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1. はじめに
近年、日本では人口・世帯数の減少や高齢化などを背景に、全国で空き家が増加し続けている。特に管理
が不十分な空き家の増加は、腐朽・破損による倒壊危険性の増大や、防犯性の低下、地域全体の魅力・活力
の低下、更には自治体の税収低下など、近隣住民、ひいては地域全体に深刻な影響をもたらす可能性がある
とされる（文献 1）
。こうした背景を受けて、平成 27 年 5 月から「空き家等対策の推進に関する特別措置法」
が全面施行され、自治体は同法に基づいて空き家対策の取り組みを進めている。また、同法の中では自治体
全域を対象とした空き家に関する情報の把握やデータベースの整備などが自治体の努力義務として定められ
た。したがって、同取り組みを進めていくためには空き家の空間的な分布を把握することが必要となる。
しかし空き家の空間的分布を把握する手法は、1 棟 1 棟を個別に訪問し（現地調査）、外観を見て判断する
戸別目視が中心である。そのためこれらの方法を用いる場合、広域の空き家分布を把握するためには多大な
労力と時間、そして費用が必要となる。また現地調査を実施する前に予め空き家が多数分布していると考え
られる地域、即ち調査の緊急性が高いと考えられる地域を把握する手法も殆ど確立されていないため、調査
の優先順位を決めることもままならない状況である。これらが自治体において空き家対策の取り組みを進め
ていく上での大きな障壁となっている。
この課題に対して、これまでに空き家の分布を把握するための試みは数多く見られるものの、殆どの先行
研究で採用されている空き家の調査手法は、前述した戸別目視による現地調査（文献 2,文献 3 など）や、自
治会・現地住民などへの聞き取り調査（文献 4、文献 5 など）によるものである。これらの手法は空き家の分
布状況を建物一棟一棟の単位で高い信頼性を持って特定出来るが、何れの研究においても調査対象範囲はご
く限られた地区のみであり、同手法を広域調査に適用することは困難である。
一方、広域に渡って空き家の分布状況を把握しようとした研究としては、山下ほか（2015）による水道閉
栓情報を用いた宇都宮市域全体の空き家分布把握の例がある（文献 6）。また自治体が保有する複数の公共デ
ータ（住民基本台帳情報、水道閉栓・停止情報、建物登記情報など）を活用し、鹿児島市中心部全域の空き
家分布把握を試みた例もある（文献 7）
。このように自治体が保有する公共データを活用することで広域の空
き家の分布をかなりの程度把握できることが明らかになりつつあるが、一方で複数種類の公共データを自治
体の様々な担当部局に跨りながら収集・活用することは容易ではなく、またデータによっては個人情報保護
的な観点から取得が難しい（例えば住民基本台帳など）
。
以上のように先行研究においても空き家の分布調査は様々な方法で実施されており、また自治体や産官学
連携においてもその取り組みは見られるものの、広域の空き家の分布状況を、迅速かつ安価に、そして継続
的に把握・推定する手法はこれまでのところ充分には確立されていない。また公共データの活用は空き家分
布把握に有効であることは明らかになっているものの（文献 7）、自治体によっては公共データの利用が難し
い場合もあるため、公共データを使うこと無く、また現地調査にも頼ること無く、空き家の分布を推定・把
握出来る手法の実現が理想的といえる。
2. 目的
そこで本研究では上記の課題の解決のために、最新から過去数年分のデジタル電話帳（個人宅を含むもの）
を活用して、建物ごとの電話の開通状況を把握することで建物ごとの空き家率を推定するとともに、同デー
タを集計化することで、任意の空間単位でその地域の空き家数や空き家率を推定・把握する技術開発を目的
とする。同手法で実現を目指すデータは、日本全国の建物ごとの空き家率をピンポイントに推定できるデー
タであり、同時に日本全国の空き家数や空き家率を任意の空間単位で推定するためのビッグデータとなる。
なお本研究で扱う空き家は戸建て住宅の空き家とし、共同住宅は対象外とする。これは共同住宅の場合、
管理者不在となり放置される可能性が戸建て住宅よりも低いため優先度が現時点では低いことや、戸建て住
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宅と共同住宅における空き家発生のメカニズムが異なるものと考えられるためである。
3. モデル開発
図 1 に本研究の実施概要を示す。
対象地域は自治体から現地調査によ
る空き家分布調査結果を収集するこ
とが出来た、愛知県豊川市全域およ
び群馬県前橋市の中心市街地とし
た。
3.1 愛知県豊川市・群馬県前橋市に
おける推定空き家率モデル開発

まず豊川市と前橋市が実施した空
き家分布状況の調査データ（以下「空
き家真値データ」
）と、日本ソフト販
売株式会社から提供を受けた 2017 年
3 月から過去約 10 年分（2007 年 12
月まで）のデジタル電話帳（以下「時
系列電話帳データ」
）を、住宅地図の
図 2 本研究の実施概要
住宅用途の建物に空間結合した。豊川
市の空き家調査は市域全域を対象に
実施し、2017 年 3 月に調査が完了し 表 1 豊川市における空き家真値データ、住宅地図、時系列電話帳
ている。一方、前橋市はデータを取得
の結合結果
した 2017 年 10 月の時点ではまだ調
住宅地図との結合
電話帳との結合
空き家調査
査中であり、そのため入手できた範囲
空き家数
件数
割合[% ]
件数
割合[% ]
( 空き家真値)
は前橋市の中心市街地に限られた。
1,097 結合
1,055
96.17 結合：停止期間有り
325
30.81
また時系列電話帳の元データは電
結合：停止期間無し
163
15.45
話番号ごとに最新の月
（2017 年 10 月）
非結合
567
53.74
から過去 10 年に渡り、各月の電話開
609
55.52 結合：停止期間有り
238
39.08
うち
結合：停止期間無し
116
19.05
通状況を把握できるデータとなって
戸建住宅
非結合
255
41.87
いる。そこで住宅地図に空間結合する
非結合
42
3.83
前に、あらかじめ電話番号ごとに最新
の月からの電話の連続停止期間を計
表 2 前橋市における空き家真値データ、住宅地図、時系列電話帳
算しておき、住宅地図に与える属性は
の結合結果
この電話の連続停止期間とした。
住宅地図との結合
電話帳との結合
空き家調査
表 1、表 2 に豊川市と前橋市におけ
空き家数
る空き家真値データ、時系列電話帳デ
件数
割合[% ]
件数
割合[% ]
( 空き家真値)
ータ、住宅地図の結合結果を示す。豊
3,221 結合
3,123
96.96 結合：停止期間有り
706
22.61
川市の場合、1,097 件の空き家真値の
結合：停止期間無し
546
17.48
非結合
1,871
59.91
うち、1,055 件（96.17%）が住宅地図
1,255
38.96 結合：停止期間有り
363
28.92
と結合し、そのうち 609 件（609/109
うち
結合：停止期間無し
320
25.50
戸建住宅
7=55.52%）が戸建住宅であった。さら
非結合
572
45.58
にそのうち 354 件（(238+116)/609=5
非結合
42
1.30
8.13%）が電話帳と結合した。また前
橋市の場合、3,221 件の空き家真値のうち、3,123 件（96.96%）が住宅地図と結合し、そのうち 1,255 件（1
255/3221=38.96%）が戸建住宅であった。そのうち 683 件（(363+320)/1255=54.42%）が電話帳と結合した。
続いて空き家真値と時系列電話帳が結合した建物を対象に、電話の連続停止期間ごとの空き家率（空き家
真値となる建物の割合）を計算し、その停止期間ごとに空き家率を推定し、同結果を持って空き家率を推定
するモデルを構築した。図 2 にその結果を示す。まず電話の停止期間無しの場合と、停止期間有りの場合で
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は、何れの市においても空き家率に大きな差が見られた。すなわち電話が停止状態にある住宅では空き家と
なっている可能性が高いことを意味している。一方、豊川市と前橋市の結果を電話の連続停止期間ごとに見
ていくと異なる結果となっていることが分かった。まず豊川モデルの場合、電話の連続停止期間が 1 年～4 年
半で空き家率が高くなり（15～20%前後）
、それよりも連続停止期間が長くなると 5～10%前後に低下し、連続
停止期間が長くなるほど空き家率は僅かに低下していくことが分かった。これは電話の停止期間が 5 年以上
になると、その建物の除却、建て替え、あるいは固定電話の契約を行わない新しい居住者の入居が増加する
ことに起因するものと考えられる。一方、前橋市では電話連続停止期間の長さによって空き家率が変化する
ことはなく、いずれの停止期間においても 5%前後で推移することが分かった。前橋市は調査対象地域が中心
市街地のみであるため、中心市街地については電話の連続停止期間による空き家率の変化があまりはっきり
とは現れない可能性を示唆している。すなわち電話の連続停止期間だけでなく、建物の立地環境も空き家率
の大小に影響を与えているものと考えられる。なお豊川市と前橋市の両方の結果から作成した MIX モデルは、
サンプル数が前橋市の方が多いため、前橋市の結果の影響をより強く受けたモデルとなった。
3.2 モデルを用いた推定空き家率データの開発

3.1 で開発した電話の連続停止期間に基づくモデルを用いて、建物ごとの空き家率を推定しそれを町丁目
ごとに集計することで、町丁目ごとの空き家率を推定した。図 3、図 4 に豊川市と前橋市における、空き家真
値データによる町丁目ごとの空き家真値率と、それぞれのモデルを用いた町丁目ごとの推定空き家率および、
真値と推定値の相関係数を示す。
3.3 モデルの信頼性検証

表 3 にそれぞれのモデルによる戸建住宅の推定空き家率と真値による空き家率の回帰分析の結果を示す。
まず何れの市においても集計単位を細かくするほど相関は低くなった。これは集計単位を細かくするほど 1
つ 1 つの領域に含まれる建物数が少なくなることから、真値と推定値の差が誤差として大きく表れるためで
あり、自然な結果といえる。
続いてモデルごとの結果を見ていく。まず豊川市の場合、何れのモデルを用いても高い相関が得られた。
ただし豊川市は前橋市の中心市街地と比べて電話停止状態にある建物も、また空き家真値も建物棟数の割に
小さかったため、回帰分析の結果に大きな影響を与える町丁目が少なく、結果的に何れのモデルを用いても
相関係数が大きく変わらない結果となったものと考えられる。一方、前橋市の中心市街地の場合、モデルに
より結果が大きく異なる。特に豊川モデルでは町丁目集計以外の結果は全て相関係数が 0.5 以下である。

図 2

電話の連続停止期間に基づく推定空き家率モデル
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図 3 豊川市における町丁目ごとの空き家真値率とモデルによる推定空き家率の比較

図 4 前橋市における町丁目ごとの空き家真値率とモデルによる推定空き家率の比較
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この結果から分かることは、豊川市という前橋市以外の自治体のモデルをそのまま使って空き家率の推定を
行った場合、空き家率の推定が困難であるということである。また豊川市は「市域全体」の空き家真値に基
づいたモデルである一方、前橋市は「中心市街地のみ」の空き家真値に基づいたモデルである。つまり「市
域全体」の空き家真値に基づいた豊川モデルでは、前橋市の「中心市街地」の空き家率推定の信頼性は低く
なってしまうということが分かる。図 2 も示すように豊川市全域と前橋市の中心市街地では、電話の連続停
止期間ごとの空き家率が特に 4 年半以下の場合に大きく異なることからもそれは明らかである。即ち、
「電話
の連続停止期間」のみから作成したモデルを用いて、他の自治体の空き家率を推定することは困難であると
いうことになる。
表 3

モデルによる戸建住宅の推定空き家率と真値による空き家率の回帰分析の結果（相関係数の一覧）

4. モデルの改良
4.1 モデルの改良に向けた検討
秋山ほか（文献 7）による公共データ等を活用した空き家分布推定手法によると、空き家率に影響を与える
ファクターとして以下の要素が挙げられている。
１）居住者の年齢、居住人数、居住年数（住民基本台帳より収集）
：住民が高齢、単身、また居住年数が長いほど空き家率が高い。
２）建物の築年数、構造（建物登記情報より収集）
：木造や古い建物ほど空き家率が高い。
３）建物面積（住宅地図の建物データより収集）
：狭い建物ほど空き家率が高い。
４）用途地域（都市計画図より収集）
：用途地域の違いで空き家率に違いが見られる。
これらのうち、１）と２）は非公開の公共データであり、本研究での利用は困難である。一方、３）は住
宅地図由来であるため本研究で整備したデータから計算可能である。また４）も都市計画図が無くとも国土
数値情報で日本全国の用途地域図が公開されているため、各建物に用途地域の情報を与えることが可能であ
る。
そこでモデルを改良し空き家率の推定精度を高めるために、各建物の面積と用途地域をモデルに組み込む。
建物面積は住宅地図の建物ポリゴンデータから直ちに算出可能である。また用途地域の情報も住宅地図の建
物ポリゴンデータに、国土数値情報の用途地域データ（文献 8）から収集した用途地域のポリゴンデータを空
間結合することで与えることが出来る。
図 5 に建物面積別の戸建住宅数と戸建空き家数を比較したものを示す。豊川市、前橋市ともに面積別戸建
住宅数の分布傾向は概ね類似することが分かった。なお秋山ほか（文献 7）における鹿児島県鹿児島市の中心
市街地の結果も同様の分布傾向であった。また図 6 は面積別戸建住宅空き家率を比較したものである。この
結果も豊川市，前橋市ともに分布傾向が概ね類似することが分かった。さらに秋山ほか（文献 7）の鹿児島市
の中心市街地の結果も同様の分布傾向であった。この結果から、建物面積をモデルに組み込むことで信頼性
の向上が期待できることが示唆された。
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図 5 豊川市と前橋市における建物面積別の戸建住宅数と戸建空き家数の比較

図 6

豊川市、前橋市および鹿児島市（参考）における建物面積別戸建住宅空き家率の比較

次に図 7 に用途地域別の戸建住宅数と戸建住宅空き家数を比較したものを示す。両市で棟数が近い用途地
域もあれば、かなり異なる用途地域も存在する。これは豊川市では市域全体を、前橋市は中心市街地のみを
対象とするためである。そのため豊川市では用途地域の指定が「無し」となっている戸建住宅数も多い。ま
た図 8 は用途地域別の戸建住宅空き家率を比較したものである。近隣商業地域や商業地域以外においては、
豊川市と前橋市の分布傾向が類似することが分かる。また前橋市の近隣商業地域と商業地域では、空き家率
が特に高くなることが分かった。これは前橋市の場合、近年空洞化が顕在化しつつある中心市街地のみを対
象としているためだと考えられる。この結果から、用途地域をモデルに組み込むことで信頼性の向上が期待
できることが示唆された。

6

採択課題番号：IDEAS201711

図 7

図 8

豊川市と前橋市における用途地域別の戸建住宅数と戸建空き家数の比較

豊川市、前橋市および鹿児島市（参考）における用途地域別戸建住宅空き家率の比較

4.2 電話停止期間・建物面積・用途地域を用いたモデルの改良

以上より本研究では電話の連続停止期間に加えて建物面積と用途地域を用いたモデル構築を行うことで、
電話の連続停止期間のみを用いたモデルを改良し、信頼性の向上を図る。本研究では豊川市、前橋市および
両市のデータを用いて電話の連続停止期間、建物面積、用途地域を図 9 に示す方法でクロス集計し，それぞ
れの組み合わせごとに空き家率を算出することでモデルの改良を行った。図 10 はモデル改良前後の戸建住宅
ごとの推定空き家率の比較である。モデルを改良することで、各建物に割り当てられる推定空き家率の多様
性が向上していることが分かる。
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図 9

電話の連続停止期間、建物面積、用途地域のクロス集計における各要素の区分と組み合わせ数

図 10 モデル改良前後の戸建住宅ごとの推定空き家率の比較
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4.3 改良後のモデルの信頼性検証

図 11 に新旧両モデルで集計単位を変えながら回帰分析を行った際の相関係数の一覧を、図 12 に平均二乗
誤差(RMSE)の一覧を示す。モデルの改良で相関係数、RMSE ともに概ね改善していることが分かる。特に前橋
市の中心市街地においては、旧モデルの場合、豊川市モデルや MIX モデルで推定した場合、相関係数は町丁
目単位でも 0.5 前後であったものが、5 次メッシュ単位まで細かくしても豊川市モデルで 0.68、MIX モデル
で 0.85 と大幅な性能の向上が実現したことが分かる。これは建物面積ごとの空き家率の違い、また用途地域
の違いによる空き家率の違いをモデルに反映した結果、実現したものと考えられる。以上より電話の連続停
止期間に建物面積と用途地域の違いを組み込んだモデル（新モデル）により、電話の連続停止期間のみに基
づいたモデル（旧モデル）よりも、空き家率の推定をより高い信頼性をもって実施することが可能になった。

図 11 新旧モデルの信頼性比較（相関係数の一覧）

図 12 新旧モデルの信頼性比較（平均二乗誤差の一覧）

9

採択課題番号：IDEAS201711
5. 結果
最後に新旧のモデルで得られる結果を GIS で可視化した。図 13 は豊川市における旧モデル（MIX モデル）
と新モデル（MIX）で作成した町丁目単位の推定空き家率と、豊川市が実施した空き家調査に基づく空き家真
値率との誤差率を示したものである。旧モデルでは全体的に過小評価されている町丁目が数多く分布してい
るが、新モデルではそれが改善されていることが分かる。
また図 14 に前橋市の中心市街地における様々な集計単位で空き家率を推定した結果を示す。本研究では図
10 にも示すように建物単位で空き家率を推定しているため、図 14 のように様々な集計単位で集計化した結
果を容易に作成することが出来る。
さらに本研究のモデルを用いることで、図 15 に示すように現地調査を行っていない地域においても空き家
率を推定することが可能となる。各建物に電話の連続停止期間、建物面積、用途地域の属性さえ与えられれ
ば新モデルを用いることで建物ごとの空き家率の推定が可能なため、技術的には図 15 で示した前橋市以外で
も日本全国で空き家率の推定が可能である。ただし本研究で開発したモデルは教師データが豊川市と前橋市
の中心市街地のみであるため、推定結果の信頼性が本研究の図 11、図 12 で得られた水準に達するか否かは
未知数である。そのため本研究の手法を実用レベルで全国展開するためには、今後さらに数多くの自治体に
おいて広域に渡る空き家の現地調査データを入手し、教師データを豊富にしながらモデルの改良を進めるこ
とが必要になるだろう。

図 13 豊川市における旧モデルと新モデルによる推定空き家率と空き家真値率との誤差率（町丁目集計）
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図 14 前橋市の中心市街地における様々な集計単位で空き家率を推定した結果

図 15 前橋市全域の空き家率推定結果
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6. 自治体等における実用性の検討
本研究で実現を目指す空き家分布推定の方法は、空き家の分布状況を「迅速」
、「安価」かつ「簡便」な方
法で推定することを目的としている。これは同手法を広く普及させるためには、研究者以外の者、例えば自
治体の空き家担当者でも業務に導入できる手法である必要があると考えているためである。そこでここでは
本研究で開発した手法の迅速性、コスト、簡便性について紹介する。
1) 迅速性
例えば前橋市全域の場合、既存の手法（現地調査による空き家分布調査）では、1 回の調査に約半年（2017
年夏～2018 年春）を要している。一方、本研究の手法の場合、事前のデータ整理（住宅地図、時系列電話帳、
用途地域データの空間結合および、同データからのデータベース抽出）は、初歩的な GIS の扱いができる者
が担当すれば数時間程度で完了する程度の作業となる。その後の各建物の空き家率の推定の計算時間は 1 回
30 秒程度である。現地調査と比較すると信頼性は劣るものの、迅速性は大幅に向上しているといえる。
2) コスト
既存の手法（現地調査）では 1 回の調査に要する費用は数百万円～数千万円（調査する建物数が多い、ま
た調査エリアが広いほど高くなる）要している。例えば前橋市全域の場合、1 回の調査で 1,000 万円以上か
かっている。一方、本研究の場合、過去 10 年分の時系列電話帳と住宅地図が必要となるが、例えば前橋市全
域の場合、時系列電話帳が約 250 万円（{(掲載件数×1 件 10 円×1 年分)+(過去掲載件数×1 件 7.5 円×9 年
分)}×(1/3)（用途が空き家調査に限定される場合のディスカウント価格））、住宅地図（Zmap TOWN II）が約
17 万円（1 市町村当たりの価格/1 ライセンス）であり、概ね現地調査を行う場合の 5 分の 1 のコストで全域
調査が可能となる。
3) 簡便性
本研究の手法は初歩的な GIS の扱いができる者が簡単なデータ整形を行った後に、データ処理プログラム
（本研究では Ruby2.3 で開発）を実行するだけで建物ごとの推定空き家率を算出することができるため、デ
ータ整備の簡便性は高いといえる。またこれらの処理環境は QGIS（文献 9）と Ruby（文献 10）さえインスト
ールしたコンピュータを準備すれば、いかなる環境でも再現することができる。加えて QGIS、Ruby ともにフ
リーでダウンロード、インストールが可能であり、環境構築の簡便性も高いといえる。
以上より本研究の手法は迅速性、コスト、簡便性何れもかなりの程度満足しているといえる。ただし現地
調査と比較すると、どうしてもその信頼性には限界があることは明らかであると考えられる。そのため本研
究の手法は、予め空き家が多いと考えられる地域を絞り込むことで現地調査の優先順位を決定したり、空き
家の現地調査を実施しない年の空き家調査の補完に用いたりするといった使い方が想定される。また本研究
では電話の連続停止期間、建物面積、用途地域をファクターにして空き家率を決定したが、今後さらに他の
ファクターを与えることで、モデルの性能を向上できる可能性もある。
7. まとめ
本研究では時系列電話帳を用いて建物ごとの電話の連続停止期間を把握することで、戸建住宅ごとの空き
家率を推定し町丁目単位など任意の単位で空き家率を推定するモデルの開発を行った。その結果、電話の連
続停止期間のみを用いたモデルでは、特に前橋市の中心市街地では高い信頼性は得られなかった。そこで電
話の連続停止期間に加えて、建物の面積や用途地域をモデルに組み込むことで信頼性を向上させることが出
来た。また本研究で開発したモデルを用いることで、現地調査が実施されていない地域においても空き家分
布の傾向を推定出来る可能性が示された。さらに本研究の手法を用いることで、コスト面でもデータ処理の
手間（技術的な難易度）や時間の面でも、空き家の分布傾向を迅速かつ安価に推定・把握することが可能に
なった。
今後はまず、
前橋市の中心市街地以外における推定値の信頼性検証の実施を予定している。前橋市では 2017
年度内に市域全体の空き家現地調査が完了する予定であり、今後は前橋市との交渉を通して同データを利用
した信頼性検証を進めていく予定である。また更に多くの地域を対象に現地調査等による空き家調査結果（空
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き家真値）を、教師データとして集めることでモデルの信頼性を更に高められる可能性がある。今後は本研
究で対象とした豊川市や前橋市以外の自治体にもコンタクトを取りながら空き家真値を収集し、モデルに用
いる教師データを強化していきたいと考えている。さらに、建物面積や用途地域以外に空き家率の決定要因
となるファクターの検討を進めることも重要である。そして将来的に教師データが豊富になってきた場合、
都市のタイプ別（地方中核都市・大都市近郊・中山間地域など）にモデルを構築することで、信頼性の高い
結果を得ることが可能になるものと期待される。また簡便性は犠牲になるものの、機械学習を導入すること
でさらに信頼性の高い結果を得られる可能性もある。
なお本研究は、公共データや民間データを活用した空き家分布推定手法の一手法として位置づけている（図
16）。自治体によっては住民基本台帳などの公共データが利用可能な場合もあるため、今後は時系列電話帳に
他の民間データや公共データも組み合わせた様々な空き家推定モデルを開発し、自治体は利用可能なデータ
と予算規模に応じて空き家分布推定結果を得られる環境の実現に向けて研究を進めていきたいと考えている。
そしてこうした環境構築を進めていく上では、貴学が提案するデジタルアースとの連携も検討していきた
い。本研究で扱ったような非集計のミクロなジオビッグデータの利活用はそう遠くない未来に到来すること
が予想され、貴学が提案するデジタルアースにおいても非集計データのインタラクティブな分析、集計、可
視化は不可欠な技術になるものと考えられる。我々の提案する環境をデジタルアース上で展開し、こうした
時代の到来を見据えたデータの処理・可視化の技術開発を貴学と共同で検討していけるものと期待している。
8. 謝辞
本研究は中部大学国際 GIS センター「問題複合体を対象とするデジタルアース共同利用・共同研究拠点２
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図 16 様々なデータソースを用いた空き家推計モデル構築環境のイメージ
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