沿道領域の世帯数

【図-1】道路リンク：道路ネットワークの区分

を推定してみる。
世帯数データには2015 年国勢調査の小地域を，
道路ネットワークデータには数値地図をそれぞれ採用する。推定

このように定義した道路リンクは，
現実の都市で考えてみると，

の対象とする地区は，岡崎市の竜美東２丁目と稲熊町字７丁目で

交差点から交差点までの部分，あるいは，行き止まり端点から交

あり，いずれも岡崎市中心部から１～２km 圏にある。この二つの

差点までの部分ということになる。

対象地域について，道路リンクとそれを生成元とするボロノイ領

次に，この道路リンクのそれぞれについて沿道領域を定める。

域の境界線を示したものが図-2 である。道路リンクの端点にあた

すぐに思いつく方法は，道路リンクから，ある一定の距離を半径

る地点は○（白抜きマル）で示してある。これを基に，面積按分

とするバッファを生成し，得られたバッファ領域を沿道領域とみ

によって推定した沿道世帯数を図示したものが図-3，4 である。い

なすものであろう。しかしこの方法では，対象地域の中で，バッ

ずれの図においても，道路リンクごとに算出した推定世帯数を示

ファどうしが重なる領域やバッファで被覆されない領域が生じ

してある。この図に示す通り，フリーGIS データを活用して，各

得る。重なり部分や被覆もれ部分では密度一定の仮定の下での按

沿道の世帯数を実際に推定できることが確認できた。

分が妥当なものとは考えづらいので，バッファによる領域画定は

こうして機械的に求めた各沿道の推定世帯数は，現実の世帯数

面積按分の手順になじまない。小地域全体を排他的にもれなく分

を反映しているのであろうか。これを論じるためには，各道路リ

割するような沿道領域が定められると良い。そこで，そのような

ンクに沿って現実に分布している世帯の数を知る必要がある。と

要件を満たすものとしてボロノイ分割 10)の考え方を採用する。す

はいえ，真の世帯数分布を知ることは容易でないので，ここでは，

なわち，各道路リンクを生成元とするボロノイ領域を求めておき，

二つの対象地区を現地調査して，以下の手順で実世帯数分布のデ

それぞれのボロノイ領域について小地域と重なる部分（以下，道

ータを用意する。

路ボロノイ領域と呼ぶ）を抽出して沿道領域とする。
道路リンクを生成元とするボロノイ領域については考慮してお

4. 現地調査による沿道領域の実世帯数

くべきことがある。一般の GIS ソフトウェアには，線を生成元と

二つの対象地区のうち，竜美東２丁目を 2018 年７月 30 日に，

するボロノイ領域を算出する機能が実装されていない。序章で述

稲熊町字７丁目を同８月９日にそれぞれ現地調査した。いずれの

べた「市民が有効活用」していくことを念頭に置けば，一般の GIS

地区でも，第一種低層住居専用地域（建ぺい率 60%，容積率 100%）

ソフトウェアで実践できる工夫が必要である。ここでは，線を生

がその多くを占めており，残りの部分は第一種住居地域（建ぺい

成元とするボロノイ領域を応用した既存事例 9), 11), 12)にならって近

率 60%，容積率 200%）である。図-5 に用途地域と建築物を示し
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た。緑色の部分が第一種低層住居専用地域，黄色の部分が第一種
住居地域である。また，細線枠で示したポリゴンが建築物であり，
これは基盤地図情報 14)の建築物ポリゴンのうち，種別が「普通建
物」もしくは「堅ろう建物」である（
「無壁舎」を除いた）ものの
みを抽出して示したものである。この図からわかるとおり，竜美
東２丁目では規則的な形状の街区が並び，建物がおおよそ一様に
分布しているように見える。それと比べて稲熊町字７丁目では街
区形状が不規則で，建物の分布にもばらつきが見られる。この不
規則な街区形状の要因は，おそらく地形にあり，竜美東２丁目の
地形がおおよそ平坦であることに対して，稲熊町字７丁目では地
【図-2】道路リンク（グレーの太線）と道路ボロノイ境界（細黒

区内に地形の起伏が見られる（南へ向かって標高が高くなる）
。

線）～（左）竜美東２丁目，
（右）稲熊町字７丁目

【図-5】用途地域と建築物
（左）竜美東２丁目，
（右）稲熊町字７丁目
以上２地区の現地調査では，以下のように各沿道の世帯を数え
た（このときの世帯数を仮の実世帯数と呼ぶことにする）
。
i）戸建て住宅については，表札を見つけられたものをひとつの世
【図-3】面積按分による竜美東２丁目の推定沿道世帯数

帯とみなす；
ii）集合住宅については，空室の有無にかかわらず，ポストの数を
世帯数とみなす；
iii）各住宅について，主たる玄関がどの道路リンクに面している
かを目視判断した上で，住宅の世帯数をその面する道路リンクの
沿道世帯として付加する。
この手順で調査した結果，それぞれの対象地区の総世帯数（仮
の実世帯数）は，竜美東２丁目で 279，稲熊町字７丁目で 195 で
あった。一方，2015 年国勢調査による総世帯数は，竜美東２丁目
で 262，稲熊町字７丁目で 186 であり，現地調査による結果と若
干の違いがある。そこで，各道路リンクの沿道世帯数の実データ
を用意するにあたっては，上記調査で得た各道路リンクの世帯数
を 2015 年国勢調査結果に合わせるように補正する。すなわち，竜
美東２丁目の道路リンクについては 262／279 を，稲熊町字７丁
目のそれについては 186／195 を，それぞれ補正係数として乗ず
る。こうして得られた各道路リンクの世帯数の値を実世帯数とす
る。図-6，7 にそれを示した。
5. 推定世帯数と実世帯数との一致度
二つの対象地区それぞれについて，各道路リンクの推定世帯数
が現実の世帯数を反映しているか否かを知るため，推定世帯数

【図-4】面積按分による稲熊町字７丁目の推定沿道世帯数

（横軸）と実世帯数（縦軸）との散布図を描いたものが図-8 であ
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る。各散布図には，推定世帯数と実世帯数との相関係数を示した。
参考のため，すべての散布図に傾き 45 度の線をグレーで描きこ
んだ。この相関係数の値を見ると，竜美東２丁目では，この推定
方法がおおよそ実際をとらえているとみなして良さそうである。
一方で，稲熊町字７丁目では，推定世帯数が必ずしも実際を良く
表しているとは言えないこともわかる。
ここまでの手順では，世帯密度一定と仮定して推定世帯数を求
めた。図-8 に示す結果は，この仮定が竜美東２丁目でおおよそ満
たされ，一方の稲熊町字７丁目では必ずしも満たされなかったと
いうことであろう。このことは，すでに述べた実際の両地区の様
子とも合致する。であるとすれば，従来の面積按分による推定

4)

でしばしば採用されてきた密度一定の仮定に代わるものがある
と良い。そこで以下では，建物延床面積に着目して按分すること
を考える。
【図-6】竜美東２丁目の実際の沿道世帯数

5. 建物延床面積による按分推定
いま，道路ボロノイ領域 j について，その領域内の建物延床面
積を Bj とすると，S における世帯床密度（単位床面積あたり世帯
数）v は，

𝑣

𝑞

𝐵

3

と書くことができる。S において世帯床密度 v が一定であると仮
定すれば，道路ボロノイ領域 j の世帯数 qj を建物延床面積に比例
して推定することができて，
建物延床面積按分法による推定沿道世帯数

𝑞

𝑣𝐵

4

である。ここでの仮定は，従来の世帯密度を一定とするものでな
く，世帯床密度を一定とするものであることに留意されたい。
この手順に従って，実際のフリーGIS データを活用して，沿道
領域の世帯数を推定してみる。その際，建物延床面積のデータは，
図-5 ですでに示した基盤地図情報 14)の建築物ポリゴンから推計す
る。建築物ポリゴンを図上計測すれば，それぞれの建築面積が得
られるので，この建築面積に階数を乗ずれば延床面積が得られる。
しかし，建築物ポリゴンに階数のデータは付されていないので，
ここでは，以下のように各建築物ポリゴンの階数を定める。すな
【図-7】稲熊町字７丁目の実際の沿道世帯数

わち，種別が「普通建物」の建築物ポリゴンについては２階，種
別が「堅ろう建物」のそれについては３階とみなす(1)。こうして推
定した沿道世帯数を図示したものが図-9，10 である。この図-9，
10 について，各道路リンクの推定世帯数（横軸）と実世帯数（縦
軸）との散布図を描いたものが図-11 である。相関係数を見ると，
世帯密度一定を仮定した場合（図-8）と比べて，稲熊町字７丁目
においても，推定世帯数が実際の世帯数をより良く表しているこ
とがわかる。このことを確認するため，図-8，11 について，推定
世帯数を説明変数，実世帯数を被説明変数とする回帰モデルを求
め，その AIC を算出した。得られたモデルは以下の通りである。
a）竜美東２丁目

【図-8】各道路リンクの推定世帯数に対する実世帯数
（左）竜美東２丁目，
（右）稲熊町字７丁目

世帯密度一定を仮定した場合
実世帯数＝1.067×推定世帯数－0.459，AIC：227.0842
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世帯床密度一定を仮定した場合
実世帯数＝10.68×推定世帯数－0.481，AIC：222.4401
b）稲熊町字７丁目
世帯密度一定を仮定した場合
実世帯数＝0.828×推定世帯数＋0.741，AIC：271.5589
世帯床密度一定を仮定した場合
実世帯数＝0.811×推定世帯数＋0.800，AIC：262.3451
なお，上記４つのモデルのいずれについても回帰係数は有意であ
った。
さて，以上の検討から，２つの地区のどちらにおいても，単位
延床面積あたりの世帯数を一定と仮定して按分した方が，従来の
面積按分による推定方法よりも実際の世帯数をより良く推定で
きることがわかった。ただし，図-11 の稲熊町字７丁目の場合の相
関係数を見てわかるとおり，延床面積按分による推定方法を採用
【図-9】延床面積按分による竜美東２丁目の推定沿道世帯数

したとしても，これがきわめて優れた方法とまでは言えない。そ
の原因として考えられることが二つあり，そのひとつは，建築物
が建ち並んでいるにも関わらず実世帯数が 0（ゼロ）であるよう
な沿道領域の存在である（図-7 の実世帯数分布を見ると，複数の
世帯数「0」の沿道領域の存在がわかる）
。建築物が住宅として利
用されていなければ実世帯数は 0 になるので，推定世帯数と大き
な乖離を生ずることもある。この問題を解決するには建築物ポリ
ゴンの建物用途の情報が必要であるが，現在のフリーGIS データ
にそのようなものはないと言って良い。次に，原因のもうひとつ
は，推定世帯数が小さな値となっているにもかかわらず，実際に
は，ある程度の数の世帯が居住している沿道領域の存在である。
これは，推定のための入力元データである国勢調査小地域の情報
が 2015 年時点のものであることに対して，現地調査が 2018 年に
行われ，推定値と実測値との間の時系列の違いに起因するもので
あろう。これについても，国勢調査の調査時点が限られているこ
とを考えれば，やむを得ないものと考える。こうしたことを踏ま
えると，沿道領域のデータがほとんど提供されていない現状にお
いて，これを限られたフリーGIS データから推定する方法が実用
可能であることを確認した意義は小さくないと考える。
なお，フリーGIS データの活用を前提とするならば，道路中心
線データを利用した按分推定を考えることもできる。すなわち，

【図-10】延床面積按分による稲熊町字７丁目の推定沿道世帯数

道路リンクの長さに応じて按分する方法である。しかし，この方
法は，道路中心線データの位置誤差の影響を受けやすい。小地域
ポリゴンの境界にあたる道路では，データ上，その道路中心線が
境界の内側に入ったり外側に出てしまったりする。小地域内に存
在するはずの道路について，データ上では，道路中心線があった
りなかったりすることになり，その分だけ，計測される（小地域
内の）道路の総延長も大きく変わってしまう。道路総延長の値が
大きく変わり得るので，それに基づいて按分された結果として得
られる推定値も大きく変わり得る。この点を考えると，道路リン
クの長さに応じて按分する推定方法は，実用的な方法と言えない
であろう。

【図-11】各道路リンクにおける延床面積按分による推定世帯数
に対する実世帯数（左）竜美東２丁目，
（右）稲熊町字７丁目

5. 結論
この論文では，地域の基本的な情報を GIS で扱う上で，道路に
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沿った領域で集計された世帯数を推定する方法を検討した。フリ

5) 独立行政法人統計センター，
「e-Stat 政府統計の総合窓口」
，日

ーGIS データをつかって，面積按分法と建物延床面積按分法によ

本語，https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?type=2，2019 年 4
月5 日

る沿道世帯数の推定を試み，いずれの推定方法によっても推定を
実践できることを示した。岡崎市の住居系地区の現地調査によっ

6) OpenStreetMap Japan，
「OpenStreetMap Japan | 自由な地図をみん
なの手に」
，日本語，https://openstreetmap.jp/，2019 年 4 月 5 日

て得られた現実の沿道世帯数を推定世帯数と比べてみたところ，
建物延床面積按分法による推定の方が，面積按分法によるそれよ

7) 国土地理院，
「国土地理院の地図の利用と測量成果の複製・使

りも実際の世帯数をよく表すことがわかった。推定世帯数と実世

用申請について」，日本語，http://www.gsi.go.jp/LAW/2930index.html，2019 年 4 月 5 日

帯数との相関は必ずしも強いものでなかったが，沿道領域で集計
されたデータがほとんど提供されていない現状を考えると，ここ

8) 日本地図センター，
「数値地図（国土基本情報）オンライン」
，

で提案した方法が現実的なものと言って良いであろう。

日本語，http://net.jmc.or.jp/digital_data_gsiol_kokudokihon.html，
2019 年 4 月 5 日

最後に，今後の研究へ向けて，検討課題を述べておく。フリー
GIS データの活用という視点で考えてみると，実世帯数を現地調

9) 奥貫圭一(2018)，
「建物周り建ぺい率のばらつきに関する街区と

査によらず，インターネット上で無償利用可能な地図や連続街路

沿道領域との比較検討～基盤地図情報と数値地図を活用して」
，
都市計画論文集 53，pp.1491-1498.

写真（ストリートビュー）を活用することがあり得る。実際の世
帯数を知るためには，地図だけでは情報が不足するものの，連続

10) 岡部篤行，鈴木敦夫(1992)，
「最適配置の数理」
，pp.41-43，朝

街路写真を利用すれば，かなりの程度の有効な情報が得られるで
あろう。ただし，ここで大きな課題がある。連続街路写真では，

倉書店
11) 薄井宏行，浅見泰司(2010)，
「建物と道路の近接性判定方法の
比較分析」
，GIS－理論と応用 18，pp.161-170.

編集が施されて，表札などの世帯の有無を知るための情報が隠さ
れていることが一般的である。加えて，写真を撮影した時点の情

12) 阪田知彦，寺木彰浩(2003)，
「GIS 建物データに対するボロノ

報がなく，
（推定値と実測値との間の）時系列の違いを検討するこ

イ分割ツールの試作」
，地理情報システム学会講演論文集 12，

とさえできない。これらの課題を克服することができれば，連続

pp. 79-84.

街路写真を活用して，実際の世帯数を効率よく知ることができる

13) 杉原厚吉(1998)，
「一般図形のVoronoi 図」
，FORTRAN 計算幾

だろう。

何プログラミング，岩波書店，pp.339-356.
14) 国土地理院，「基盤地図情報サイト」，日本語，http://
www.gsi.go.jp/kiban，2019 年 1 月 1 日
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補注
(1) 寺木・岩田 15)の解説によれば，建築物は大縮尺地形図図式に
従って表示される。その際の「種別」区分には，普通建物（３
階未満の建物及び３階以上の木造等で建築された建物）や，
堅ろう建物（鉄 筋コンクリート等で建築された建物で，地上
３階以上または３階相当以上の高さのもの）などがある。
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