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CSIS DAYS 2018 
東京大学 空間情報科学研究センター 全国共同利用研究発表大会 

 

東京大学空間情報科学研究センター（CSIS）は，日本で地理情報シ

ステム（GIS）の普及が進みつつあった 1998 年に，GIS の学術的利用を促

進し，産官学の連携を強める目的で創設されました．当センターは最初は

東京大学の学内組織として発足しましたが，活動は当初から日本全国およ

び海外を視野に入れておりました．たとえば，地理空間情報のデータセット

を他の研究教育組織の研究者とシェアする活動を，センターの発足後まも

なく開始しました． 

このような活動が評価され，当センターは 2006 年 4 月に全国共同利

用型研究施設として文部科学省に認定されました．さらに 2010年4月には，

全国共同利用型研究施設の後継である共同利用・共同研究拠点として文

部科学省に認定され，「空間情報科学研究拠点」の名称で活動してまいり

ました．また 2016 年 4 月からの 6 年間引き続き拠点としての更新が認めら

れ活動を継続しております．更新の認定にあたっては，地理空間情報のデータセットをシェアして行われる多数の共

同研究を全国の多様な研究者と行っていることが，高く評価されました．また，毎年開催している全国共同利用研究

発表大会である CSIS DAYS も，主要な成果発表の機会と認められました．今年の CSIS DAYS も，多くの発表が口

頭発表とポスターを併用する形で行われます．これは多数の方々に優れた研究をご投稿していただいた結果です．

この場を借りてお礼申し上げます． 

2016 年度からの拠点の活動では，二つのプロジェクトを活動の中心として掲げました．ひとつは，「ビッグデータ

時代の空間情報科学：データインフラと解析ツール」で，概要は「社会や環境に関する多様かつ多量の空間データ

を収集・整備し，解析ツールと合わせて研究者に提供することで共同研究を実施し，空間情報科学の深化と関連分

野の拡大を実現する．関連する産・官との連携を進め，産業・高度研究人材育成にも貢献する」です．もう一つは，

「時間軸を持つ空間情報科学の構築と国際展開のための共同研究フィールドの整備」で，概要は「社会や環境の動

態を示す多様な空間データを時系列化して整備し，その解析ツールと合わせて国内・国際共同研究のために提供し，

時空間科学としての空間情報科学の確立と国際的な応用を実現する．技術開発等で産・官とも連携し，イノベーショ

ン人材を育成する」です．いずれも，広い分野で活用可能なデータセットの提供を行い，データの分析ツールも整備

し，それを全国や海外の方々に活用していただくことを目標としております．引き続きご支援をよろしくお願いします． 

空間情報科学研究センターは，2008年より民間企業・団体からの支援による寄付講座を運用してまいりましたが，

2016年度からは20以上の企業・団体のご協力を得て，「宇宙システム・G空間情報連携利用工学」社会連携研究部

門と，「グローバルG空間情報」寄付研究部門を運用しております．上記の二つのプロジェクトでも産・官との連携が

重視されていますが，このような連携を強化するものとして、二つの部門が活動しております．当センターは，今後も

空間情報科学の多角的な振興に積極的に取り組んでいく所存です．皆様からのご意見・ご要望をいただきこれをセ

ンター運営に反映することは，共同利用・共同研究拠点としての当センターの活動の継続のために非常に重要であ

ります．このCSIS DAYSの場を利用して，あるいは任意の機会にどうぞ忌憚なきご意見をお寄せ頂くよう宜しくお願

い致します． 
 

2018 年 11 月 2 日 

東京大学 空間情報科学研究センター長 

瀬崎 薫 

空間情報科学研究センター長 

瀬崎 薫 
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2018 年 11 月 2 日（金）： 初日のプログラム 

－ CSIS DAYS 2018 － 
 

場所： 東京大学柏の葉キャンパス駅前サテライト 
（通称： フューチャーセンター） 

発表会場： 1F 多目的ホール，ポスター展示会場： 2F ラウンジ 
 

  12:30 ~  一般受付開始・ポスター貼り付け開始 
  13:00 ~ 13:05 開会の挨拶 （センター長 瀬崎 薫） 
  13:05 ~ 14:25 発表(A) 一件 5 分 15 件 【A: 自然・環境・センシング】（司会： 小口 高） 
  14:25 ~ 15:10 ポスター展示 
  15:10 ~ 15:20 ポスター撤収・休憩 
  15:20 ~ 15:30 ポスター貼り付け・休憩 
  15:30 ~ 17:00 発表(B) 一件 5 分 16 件 【B: モビリティと交通行動】（司会： 柴崎 亮介） 
  17:00 ~ 17:45 ポスター展示 
  17:45 ~ 17:50 初日の締めの挨拶 （副センター長 高橋 孝明） 
  17:50 ~  ポスター撤収，移動 
  17:50 ~  懇談会 受付開始 （17:50～） 
  18:00 ~ 20:00 懇談会 レストラン＆バー 「コメスタ」 （発表会場より徒歩 1 分） 

 
 
 

2018 年 11 月 3 日（土）： 2 日目のプログラム 
－ CSIS DAYS 2018 － 

 
  10:00 ~  一般受付開始・ポスター貼り付け開始 
  10:10 ~ 11:40 発表(C) 一件 5 分 16 件 【C: 都市と社会・経済・教育】（司会： 高橋 孝明） 
  11:40 ~ 12:25 ポスター展示 
  12:25 ~ 13:35 ランチタイム （拠点校会議 [非公開] 12:30～13:30， 

フューチャーセンター内 2F 205 号室） 
  12:25 ~ 13:05 ポスター撤収 
  13:05 ~ 13:35 ポスター貼り付け 
  13:35 ~ 15:05 発表(D) 一件 5 分 16 件 【D: 生活の安心・安全】（司会： 貞広 幸雄） 
  15:05 ~ 15:50 ポスター展示 
  15:50 ~ 16:40 特別セッション 
  16:40 ~ 16:50 閉会式 （優秀研究発表賞の授与式）（センター長 瀬崎 薫） 
  17:00 ~   ポスター撤収 
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A01 

住民の歩行習慣および健康状況と環境要因との関連性の分析 

 
眞田 佳市郎 1，山田 育穂 2 

1 中央大学 理工学研究科，2中央大学 理工学部 
連絡先: <a13.8ky5@g.chuo-u.ac.jp>   

 
(1) 背景：我が国では世界に先駆けて超高齢社会が到

来し，高齢者の健康寿命の延伸に資する具体的方

策を講ずることが喫緊の課題となっている．健康寿

命の増加には適度な運動が有効であるとされてお

り，本研究では，日常生活で最も身近な運動である

歩行に着目する．都市の歩きやすさを表す「ウォー

カビリティ」の研究は，日本を含むアジア諸国にも

徐々に広がっている．本研究では，アンケート調査

の結果に基づき，住民の歩行習慣，健康，地域環

境に対する主観的評価および客観的に測定された

地域の環境要因との関連性を分析する． 
(2) 利用データ：ネットリサーチ会社である株式会社クロ

ス・マーケティングに依頼し，Web アンケート調査を

実施した．実施日は2018年1月，回答者数は 4018
人であった．対象地域は，人口等を考慮して除外し

た市町村を除く，東京都 49 の市区を対象地域とし

た（図 1）．調査では，自宅周辺の住環境（簡易版

ANEWS）（井上ほか，2009），日常の身体活動

（ IPAQ）（村瀬ほか，2002），回答者の健康状態

（SF-8）（福原・鈴鴨，2004），回答者の属性（年齢，

性別など）に関して質問を行った．さらに，歩行環

境を客観的に評価する指標として，ArcGIS を用い

て以下の 3 項目に関わる指標を市区ごとに算出し

た：（1）人口密度（人/km2），（2）歩行者に優しいデ

ザイン，（3）土地利用の多様性（施設数/km2）．（2）
は山田（2013）に準じて幅員 6 m以上の道路までの

距離が 50 m未満の住宅の割合とした． 
(3) 方法：主観的環境要因と歩行習慣に関しては，歩

行習慣の有無を被説明変数，地域環境に対する評

価と個人の特性を説明変数としたロジスティック回

帰分析を行う．客観的環境要因と歩行習慣に関し

ては，市区ごとに集計された客観的環境要因と歩

行習慣がある人の割合について相関分析を行う．

最後に，t 検定を用いて，歩行習慣と健康の関係性

をみる． 
 
 
 
 
 
 
 

図 1：対象地域 

(4) 分析結果：ロジスティック回帰分析の結果から，目的地

へのアクセス性，地域のコミュニティを高く評価している

人には，歩行習慣を持っている人が多いことが分かった．

さらに，散歩などの余暇歩行に関しては，治安・風紀など

の面で地域社会が乱れていると評価している人には余

暇歩行習慣を持っている人が多いことが分かった．これ

は，余暇歩行の際に地域のそうした問題点を目にする機

会が増えるためと考えられる．相関分析では，移動のた

めの歩行習慣と土地利用の多様性，人口密度との間に

弱い正の相関関係が示されたが，歩行者に優しいデザ

インとの間には関係が示されなかった．一方，余暇歩行

はいずれの項目とも関係は見られなかった．また，t 検定

の結果からは，余暇歩行習慣をもっている人の方が身体

及び精神的健康の双方が有意に高いこと，移動歩行習

慣を持っている人の方が身体的健康は有意に高いが精

神的健康にはその傾向がないことが示された．以上の解

析結果より，歩行の種類よって，それらを促す地域環境

要因が異なることが示唆され，健康効果についても異な

る可能性が示唆された．  
(5) 使用したデータ： 

・｢平成 27 国勢調査｣総務省 
・｢平成 25 年住宅・土地統計調査」総務省統計局 
・｢i タウンページ（2018 年 8 月時点）｣NTT番号情報

株式会社 
(6) 謝辞：調査にご協力いただく回答者の皆様に心から

の謝意を表する．また，本研究は公益財団法人大

林財団の助成を受けたものである． 
(7) 参考文献： 

井上茂・大谷由美子・小田切優子・高宮朋子・石

井香織・李廷秀・下光輝一（2009）近隣歩行環境

簡易質問紙日本語版（ANEWS 日本語版）の信

頼性．｢体力科學｣，58（4），453-462． 
福原俊一・鈴鴨よしみ（2004）『SF-8 日本語版マニ

ュアル』，特定非営利活動法人 健康医療評価研

究機構，京都． 
村瀬訓生・勝村俊仁・上田千穂子（2002）身体活動

量の国際標準化 IPAQ 日本語版の信頼性，妥当性

の評価．｢厚生の指標｣，49（11），1-9． 
山田育穂（2013）住宅・土地統計調査から得られる

都市ウォーカビリティ指標についての一考察，日

本地理学会 2013 年秋季学術大会，福島大学，

2013 年 9 月． 
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A02 

大気環境に基づいたランニング経路の評価 
 

石田 幸輝 1，宋 晨伟 1，張 睿超 1，伊藤 昌毅 1，瀬崎 薫 1,2 
1 東京大学 生産技術研究所，2 東京大学 空間情報科学研究センター 

連絡先: <k-ishida@mcl.iis.u-tokyo.ac.jp> 
 

(1) 動機：現在，健康維持やダイエットなど，多様な目

的で多くの人がランニングを日常的に行っている．

その際の経路選択において，「どの道の空気がき

れいなのか」という情報は非常に重要である． 
以前，我々は大気環境センシングのシステムを

構築し，参加型のセンシングによって大気中の O3，

NO2，CO，PM1.0，PM2.5，PM10 の濃度を測定し

た．そこで本稿では，このシステムを用いて，大気

環境の観点から設定したランニング経路が適切か

どうかを判断するアプリケーションを開発した．この

アプリケーションでは経路の評価をするだけでなく，

各区域の大気環境を個別に確認することもできる． 
(2) アプリケーション：区域ごとの大気環境を可視化す

るためにヒートマップを適用する．評価は Good
（緑），Normal（黄），Bad（赤）の 3 段階である．また，

各区域にカーソルを合わせると，その区域の詳しい

大気情報を確認できる． 
1. ユーザがランニング中に通りたい場所をマッ

プ上で選択する．入力数の上限は 10 とする． 
2. 選択されたすべてのポイントを通る最短経路

を Google Maps API を使用して生成する．ポ

イントが建物や屋内にある場合，最も近くの道

路までを経路とする． 
3. アプリケーションが生成した経路を事前に集

めたデータに基づいて分析する．その後，評

価をユーザに返すとともに，経路に関する詳

細な情報も表示する． 
(3) 環境評価：渋谷区全域を対象とした． 

1. 行政区分の「丁」を基準とした 67 の区域でセ

ンシングを行い，区域ごとに平均値を取る． 
2. 平均値を評価式 1 に従って AQI（Air Quality 

Index）に変換する． 
3. 算出された AQI をカテゴリごとにスコア化す

る．区域ごとにそれらを合計したものを最終ス

コアとし，それに基づいて大気環境を評価す

る． 
(4) 経路評価： 

1. それぞれの区域を多角形として，各端点の位

置情報（緯度経度）を記録する． 
2. ユーザが選択したポイントと自動的に生成さ

れた経路中のそれがどの区域に属するかを，

Ray-crossing アルゴリズムを用いて判定する． 
3. 属する区域の環境評価に依存したスコアを各

ポイントに与え，それらの平均値を経路のスコ

アとする．この値によって最終評価を下す． 
(5) 今後の展望：現段階では判定結果が悪かった場合

のケアが存在しない．そのため，代替経路の提案

を考えている．また，LPWAN を利用したリアルタイ

ムセンシングへの応用も考えている． 
(6) 参考文献： 

鈴木孝男･伊藤昌毅･瀬崎薫（2016）モバイル環

境センシングにおける Perturbation 後の復元

精度推定手法の提案と評価．｢情処学研報｣，

vol.2016-MBL-79(22)，1-8． 
U.S. Environmental Protection Agency Office of Air 
Quality Planning and Standards Research Triangle 
Park (2016) North Carolina 27711 Technical 
Assistance Document for the Reporting of Daily Air 
Quality – the Air Quality Index (AQI). 

 

 
図 1：アプリケーションの実行例 

𝐼𝐼𝑝𝑝 =  
𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻 − 𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐻𝐻𝐻𝐻 − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐿𝐿𝐿𝐿
�𝐶𝐶𝑝𝑝 − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐿𝐿𝐿𝐿�+  𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿 

 
Ip：AQI 
Cp：平均値 
BPHi：Cpが含まれるカテゴリの上限 
BPLo：Cp が含まれるカテゴリの下限 
IHi：BPHi が含まれる AQI の上限 
ILo：BPLo が含まれる AQI の下限 

 
式 1：AQI への換算式 
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A03 

スマートフォンを用いたロール分担型地域調査ツールの開発と実践 
 

相 尚寿 1，湯田 ミノリ 2，鍛治 秀紀 1 
1 東京大学 空間情報科学研究センター，2 福岡女子大学 国際文理学部 

連絡先: < hisaai@csis.u-tokyo.ac.jp>  Web: < https://home.csis.u-tokyo.ac.jp/~hisaai/temp.html> 
 
(1) 動機：住民参加型のまちづくりや地域の観光振興

などのために，住民や学生などが特定の地域で現

地調査を行い，課題や地域資源などを抽出する取

り組みが盛んに行われている．従来は調査者がカ

メラや地図などを現地に持参し，調査終了後に収

集した写真やメモ等の情報を大判の地図や模造紙

に貼り付ける，もしくは改めてデジタルデータ化し

た上で GIS などを用いて情報共有が図られてきた． 
 しかし，モバイル機器の発達などにより，スマート

フォン（スマホ）とウェブ GIS を使った調査が行われ

るようになってきた（例えば，湯田，2017）．調査中

スマホで収集された情報は，位置情報とともにクラ

ウド上に保存される．複数の調査者間での情報共

有はそのデータをウェブGISで表示することで可能

になる．こうしたスマホによる情報収集の簡略化は，

地域調査を今後より身近なものにするであろう． 
 一方，このような調査では他者の視点での調査が

求められることがある．例えばバリアフリー調査では

交通弱者の，観光資源調査では来街者や観光者

の視点が求められる．しかし，公開されているスマ

ホなどの情報端末を用いた地域調査ツールでは，

情報の共有や統合が重視され，調査者間の調査

内容の比較を行うものは少ない． 
 そこで本研究では他者の視点で行う調査すなわ

ちロール分担型の地域調査において，調査間の調

査結果を比較できるツールを提案する． 
(2) 方法：筆者らが管理するサーバで専用のウェブア

プリを公開した（図 1 左）．初期画面で地域調査に

際してのチーム識別子とその中の個人を特定する

メンバー番号を入力することで，調査を開始できる．

基 本 画 面 は 現 在 地 周 辺 の OpenStreetMap 
（https://www.openstreetmap.org/）を表示しており，

入力データは地図上にプロットされる．鉛筆のアイ

コンをタップすると調査内容の入力画面（図 1 右）

に遷移し，名称や説明を入力できるほか，スマホで

撮影した写真が添付できる．入力したデータは，筆

者らが管理するサーバに保存され，閲覧用ページ

で一覧表示が可能である．この際，調査者ごとに入

力されたデータを分類表示するほか，その分布の

ヒートマップによる比較や調査者間での入力データ

の分布の差分計算が可能である． 
 なお，筆者らが開発している，位置情報のうち速

度情報をもとにした散策行動の自動判別機能（相・

鍛治，2018）も搭載した．これにより調査者が散策

状態に入ったとき，情報を入力したいと解釈し，円

滑に入力画面に移行できるよう試みている． 
(3) 実践：福岡市中心部で，大学生による地域調査を

2018 年 10 月 7 日に実践した．福岡県は，訪日外

国人の都道府県別訪問率でも全国 5 位であり（観

光庁，2018），インバウンド対応に力を入れている．

そこで，福岡に来訪する短期滞在中の外国人に提

供すべき情報の収集をテーマとし，学生に日本人，

日本在住外国人，短期滞在の訪日外国人のロー

ルを割り当て，分担しながらデータ収集を行った． 
参加した学生には留学生も含まれているため，

日本人ロールは日本人学生が，日本在住外国人

ロールは留学生が担当し，一部の日本人学生と留

学生が訪日外国人ロールを担当し，それぞれの立

場から考えて，短期滞在の外国人に提供したい，

もしくは彼らにとって必要と思われる当該地域の情

報を収集した．調査の翌日に調査者全員で調査結

果を閲覧し，ロールの違いにより情報収集した内容

にどのような差異があるかを議論した． 
(4) 参考文献： 

相尚寿・鍛治秀紀（2018）,ウェブアプリを用いた適

時観光情報配信に向けた性別および単独・グルー

プ行動別の散策行動特性の把握,第 15 回観光情

報学会全国大会講演予稿集,51-52. 
観光庁（2018）, 訪日外国人消費動向調査 集計

表 2018 年（平成 30 年） 1-3 月期 【2 次速報】. 
<http://www.mlit.go.jp/common/001245492.xls> 
湯田ミノリ（2017）, EpiCollect+を用いたスマートフォ

ンによる野外調査の実践, 日本地理学会発表要

旨集, 91, 206. 

  
図 1：地域調査ウェブアプリの開始時と入力画面 
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A04 

自然災害が住宅系不動産価格に与える影響分析 
 

稲垣 景子，佐土原 聡 
横浜国立大学大学院 都市イノベーション研究院 

連絡先: <kinagaki@ynu.ac.jp> 
 
(1) 動機：近年，全国各地で大規模な自然災害が発生

している．東日本大震災では太平洋沿岸域におい

て甚大な津波浸水被害が発生した．各自治体では

災害危険区域を指定し，災害が発生した地域や災

害危険区域から内陸への集団移転が行われるな

ど，2011 年以降に居住地が大きく変わった地域も

多い．そこで本研究では，不動産価格を指標に社

会が災害発生後の地域をどのように評価している

のか，その実態を経年的に明らかにすることを目的

とし，被害程度や復興計画，災害リスク情報が不動

産価格へ与えた影響を示し，その変動に基づく被

災地社会の実態把握の可能性を検証した． 
(2) 方法：対象地域は宮城県域とする．東日本大震災

では，沿岸部では甚大な津波被害が，内陸部では

地盤災害等が発生した．また，河川沿いでは洪水

浸水リスクを，内陸部では土砂災害リスクを有する．

当該地域の住宅系不動産データと津波浸水実績

データ等を GIS 上で重ねあわせ，不動産データの

属性に「津波浸水実績」等を加えたうえで，ヘドニッ

ク・アプローチによる地価形成要因分析を行った．

目的変数は不動産価格とその変動率とし，説明変

数は「津波浸水実績」「洪水浸水リスク」「駅までの

距離」「都心部までの時間」「容積率」「市街化区

域」「復興公営住宅までの距離」等を候補とした．  
(3) 結果：表1及び表2に重回帰分析の結果（標準偏回

帰係数の推移）を示す．津波浸水実績は地価と地

価変動率に負の影響を与え，その影響は震災直後

に最大となった．また，2013 年以降，復興公営住宅

の立地が地価変動率に影響していた．まちの復興 
 

表 1：地価形成要因分析の結果（標準偏回帰係数） 
目的変数

説明変数

駅までの距離［m］ -0.229 ** -0.224 ** -0.213 ** -0.202 ** -0.203 ** -0.200 **
都心への時間［分］ -0.169 ** -0.169 ** -0.168 ** -0.166 ** -0.170 ** -0.172 **
市街化ﾀﾞﾐｰ 0.568 ** 0.560 ** 0.540 ** 0.517 ** 0.528 ** 0.532 **
容積率［%］ 0.149 ** 0.144 ** 0.138 ** 0.133 * 0.131 * 0.128 *
津波浸水実績［m］ -0.113 ** -0.116 ** -0.121 * -0.124 * -0.128 ** -0.130 **

修正済決定係数

目的変数
説明変数

駅までの距離［m］ -0.198 ** -0.192 ** -0.188 ** -0.184 ** -0.182 ** -0.178 ** -0.175 **
都心への時間［分］ -0.171 ** -0.157 ** -0.149 ** -0.143 ** -0.143 * -0.145 * -0.149 *
市街化ﾀﾞﾐｰ 0.542 ** 0.562 ** 0.577 ** 0.584 ** 0.583 ** 0.572 ** 0.562 **
容積率［%］ 0.124 * 0.123 * 0.119 * 0.114 * 0.110 * 0.106 * 0.102
津波浸水実績［m］ -0.144 ** -0.136 ** -0.136 ** -0.134 ** -0.134 ** -0.135 ** -0.137 **

修正済決定係数

** 1%有意

0.545

2011年地価

0.572

* 5%有意

n = 200

0.5600.5790.5870.5890.582

2016年地価2015年地価2014年地価2013年地価2012年地価 2017年地価

0.562

2005年地価 2006年地価 2007年地価 2008年地価 2009年地価 2010年地価

0.653 0.633 0.588 0.540 0.558

 
表 2：地価変動率形成要因分析の結果（標準偏回帰係数） 

目的変数
説明変数

市街化ﾀﾞﾐｰ 0.458 ** 0.685 ** 0.685 ** 0.698 ** 0.712 ** 0.717 ** 0.704 **
容積率［%］ -0.448 ** -0.375 ** -0.275 ** -0.194 ** -0.121 ** -0.018 0.065
津波浸水実績［m］ -0.377 ** -0.107 * -0.074 -0.076 -0.099 * -0.129 ** -0.150 **
洪水浸水想定［m］ 0.039 0.184 ** 0.182 ** 0.193 ** 0.179 ** 0.151 ** 0.118 **
復興住宅までの距離［m］ 0.105 * -0.021 -0.133 ** -0.163 ** -0.177 ** -0.168 ** -0.153 **

修正済決定係数
n = 315 / * 5%有意，** 1%有意

2010-16年
地価変動率

2010-17年
地価変動率

0.342 0.362 0.428 0.483 0.537 0.587 0.612

2010-11年
地価変動率

2010-12年
地価変動率

2010-13年
地価変動率

2010-14年
地価変動率

2010-15年
地価変動率

 

が本格化した時期と重なる．本研究の結果，地価は

被害状況と復興の実態を経年的に捉える指標となり

うる可能性が示唆された．ただし，地価・地価変動率

とそれらの推計値との誤差は地理的に偏在しており

（図 1），今後，地域特性に応じた形成要因や分析

範囲を再検討する必要がある． 
(4) 使用した主なデータ： 

・ 「国土数値情報・地価公示データ（平成 30 年度）

及び都道府県地価調査データ（平成 29 年度）」

国土交通省 
・ 「東日本大震災津波被災市街地復興支援調査

（平成 23 年度）」国土交通省都市局（東京大学

CSIS：復興支援調査アーカイブ） 
・ 「国土数値情報・浸水想定区域データ（平成 24 年

度）」国土交通省 
・ 「災害公営住宅整備状況 Google Map（平成 25 年

4 月 11 日更新）」宮城県 
(5) 謝辞：本研究は東大 CSIS 共同研究 No.718「自然

災害リスクが不動産価格に与える影響分析」の一

部として実施した．また，大学院生（当時）の炭吉祐

輝より協力を得た．ここに記して謝意を表する． 
(6) 参考文献：炭吉祐輝・稲垣景子・吉田聡・佐土原聡

（2018）自然災害が不動産価値に与える影響分析

－湘南地域における津波浸水を対象として－．「日

本建築学会学術講演梗概集」，F-1，885-886． 
(7) 関連文献：稲垣景子（2018）東日本大震災が不動

産価格に与えた影響－宮城県における地価調査

結果に基づく検討－．「地域安全学会東日本大震

災特別論文集」，7，69-72． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1：宮城県の地価調査に基づく変動率（左）と推計値（右） 
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A05 

クラウドセンシングにおける内挿の信頼度を用いたノード選択 
 

中村 裕一 1，伊藤 昌毅 1，瀬崎 薫 2，1 
1 東京大学 生産技術研究所，2 東京大学 空間情報科学研究センター 

連絡先: <y-nakamura@mcl.iis.u-tokyo.ac.jp>  Web: <http://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp> 
 
(1) 動機：半導体技術などの進歩に伴い，スマートフォ

ンが爆発的に普及している．このような背景のもと，

Society5.0の基盤としてセンサネットワークが注目を

集めている．近年では特に，その系であるモバイル

センシングや参加型センシングに期待が寄せられ

ている．今回，かかる系において，コストの制約のも

と内挿の信頼度を最大化するような手法を設計，

評価した． 
本稿では次のような問題を扱う．ある空間の中に複

数のセンサーノードがあり，その中からいくつかのノ

ードを選んで測定を行う．複数点での測定を複数

セット行い，これらの測定結果から空間内挿を行っ

て空間全体での当該パラメタの空間分布を推定す

る．この際，各ノードでの測定は一定のコストがかか

るとし，総コストの上限の束縛の下でもっとも良い空

間分布の推定を与えるようなノード選択を考える． 
(2) 意義：参加型センシングなどの文脈において，コスト

と測定の質に関する研究が行われている．坂本らは，

各ノードに対して，utilityと sensing radiusというパラメ

タを設定し，位相空間における体積の最大化として，

ノードの選択問題を解いた．なおここでは，utility は

仮想的な 量として用いられており，具体的なパラメ

タとしては構成されていない．本研究では utility を

具体的に定義してノード選択を行う．内挿の結果を

用いて構成し，それを用いたノード選択を行えるよう

な手法を提案する． 
(3) 方法：提案手法では，当該時刻までの測定結果を

内挿でえられる空間分布の各点における信頼度を

用いて utility，すなわちその点での測定が“どれく

らい有用であるか”の指標を決める．空間内挿には

kriging を用いていて，空間分布を推定すると同時

に，各点での推定の信頼度として解釈される

kriging variance を計算することができる．本手法で

はこれを各点における utility として用い，別に定め

る sensing radius と合わせて，ノード選択に用いる．  
具体的には，センサノードが分布する 2 次元空間

に utility の軸を合わせた 3 次元空間を考え，セン

サ点を中心に sensing radiusを半径，utilityを高さと

する円柱を考える．選択したノードたちに対応する

円柱の体積の和から共通部分を除いた正味の体

積が最大となるようにノードを選ぶ．こうした体積最

大化問題を考えることで系全体での utility が最大

となることが知られている（坂本，2016）． 

(4) 結果：前述の手法について，シミュレーションを用

いて評価を行った．具体的には，同じコストの制限

をかけた上で，提案手法によるノード選択とランダ

ムなノード選択を比較して，真値と内挿により得ら

れる空間分布との MSE を比較した．その結果，提

案手法によるノード選択の方が有位に良い空間分

布の推定を与えることがわかった． 
今後の研究課題としては，参加型センシングな

ど実際 の応用を考えた際には，新しいノードを選

んでくるだけでなくすでに選択したノードを移動さ

せる選択肢（中村，2018）も考えられる．新しい参加

者のリクルートとはコストが変わりうるので，ノード選

択に加えてノードの移動を合わせた戦略決定のア

ルゴリズムの考案などが考えられる． 
(5) 参考文献： 

坂本敬太，青木俊介，伊藤昌毅，瀬崎薫（2016）ク
ラウドセンシングにおけるカバレッジと質を考慮した

ノード選択手法の検討．マルチメディア，分散，協

調とモバイル（DICOMO2014）シンポジウム，959–

965． 
(6) 関連文献： 

中村裕一，伊藤昌毅，瀬崎薫（2018）センシングシ

ステムにおける内挿の信頼度を用いたセンサーノ

ードの配置決定．研究報告高度 交通システムとス

マートコミュニティ（ITS），2018-ITS-7，26，1–6． 

 

図 1：測定と内挿の例．左上図が真値，左下図が測定

結果を内挿した結果，右下図が各点における kriging 
variance の値． 
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A06 

高線量空間における動物音の自動解析方法の検討 
 

下徳 大祐 1，Hervé Glotin2，小林 博樹 3 
1 東京大学 新領域創成科学研究科，2 Laboratoire d'Informatique et des Systèmes, Université de Toulon， 

3 東京大学 空間情報科学研究センター 
連絡先: <shimotoku@nenv.k.u-tokyo.ac.jp>  Web: <http://kobayashi-lab.com/> 

 
(1) 動機：国際原子力機関（IAEA）のチェルノブイリ原

発事故報告書では、被爆した野生動物群の数世

代に渡る被爆状況とその影響の調査は，学術的・

社会的に非常に重要であると報告されている．東

京大学を退官した石田は，福島第一原子力発電

所周辺の，特に高濃度の放射性物質が検出され

ている阿武隈山地北部地域において，震災直後か

ら定期的に野生動物の被曝モニタリングを行って

いる．ここでは，500 地点以上を目標として自動録

音装置を設置して当該野生動物の鳴き声を取得・

分析しているが．今後長期数 10 年に亘って 24 時

間 365 日の生態情報取得を行うためには，研究者

や関係者の労力だけでは極めて困難と報告してい

る（石田,2012）．そこで，非熟練の調査員が「環境

音自動判別 AI」の補助を得ることで，今後長期間

に亘って調査を継続できると考えた． 
(2) アプローチ：こうした研究は，以前は専門家によっ

て聞き取られた結果を機械が教師データとして参

照しながら，機械学習を校正しつつ学習が進めら

れてきた．しかしながら愛好家と比較して専門家の

数は極めて少なく，聞き取り作業にはかかる負担も

大きいので．準備可能な教師データも僅かであっ

た．鳥の鳴き声が含まれる数十時間以上の音源に

ついて，全て情報を詳細に聞き取ることが求められ，

作業にかかる集中力の維持が困難だからである．

もしも事前にコンピュータでヒントを与えることによっ

て作業負荷が下がれば，効率が上がる． 
(3) アプローチ：こうした研究は，従来の AI のデザイン

では 1/1000 秒単位で鳥の鳴き声を聞き取ること

が求められており，この作業を非熟練の調査員に

求めることは難しかった．複数の調査員に鳴き声の

切り取りを依頼したところ，切り取り区間が一致せず，

その結果を教師データとして採用することが出来な

かった．そこで本研究では聞き取りの長さを規格化

することで，非熟練の調査員の聞き取り結果でも教

師データとして採用出来やすいようにした． 
(4) 使用したデータ： 

・ 福島第一原発事故に伴う帰還困難地域内の浪江町

小丸地区， （37°28'04.3" N, 140°55' 27.5" E）にお

いて 2016 年 6 月から 2017 年 6 月まで 24 時

間/日 × 1 年間録音した音声（Kobayashi et al., 
2018）． 

・ 非熟練の調査員によって聞き取りされ，種同定さ

れた音声，12 時間 
(5) 方 法 ： AI の 設 計 は Multimedia Tools and 

Applications ジャーナルで発表した事前研究であ

る 8 層畳み込みニューラルネットワークを基礎とし

て，調査員の聞き取りをヒントとした機械学習

（human computation）に適切な AI について検討・

実装を進めたい． 
(6) 謝辞：本研究は電気通信普及財団 20173038 の助

成を受けたものである． 
(7) 関連文献： 

Kobayashi, HH. et al. (2018) A Real-Time Streaming and 
Detection System for Bio-acoustic Ecological Studies after 
the Fukushima Accident. Multimedia Tools and 
Applications for Environmental & Biodiversity Informatics. 
Multimedia Systems and Applications. Springer, Cham.  

(8) 参考文献：  
石田健（2012）高線量地帯周辺における野生動物

の生態・被曝モニタリング．「化学と生物」，50（11），
825-829 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

図 1：教師データ作成の手順 

図 2：解析結果の例．1 点は 1 時間で，色の違い

は月の違いを表す．横軸は気温，縦軸は 1 時間あ

たりにウグイスが鳴いた時間（分）を示す． 
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タイ王国の海岸平野における地形環境と土地被覆の関係 
 

齋藤 真菜 1，海津 正倫 2， 
1奈良大学大学院 文学研究科，2奈良大学 特命教授 

連絡先: <y18g301f@tbox.nara-u.ac.jp> 
 

(1) 目的：途上国の多くの地域では生活の基盤をなす

土地利用と土地条件とが密接な関係を持って発展

している．本研究ではタイランド湾西沿岸地域に当

たるタイ王国ペッチャブリー県 Cha-am（チャーム）

の海岸平野を対象として地域の地形環境と土地被

覆の変化を明らかにして，二者を比較検討し，地

形環境と土地被覆の関係性を議論して，人々がど

のようにして土地条件と向き合ってきたのかを検討

する． 
(2) 方法：対象地域の地形環境を把握するために，本

研究では解像度 30 m の ALOS（Advanced Land 
Observing Satellite） 全 球 数 値 地 表 モ デ ル

（AW3D30）の DEM（Digital Elevation Model）デー

タを用いて地形陰影図や等高線図を作成し，地形

判読を行った．地形陰影図からは図 1 に示すよう

に，自然堤防と後背湿地の明瞭な境界が確認でき

るほか，扇状地に発達する旧河道等の地形も把握

できた．一方，土地被覆の把握には，解像度 30 m
の LANDSAT（Land Remote Sensing Satellite）衛星

画像および解像度 10 mの Sentinel-2A を使用し，

現地調査において確認した．とくに Sentinel-2A 衛

星画像では，LANDSAT衛星画像で判読が困難で

あった農地の区画や道路，人口建造物 がより明瞭

に確認することが可能である．  
(3) 結果：作成した地形分類図によると，Cha-am 地域

の地形は氾濫原および，海岸平野からなる沖積低

地であり，また西方の丘陵地の前面には扇状地が

広がっている，氾濫原には自然堤防・後背湿地・旧

河道が，海岸平野では砂州と低湿地な部分を，扇

状地では網状流路跡を確認することができた．次

に地形分類図と土地被覆分類図を比較し，地形ご

との土地利用を整理する．図 2に示すように土地被

覆分類図に自然堤防と後背湿地の地形界を重ね

合わせると，おおむね地形との対応が確認できる． 
・氾濫原：自然堤防には宅地等の人口建造物と農

耕地が，後輩湿地には水田といった土地被覆がみ

られる．（主にココナッツやバナナが栽培されてお

り，主要道路沿いに宅地や商店が密集している．） 

・海岸平野：微高地を中心に人工建造物が，湿地

帯には水田が広がるといった土地被覆がみられ

る．（この地域は鉄道が通り，リゾート地でもあるた

め，特に海岸平野の南部は都市的な土地利用とな

り，一方北部は水田が広がる農業的な土地利用が

されている．） 
・扇状地：扇状地は多様な土地被覆がみられ，扇

頂部には樹林や草地・裸地が，扇央の一部に畑地

や果樹園などの農耕地が見られ，扇端部の国道

沿いでは人工建造物が広く分布する．（人工建築

物は宅地や商店である．また，扇央部で畜産業も

行われている．） 
(4) 土地被覆の時期別変化：LANDSAT衛星画像を使

用して，1970年代から現在の土地被覆の変化につ

いても整理した．氾濫原では 80 年代後半から 90
年代前半にかけて自然堤防の樹林や農耕地等の

植生域が拡大し，2000年代から主要道路沿いを中

心に人口建造物の増加がみられるようになった．

海岸平野では 90 年代前半までは水田利用が主で

あったが，2000 年に入ると一変し，人口建造物の

増加が顕著にみられた．扇状地では 90 年代前半

に農耕地として利用されていた地域は 2000年に入

ると，主要道路沿いを中心に人口建造物の増加が

みられる． 
(5) 結論：Cha-amでは 2000 年初めを境に人口建造物

の増加といった都市化が進行し，低湿地部にも人

口建造物が目立つようになったが，微高地には人

工建造物や農耕地が，湿地帯の多くに水田といっ

た，土地条件を考慮した土地被覆（土地利用）がみ

られることが明らかとなった．今後はタイ王国内の

他地域や日本のケースと比較しながら，Cha-am に

おける地形環境と土地被覆の関係を地域特性に

着目して議論を進めたい． 
(6) 使用したデータ： 

・ALOS 全球数値地表モデル（DSM） “ALOS 
World 3D-30 m（AW3D30）” 
・衛星画像（Sentinel-2Aおよび LANDSAT） 

 

 

図 1：氾濫原域の地形陰影図と地形界（ALOS より作成） 図 2：氾濫原域の土地被覆図と地形界 
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(1) 動機：地球温暖化が進行する中，都市・地域単位

での炭素管理への関心が高まっている．パリ協定

で温室効果ガスの削減目標が提示され，二酸化炭

素排出量（CO2）の削減に向けた動きが加速してき

ている．CO2 マッピングは，都市・地域のステークホ

ルダーによる炭素管理政策の立案・維持・管理を

サポートするための有効な手段の一つであり

（Gurney et al., 2015），自治体単位での研究が進

められてきた．建物単位や道路単位といった空間

詳細なレベルでの CO2 マッピングを行うことで各排

出源の相対的な影響力の把握，効果的な政策の

立案，政策の効果検証，ホットスポットの発見など

が可能となる． 
(2) 方法：建物・道路に関する次に挙げる 3 種類のデ

ータを収集し，それらを掛け合わせ，各建物・各道

路の時間別 CO2 を推計した：[a]建物の構造や高さ，

道路の幅やリンク長などの基礎データ；[b]携帯

GPSデータに基づく建物混雑度や道路交通量など

の活動量データ；[c]用途別・規模別の排出原単位

データ．対象地域は東京都墨田区とした．なお，推

計値の総和と墨田区全体における統計値との整合

を保つため，建物・道路の総和が国立環境研究所

温室効果ガスインベントリオフィス（2017）のデータ

に一致するという制約をおいた． 
(3) 結果：CO2 マッピングの結果を図 1 に示す．建物排

出は 06:00 から 09:00 の間に急激に増加し，09:00

から 18:00の間は大きな値を示し続けるものの 15:00
以降の減少傾向が確認できる．また商業施設の多

い錦糸町周辺での建物排出が特に大きい一方で，

再開発エリアである東京スカイツリー周辺の排出は

比べて大きくないことも確認できる．交通排出は通

勤・通学や帰宅時間帯である 09:00 と 18:00 の 2 時

点にピークが確認できる．新四つ木橋での交通排

出は一日を通して特に大きいことが確認できる．同

橋は国道6号線が荒川を渡る場所にあり、自動車が

集中した結果として排出量が大きくなったと解釈で

きる． 
(4) 謝辞：東大CSIS 共同研究No.827の成果の一部で

ある．  

(5) 関連文献： 
Yamagata, Y., Murakami, D., Yoshida, T. (2017) 
Dynamic urban carbon mapping with spatial big 
data. Energy Procedia, 142, 2461–2466.  

(6) 参考文献： 

Gurney, K.R., Romero-Lankao, P., Seto, K.C., 
Hutyra, L.R., Duren, R., Kennedy, C., Grimm, N.B., 
Ehleringer, J.R., Marcotullio, P., Hughes, S., Pinceti, 
S., Chester, M.V., Runfola, D.M., Feddema, J., 
Sperling, J. (2015) Climate change: Track urban 
emissions on a human scale. Nature, 525: 179–181. 
国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス

編（2017）日本国温室効果ガスインベントリ報告書．
<http://www-gio.nies.go.jp/index-j.html>. 

 

 
図 1：東京都墨田区における建物・道路単位の CO2マッピング 
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日本列島における斜面崩壊の発生と降雨の再現期間との関係 
－大規模データから見える地域特性－ 
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(1) 動機：湿潤変動帯に位置する日本列島では，降雨

に起因する斜面崩壊が頻繁に発生する．これまで

に，斜面崩壊を引き起こす雨量は，多雨地域と非

多雨地域とで異なる「斜面崩壊の雨慣れ」が，個々

の事例から経験的に指摘されてきた．その一方で，

地域による降雨の特性と，斜面崩壊を引き起こす

雨量との関係を広域的かつ大規模なデータから定

量的に検討した研究は少なかった． 
 近年，解析雨量（レーダー・アメダス解析雨量，気

象庁）を用いることで，斜面崩壊の発生と雨量との

関係を精度良く広域的に解析することが可能とな

った．特に 1988 年から運用を開始した解析雨量は，

30 年のデータが蓄積し，水文統計的な解析が可

能となってきた（Saito and Matsuyama, 2015）．そこ

で本研究では，斜面崩壊を引き起こした雨量の再

現期間（確率降水量）を分析し，斜面崩壊の規模

や雨慣れとの関係について広域的に検討した． 
(2) 方法：対象としたのは，全国で 2001～2011 年に降

雨に起因して発生した 4,744 件の斜面崩壊（図 1，
Saito et al., 2014）である．これらの事例は，発生日

時，場所，崩壊の規模等が判明している．斜面崩

壊が発生した降雨イベントについて，解析雨量（5 
km グリッド）を用いて，最大 1～72 時間雨量（mm）

と土壌雨量指数を計算した．また，これらの雨量指

標の水文統計的な再現期間を Gumble 分布（ジャ

ックナイフ法）により推定した． 
 
 
 
 

(3) 結果：斜面崩壊は，再現期間 5 年（中央値）～300
年（95th percentile）の降雨イベントで発生していた．

その中でも規模が 103 m3以下の斜面崩壊は，再現

期間が約 10 年以下の降雨イベントで発生していた．

その一方で，斜面崩壊の規模が大きくなると，その

降雨の再現期間は増加し，105 m3以上の斜面崩壊

が発生した降雨の再現期間は約 100年以上であっ

た（図 2）． 
 また，多雨地域である西南日本では，その場所の

年間降水量や暖候期降水量にかかわらず，再現

期間 10～100 年以下の雨で斜面崩壊が発生して

いた．その一方で，非多雨地域である東北日本で

は，斜面崩壊を発生させた降雨の再現期間は一定

でなく，より強い雨ほど多数の斜面崩壊をさせてい

た．今後より詳細な解析が必要であるが，本研究の

結果は，降雨の再現期間を用いて，地域別の斜面

崩壊の発生基準雨量を検討することの重要性を示

している． 
(4) 引用文献： 

Saito, H., Korup, O., Uchida, T., Hayashi, S., and 
Oguchi, T., 2014. Rainfall conditions, typhoon 
frequency, and contemporary landslide erosion in 
Japan. Geology 42, 999-1002. 
Saito, H., and Matsuyama, H. 2015. Probable hourly 
precipitation and Soil Water Index for 50-yr 
recurrence interval over the Japanese archipelago. 
SOLA (Scientific Online Letters on the Atmosphere) 
11, 118-123. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1：日本列島における斜面崩壊の発生密度
（2001～2011 年）と年間降水量（mm） 

図 2：斜面崩壊の規模（m3）と発生降雨の再現
期間（年）との関係 
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2016 年熊本地震により阿蘇地域に生じた斜面崩壊の空間分布の特徴 
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(1) 動機：2016 年熊本地震に伴い，阿蘇山のカルデラ

壁や中央火口丘群の斜面において，多くの斜面崩

壊が発生した．対象地域では過去の豪雨によって

も斜面崩壊が繰り返し発生してきた．本地域の斜

面崩壊地の分布の特徴を明らかにすることは，今

後の防災対策のために重要である．しかし，斜面

崩壊は浅層で生じる小規模なものが多く，衛星画

像などを用いた従来の手法では正確な判読が困

難であった．そこで本研究では，近年普及が進む

無人航空システム（UAS）で取得した，高精細なデ

ータセットを用い，2016 年熊本地震による斜面崩

壊地を分析した． 
(2) 方法：熊本県阿蘇市に位置する仙酔峡の上流部

の草地斜面（約 2 ㎢）を対象地域とした．地震発生

前の 2016 年 3 月と，地震後の 5 月に UAS を用い

て近接空中写真を撮影し，各時期のオルソ画像，

デジタル表層モデルを作成した．そして，両者を比

較することで約 70 箇所の斜面崩壊地を抽出した．

さらに，尾根線と谷線を基に対象地域を斜面単位

に分割し，標高・傾斜角・斜面方位・曲率などの地

形情報を算出し，斜面崩壊が発生した斜面と非発

生斜面との間で統計的な差異を検証した（図 1）． 
(3) 結果：標高・傾斜角・断面曲率については，斜面崩

壊が発生した斜面と非発生斜面との間で有意差が

みられた（表 1）．標高と傾斜角について，地震によ

る斜面崩壊は一般に急斜面，特に 30 度以上で生

じやすいことと（山口・川邊，1982），本地域は標高

が高いほど急傾斜であること（齋藤ほか，2016）が
明らかとなっており，この結果は先行研究および観

察と整合的である．同様に，断面曲率が凸型を示す

斜面で有意に多く崩壊が生じていることが明らかとな

ったが，地震による斜面崩壊は尾根筋など乙型斜面

で起こりやすいことが先行研究で指摘されている（西

田ほか，1997）．一方，水平曲率については有意差

がみられず，水平方向の凹凸は崩壊の発生に必ず

しも影響しないことを示唆している． 
(4) 使用した機材・ソフトウェア： 

・機材: Trimble UX5, Trimble GeoExplorer 6000XH 
with Trimble Zephyr Geodetic 2 

・ ソフトウェア: Agisoft PhotoScan, Esri ArcGIS 
(5) 謝辞：本研究は， 科学研究費補助金（25702014，

15K16287，17H02031）の助成を受けた．さらに本

研究は東大 CSIS 共同研究 No.554 の成果の一部

として実施した．ここに記して謝意を表したい． 
(6) 参考文献： 

齋藤仁・内山  庄一郎・小花和宏之・早川裕弌 
（2016）平成 24 年（2012年） 7 月九州北部豪雨に

伴う阿蘇火山地域での土砂生産量の推定−UAV と

SfM 多視点ステレオ写真測量を用いた高精細地

形データの活用−．「地理学評論」  ，89 （6），
1-13． 
西田顕郎・小橋澄治・水山高久（1997）数値地形モ

デルに基づく地震時山腹崩壊斜面の地形解析．

「砂防学会誌」，49 （6），9-16． 
山口伊佐夫･川邊洋（1982）地震による山地災害の

特性．「砂防学会誌」，35（2），3-15． 

 
図 1：対象地域のオルソ画像と判読した斜面崩壊（ピン

ク色），分割した単位斜面（灰色）の重ね合わせ．

DSM の解像度は 0.5 mで，オルソ画像は地震後

（2016 年 5 月）に撮影した空中写真から作成． 
表 1：各地形要素における斜面崩壊が発生した斜面と

非発生斜面の有意差検定．標高・傾斜角・断面

曲率において有意差がみられる． 
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連絡先: <takuogu@csis.u-tokyo.ac.jp> 
 
(1) 動機：河川の営力には，大別して小規模で定常的

なはたらきと，低頻度で大規模な出水時のはたらき

とがある．高度経済成長期以降，ダムの建設や河

川構造物の設置によって，定常時の流量や，河道

内での土砂移動が制限される事例が報告されてい

る．そのため，河道に堆積する土砂が固定化（アー

マーコート化）することにより，樹林化といった生態

系への影響が懸念されている．固定化された状態

で大規模出水の影響を受けた河道の変化は，自

然状態のものとは大きく異なってきている可能性が

ある。このような不規則かつ活発な河道変化に対

応した河道管理のためには，空中写真測量や航空

レーザ測量などによる高精細な地表・地形データ

を，時系列的に得る必要がある．しかし，その空間

解像度や頻度は限定されており，データ取得の点

で障壁があった．近年，UAS（Unmanned Aerial 
System：ドローン）と SfM（Structure from Motion）多
視点ステレオ写真測量を用いた地形情報取得に

関する研究が進み，河道変化を微細に把握するこ

とが可能となった．これにより，例えばダムの放流量

をコントロールするための指標を，実際に起こって

いる土砂移動に基づいて検討することができると考

えられる．そこで本研究では，ダム下流域の礫床河

川における砂礫堆の地形変化を，UAS を用いて高

頻度・高精細に定量化することを目的とする． 
(2) 方法：対象とする河川は，鈴鹿山脈に源流をもち

琵琶湖に流入する愛知川（えちがわ）である．対象

とする地点は，愛知川扇状地の扇央に位置する東

近江市および愛荘町付近（河口から約 10 km）であ

る．本地点では，砂礫堆の固着がみられていたた

め，2017 年 12 月に固定砂礫堆約 20,000 m2 を実

験的に，重機を用いて耕耘した． 

 耕耘した地点を，およそ 1 か月に 1 回の頻度で，

UAS を用いて空撮した（撮影期間：2018 年 4 月～

2018 年 8 月）．その際に，あわせて GCP（Ground 
Control Point: 地上基準点）を，高精度 GNSS
（Global Navigation Satellite System）を用いて計測

した（精度 10 cm 程度）．取得した画像から SfM ソ

フトウェアを用いて点群データ，オルソ画像，DSM
（Digital Surface Model）を生成した．  
 複数時期に取得したそれぞれの DSM から砂礫

堆の体積を算出し，それらの差分を計算することで，

砂礫堆や流路形状の変化量や変化様式を明らか

にする．これに基づき，上流に位置する永源寺ダム

放流量と土砂移動との関係を考察する． 
(3) 結果：一例として，2018 年 6 月 11 日および 2018

年 7 月 12 日に計測したデータをもとにした，DSM
を図 1，オルソ画像を図 2 に示す．永源寺ダムの出

水データでは，この撮影期間中に最大 130 m/s の

放流があったが，耕耘した砂礫堆における目立っ

た変化はみられなかった．今後，多時期に取得し

たDSMの解析（とくに体積計算）を行い，大規模な

出水イベントと砂礫堆・流路の地形変化との関係を

考察していく． 
(4) 使用したデータ： 

・UAS 空撮画像から生成した DSM・オルソ画像 
（2018 年 4 月～8 月） 

・高精度 GNSS データ（2018 年 4 月～8 月） 
・Zmap TOWN II （2016 年度 Shape 版）  

滋賀県 データセット 
・永源寺ダム出水データ（2018 年 4 月～8 月） 

(5) 謝辞：本研究は東大 CSIS 共同研究 No.814 の研

究成果の一部である．  

 

図 1：2018 年 6 月・7 月の標高データ（DSM） 図 2：2018 年 6 月・7 月のオルソ画像 
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A12 

Construction of a Disaster Prevention Education System for High School Students Based on 
WebGIS 

 
Jiali Song, Takashi Oguchi, Takuro Ogura, Hiroyuki Yamauchi 

Center for Spatial Information Science, The University of Tokyo 
Email: <songjiali@csis.u-tokyo.ac.jp> 

 
(1) Motivation: Frequent occurrences of natural 

disasters in recent years have caused major personnel 
and property losses. Residents should understand 
local disaster risks in ordinary times and to determine 
their evacuation behavior during a disaster event 
based on their knowledge and available information. 
Furthermore, young students are knowledgeable and 
will contribute to future disaster prevention 
(Yoshioka et al., 2016). Therefore, it is important to 
introduce disaster prevention into high school 
education such as courses of geography. This study 
aims to construct an online education system for 
disaster prevention using Geographic Information 
Systems (GIS) technology along with hazard 
information including maps for Japan and China. 
The system compares differences between the two 
countries in terms of terrain, and allows analysis of 
hazardous areas using hazard maps in an easy-to-
handle application. 

(2) Methodology: First, we made a virtual application 
using the HTML language and JavaScript. Then the 
ArcGIS API for JavaScript was used to call base 
maps from the web site of ESRI and display some 
hazard information. Figure1 shows one of the pages 
in the application. Second, paper hazard maps 
(Figure2) and electronic hazard maps were compared 
and together used as samples for analysis. The 
questionnaire survey was designed to evaluate 
differences in the status of students before and after  

 
 

Figure1: One of the pages in this application 
 

the application. The constructed system was used by 
high school students at an event funded by the Japan 
Society for the Promotion of Science. 

(3) Results: The results of questionnaire surveys at that 
time were analyzed, and some positive aspects of the 
system for high school education were indicated. 

(4) Future directions: We will further improve the 
system considering requirements of students. For 
example, more disaster types and functions need to 
be added to the system. 

(5) Data: Map data for Japan were collected from the 
web sites of the Geospatial Information Authority of 
Japan, National Land Numerical Information and 
ESRI Japan. Map data for China were collected from 
the web site of ESRI and: 
Some base maps from TIANDITU (www.tianditu. 
gov.cn); 

    30-m Digital Elevation Model (DEM) for Jilin 
Province from the Geospatial Data Cloud 
(www.gscloud.cn); 

    Population in 2015 from the Geographical 
Information Monitoring Cloud Platform; 

   Shelter data for Jilin City from the Jilin City 
Seismological Bureau. 

(6) Reference:  
Yoshioka, M. (2016) Suggestions for support of 
geography education and concrete measures. 
Geographical Geography Education Study Group. 
 
 

Figure2: Example of paper hazard maps. © Hakusan city 
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A13 

UAS-SfM 写真測量を用いた海岸砂丘の短期地形変化の解明 

 
李 スルギ 1， 中田 康隆 1， 小口 高 2 

1東京大学大学院 新領域創成科学研究科， 2東京大学 空間情報科学研究センター 

連絡先: <leeseulgi@csis.u-tokyo.ac.jp> 

 

(1) 動機：海岸砂丘地帯は陸域と海域の境界に位置す

る． 地形学においては海浜-砂丘システムの正確

な解明が求められており，高解像度データの利用

可能性が高まっている．また，近年航空機

LiDAR(Light Detection and Ranging) や 地 上

LiDAR などにより高解像度の地形情報の入手が

可能となってきた．しかし，これらの計測方法は非

常にコストが高く，研究者が自ら高頻度にデータを

収集することは容易ではない．これに対し，安価か

つ簡便に高解像度の地形情報を取得できる写真

測量の技術として UAV(Unmanned Aerial Vehicle; 
無 人 航 空 機 ) と SfM-MVS(Structure from 
Motion/Multi-View Stereo)が注目されている． 

UAVを用いたSfM-MVS 測量により，高密度・高頻

度な計測結果を安価に得られるため，短期間に変

化する海岸砂丘の地形学的研究に活用できると思

われる．従って，本研究では，多時期の UAV-SfM
測量により，砂丘が発達する千葉県九十九里海岸

の短期間の地形変化を明らかにすることを目的と

する． 

(2) 方法：対象地域である九十九里海岸は房総半島

東岸に位置する大規模な砂丘地帯である．特に自

然性が高い 2 箇所に調査区域を設定した．研究方

法は 2 つに大別される．まず，米軍および国土地

理院撮影の空中写真を用いて砂丘の変遷を解析

した．本解析は 1950 年代から現在に至るまでの長

期変化の概観を把握することを目的としている．空

中写真は Agisoft 社の Photoscan Professional 1.4.3
を 使用し て 処理し ， GNSS(Global Navigation 
Satellite System:GeoExplorer6000)測量で得られた

XYZ 座標を基準点として，オルソ画像を作成した．

次に，砂丘地形を詳細に把握するために，海浜及

び砂丘部分に地表基準点を設置し，UAV による空

撮を行った．UAV は DJI 社の Phantom 4 を使用し

た．この方法で多時期及び高解像度の画像を取得

し，短期間の地形変化を把握した．UAV により空

撮した画像から DSM(Digital Surface Model;地形

データ)とオルソ画像を作成した．得られた DSM デ

ータから ESRI 社の GIS ソフトウエアである ArcGIS 
10.5 を利用し，各時期の地形変化を把握した． 

(3) 結果：UAV による測量により得られた DSM を用い

て標高変化図を作成した(図 1, 2)．1 年間の変化を

見ると，全体的に海から内陸に砂が動き，堆砂して

いる傾向が見られた．環境省作成の「風況変動デ

ータベース」によると，調査地域に影響を与える主

な風向は南風であった．2 か月の比較的短期間の

変化においては，砂の移動方向は区域によらず同

様であったが，標高変化は区域によって異なる傾

向が見られた．これは，砂丘の形成に海から内陸

に向けて吹く風が主に関与していることと，コンクリ

ート構造物や植生の分布などが砂丘形成に影響を

与えていることを示唆している． 

(4) 使用したデータ： 

・ 国土地理院の「地図・空中写真閲覧サービス」 

http://mapps.gsi.go.jp が提供している空中写真

の画像 

(5) 参考文献： 

Scarelli, F.M., Sistilli, F., Fabbri, S., Cantelli, L., 
Barboza, E.G., Gabbianelli, G. (2017) Seasonal dune 
and beach monitoring using photogrammetry from 
UAV surveys to apply in the ICZM on the Ravenna 
coast (Emilia-Romagna, Italy). Remote Sensing 
Applications: Society and Environment, 7, 27-39. 

2017. 10-2016. 09 
(1 年間) 

2018. 05-2018. 03 
（２か月間） 

  

図 1：標高変化図（白幡砂丘） 

 

2018. 03-2017. 02 
(1 年間) 

2018. 05-2018. 03 
（２か月間） 

  

図 2：標高変化図（木戸砂丘） 
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A14 

UAS と写真測量技術を用いた喫水面の植生モニタリングに関する研究 
 

淺野 悟史 1，酒井 陽一郎 1，小倉 拓郎 2 

1 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター，2 東京大学大学院 新領域創成科学研究科， 
連絡先: <asano-s@lberi.jp> 

 
(1) 動機： UAS（Unmanned Aerial System）による高高

度撮影および写真を用いた 3 次元化技術が身近

になったことで，高頻度かつ高解像度でのオルソ

画像が比較的容易に得られるようになった．この方

法では写真測量技術による光学的なデータ処理を

行うため，厳密な地形ではなく植生などを含む

DSM（Digital Surface Model）を表現していることが

課題でもあり特長でもある．一方，写真測量の特性

上，水面付近の様子を正確に表現することが難し

いという欠点がある． 
既往の研究では，UAS を用いて植生を対象とし

た研究も行われている．森林など陸生植物の解析

では従来の衛生画像を用いたリモートセンシング

では得られなかった高解像度のデータが任意の頻

度で得られている．また，抽水植物の中でも水面か

ら上に伸長するようなタイプは陸上植物と同じよう

にモニタリングが行えるため，外来種のモニタリング

などに活用されている．しかし，抽水体や浮葉体と

いった喫水面付近の植生をモニタリングするには

水面反射のノイズの影響など克服すべき課題が多

いのが現状である． 
そこで本研究では，喫水面含むオルソ画像を，

UAS および 3次元化技術により取得する手法の

検討および，その精度の検証を行った． 
(2) 方法： 本研究の対象は，「内湖」と呼ばれる琵琶湖

沿岸に分布する小規模な潟湖である．本発表にお

ける実験は滋賀県高島市に位置する浜分沼にお

いて行った． 
使用機材は Phantom4Pro（DJI 社製）である．

GCP（Ground Control Point）の計測は，高精度・低

価格 GNSS（Global Navigation Satellite System）を

用いて行った．取得した画像および位置情報を用

いて PhotoScan Professional（Agisoft 社製）による

点群抽出とオルソ画像の作成を行った．その際，

水上にも半浮遊性 GCP を設置し，その精度検証も

行った． 
(3) 結果： 風や直射日光が比較的少ない条件下では

図 1 のように高い解像度が得られ，喫水面に繁茂

する植物の再現が可能であった（撮影高度 50 m）．

また，オルソ画像上からほぼ全ての植物種の同定

が可能である．今後，オルソ画像を用いた群落の

被覆面積の正確な算出などの利用のためにオルソ

画像の XYZ 各方向の精度を高める必要がある． 
 

 

図 2：植物種の違いが判別できる拡大図 

図 1：小規模止水域のオルソ画像 

N 

20m 
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A15 

リモートセンシングによる森林資源量推定に関する研究 
 

飯塚 浩太郎 1，早川 裕弌 1，小倉 拓郎 2，中田 康隆 2,3，小杉 緑子 4，米原 太一郎 4 
1 東京大学 空間情報科学研究センター，2 東京大学大学院 新領域創成科学研究科，3北海道立総合研究機構 

4 京都大学大学院 農学研究科  
連絡先: <kiizuka@csis.u-tokyo.ac.jp>  Web: <http://www-new.csis.u-tokyo.ac.jp/blog/member/> 

 
(1) 動機：近年，技術の飛躍的な発展により，地上レー

ザ（TLS）や無人航空機（UAV）などの活用が国内

外で増えてきており，森林資源量を精密に把握す

るための手法（Precision Forestry）が新しく検討・開

発されてきている．一方で，それぞれの機材を用い

た単独の手法開発は行われているが，それぞれの

プラットフォームが持つ長所・短所を考慮し，すべ

てのデータを組み合わせた推定方法の検討はあま

り行われていない．本研究では，従来型のリモート

センシングである衛星データと，近年利活用が進

められている TLS と UAV を組み合わせた森林資

源量推定の方法を検討する（図 1）． 
(2) 方法：対象地域は滋賀県大津市上田上桐生町に

ある桐生水文試験地（京都大学）とする．フラックス

タワーが建つ小流域内のヒノキ林を対象に TLS を

用いた計測からグリッド毎（10 m x 10 m）に分けた

範囲の林分材積量を山本式（山本，1918）を用い

て推定した．UAV を用いて空撮をした写真を

Structure from Motion （SfM）を用いて三次元モデ

ルを作成し，TLS の地形モデルと合わせることで，

樹高や樹冠のサイズを抽出した．マイクロ波衛星デ

ータである PALSAR（Phased Array type L-band 
Synthetic Aperture Radar: L-Band）と Sentinel-1（C-
band）から，後方散乱係数を HH （Horizontal 
transmit-Horizontal receive ） , HV （ Horizontal 
transmit-Vertical receive）, VV, VH 偏波からそれぞ

れ取得した．全ての変数（樹高・樹冠面積・樹冠被

服率・地形位置・後方散乱係数）を重回帰分析を

用いて林分材積量推定を行った．二通りの方法を

模索した．一つは従来型の線形回帰（MLR）ともう

一つはサポートベクター回帰（SVR）である．  
(3) 結果：図 2 に MLR と SVR によって推定した林分材

積の精度検証を示す．MLRによる推定はR2=0.669
となり，SVR はモデル（使用変数）により R2=0.485
～1 となった．Root Mean Square Error （RMSE）も
MLR では 95.72 m3/ha と高いが，SVR ではモデル

により 119.71～0.04 m3/ha の結果となり，モデルに

よっては非常に高い精度の推定を行うことが可能と

なった． 
(4) 参考文献： 

山本和蔵（1918）『あかまつノ単木幹材積表並胸高

形数表』，林業試験報告 16, 147-164． 
(5) 関連文献： 

Iizuka, K.; Yonehara, T.; Itoh, M.; Kosugi, Y. (2018) 
Estimating Tree Height and Diameter at Breast 
Height (DBH) from Digital Surface Models and 
Orthophotos Obtained with an Unmanned Aerial 
System for a Japanese Cypress (Chamaecyparis 
obtuse） Forest. Remote Sens. 10, 13. 

 
図 2：線形重回帰分析とサポートベクター回帰によ

る林分材積量推定 

 

図 1：UAV，衛星データ，TLS を用いた森林資源量推定の構図 
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B01 

ETC2.0 プローブデータを活用した豪雨災害時における逐次型経路選択モデルの構築 
 

島村 聡，柳沼 秀樹 
東京理科大学大学院 理工学研究科 
連絡先: <7618519@ed.tus.ac.jp> 

 
(1) 動機：近年，我が国では多くの地域で頻繁に自然

災害が発生しており，インフラを中心に社会全体に

大きなダメージを与えている．2015 年 9 月 10 日に

発生した関東・東北豪雨では，鬼怒川堤防破堤に

より道路の遮断が発生し，道路ネットワークの持つ

機能を十分に発揮できない事態に直面した．災害

時において，交通ネットワークの性能低下を最小限

に抑えるためには，時々刻々と変化する交通ネット

ワークの状態を考慮した上でドライバーの避難誘

導を行うことが必要不可欠となる． 
 本研究では，災害時における円滑な避難を念頭

に，時々刻々と変化する交通ネットワークの状態を

考慮した経路選択モデルを構築する．具体的には，

解像度の高いプローブデータを活用し，道路リンク

の被害状況を反映したネットワーク状態の記述を

行う（図 1）．さらに，選択集合を列挙ない逐次選択

モデルである Recursive Logit (以下 RL)を利用した

モデルを構築する．これにより，これまでは難しかっ

た災害時の経路選択行動が記述可能となり，災害

時の避難誘導計画の策定に資することが期待され

る．  
(2) 使用したデータ： 
・ 「ETC2.0 プローブデータ（2015 年 9 月 1 日～9 月

11 日）」メッシュ番号 5440,5439（鬼怒川周辺） 
(3) 方法：ドライバーの経路選択に影響がある変数とし

て ETC2.0 プローブデータの基礎集計結果より，経

路所要時間，交差点の有無，一般道路ダミーを導

入し，経路重複構造を Path Size 項を用いて記述し

た (表 1) ．主要な OD パターン 11 ペアを含む

1940 サンプルを抽出してモデルを推定した． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(4) 結果：尤度比は妥当な値を示しており，適合度は

良好である．また，全ての変数に関して，t 値が有

意となり，統計的妥当性が確保されている．モデル

の感度についても感覚と一致する結果となり，精度

の高いモデル構築が行えたといえる （表 1）．今後

は，推定結果を使用した災害時の経路選択シミュ

レーションを行う予定である． 
本研究の課題点として，主要な OD ペアのみで

の推定に留まっており，歪みが存在することが懸念

されるため，データを拡大した推定を行いたい．ま

た，災害時には近視眼的な選択行動を行うことが

想定される．そのため，時間割引項を導入した動

的モデルへの拡張を検討したい．  
(5) 参考文献： 

Mogens Fosgerau (2013) A link based network route 
choice model with unrestricted choice set Transpor- 
tation Research PartB, 70-80 
大山雄己，羽藤英二（2017）｢一般化 RL モデルを

用いた災害時の経路選択行動分析｣．交通工学論

文集，3（5），1-10 
羽藤英二（2002）｢ネットワーク上の交通行動｣．土

木計画学研究・論文集 19，13-27 
兵藤哲郎，遠藤弘太朗，萩野保克，西隆太（2009）
｢Path Size Dial Logit モデルの提案とその適用可

能性｣．交通工学，44（4），66-75 
(6) 謝辞：本研究は，国土交通省・道路政策の質の向

上に資する技術研究開発「ETC2.0 プローブ情報

等を活用した“データ駆動型”交通需要・空間マネ

ジメント に関する研究開発」からの支援を受けて

行われた．ここに記して感謝の意を表したい． 
 

表 1：パラメータ推定結果 
 

青線の枠内は、
9月11日10:00時点
での浸水範囲

：車両通過位置

凡例

0 9km

：破堤箇所

9月11日(金)

図 1：ETC2.0 観測結果 
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B02 

首都圏高速道路網における渋滞パターンの安定性 
 

酒井 高良，赤松 隆 
東北大学 大学院情報科学研究科 

連絡先: <takara.sakai.t1@dc.tohoku.ac.jp>  
 
(1) 動機：複雑な都市高速道路網上の渋滞を解消する

には，個別の渋滞区間だけではなく，道路網全体

の渋滞現象（渋滞の時空間分布）を捉えることが必

要となる．しかしながら，信頼に足る長期間データ

に基づいて，渋滞の時空間分布の特性を検証した

研究はほとんど存在しない．そこで本研究では，首

都圏高速道路網における長期間観測データに基

づき，渋滞の時空間分布の特性を明らかにするこ

とを目的とする．  
(2) 使用したデータ：本研究で利用したデータの概要

を以下に示す．  
・ 分析対象：首都圏高速道路網 
・ 観測データ：感知器（約 1500 個）の速度デー

タ 
・ 時間幅：1 分刻み （24 時間） 
・ 観測期間：2014 年 1 月 1 日から 12 月 31 日 

(3) 方法：まず渋滞判定速度𝑣𝑣∗を設定し，各リンクの

時々刻々の渋滞状態を二値変数（渋滞状態変数）

として定義した．𝑑𝑑日の時間帯𝑡𝑡におけるリンク𝑖𝑖の渋

滞状態変数 𝛿𝛿𝑑𝑑,𝑡𝑡,𝑖𝑖は以下のようになる． 

 𝛿𝛿𝑑𝑑,𝑡𝑡,𝑖𝑖 = �
𝟏𝟏  （𝑣𝑣𝑑𝑑,𝑡𝑡,𝑖𝑖  < 𝑣𝑣∗）
𝟎𝟎       （other）

 

ここで，𝑣𝑣𝑑𝑑,𝑡𝑡,𝑖𝑖は観測速度である．この渋滞状態変数

を用いて，𝑑𝑑日の時間帯𝑡𝑡の渋滞空間分布ベクトル

を以下のように定義した． 
∆𝑑𝑑,𝑡𝑡= [𝛿𝛿𝑑𝑑,𝑡𝑡,1 , … ,𝛿𝛿𝑑𝑑,𝑡𝑡,𝐼𝐼] 

この分析対象日数×時間帯数分の渋滞空間分

布ベクトルをクラスタリング手法（k-means 法）により

分類した．以降では，渋滞判定速度𝑣𝑣∗=20 km/h と

し，時間幅を 10 分に集約したときの分析結果につ

いて特に述べる． 
(4) 結果：分析の結果，大きく 2 つの事実が明らかとな

った．まず，第一に，時々刻々実現している渋滞空

間分布には年間を通して典型的な 6 タイプ（M1, 
M2, D1, D2, E1, E2）が存在することがわかった．図

1 に 6 つの渋滞空間分布タイプを示す．赤色のリン

クが渋滞を表現している．各タイプは，渋滞路線お

よび渋滞リンク数が互いに異なることが確認できる． 
第二に，それら渋滞空間分布タイプの日内の状

態推移過程も，年間を通して普遍的な 4 パターンが

存在することがわかった．図 2 は，横軸に日付，縦

軸に日内時間軸をとったメッシュ構造となっており，

各セルの色（図 1 と対応）によって出現タイプを表し

ている．日内状態推移パターンごとに横軸の日付を

並べ替えている．これにより，渋滞空間分布タイプ

の出現順序によって特徴付けることが可能な 4 つの

日内状態推移パターンの存在が確認できる． 
(5) 謝辞： 本研究は，首都高速道路株式会社，日本

道路交通情報センターのデータを利用した．また，

科学研究費補助金（課題番号：18H01551）の助成

を受けた． 

 
図 1：典型的な渋滞空間分布タイプ 

 
図 2：渋滞空間分布の出現状況 
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B03 

渋滞パターンに基づく道路ネットワークの交通性能とその低下メカニズムの解析 
 

佐津川 功季 1，和田 健太郎 2，大口 敬 2 
1 東京大学大学院 工学系研究科，2 東京大学 生産技術研究所 

連絡先: <kouki@iis.u-tokyo.ac.jp> 
 
(1) 背景・目的：都市レベルの複雑な道路ネットワーク

（エリア）には，Macroscopic Fundamental Diagram 
(MFD) と呼ばれる，エリア内車両存在台数とトリッ

プを完了した車両数であるスループットとの関数関

係が存在することが知られている．MFD からは，観

測情報のみでエリアの交通性能をリアルタイムに把

握できる．そのため予測に頼らないリアルタイム交

通制御法を構築するための有用な指標となりうる． 
ただし，MFDを実際に活用するためには，「その

形状が生じる背後にはどのようなメカニズムがある

のか？」といった MFD の特性を把握しておくことが

重要である．この問いに対しては，エリア内のリンク

交通密度分布（i.e., 混雑の偏り具合）が一つの鍵

となることが明らかになってきている．しかし，密度

分布は混雑の空間的な接続関係（渋滞パターン）

が捨象された集計的な指標であり，分析は相関関

係の議論に留まらざるを得ない．そのため，メカニ

ズム把握にあたっては，渋滞パターンと MFD を直

接結びつけることができる理論が必要であろう． 
本研究では，渋滞パターンを与件としたネットワ

ーク性能解析理論の構築と，それに基づきMFDの

形状決定メカニズムを解明することを行う．  
(2) 方法：第一に，MFD を理論的に解析する手法を構

築した．この手法の基盤としては，時々刻々の渋滞

パターンをドライバーの経路選択原理に基づき記

述する動的利用者均衡理論を用いている．具体的

には，渋滞パターンを与件とした動的利用者均衡

の逆解析により，スループットを導出するモデルを

構築した．第二に，構築したモデルの感度分析

（e.g., リンク容量の変化に対するスループットの変

化分析）を行い，どのようなリンクの容量変化がスル

ープットの低下を引き起こすのかを明らかにした．  

(3) 結果：まず，スループットの解析式は顕在化したボ

トルネック同士の接続関係を表す「縮約ネットワー

ク」の構造・起終点分布に特徴付けられることが明

らかとなった．これにより，一見無関係なノードやリ

ンク同士が密接に関係しうることが明らかとなり，こ

の関係を正確に表現したネットワーク性能の解析

が可能となった（図 1 左）． 
次に解析式の感度分析を通してスループットの

低下条件が異なる終点に向かうドライバーの二つ

の相互作用により引き起こされることを明らかにし

た：（１）終点ノードへの渋滞延伸による終点流入フ

ローのブロッキング，（２）ドライバーの経路選択行

動の変化による終点通過フローの増加（図 1 右）． 
最後に数値計算を通して，解析式の妥当性を確

認した（図 2）．図からは，スループットの解析解が

実現値とほぼ一致しており，存在台数の増加に伴

うスループットの低下傾向を渋滞パターンの変化を

通して捉えていることが確認できる．  
今後は，首都高速道路の感知器データを用いた

実証分析を通して現実規模ネットワークへの適用

性を確認する．また，そこで得られた知見を理論に

フィードバックすることで拡張を行う．これらについ

ては研究発表会で報告する予定である． 
(4) 参考文献： 

Daganzo, C.F. (2007) Urban gridlock: Macroscopic 
modeling and mitigation approaches. Transport Res. 
B, 41 (1), 49-62. 
Geroliminis, N. and Sun, J. (2011) Properties of a 
well-defined macroscopic fundamental diagram for 
urban traffic. Transport Res. B, 45 (3), 605-617. 
Wada, K. Satsukawa, K. Smith, M. Akamatsu, T. 
(2018) Network throughput under dynamic user 
equilibrium: Queue spillback, paradox and traffic 
control. Transport Res. B, In Press． 

図 1：縮約ネットワークとスループット低下メカニズム 図 2：MFD の実現値と解析解 
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自転車利用者の GPS 軌跡データを用いた道路の利用頻度と幅員との関係性 
 

仁平 裕太 1，山田 育穂 2 

1 中央大学 理工学研究科，2 中央大学 理工学部 
連絡先: <a13.873k@g.chuo-u.ac.jp>  

 
(1) 動機：自転車の利用は，その健康面や環境面など

のメリットから近年，国内外で注目されている．わが

国は 2009 年の調査において，自転車保有台数が

8593 万台と世界第 3 位であり，自転車大国といわ

れる欧州と同等の水準にある（財団法人日本自転

車普及協会，2009）．しかし，一方で自転車道や駐

輪場の整備状況といった自転車を利用する環境に

ついては，欧州と同等の水準であるとは言いがた

い．自転車保有率の増加に伴い，自転車による事

故も増加傾向を示していることも踏まえると，自転

車が持つメリットを最大限に活かすためには，自転

車が安全に走ることのできる都市環境を整備するこ

とは急務であると考えられる（国土交通省，2015）．
そこで，本稿では自転車の GPS 軌跡データを用い

て，自転車利用者がどのような特性を持つ道路を

よく通行するのかを分析することで，効果的に自転

車通行環境の整備を進めるための基礎的な知見

を得ることを目的とする．特に本稿では，代表的な

道路の属性である幅員と，利用頻度との関係性に

ついて焦点を当てる．幅員と利用頻度との関係性

を示す事ができれば，自転車の交通誘導などの安

全な走行環境の構築に向けた知見が得られると考

える． 
(2) 方法：利用道路の推定のために，本稿では移動中

の GPS 軌跡データに対して利用するマップマッチ

ングという手法を用いるが，本稿で使用する自転車

の GPS 軌跡データは，始点から終点まで 1 回の自

転車利用全体に対するものであり，店舗等に立ち

寄るなど自転車が移動していない間の軌跡も含ん

でいる．そこで，本稿では DBSCAN というクラスタリ

ング手法を用いて，そうした自転車利用時の滞在

地をクラスタとして把握することで，GPS 軌跡データ

を，滞在中に観測された部分と移動中に観測され

た部分とへ分割する．DBSCAN とは，クラスタの数

や形を設定しなくていいことから，クラスタの数や形

が不明である滞在地抽出によく用いられる手法で

ある（関本，2013）．DBSCAN を行うにあたり，GPS
軌跡データの観測時間の間隔が一定でない場合

を考慮し，観測された GPS 軌跡データ間は線形に

移動しているという仮定の基，一秒ごとに GPS 軌跡

データを線形補完する．その後，線形補完された

GPS 軌跡データに対して，統計ソフト R 3.4-3 で

dbscan パッケージ（R 1.1-2 にて作成）を用いて

DBSCAN を行う．更に DBSCAN では GPS 軌跡に

付けられた時間情報は考慮されないため，滞在地

の空間的位置と滞在開始時間からクラスタの統合

と分割を行う．以上により，GPS 軌跡データの滞在

中に観測された部分を把握することで，移動中に

観測された部分の抽出する．そして移動中に観測

された GPS 軌跡データを用いて，東京大学大学院

理工学系研究科都市生活学・ネットワーク行動研

究グループが提供しているマップマッチングの手

法を用いて分析を行う．マップマッチングとは，GPS
などで得られた位置情報データを，これまでのGPS
の軌跡と周辺道路環境とから，もっとも適切な道路

上に位置情報データを補正するシステムである（図

１）．この手法により，自転車利用者が利用していた

可能性の高い道路の推定を行うことが可能である．

以上の手法を用いて各自転車利用者の GPS 軌跡

データより利用道路を推定する．その利用道路の

幅員と利用される頻度とを抽出し，それらの関係を

分析することで，利用道路の選択に幅員が影響を

与えているのかを考察する．その結果を研究発表

大会では報告する． 
(3) 参考文献： 

財団法人日本自転車普及協会（2009）公共交通と

してのレンタサイクルシステム研究会報告書，< 
http://www.bpaj.or.jp/file_upload/100314/_main/10
0314_01.pdf>． 
国土交通省（2015）自転車交通，

<http://www.mlit.go.jp/common/001085121.pdf >． 
関本義秀（2013）人々の流動データの基礎的な処

理・分析手法について．「写真測量とリモートセンシ

ング」，52（6），321-326． 

 
図 1：マップマッチングのイメージ図 
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B05 

 携帯端末から得られる低頻度測位な人流ビッグデータを用いた通勤・通学の推定及び分析 
 

小林 稜介 1，宮澤 聡 2，秋山 祐樹 2，柴崎 亮介 2 
1 東京大学大学院 新領域創成科学研究科，2東京大学 空間情報科学研究センター 

連絡先: <koba@csis.u-tokyo.ac.jp> 
 
(1) 動機：日本では，働き方改革や Society5.0 の実現

が求められており，まずはそれらの根幹をなす通

勤・通学の質を改善するための検討が行われてい

る．また近年では，人流ビッグデータを用いて，通

勤・通学の分析が国内外で数多く行われている．

例えば Kung et al.（2014）は通信基地局情報を用

いた通勤推定を行なった．しかし，夜間労働者を対

象外としている．また，国内では，ユーザーの電池

消費負担が大きい比較的高頻度な測位によるデ

ータを利用したものが多い．そこで，本研究では，

低頻度な測位による人流ビッグデータを用い，夜

間労働者を含む通勤・通学の推定を行った． 

(2) 方法：まずデータの前処理として外れ値除去やポ

イント内挿を行った．また，同じ座標にいる場合でも，

測位誤差により取得座標に若干の誤差が生じるた

め，同一地点にいたと予想される点について統一

化を行った．続いてモデリングとして各ポイントにお

ける滞在時間の算出を行い，その割合を元に

Significant Place（自宅・勤務地など）の抽出を行っ

た．そして，自宅からの距離を元に時系列グラフを

作成し，クラスタリングを行った．また，推定結果を

2015 年国勢調査（統計局）によって評価した． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1：クラスタリング結果 

(3) 結果：クラスタリング結果は図 1の通りである．各グラ

フは，最大 20,000 人のサンプルデータを，縦軸

0~100 kmの範囲のみ図示したものである．また，こ

のクラスリング結果を受けて属性（職業）推定も行な

った．昼間労働者又は学生の場合は早朝･深夜時

には自宅に，昼間は勤務地･通学地にいる可能性

が高いため，そのグラフの形状は凸型と考えられる．

一方，夜間労働者の場合，早朝･深夜時には勤務

地に，昼間は自宅にいる可能性が高いため，グラフ

の形状は凹型と考えられる．これらの考えと各クラス

ターの平均距離等から，クラスター3,4,9 を昼間労働

者又は学生，クラスター5 を夜間労働者と推定した．

なお評価結果は，国勢調査による夜間人口と推定

自宅数（クラスター1~10）の相関係数が 0.72，同調

査による昼間人口と推定勤務地･通学地数（クラス

ター3,4,5,9）を考慮した推定自宅数の相関係数が

0.69 となり，正の相関を示した．（図 2） 
(4) 使用したデータ： 

・ 「ポイント型流動人口データ（2016年6月）」 株式

会社 Agoop 
・ 「平成 27 年 市町村別 従業･通学地集計」 総務

省 統計局 
(5) 謝辞：本研究は株式会社日立製作所と国立大学

法人東京大学による産学協創「日立東大ラボ」によ

る研究の一貫として実現できたものである．また，

東大CSIS 共同研究No.794の成果の一部として実

施した．ここに記して謝意を表したい． 

(6) 参考文献： 

Kung, KS., Greco, K., Sobolevsky, S., Ratti, C. 
(2014) Exploring Universal Patterns in Human 
Home-Work Commuting from Mobile Phone Data. 
PLos One, 9(6). 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

図 2：散布図(国勢調査と推定結果) 
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B06 

Wi−Fi パケットセンサを活用した観光回遊行動分析の経年変化 
 

柳沼 秀樹 1，寺部 慎太郎 1，一井 啓介 2 
1 東京理科大学 理工学部 土木工学科，2 元東京理科大学 理工学部 土木工学科 

連絡先: <yagnuma@rs.tus.ac.jp> 
 
(1) 動機：観光地における回遊行動を把握することは，

地域の観光実態の把握や新たな計画を立案する

上で重要な情報となる．これまではアンケート調査

が中心であったが，情報の精度や収集コストに問

題が散見された．また，GPSを活用した詳細な移動

軌跡の取得が行われているが，高解像度ながらも

移動計測ゆえに十分なサンプル数が得られない． 
 本研究では，Wi-Fi パケットセンサを用いて固定

計測による観光回遊行動の把握を試みた．特に，

徒歩移動が中心となる回遊性の高い地域を対象に，

観光スポットでの滞在時間と観光スポット間 OD 交

通量の計測を目指した．くわえて，観光地における

OD 交通量の 2 カ年での経年比較を行った．これ

により，取得が困難であった回遊行動が簡易に計

測可能となり，観光地計画に資すると期待される． 
(2) センサ概要：本研究で用いる Wi-Fi パケットセンサ

はRaspberry Pi 2をベースに独自に作成したもので

あり，スマートフォンなどの通信機器が発するプロ

ーブリクエスト要求を受信して機器の MAC アドレス

を収集するものである．なお，MAC アドレスを取得

するためには，機器の Wi-Fi 接続をオンにしている

必要があり，スマートフォン利用者の 39.1%がオン

にしているという調査を踏まえると，2〜3 割程度の

観光客の行動を把握できる可能性がある． 
(3) 調査概要：調査場所は長野県小布施町であり，人

口約 11,000 人，面積約 19 km2，人口密度 580 人

/km2 である．小規模な地方自治体ではあるが，観光

地として有名であり，年間 120 万人が訪れる．中心

地には美術館や老舗栗菓子店，土産物店が立地し

ており，多くの観光客が徒歩にて回遊している．調

査日は，2016 年 10 月 29 日（土）から 30 日（日）と

2017 年 10 月 21 日（土）から 22 日（日）の 4 日間

である．この時期は行楽シーズンであり，名産の栗

をはじめ，様々な種類の果物も店頭に並ぶことから，

年間来訪者数が最も多い.  

 
図 1：物販施設における来訪者の滞在時間分布 

(4) 滞在時間の分析：取得した MAC アドレス毎に滞在

時間を算出した．例として，ある物販施設での結果

図 1 に示す．これより 20 分未満の滞在がほとんど

である．一方，180 分以上の滞在者の存在が確認

できる．これは施設の特徴から実際の来訪者とは

考えにくく，従業員，近隣の駐車場で休憩している

人，近隣住民，施設内外に存在する PC など観光

客に関係ない情報機器などの MAC アドレスが含

まれているためと思われる.  
(5) OD の経年変化：取得した MAC アドレスを地点毎

に集計することによりトリップチェーンが得られる．こ

こでは，2016 年と 2017 年の結果比較を示す．図 2
は同一 OD 間の交通量をプロットしたものである．

相関係数は 0.9と類似性が認められるが，サンプル

が少ないこと地点が多く偏りが生じている．また，デ

ータが比較的多く取れている地点では 2017 年で

観光客の減少が確認できる．これは，2017 年の調

査日が雨であった影響と考えられる． 
(6) 結論：本研究では，長野県小布施町にて Wi-Fi パ

ケットセンサを用いて観光客の周遊行動を調査し

た．滞在時間分布と OD パターンの経年変化を分

析することが可能であることを示した．  
(7) 謝辞：本研究は，国土交通省・道路政策の質の向

上に資する技術研究開発「ETC2.0 プローブ情報

等を活用した“データ駆動型”交通需要・空間マネ

ジメント に関する研究開発」からの支援を受けて

行われた．ここに記して感謝の意を表したい． 
(8) 関連文献： 

一井啓介ほか（2018）Wi-Fi パケットセンサを用い

た 散策型観光地における観光回遊行動の把握．

土木計画学研究・講演集，57． 

 
図 2：2016 年と 2017 年の OD 交通量の比較 
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Multimodal Macroscopic Fundamental Diagramに基づくバス専用レーンの都市空間内最適配置に

関する研究—東京都心部への適用— 
 

壇辻 貴生，福田 大輔 
東京工業大学 環境・社会理工学院  

連絡先: <t.dantsuji@plan.cv.titech.ac.jp>  Web: <http://www.plan.cv.titech.ac.jp/fukudalab/> 
 
(1) 動機：渋滞が深刻な都市部においては，効率的で

マルチモーダルな交通システムが必要である．バ

スレーン（BL）は，そういったシステムを構築するた

めの TDMの一つである．BLの計画や運用に関す

る研究は多くされてきたが，未だにチャレンジング

なトピックである．既存の研究においては，静的な

交通状況を仮定した研究や，幹線道路の一区間を

対象としたコリドーレベルでの分析を行った研究が

あるが，（1）本来，渋滞は動的に変動すること，（2）
BLの導入は渋滞の spillbackの原因となりうる，の 2
点を踏まえると，動的かつネットワークレベルの分

析が必要である．Zheng et al. （2017）では，マルチ

モーダリティの特性を評価できる multimodal 
macroscopic fundamental diagram （3D-MFD）に基

づいた BL の配置場所・配置量を決めるシミュレー

ションベースの最適化手法を提案している．しかし，

分析はジュネーブに留まっており，手法の頑健性

や普遍性の確認は十分ではない．そこで，本研究

では，Zheng et al. （2017）の手法を東京 CBD に適

用し，分析結果の比較から，手法の検証を行う． 
(2) 手法：Zheng et al. （2017）で提案された最適なバス

専用レーンの配置手法（図 1）を以下に示す．  
I. シミュレーションの実行 
II. 車とバスの旅行時間の算出 
III. ロジットモデルによって，分担率の計算．分担

率の変化が閾値以下であれば，ステップ V へ．

閾値以上であれば，ステップ IV へ． 
IV. アップデートされた分担率を OD 需要に適用

し，ステップ I へ 
V. 3D-MFD によって渋滞域の確認をし，あれば

ステップ VI へ．無ければステップ VII へ 
VI. 上位レベルでは，フィードバック制御に基づい

てBLの配置量を決定し，下位レベルではリン

ク単位で最も混雑しているリンクに配置． 
VII. 最適な道路空間配置の決定 

(3) 結果：図2に結果を示す．3D-pMFDより，現状のネ

ットワークにおいても 5%ほどのバスの混在がネット

ワークスループットを最大化させることがわかる（ジ

ュネーブでは 10％）．最適に近い 10%BL を配置さ

せた場合，バス密度が高い渋滞域は減少するが，

車の密度が高い渋滞域は微小に増加している．

20%BL を配置した場合は，配置量が過剰なため，

どちらの渋滞域も増加していることがわかる．これら

の原因としては，ステップ III のロジットモデルの推

定したパラメータ感度が低いことなどが挙げられ，

モデルの改善が今後の課題となる． 
(4) 使用したデータ及びシミュレーター： 

・ 「Digital Road Map」日本デジタル道路地図協会 
・ 「平成 17 年度道路交通センサス」国土交通省 
・ 「国土数値情報 バスルート」国土交通省 
・ 「マイクロ交通シミュレーターAimsun」TSS 

(5)参考文献： 
Zheng, N., Dantsuji, T., Wang, P. and Geroliminis, 
N. (2017) Macroscopic Approach for Optimizing 
Road Space Allocation of Bus Lanes in Multimodal 
Urban Networks Through Simulation Analysis. 
Transportation Research Record: Journal of the 
Transportation Research Board, (2651), 42-51. 

(6)謝辞：本研究は東大CSIS共同研究No.688の成果
の一部である． 

 

図 1：道路空間最適化の枠組み 

 
図 2：道路空間配置による 3D-MFD（車両ベース

の交通量と密度の関係）と 3D-pMFD（乗車人数を

考慮した人ベースの輸送量と交通密度の関係）の

比較 *暖色がより高いスループットを表す 
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B08 

パーソナルデータを利用した個々人の移動快適性指標の検討 
 

種村 京介 1，金杉 洋 2，松原 剛 2，日野 智至 2，柴崎 亮介 2 
1 東京大学大学院 新領域創成科学研究科，2東京大学 空間情報科学研究センター 

連絡先: <kennytane0426@csis.u-tokyo.ac.jp>  
 
(1) 動機：近年，個々の生活の質(Quality of Life; 以

下 QOL)に目を向け，QOL を豊かにする取り組み

が注目されている．わが国では，都市圏における

通勤・通学時間の長時間化や，慢性的な電車混雑

は大きな社会問題となっており，混雑の緩和に向

けた取り組みや立案が多く行われている．しかし，

鉄道の混雑状況は依然解消されておらず，結果と

して，通勤・通学を含めた毎日の鉄道利用時に混

雑車両に長時間身を置くことになり，快適性を損な

い個々人のQOLを著しく下げる要因と考えられる． 

電車の混雑率や移動所要時間は移動の快適性

を下げることが予想されるものの，現段階において

混雑がもたらす個々人への負荷を測る指標は確立

されていない．また，従来から快適性を測る指標と

して用いられている混雑率や所要時間は地域統計

などから平均的に算出されており，必ずしも個人の

快適性の実態に沿わないことが懸念される．そこで

本論文は，スマートフォンで記録された移動履歴や，

ウェアラブルデバイスによって計測されたパーソナ

ルデータを用いて，鉄道による移動の快適性を個

人レベルで測れる指標の検討を目的とする． 

(2) 方法：本研究では，パーソナルデータとしてスマー

トフォンの GPS 機能を利用した移動軌跡データと，

ヘルスケアデバイスである Fitbit Charge2 によって

測定された心拍数と歩数データを，健常男性成人

3 名（学生 1 名），2017 年 5 月から 2018 年 8 月間

で測定し，そこから鉄道移動データのみを抽出・分

析をした．これらのデータにNAVITIMEが予測して

いる混雑具合と，パーソナルデータ提供者の主観

的判断から車内の混雑率を紐づけ、混雑率が心拍

数にどのような影響をもたらすか解析した． 

(3) 結果：図 1 は，ピーク時（7~8 時）・オフピーク時

（13~15時）の車内混雑率と心拍数の増加率を視覚

化したものである．図からは時間帯による混雑率の

違いによって，同一の路線であっても，心拍数の増

加率に変動があることが見られる．このように混雑

率と心拍数には関係性が見られ，車内混雑が精神

的・肉体的に負荷を与えていることを，客観的に捉

えることができる． 

(4) 参考文献： 

林良嗣・土井健司・杉山郁夫(2004)生活の質の定

量化に基づく社会資本整備の評価に関する研究．

751(62)，55-70． 

駒澤真人・板生研一・羅志偉(2017)心拍変動と心拍

数を組み合わせたストレス評価に関する検討．「第

28 回人間情報学会講演集」，3-4 

・ナビタイムジャパン，電車混雑回避ナビゲーション

<https://www.navitime.co.jp/lp/predict_congestion/> ． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1(a)：ピーク時の混雑率と心拍数の増加率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1(b)：オフピーク時の混雑率と心拍数の増加率 
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B10 

Environmental assessment by using vessel movement data 
 

Kim Hoegwon, Watanabe Daisuke 
Tokyo University of Marine Science and Technology 

Email: <m175003@edu.kaiyoda.ac.jp>   
 
(1) Motivation： Transportation is the single biggest 

Green House Gas (GHG) emission sector and most 
of them came from generating energy by burning 
fossil fuel to drive truck, train, plane, and vessel 
(Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and 
Sinks: 1990–2016). Transportation mode like truck, 
train, and plane are relatively well monitored, 
however, shipping is the least controlled area. IMO 
(International Maritime Organization) just started to 
collect the vessel GHG emission data and long-term 
plan will be established on 2023 after analyzing all 
the data IMO collect. European Union (EU) is more 
actively working on controlling emission from 
shipping. EU released that shipping would be 
included in EU Emission Trading system if there is 
no comparable system operating to control GHG 
emission until 2021. Purpose of this study is that 
have clear understanding and insight about LNG 
carrier emitted GHG by visualizing the results of 
calculation and AIS (Automatic Identification 
system) data acquired. 

(2) Data：The data used in this study is collected by 
company named exactEarth. As exactEarth collect 
AIS data which includes vessel identification, 
position, speed over the ground and course. As data 

collected by satellite, it is possible to get AIS data 
through the ocean regardless of the position of 
vessel. Time range of the AIS data used is from Jan 
2016 to June 2017, unique number of vessel ID is 
327, and total number of data is 9,439,354. 

(3) Method: Several studies have made to make 
estimation of vessel resistance in specific speed. We 
adopted method suggested by Harvald (1983), and 
amended and released by Lützen & Kristensen 
(2012). It allows us to calculate power requirement 
when the vessel sailed in specific speed with few 
vessel specification. To calculate data by this 
method, we adopted Python and used Arcmap to 
visualize it.  

(4) Future plan: In this study we have analyzed the 
data without divide it into month or season. We will 
implement analyzation to make sure that it has 
monthly or seasonal trend. 

(5) References:  
Harvald, S. A. (1983) Resistance and Propulsion of 
Ships. New York: John Wiley & Sons. 
Lützen, M., & Kristensen, H. O. H. (2012) A Model 
for Prediction of Propulsion Power and Emissions – 
Tankers and Bulk Carriers. Paper presented at World 
Maritime Technology Conference, Saint-Petersburg, 
Russian Federation.  

Figure 1: Distribution of bunker consumption by LNG carrier(Jan – Jun, 2016) 

https://www.epa.gov/ghgemissions/inventory-us-greenhouse-gas-emissions-and-sinks
https://www.epa.gov/ghgemissions/inventory-us-greenhouse-gas-emissions-and-sinks
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多様な観測データを用いた事故の重大性に着目した 
都市高速道路における追突事故発生リスク要因分析 

 
兵頭 知，轟 朝幸 
日本大学 理工学部 

連絡先: <hyoudou.satoshi@nihon-u.ac.jp>  Web: <http://www.trpt.cst.nihon-u.ac.jp/prof.html>
 
(1) 動機：近年では，高速道路においては様々な観測

データの整備・蓄積が充実してきたことを背景とし

て，より詳細で精緻な交通事故分析が進められると

ともに，その分析結果を活用した取り組みや利用

者サービスが具現化されるようになっている．しかし

ながら，従来研究の多くは，交通安全上のリスクの

うち，事故の起こりやすさ，すなわち事故の発生頻

度を説明する要因に主眼を置き分析が進められた

ものが多く，重大事故の事象自体の希少性から，

事故の被害程度に関わる影響要因に触れているも

のはほとんどない．このため，同要因については，

その影響を未だ十分に解明されておらずその知識

蓄積が求められる．とりわけ，高速道路における交

通事故については，事故発生リスク自体は一般街

路に比して低いものの，各車両が高速で走行する

ため一度事故が発生した場合，重大な事故に繋が

る恐れがある．そこで，以上のような問題意識に鑑

み，本稿では，長期間の観測データを用いて，交

通流状態，道路構造および道路環境の諸要因と

事故発生リスクの関係性について事故の重大性の

程度別に把握することを目的とする． 

(2) 方法：本研究では事故発生リスクを時空間別の走

行台キロあたりの事故の起こりやすさと定義し，都

市高速道路において頻発する追突事故を対象に，

同事故を物損・軽症・重症以上の 3 つの事故重大

性の程度に類型化をおこない，交通流状態，道路

構造および道路環境の諸要因が事故発生リスクに

与える影響について分析する．具体的には，5 分

間・100 m 毎に交通流状態，道路構造および道路

環境の属性を示す変数を集計し説明変数として一

般化線形モデル（GLM）を適用し重大度別の事故

発生リスク推定モデルを構築する．図 1 に示す阪

神高速道路の本線（総延長: 235.6 km）を対象とし

て，汎用性のある以下 4 つの観測データを組み合

わせて分析をおこなう．対象としたデータ期間は，

2005 年 4 月から 2013 年 5 月までの約 8 年と 2 ヵ

月 間 に 取 得 さ れ た 計 710,479,008 組

（2,983[日]*288 [1/日]*827[箇所]）のデータを使用

する． 

・車両検知器データ 

車両検知器データは，阪神高速道路に設置され

た 388 地点の 827 個の検知器による交通流の観測

データを用いる．データについては，5 分間周期の

交通量，高車交通量，平均速度，平均オキュパンシ

ーが記録されている． 

・交通事故データ 

阪神高速道路において発生した，事故の発生日

時・地点，事故形態，事故の被害程度等 220項目の

情報が記録されている． 

・道路線形・構造データ 

道路線形・構造データについては，道路ネットワ

ークを 0.1 km毎，すなわち 100 mに分割された区間

の平面線形，勾配などの線形情報および分合流部

等の地点情報が収録されている． 

・AMeDAS データ 

降水量の観測データは，気象庁のホームページ

の電子閲覧室より毎日の各時間帯における時間降

水量データを取得して分析に使用している．分析

対象地域内およびその周辺にある気象観測所は 6
カ所あり（図 1 中赤丸），最近傍の観測所のデータ

を使用している． 

(3) 謝辞：本研究は阪神高速道路株式会社，株式会社

交通システム研究所のデータ提供を受けることで

実現した．ここに記して謝意を表したい． 
(4) 参考文献： 

Hyodo, S., Todoroki, T.（2018） An Analysis of Risk 
Factors for Rear-ender Accident on Urban 
Expressway considering Accident Severity. ISTS & 
IWTDCS 2018, Aug 7th, 2018, Ehime． 

 

図 1：分析対象ネットワーク・対象気象観測所位置 
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B12 

生活道路に着目した交通事故予測モデルの検討 

 
坪井 志朗，楊 甲，三村 泰広，安藤 良輔 

公益財団法人 豊田都市交通研究所 研究部 
連絡先: <tsuboi@ttri.or.jp>  Web: <https://www.ttri.or.jp/> 

 
(1) 動機：近年，死亡事故件数は減少傾向にあるが，

車道幅員 5.5 m未満の道路（以下，生活道路）での

死亡事故件数は 5.5 m以上の道路に比べ，減少率

が小さい．特に，愛知県は15年連続で全国最多の

交通事故死者数となっており，交通事故全体の減

少が緊急かつ需要な課題となっている．その対策

として生活道路における取り締まり活動の強化や

歩行者保護活動を徹底し，歩行者優先の社会へ

の移行を図っている．本研究では，生活道路での

事故対策を検討するため，生活道路上での事故発

生箇所の特徴や要因について分析する． 
(2) 方法：対象地域は愛知県豊田市全域とする．まず

愛知県警から提供を受けた平成 17 年度から平成

26 年度の交通事故データ（本発表では事故類型

別件数を使用する）や先行研究によって整理され

ているヒヤリハット件数，人口データ，用途地域面

積，都市構造データ，道路ネットワークデータを 4
分の 1 地域メッシュ（250 m メッシュ相当）で整理し

た．この際，道路が整備されていないメッシュは対

象から除外した．交通事故データを目的変数，そ

の他データを説明変数とし，説明変数間の相関係

数を確認した上で，ポアソン回帰分析を行った．最

後に，分析結果から生活道路で発生する交通事故

の要因を考察した． 
(3) 特徴：交通事故総合分析センターでは，「ITARDA 

Web マップ」を公表しており，生活道路事故メッシ

ュ図（2 分の 1 地域メッシュ，500 mメッシュ相当）を

公表している．これらのデータは，生活道路で発生

している人身事故を対象としており，全国の交通事

故の発生状況を視覚的に確認できる．一方，地域

の詳細な分析にするにあたり，事故年代が平成 26，
28，29 年度と単年的であること，2 分の 1 地域メッ

シュでは地域の詳細までは把握できないことが課

題であると考える．本研究では長期間に渡る交通

事故データを対象としていることや，2 分の 1 地域

メッシュより 1 段階細かい 4 分の 1 地域メッシュで

分析を行うことで豊田市の生活道路における交通

事故の要因について，より詳細に生活道路の事故

要因について把握できることに特徴がある． 
(4) 結果：豊田市の生活道路で発生した交通事故を目

的変数としてポアソン回帰分析を行った結果，「ヒ

ヤリハット件数」は人対車両，車両相互に対して高

度に有意になっており，符号も＋であることから，ヒ

ヤリハットに関する地点指摘を増やすことで，生活

道路内での交通事故の起こりやすい地域が判別し

やすくなることが期待できる．また，「高齢者の割合」

についても高度に有意であり，符号も＋であること

から，高齢化が進行することで，近くに居住してい

る高齢者との人対車両の交通事故が増加すること

が懸念される．今後は，使用するモデルの精度の

向上や要因に対する対策を検討していきたい． 
(5) 参考文献： 

山田晴利ほか（2016）事故発生位置情報を用いた

事故分析統合システムの研究開発．｢道路政策の

質の向上に資する技術研究開発成果報告レポー

ト｣，25-3 
内閣府（2015）平成 27 年度交通事故の状況及び

交通安全施策の現況．<http://www8.cao.go.jp/k
outu/taisaku/h28kou_haku/index_zenbun_pd
f.html>． 

図 1:生活道路で発生した交通事故 

（250 mメッシュ） 

変数 推定値 Z値 判定 推定値 Z値 判定 推定値 Z値 判定
定数項 -3.186 -14.449 *** 0.007 0.117 -3.042 -17.784 ***
ヒヤリハット件数（件） 0.001 4.956 *** 0.001 9.653 ***
人口（千人） -0.340 -3.136 **
高齢者（65歳以上）の割合（-） 2.020 5.216 *** 0.711 6.203 ***
低層住居専用地域面積（㎢）※1 5.802 1.652 -6.362 -4.979 ***
中高層住居専用地域面積（㎢）※2 16.310 5.199 *** 4.237 3.585 ***
住居地域面積（㎢）※3 18.670 6.400 *** 10.780 11.714 ***
近隣商業地域面積（㎢） 20.730 3.228 ** 22.070 12.887 ***
商業地域面積（㎢） 34.160 8.684 *** 10.310 6.072 *** 14.380 1.802
準工業地域面積（㎢） 21.310 5.383 *** 11.230 8.728 ***
工業地域面積（㎢）※4 14.020 2.925 ** 6.278 4.284 ***
駅までの距離（㎞）※5 -0.172 -7.516 *** -0.214 -30.221 *** -0.051 -5.090 ***
バスまでの距離（㎞）※5 -0.230 -1.827 -0.243 -7.021 *** -0.322 -3.079 **
小学校までの距離（㎞）※5 -0.215 -1.842 -0.318 -9.607 ***
交差点密度（件/㎞） 0.064 4.735 *** 0.042 7.353 *** 0.037 2.434 *
道路密度（㎞/㎢） 0.025 3.769 *** 0.039 21.544 *** 0.027 3.899 ***
※1　第一種、第二種低層住居専用地域　

※4　工業地域及び工業専用地域　　　　　※5　メッシュ中心との距離

※2　第一種、第二種中高層住居専用地域　※3　第一種、第二種住居地域及び準住居地域

人対車両(n=472) 車両相互（n=5,443） 車両単独(n=328)

：P<0.001,**：P<0.01,*：P<0.05

表 1:生活道路で発生した交通事故件数の 

ポアソン回帰分析結果 
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B13 

デマンド型交通の導入状況の推移とその空間的・統計的特徴 
 

長谷川 大輔 1, 鈴木 勉 2 
1筑波大学 大学院システム情報工学研究科，2筑波大学 システム情報系 

連絡先: <s1630164@u.tsukuba.ac.jp>  

 

(1) 動機：近年，全国の多くの地方自治体で，バスを運

行する程の空間的・時間的需要密度が得られない

利用者の要望に応じて運行経路・ダイヤを変更す

るデマンド型交通システムの導入が進んでいる．本

研究では，2011 年から 2017 年にかけてデマンド型

交通の導入状況の増減を調査し，空間的・統計的

特徴の変化を分析する． 

(2) 方法：全国市町村の web サイトから「予約が必要な

乗合交通」を調査し，2011 年から 2012 年にかけて

行った同調査の結果と比較する．また，それぞれの

年において導入／非導入の市町村群に分け，表１

に挙げた国勢調査の項目において t 検定を行い，

導入／非導入地域に有意的な差があるか確認す

る． 
(3) 結果：調査の結果，2011 年から 2017 年にかけて

226から 550に導入市町村が増加した．図１の導入

地域の分布をみると，北海道，中部，山陰地方で

の導入が進んでいる．また，表１の両群の平均値の

比較より，導入地域は両年度とも総面積・可住地面

積，自動車分担率において有意に高く，バス分担

率，人口密度が有意に低い値となっていることから，

都市の面積が大きく，路線バスのサービスが低下

する地域において全国的に導入が進んだことがわ

かる．また，人口密度の平均値の差は減少から，比

較的高密な都市の導入が進んだことが示された． 
(4) 使用したデータ： 

・ 平成 12 年国勢調査 町丁・字等別集計 
・ 平成 17 年国勢調査 町丁・字等別集計 

(5) 謝辞：本研究は筑波大学・社会工学コモンズデー

タバンクプロジェクトおよび JSPS 科研費 16J0264に
よる助成を受けた．また，東大 CSIS 共同研究

No.677 の成果の一部として実施した．ここに記して

謝意を表したい． 
(6) 関連文献： 

長谷川大輔・鈴木勉（2011）都市規模・密度に着目

したデマンド型交通成立条件に関する理論的考察．

「都市計画論文集」，46(3), 271-276.

 
表 1：導入／非導入市町村の基礎指標の比較 

平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
DID人口（人）[H12] 24937.51 80202.50 43048.71 174008.61 -2.61 * 29333.25 90613.93 45883.85 189202.93 -1.95
総面積（北方地域及び竹島を除
く）（ha）[H12]

31458.73 26949.84 19303.92 23602.85 7.09
**

29145.58 27348.99 17113.35 21933.38 9.86
**

可住地面積（ha）[H12] 10466.60 8297.22 6264.65 7152.15 8.07 ** 9701.59 8599.81 5491.71 6439.87 11.41 **

県内乗り合いバス分担率[H17] 0.06 0.04 0.07 0.04 -6.10 ** 0.06 0.04 0.07 0.04 -5.28 **

県内自動車分担率[H17] 0.62 0.12 0.55 0.16 6.78 ** 0.59 0.13 0.54 0.16 6.26 **

人口密度（人/km2）[H12] 405.02 988.29 1121.25 2464.11 -4.32 ** 554.10 1129.24 1244.19 2688.25 -5.79 **

*：有意水準5%で有意  **：有意水準1%で有意

t値

2017年
デマンド型交通導入地域 (N=226) 非導入地域 (N=1541)

t値
デマンド型交通導入地域 (N=550) 非導入地域 (N=1217)

2011年

 

2017年
有 無

20
11

年 有 201 25
無 349 1192

 
図 1：デマンド型交通導入自治体 
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B14 

アクティビティベースシミュレータを用いた働き方施策の東京都市圏への適用 
 

三谷 卓摩，Thaithatkul Phathinan，日下部 貴彦 
東京大学 空間情報科学研究センター 
連絡先: <mitani@csis.u-tokyo.ac.jp> 

 
(1) 本研究のねらい：行動，サービス，社会・インフラ基

盤に関する各種ビッグデータが利用可能となり，

IoTの普及による双方向性も現実的になってきてい

る．また，近年では Airbnb, Uber やカーシェアリン

グ等に代表されるような情報基盤をもとに既存の設

備等のインフラをより効率的に使うことができる手段

も増えてきており、このような仕組みを織り込んだ都

市・交通システムやインフラ計画の構築が求められ

つつある．このような、個々人の動きが必要となるシ

ステムを構築するための一歩として，東京都市圏パ

ーソントリップデータからアクティビティベースの行

動データを作成し，アクティビティベースのシミュレ

ータであるMATSIMを用いることで，道路および鉄

道ネットワークを考慮した東京都市圏への適用を

行った．さらに，駅前勤務（SOHO）や定時退社とい

ったアクティビティ変化が見込まれる働き方施策を

実施した場合の結果について分析を行った． 
(2) 東京都市圏への適用：対象地域は，東京都，神奈

川県，埼玉県，千葉県、茨城県南部の一部の 238
市区町村を対象とする．シミュレーションの対象時

間は，平日の午前 4 時から翌日の午前 4 時までの

24 時間である．つぎに，入力データは，行動デー

タと交通手段データ，モデルパラメータの 3 つを用

いる．行動データは，東京都市圏パーソントリップ

データから作成した行動データを用いる．計算対

象人数は，578,849 人で，アクティビティの種類は，

移動目的から類推を行い，Home, Work, Bussiness,  
School, Shopping, Leisure, Other, Trip の 8 種類に

分類した．活動場所は，小ゾーンを対象とし， 
1,682 ゾーンに分類されている．交通手段は，公共

交通，自動車，徒歩を対象とする．公共交通は，東

京都市圏の鉄道ネットワークを対象とし，駅数は

1,985，路線数は 131 とする．さらに，運行時間帯は

6 時から 24 時，運行頻度は 5 分間隔に設定する．

自動車は，幹線道路を対象にした道路ネットワーク

を設定し，Link は 45,621，Node は 90,999 とする．

Link の属性は，QV 条件をもとに自由流速度と容

量を設定している．さいごに，都市での活動の変化

をもたらす働き方施策がどのようなインパクトがある

かについて評価を行うために，Plan A は適用条件

に基づいて現況を再現したもの，Plan B は定時退

社を想定して，就業者の 50％が 17時に退社すると

したものとしてシミュレーションを実施した（図１）． 

(3) 結果およびその考察：図 2に定時退社によるアクテ

ィビティ別活動時間の増減を示す．定時退社により

勤務時間が減少しその分，自宅での活動時間が増

加していることがわかる．自宅での活動時間の増加

自体は望ましい結果となったが，買物やレジャー時

間の増加には，つながらない結果となった．つぎに，

空間的なアクティビティの広がりの違いについて考

察を行う．図３に 17:30 時点の活動状況を示す．終

業時刻を 17時に変更したPlan B では，赤色の領域

が少ないことから，定時退社により，勤務時間を別

の活動や自宅での時間にあてていることがわかる． 
(4) 使用したデータ： 

・ 「拡張版全国デジタル道路地図データベース 

（2016 年）」 住友電工 
(5) 謝辞：本研究の実施にあたり，国土交通省から「東

京都市圏パーソントリップ調査に係る調査票情報」

を提供していただいた．さらに本研究は東大 CSIS
共同研究 No.794 の成果の一部として実施した．こ

こに記して謝意を表したい． 
(6) 関連文献： 

三谷卓摩ほか（2018）アクティビティベースシミュレ

ータ MATSIM の東京都市圏への適用．「土木計

画学研究発表会」, 55, CD-ROM． 

17:00

Home Work HomeShopping
Plan A

Plan B
4:00 28:00

 
図 1：定時退社の例 

(min)

-20.00

-10.00

0.00

10.00

20.00

Home Work Business School Shopping Leisure Other Trip
 

図 2：定時退社によるアクティビティ別活動時間の増減 

Plan A: 現況 Plan B: 施策実施後

 

図 3：17：30 の活動状況（赤は通勤先での仕事を表す） 
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B15 

地方自治体とのオープンデータ利活用への取り組み 
兵庫県加古川市を例として 

 
川向 肇 1，河辺 誠 1，多田 功 2，水野 あすか 2， 

1 兵庫県立大学 大学院 応用情報科学研究科，2 兵庫県加古川市 
連絡先: <kawamukai@ai.u-hyogo.ac.jp> 

 
(1) 動機：総務省（2017）に見られるように，2016 年の

官民データ活用推進基本法制定以降，多くの地方

自治体においても，同法では，地方自治体の努力

義務とされたオープンデータへの取り組みが，比

較的財政力の豊かな大都市を中心として提供する

動きがみられる．実際兵庫県加古川市においても，

2017 年 9 月にオープンデータ・カタログサイトを開

設し，本格的なオープンデータの提供を始めた．

本稿では，加古川市およびその他のオープンデー

タを併用した研究成果と官学交流の一端を紹介す

る．  

(2) 対象：対象地域は兵庫県加古川市の領域で公共

交通への地域の高齢化とアクセシビリティである． 

(3) 方法：加古川市オープンデータ・カタログサイトから

提供されているデータ並びに国土交通省国土数

値情報データダウンロードサイトなどからダウンロー

ドしたデータを利用し，兵庫県加古川市内での高

齢者の公共交通機関のアクセシビリティに将来的に

課題が発生すると予測される地区（公共交通結節

点などから，半径 500 mバッファに 4次メッシュの人

口代表点が含まれない地域）などに関して，分析し

た結果を図1に示す．その集計結果を図 2に示す．

この図からは，いくつかのメッシュで将来的にアクセ

シビリティの低下が予測されるという結果となった． 

(4) 官学間対話：以下のような地図を作製し，加古川市長

及び担当部局職員を交え，議論を行う報告会を実施し，

現在，加古川市役所とのオープンデータを活用した対

話を行い始めたところである． その対話を 4次メッシ 

 

 
図 1：加古川市全域の高齢者の公共交通へのアクセス
に課題を持つ地域（赤色表示のメッシュは高齢者数が
5%分位以上の 4 次メッシュ） 

ュ領域の代表点（図1・図2では単純な重通じ，担当課

の職員からは，一部の大規模な領域の心を利用）をめぐ

る諸問題への問題提起，時間帯別・通勤・通学利用者別

の駅勢圏ごとの流動人口の概数の推計可能性や今後の

都市形成を考えるうえでの現状の施設を前提としない都

市の公共交通機関の構造に合致した路線網の提案の検

討に着手している． 

(5) 今後の予定：今後，加古川市提供のオープンデータ

を利活用し，さらに多面的な空間解析を実施し，市役所

が抱えるいくつかの行政課題に対して，大学が持つ情

報処理，空間解析能力を提供し，相補的なパートナー

シップを一層拡充していく予定である． 

(6) 使用したデータ： 

・ 加古川市オープンデータポータルサイト，

<https:// 
www.opendata-kakogawa.jp/> 加古川市役所 

・ 日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年
推計）, <http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/ 
shicyoson18/t-page.asp>, 国立社会保障・人口問

題研究所 

(7) 参考文献: 

総務省（2017）,「情報通信白書」，2（2），62-88． 

 
図 2：加古川市の全域での公共交通へのアクセス困難
地域の将来人口予測 

 
図 3：加古川市役所での市長・所管課職員を交えた報
告会での模様 
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B16 

加古川市を例とした保育所等へのアクセシビリティに関する空間的研究 

 
張 伝治，川向 肇 

兵庫県立大学大学院 応用情報科学研究科 

連絡先: <zcz463873624@gmail.com>  Web: <https://www.ai.u-hyogo.ac.jp> 

 

(1) 動機：近年日本では，人口減少社会となる一方,女

性の社会進出が進み,待機児童問題は社会問題と

なり,保育施設の整備は各自治体の課題となってき

た．本研究では，加古川市を事例として，同市並び

に各種の公的オープンデータを活用し，市内保育

所の施設配置の空間特性を分析した結果の視覚

的表現結果について紹介する． 

(2) 方法：対象地域は兵庫県加古川市全域とした．加

古川市では保育施設計画において人口と地理条

件などからABC の 3地区に細分化する．加古川市

全域の 500 ｍメッシュデータを利用し，2020 年の

0-4 歳推計人口を計算した．保育施設の定員（供

給側）及び 0-4 歳の乳幼児の推計人口（需要側）を

用い，カーネル密度推計手法を援用し，供給サー

フェスと需要サーフェスを構築し，これらの両サー

フェスから需給ギャップに関する代理指標を計算し

た．また，保育施設の通所範囲を 1000 ｍと仮定し，

各保育施設 1000 メートル以内のメッシュデータの

人口とその重心位置，保育施設の定員から，Huff
（1964）で提示されたモデルを利用して，各保育施

設固有の吸収力を試算した（式（1）参照）． 

吸引力＝
保育所定員

∑�保育所と人口重心間の距離�
２
   （1） 

(3) 結果：図 1 は人口密度と保育所定員密度に関して，

ArcGIS の Unionツールを利用して需給の代理指標

間の差の計算需給ギャップである．緑色部分は供 

給量超過の領域であり，赤褐色は供給量不足の地

域を表し，この図からは，A 区及び C 区南部におい

て保育所供給量の不足が確認された．図 2 に保育

所の吸引力をカーネル密度演算より，A 区は東南

部の吸引力が高く，西北部に小規模保育所が多い

こともあり全体として吸引力が高い地域である．C 区

と B 区ではそれぞれの地区に一つの大規模効率保

育施設があり，当該地域の需要をまかなっている結

果が示された． 

(4) 使用したデータ： 
・ 「2020 年 0-14 歳，500 m メッシュ別将来推計人口」 

国土数値情報 

・ 「H29 年市区町村別５歳階級別人口」 加古川市

オープンデータ 

・ 「保育所リスト（住所と定員）」 加古川市オープン

データ 

(5) 謝辞：加古川市市役所育て保育課から，関連資料

に関する示唆や加古川市長を交えた成果報告会

でのコメントを頂いた．関係者各位にこの紙面をお

借りして心よりの謝意を表します． 

(6) 参考文献： 

加古川市（2018）加古川市子ども・子育て支援事業

計画（平成 27 年 3 月）．<http://www.city.kakogaw 
a.lg.jp/kosodatekyoiku/1419228657964.html> （20 
8 年 7 月 15 日取得）. 
河端瑞貴（2010）待機児童と保育所アクセシビリテ

ィ．応用地域学研究, 15, 1-1 

Huff, David L. (1964) Defining and Estimating a 
Trading Area. Journal of Marketing, 28(3), 34-38. 

 

図 1：需給ギャップ 

 

図 2：保育施設の吸引力 
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C01 

Detecting socio-economic changes of the Northern Chugoku Region under the Great Heisei 
Consolidation (2000-2010) by using Topic Model and regional GIS data. 

  
TRAN ANH QUAN, TSUKAI MAKOTO, ◯YUTA TSUKANO  

Graduate School of Engineering, Hiroshima University 
Email: <d180533@hiroshima-u.ac.jp> 

 
(1) Motivation: The Great Heisei Consolidation policy 

(2000-2010) of the Japanese center government 
aimed to facilitate municipal mergers for achieving 
larger economies of scale and administrative cost 
reduction in depopulated municipalities. The 
northern Chugoku region is a less-developed area 
characterized by significant aging and depopulation 
even though the number of its municipalities reduced 
by two-third under the municipal merging policy. 
However, the social-economic growth among 
post-merged municipalities seems to be overlooked 
(Suzuki & Sakuwa, 2016). In order to build an 
effective strategy for regional rehabilitation under 
local limited resources, it is necessary to take a closer 
look at its inner socio-economic dynamics. Applying 
topic model for GIS data could point out 
spatiotemporal transition of regional characteristics. 

(2) Method: Topic model, a kind of probabilistic 
generative models, helps annotate the latent themes 
in a large text data (Blei et al., 2010). In analogy with 
text analysis by topic model, Fig.1 described the 
combination of topic model and GIS data where each 
geographical location (mesh) is as a document (D), 
each socio-economic attribute class is as a 
vocabulary (W) and then some latent topics (K) 
could be interpreted as the outstanding features 
composed of socio-economic attributes. The 
spatiotemporal dynamics in topics for each mesh by 
pre- and post-merged municipality would be 
considered. 

 

Figure1: Procedure of processing and analyzing GIS data by 

Topic Model 
(3) Results： The socio-economic growth between pre- 

and post-merged municipalities is not good as 
expected (Fig.2). The better socio-economic growth 
(by increase in land use development, infrastructure, 
service and population) occurred surrounding the 
remained local government offices and the newly 
established municipalities in comparison to the 
coverage of the ones merged. However, the strongest 
growth still concentrated alongside the Northern 
coastline with the big cities. 

 
Figure2: Spatiotemporal topic dynamics (by topic possibility) 

(4) Data used: The dataset of 27 socio-economic 
attributes was collected at the tertiary geographical 
mesh level for 2000 and 2010 as Table1. Each 
attribute should be broken into six classes by natural 
classification. The study area includes 8,183 meshes. 

Table1: Data attributes and sources 

(5) Acknowledgement： This paper is an output of the 
CSIS Project No.764. 

(6) References:  
Blei, D., Carin, L., & Dunson, D. (2010) 
Probabilistic topic models.  
<http://doi.org/10.1109/MSP.2010.938079>. 
Suzuki, K. & Sakuwa, K. (2016) Impact of municipal 
mergers on local population growth: an assessment 
of the merger of Japanese municipalities. Asia 
Pacific Journal of Public Administration. 
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C02 

Modeling spatiotemporal urban spillover effect of high speed rail infrastructure development 
 

Satoshi Miyazawa1, Jetpan Wetwitoo2, KE Seetharam1, and Ryosuke Shibasaki1 
1Center for Spatial Information Science, The University of Tokyo, 2Creative Research and Planning Co., Ltd. 

Email: <koitaroh@csis.u-tokyo.ac.jp> 
 
(1) Motivation：  The concept of spillover effects has 

been introduced and applied to high speed rail 
development to formulate the economic impact in 
increasing regional tax revenue (Yoshino ・

Abidhadjaev, 2017). The previous study covered the 
development of Kyushu Shinkansen (Kagoshima 
Route) in Kyushu region, Japan by JR-Kyushu. The 
construction started in 1991 and it stared operating in 
2004 and becomes fully operational in 2011. 
According to the study, regional tax revenue had 
increased especially during construction period and 
after the line became fully operational. This study 
aims to extend the idea to the spatiotemporal 
modeling by developing the spillover effect extent 
estimation model.  

(2) Approach： We use spatiotemporal land cover, land 
price panel, and municipality tax revenue data to first 
conduct a preliminary analysis to understand the 
regional trend. Then we develop the spatiotemporal 
spillover effect estimation model. The model takes 
those input data and estimate the spillover extent 
observed in 1 km grid land cover to highlight 
characteristics of the spillover effect around each 
station. The extent is optimized based on the 
compound annual growth rate in each target phase of 
high speed rail development. The estimated extent is 

then evaluated with the municipalities’ property tax 
revenue. 

(3) Result: The preliminary analysis suggests that the 
land price and the property tax revenue increased in 
the municipalities around high speed rail stations 
during construction period of Kyushu Shinkansen. 
However, the trend around each station varies during 
operation period. The result suggests some of the 
features around stations promote the spillover effect, 
while other features may obstruct the effect. 

(4) Data： 
・ 「地方財政状況調査(1991, 2006, 2009)」Ministry 

of Internal Affairs and Communications. 
・ “Administrative Zones (1995, 2006, 2009)”, 

“Publication of Land Price Data (1991, 2006, 
2009)”, “Land Use Tertiary Mesh Data (1991, 2006, 
2009)” National Land Numerical Information, 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and 
Tourism. 

(5) References： 
Yoshino, N. and Abidhadjaev, U. (2017) Impact of 
infrastructure on tax revenue: case study of high-
speed train in Japan. Journal of Infrastructure, 
Policy and Development, 1(2), 1–20. 
 

 
Figure 1: Compound annual growth rate (CAGR) of building area, land price estimate, and property tax 

revenue during construction phase (1991 - 2006) 
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C03 

地下構造物の空間配置特性に関する分析 
 

杉本 賢二 1，奥岡 桂次郎 2，谷川 寛樹 2 
1 大阪工業大学 工学部，2 名古屋大学大学院 環境学研究科 

連絡先: <kenji.sugimoto@oit.ac.jp> 
 
(1) 動機：経済成長と人口増加に伴う都市域の拡大は，

地上空間の高層化や高密度化にとどまらず，地下

鉄や地下街，上下水道など，都市インフラや経済

活動の場として地下空間の利用を伸展させている．

しかし，地上とは異なり人工衛星や航空機に観測

が困難であるため，地下構造物に関する地理情報

データは少なく，地下空間は複数の管理者が存在

し，データの収集・集約が難しいという課題があっ

た．本研究では，既存の土木構造物 GIS データか

ら地下空間に相当する部分を抽出することで地下

構造物 GIS データを構築し，それを用いて都市部

における地下構造物の空間配置特性を分析する． 

(2) 方法：東京 23 区，名古屋市，大阪市を対象地域と

した．地下構造物は建物地階(建築物の地下階)，

地下施設(地下街，地下駅)，道路(トンネル)，鉄道

(トンネル)の 4 種類を対象とした．建物地階と地下

施設は，ゼンリンによる「Zmap TOWN II」を用いた．

建物地階は，建物データ(tatemono)と入居者デー

タ(bekki)から地下階数を推定し，それにポリゴン面

積を乗じて算出した．地下施設は地下街面・施設

面データ(chika)の面積を用いた．道路と鉄道のトン

ネル区間は，住友電気工業による「全国デジタル

道路地図データベース」を用いて，属性情報から

地下区間を抽出した．道路面積は延長に幅員を乗

じて算出した．鉄道は幅員を 15 mと仮定し，道路と

同様に延長距離を乗じて面積を算出した． 

(3) 結果：各都市における地下構造物の面積を表 1 に

示す．また，地域メッシュの 5 次メッシュ(250 m)単

位で集計した結果を図 1 に示す．東京 23 区では 4
種で 1,753 万 m2 となり，特に東京駅や新宿駅を中

心と高密度で地下構造物が密集して，区域の縁辺

まで地下構造物が存在していることがわかる．一方

で，名古屋市と大阪市では名古屋駅や大阪駅周

辺等の大きな駅において高密度で分布しているが，

中心部から離れるにつれ面積が小さくなる地域特

性がみられた．構造種別では，どの都市でも建物

地階が 4〜6割を占め，ついで鉄道，地下施設，道

路の順であった．日本では路面電車が廃止され，

地下鉄が整備される傾向にあることから，道路より

も鉄道が大きくなった要因であると考えられる．また，

名古屋市と大阪市は道路のトンネル区間は小さく

なっており，地下空間を道路として利用する余地が

まだ残っていることが示唆される． 

(4) 現地調査：大阪市中央区において現地調査を行

い，推定された建物地階と実際の地下階数との比

較により精度検証を行った．データによる推定で地

下階がある建物は 907 棟であり，改修や取り壊しで

確認できなかった 25 棟を除く 887 棟で階数が正し

いことがわかった．しかし，地下階がないと推定さ

れた建物が，実際には地下階を有していたものが

5 棟あった．建物データを用いて高精度で建物地

階を推定可能ではあるが，建築計画の収集やさら

なる調査により検証と精度向上を行う必要がある． 

(5) 使用したデータ： 

・ 「Zmap TOWN II（2013/14 年）」ゼンリン 

・ 「全国デジタル道路地図データベース」住友電気

工業 

(6) 謝辞：本研究は，日本学術振興会科学研究費補

助金(16K21096)の支援を受けて実施された．また，

東京大学空間情報科学研究センターの研究用空

間データ(研究番号 672)を利用した．ここに記して

謝意を表する． 

表 1：各都市における土木構造物の面積 

[単位：万 m2]   

 東京 23 区 名古屋市 大阪市 

建物地階  1,011.1 158.0 266.0 
地下施設  142.2 56.6 66.1 
道路  90.1 29.3 11.3 
鉄道  509.5 140.6 187.6 
合計 1,752.8 384.6 531.0 

 

 

図 1：東京 23 区における土木構造物の分布 
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C04 

「創造都市」における創造的な産業の企業・人材の集積に関する研究 
 

近藤 大蔵 1，後藤 寛 2，鈴木 伸治 2 
1 横浜市立大学大学院 都市社会文化研究科，2 横浜市立大学 国際総合科学部 

連絡先: <u175007a@yokohama-cu.ac.jp>   
 
(1) 動機：2000 年代初頭から，地方自治体は，文化・

芸術のような「人の創造性」を活かし，また「都市が

持つ魅力や資源」を活かして，都市・地域の活性

化，地域課題の解決，産業の振興に取り組む．文

化・芸術の持つ創造性を領域横断的に地域振興，

観光・産業振興等へと活用し，地域課題の解決を

試みる自治体のネットワーク「創造都市ネットワーク

日本」には 103 の自治体が参加している. しかし,

文化・芸術を基盤とした創造都市，創造産業の振

興策の有用性の実証は十分ではない．（友岡，

2009）今後の創造都市政策の展開においては，自

治体がより詳細に地域ごとの基礎情報，その中でも

創造的な産業，人材の集積の特性を知ることが重

要である．本研究は，創造産業に関する各種統計

を可視化することで，都市空間において，創造的な

産業に属する企業，人材の集積の特性を明らかに

することを目的とする． 

(2) 方法：対象地は，京都市・大阪市・神戸市とした．

「国勢調査」「経済センサス」及び，NTTが提供する 

i タウンページから独自抽出した創造産業に分類さ

れる事業所の住所データを用いて，都市別の「産

業の集積の特徴」「人材の集積の特徴」を把握する．

なお，本研究では「創造産業」の分類は吉本分類

（吉本，2003）を援用し，「創造的な人材」は，日本

標準職業分類のうち「専門的・技術的職業従事者」

（大分類）と本研究では定義した． 

(3) 結果：図 1に，大阪市における 2000年及び2015年
において創造的な人材の割合が高い地域を示した．

そこでは，創造産業の事業所の密度が高い地域が

特定の地域に集中傾向にある． 

図 2 では，3 都市にて創造産業の事業所密度が高

い地域コンピュータ・ソフトウェア分野を事例に示し

た．特に都心部に集積が見られた．創造産業の分

野によっては，集積の傾向は異なることが予想され

る．今後は，自治体別で同様の調査・研究を進め，

都市間の比較を進めて行きたい．本研究では，非

東京都市圏の「創造都市」において，「創造産業」

の企業の事業所・人材の空間的な特性を把握した．

対象とした各都市共通して，事業所・人材，どちら

も都心部への高い集積傾向がその特性として挙げ

られる． 

(4) 使用したデータ： 

・ 「平成 21 年 国勢調査」総務省統計局 

・ 「平成 27 年 国勢調査」総務省統計局 

・ 「平成 26 年 経済センサス」総務省統計局 

・ 「Zmap TOWN II（2014 年）」株式会社ゼンリン 

(5) 謝辞：本研究は東大CSIS共同研究No.826の成果

の一部として実施した．ここに記して謝意を表した

い． 

(6) 参考文献： 

友岡邦弘（2009）地域戦略に動員される文化的資源

-文化的グローバリゼーションの陰画としての自治体

文化政策－．「社会学評論」，60（3），379-395． 

吉本光弘（2003）創造的産業群の潮流 1．「ニッセイ

基礎研 REPORT」，1-6． 

図1：大阪市都心部における2000年（左）から2015年（右）

の創造的な人材の占める割合が高い地域の変化 

図 2：京都市・神戸市・大阪市におけるコンピュータ・

ソフトウェア分野の事業所の密度と立地 
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C05 

東京都におけるオフィス立地のクラスタリング 
 

1 廣瀬 真衣, 2仙石 裕明, 3 宮本 旺周 
1 東京大学 工学部, 2 東京大学 空間情報科学研究センター, 3東京大学 経済学部 
連絡先: <hirose-mai792@g.ecc.u-tokyo.ac.jp>  Web: <https://www.sngklab.jp/> 

 
(1) 動機：2018 年から 2020 年にかけてオフィスビルの

大量供給が予定されている．他方，戦後につくられ

た低層階・小規模オフィスビルも多く，オフィス立地

が多様化してきている．オフィス立地動向の把握に

おいて，性能によってクラス分けする研究（瀧澤・加

藤，2017）や，町丁目内におけるオフィスビル延床

面積等を考慮した研究（坪本，2014）がある．そこ

で本研究では，オフィス物件ごとの駅歩，所在階，

専有面積等のデータに基づいて東京都の町丁目

をクラスタリングし，オフィス立地の地域特性を明ら

かにする． 
(2) 方法：アットホームで過去に掲載された中古賃貸オ

フィスのデータを用いた．まず，各物件の駅歩（分），

所在階，専有面積（㎡），築年数，単位面積価格

（円/㎡）のデータを正規化し，325,172 件の物件を

k 平均法によって 3 つのクラスタに分類した．次に，

各クラスタに属する物件数を町丁目ごとに集計し，

各町丁目において最頻出するクラスタの種類を抽

出した．そして，再頻出クラスタの種類ごとに町丁

目を色分けしてマッピングした（図 1）． 
(3) 結果：各クラスタを構成する要素（図2）から，クラスタ 1  

 
 

は駅近で狭く古いことから「駅近雑居型」，クラスタ 2 は

比較的新しく低層階に位置していることから「郊外低層

型」，クラスタ 3 は駅近で高層階に位置していることから

「駅近高層型」と解釈できる．これを踏まえた上で図1を
見ると，「駅近雑居型」は都心部と郊外鉄道沿線に分布

しており，利便性の高さを理由に建設されたオフィス物

件が老朽化していることが分かる．また，比較的新しい

「郊外低層型」は郊外へいくほど多く分布しており，利便

性の高い都心に続いて郊外オフィスの開発が進んだこ

とが分かる．以上のように，市場の掲載物件の分類

において，駅からの距離や階数，広さ，築年数

による寄与が大きいことが分かった． 
(4) 謝辞：本研究は東大CSIS共同研究No.733を受け

て実施したものである． 
(5) 参考文献: 

瀧澤重志・加藤直樹（2017）成約賃料の分散比最

大化に基づくオフィスビルのグレード分類手法．

「日本不動産学会誌」，31（1），58-63． 
坪本裕之（2014）東京都心におけるホワイトカラー

の就業空間としてのオフィスとその立地．「地理科

学」，69（3），152-163． 

 

  

  

 

 

図 2：各クラスタの，正規化された駅歩，所在階，専有

面積，築年数，単面積価格のヴァイオリンプロット 
図 1：各町丁目における中古賃貸オフィス物件の再

頻出クラスタ 
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飲食チェーン店集積の立地分布と都市構造 

－首都圏駅周辺の業種単位分布に注目して－ 
 

長﨑 大地，後藤 寛 

横浜市立大学 国際総合科学部 

連絡先: <yutakagt@yokohama-cu.ac.jp> 

 

(1) 動機：個人経営店を一掃して都市部の日常生活に

浸透している飲食チェーン店の個別の立地につい

てはすでに数多く研究の蓄積がある．それに対し

て本研究は代替性のある同一（類似）カテゴリーを

くくった店舗群としてとらえることにより「どこにでも

何かしらある」店舗群の存在を一種の生活インフラ

とみなし，駅勢圏を単位とした生活圏内でのアクセ

シビリティによる業種の選択肢の程度によって街を

評価する指標をつくろうとするものである． 

(2) 方法：公共交通の利用率が高く店舗の凝集性の高

い首都圏を対象としてNTTの iタウンページデータ

を基本に主要チェーン店の店舗リストを作成した．

現時点で 11 業種 61 社 10,440 店の店舗リストを作

成し，東京大学空間情報科学研究センターのアド

レスマッチングサービスを用いて地図を作成した．

また駅データとしては改札口を多数もつ地下鉄駅

の取り扱いも考慮して改札口起点ではなく国土数

値情報で得られる駅ホーム位置形状を用い，不動

産情報で徒歩 1 分とされる 80m を基準に 80m，

240m，400m のバッファを生成して駅近隣地域とし

た． 

(3) 結果：まずこれら店舗群の凝集性の確認であるが，

駅からの最寄圏は地下鉄駅の扱いを考慮して改札

口起点ではなく国土数値情報の駅ホーム位置を基

に 80m，240m，400m のバッファを生成した．東京

23 区内では大半のチェーン飲食店がどこかの駅か

ら 240m 圏内に立地することが確認できる．都心部

では地下鉄駅が密集して 240m バッファを用いても

重複がかなりみられる．一方で駅が比較的少ない足

立区などでは 240m 圏外への店舗立地も多数みら

れる． 

駅乗降客数との関係は単純には評価できなかっ

た．乗降客数水準に差がある JR，民鉄，地下鉄間

の比較方法，複数駅が隣接する際の取り扱いなど

に工夫を要する．その上でまず代表的な飲食チェ

ーンのカテゴリーとしてハンバーガー（6 社），牛丼

（4社），カフェ（6社），エスプレッソ系カフェ（4社）の

4 業種について駅ごとに何業種が周辺に存在する

かをアクセシビリティの指標として図 2 に図示した． 

(4) 謝辞：本研究は東大CSIS アドレスマッチングサービ

スを利用して実施した．ここに記して謝意を表した

い． 

(5) 参考文献： 

後藤寛（2012）喫茶店の立地分布と存立要因．「日

本地理学会発表要旨集」，82． 

 

   
図 1：(左)東京都港区周辺・地下鉄駅集中エリア （右）東京都目黒区周辺・民鉄駅

集中エリアの 80mバッファ（色つき部分）240ｍバッファとチェーン飲食店の分布 

図 2：23 区西南部の駅ごとの

周辺業種別の分布 
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Variables Model1 Model2 Model3 Model4 Model5
~Physical characteristics~

PropertyType1 0.189*** 0.193*** 0.168*** 0.024* 0.024*
PropertyType2 0.124*** 0.173*** 0.188*** -0.007 -0.009

Accommodations 0.141*** 0.139*** 0.139*** 0.135*** 0.135***
Bathrooms -0.049*** -0.038*** -0.036*** -0.057*** -0.056***
Bedrooms 0.219*** 0.215*** 0.211*** 0.214*** 0.214***

Wireless Internet 0.048 -0.051*** -0.049 -0.042 -0.041
Breakfast -0.004 -0.001 -0.005 -0.014 -0.014

Free parking 0.010 -0.010 -0.001 0.071*** 0.071***
~Host characteristics~

Superhost 0.111 0.105*** 0.100*** 0.100***
Identity verified 0.035*** 0.032** 0.029** 0.028**

Cancellation -0.144** -0.157*** -0.159*** -0.159***
Host Verifications 0.000*** -0.015*** -0.016*** -0.016***

Host long -0.015*** 0.000** 0.000 0.000
~Reputation characteristics~

Review Overall Rating 0.003** 0.003* 0.003*
Review Scores Accuracy 0.000 0.008 0.008

Review Scores Cleanliness 0.120*** 0.119*** 0.119***
Review Scores Checkin -0.113*** -0.075*** -0.075***

Review Scores Communication -0.059*** -0.043*** -0.043***
Review Scores Location 0.075*** -0.008 -0.008

Review Scores Value -0.06*** -0.032*** -0.032***

~Neighborhood characteristics~

Transit1: Bus 0.375*** 0.369***
Transit2: Cable Car -0.095*** -0.093***

Transit3: Metro 0.027 0.029
Transit4: Street Car 0.023* 0.023*

5minsrest 0.000
10minsrest 0.000
Attractions -0.024** -0.023*

Populatiom Density 0.000*** 0.000***
Crime Density 0.000 0.000

Young Proportion 0.139* 0.143*
lnincome 0.000 0.000

Employed Proportion 0.221 0.226
High Education Proportion 0.238*** 0.238***

Tenure Proportion 0.065* 0.064*
lnvalue 0.000 0.000

Vacancy Proportion 0.275** 0.270**
Single Proportion -0.008 -0.012
White Proportion 0.171* 0.176*
Black Proportion 0.073 0.075
Asian Proportion -0.083 -0.085

Hispanic Proportion 0.109 0.107
Observations 6624 6624 6624 6624 6624
Adjusted R2 0.402 0.417 0.441 0.498 0.498

(Note: ***p < 0.01, ** p < 0.05 and * p < 0.1)

Effects of Neighborhood Characteristics in the Sharing Economy: the Case of San Francisco 
 

Yanjie Luo 
Graduate School of Economics, Keio University 

Email: <luoyanjie1992@keio.jp>  Web: < https://sites.google.com/view/luoyanjie/> 
 
(1) Motivation: In recent years, as a prominent example 

of the sharing economy, Airbnb brings a succession 
of significant impacts and alternations in the world. 
In this study, we emphasize the question of whether 
there is evidence that the neighborhood 
characteristics of the Airbnb accommodations affect 
the listing price of rooms in the rental 
accommodation market of San Francisco.  

(2) Data and methods: We tested the hedonic price 
model using a dataset of 6,624 Airbnb listings in 579 
neighborhoods of San Francisco in the U.S. as of 
August 2018 (Figure 1). The Airbnb listing price data 
derived from the Inside Airbnb website 
(http://insideairbnb.com/), crime data from DataSF, 
classified transportation data from SFMTA, and 
restaurant datasets extracted from Yelp.com. This 
study also assembled data from the Top 30 most 
popular attractions from Trip Advisor and batched 
these locations into geographic coordinates by 
Google Maps API and Python 3.7.0. We calculated 
the walking distance from each Airbnb 
accommodation to the nearest transit stop/ attraction 
by find nearest analysis, supported by ArcGIS Online.  

(3) Results and Discussion: In Table 1, we present the 
estimation results of the following five models:  
Model 1: log( )i i iPrice Pα β ε= + +  
Model 2: log( )i i i iPrice P Hα β γ ε= + + +  
Model 3: log( )i i i i iPrice P H Rα β γ δ ε= + + + +   
Model 4: log( )i i i i i iPrice P H R Nα β γ δ τ ε= + + + + +   
Model 5: log( )i i i i i iPrice P H R Nα β γ δ τ ε= + + + + +   

 
Figure 1: The spatial distribution of Airbnb listing 

accommodations in San Francisco 

Table 1 shows that adding neighborhood 
characteristics into analysis model is helpful to 
enhance the reliability of models while different 
categories of transportation, population and housing 
characteristics have different significance and effects 
in specific analysis models. 

(4) Conclusion: This article analyzes the relationships 
between Airbnb pricing and neighborhood 
characteristics in San Francisco which are examined 
with the hedonic pricing models at the block group 
levels. By providing such comprehensive observation 
at factors that influence prices of Airbnb listings, this 
research rendered hosts with insights as to potential 
market competition strategies and public authorities 
with the proficiency of the cooperative relationship 
across various regional industries and identified rental 
accommodation supervision strategies. 

Table 1: Estimated results model  
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人流ビッグデータを用いた街の賑わいと家賃形成との関係に関する研究 

 
秦 桜蘭 1，秋山 祐樹 2，小川 芳樹 3，柴崎 亮介 2，金田 穂高 4 

1 東京大学大学院 新領域創成科学研究科，2東京大学 空間情報科学研究センター 
3 東京大学 生産技術研究所，4 株式会社ゼンリンデータコム 

連絡先: <1187170943@edu.k.u-tokyo.ac.jp>  
 

(1) 動機：家賃相場は建物自身の価値（建物がもつフ

ァシリティなど），物件が所在するエリアの価値，流

通する時期，景気など様々な要因によって影響を

受ける．日本の不動産業界では，不動産業者の経

験に基づいて家賃相場が決定されることも多く，家

賃そのものに統計的な根拠を与える研究はまだ少

ないのが現状である．これまでに家賃の形成要因

を統計的に分析した研究としては秋山・小川

（2018）がある．しかし同研究の手法では説明変数

となるデータの収集・整理が煩雑であることや，説

明変数となるデータの更新頻度が低いため，日々

その価値が変化する家賃相場を把握していく上で

即時性が低いという課題があった． 

(2) 方法：そこで本研究では，携帯電話の移動履歴に

基づく地域ごとの滞留人口データを使い，街の賑

わいを定量的に推定する．また家賃相場を街の賑

わいの度合いで定量的に評価できるか否かを分析

し，秋山・小川（2018）において家賃形成の説明に

必要な膨大な説明変数を街の賑わいで代替できる

可能性を検討した．本研究では滞留人口データと

して，東京都23区全域の 2012年の 1年間分の「混

雑統計🄬🄬」を用いて，町丁目ごとに滞留人口を推

定した．「混雑統計®」データは NTT ドコモが提供

する「ドコモ地図ナビ」サービスのオート GPS 機能

利用者より，許諾を得た上で送信される携帯電話

の位置情報を，NTT ドコモが総体的かつ統計的に

加工を行ったデータである．位置情報は最短 5 分

毎に測位される GPS データ（緯度経度情報）であり，

性別・年齢等の個人を特定する情報は含まれない．

町丁目ごとに日別の滞留人口を推定し，それらを 1
年分合計した値を「街の賑わい」として定義した．ま

た，アットホーム株式会社の「不動産データライブラ

リー・戸データ・全国 1999-2016・データセット」を

使用し，家賃と物件の属性（建物階数，物件面積，

建物構造，町丁目までの住所等）の情報を取得し

た．上記のデータを空間結合して，線形回帰分析

及び重回帰分析を行った． 

(3) 結果：街の賑わいと家賃との線形回帰分析の結果

は図 1 で示すように，相関係数は 0.31 であり，弱い

相関が見られる．また秋山・小川（2018）を参考に，

家賃形成に関連するいくつかの変数を抽出し，街

の賑わいと合わせて重回帰分析を行った（表 1）．
相関係数は 0.69 でありこれらの変数から家賃をあ

る程度説明できることが分かった．また物件の部屋

面積が家賃形成に最も寄与しており，街の賑わい

は部屋面積ほどではないものの地上階数と同程度

に正に寄与した．以上より，街の賑わいは家賃と関

係があるものの，それのみで家賃を推定することは

難しいのが分かった． 
(4) 謝辞：本研究は，東大 CSIS 共同研究 No.122 の一

環として実施した．また一般財団法人住総研研究

助成（選奨報奨枠）（2018 年度）の一環として実施

した．ここに記して謝意を表したい． 

(5) 参考文献： 

秋山祐樹・小川芳樹（2018）マイクロジオデータを用

いた家賃形成メカニズムの研究．「住総研 研究論

文集,実践研究報告集」，44．

 

 
図 1： 家賃と街の賑わいとの線形回帰分析結果 

 
表 1：家賃と部屋面積，地上階数，賑やかさ，所在階

数，築年数を重回帰分析した結果 

 

mailto:1187170943@edu.k.u-tokyo.ac.jp
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マイクロジオデータを用いた家賃形成メカニズムの研究 
 

秋山 祐樹 1，小川 芳樹 2 
1 東京大学 空間情報科学研究センター，2 東京大学 生産技術研究所 
連絡先: <aki@csis.u-tokyo.ac.jp>  Web: <http://akiyama-lab.jp/yuki/> 

 
(1) 動機：我が国の家賃形成の全国的なメカニズムの

研究は，扱う必要があるデータの膨大さやデータ

収集の困難さ，また分析手法の煩雑さなどが障害

となり，今日に至るまで十分には進んでいなかった．

しかし近年では様々な統計データやミクロな空間

データ（マイクロジオデータ）が利用可能になったこ

とや，データ分析環境の整備が容易になったことか

ら，これらの障害を突破し，家賃形成メカニズム解

明に向けた研究が実現可能になりつつある．また

近年では「レジリエンス」という概念を取り入れた人

命を守り抜ける災害に強靭な住まいづくり，地域づ

くりも求められており，今日の家賃形成に災害リスク

があまり考慮されていない現状を定量的に示し，警

鐘を鳴らすことも重要な課題と言える． 
(2) 方法：そこで本研究ではまず2014年の日本全国の

住宅用途の建物 1 棟 1 棟の分布が把握できるマイ

クロジオデータを整備し，それらに以下の①～④の

家賃形成要素を説明変数として，⑤の最低保証家

賃を目的変数として付与することで，住まい手にと

っての価値を評価出来るデータを構築する． 
①住宅の性能：住宅の構造や築年代（7 種類） 
②狭域立地：住宅周辺の立地環境に関する情報

（生活利便施設や駅等へのアクセス性）（50 種類） 
③広域立地：都市域からの距離やブランド力の高

い地名を持つ地域からの距離（17 種類） 
④災害リスク：地震や津波，洪水，土砂崩れ等の自

然災害を被るリスクと避難所へのアクセス性（7 種類） 
⑤郵便番号単位の最低保証家賃情報（ただしある程

度の人口規模の都市とその周辺のみ収録） 
続いて①～④を⑤と比較するために郵便番号単位

に集計し，全ての変数を用いて k-means++法でクラ

スタリングを行った．その結果，全国の郵便番号単

位の領域は 6 種類及び 33 種類のクラスタに分類さ

れた（図 1）．最後にクラスタごとにスパースモデリン

グの Lasso 回帰を採用し，説明力のある家賃形成

要素を統計的に決定した． 
(3) 結果：6 分類及び 33 分類のクラスタごとの説明力の

ある家賃形成要素に関する分析結果をまとめると，

以下の通りであった． 
①住宅の性能：最低保証家賃の形成に正に寄与す

る地域と，そうではない地域が見られ，必ずしも高性

能な住宅の家賃が高くなるとは限らないことが分か

った． 

②狭域立地：概ね生活利便施設へのアクセスの良

さが最低保証家賃に正に寄与した．また人口密度

が低く都市公園や観光地への近さも正に寄与した．

さらに景観地区に指定されると負に寄与した． 
③広域立地：立地特性（用途地域）は指定される用

途地域によって異なった．また地域の知名度は大

都市の中心市街地やその郊外においてのみ正に

寄与することが分かった．さらに三大都市圏と都道

府県庁所在地までのアクセス性も正に寄与した． 
④災害リスク：地震による倒壊・火災，土砂災害のリ

スク，また避難所へのアクセス性はあまり影響しなか

った．ただし洪水のリスクは最低保証家賃に負に寄

与した．津波のリスクは正にも負にも現れなかった． 
なお本稿では紙面の都合上，分析手法や分析結果

の詳細は割愛した．本研究の詳細は秋山・小川

（2018）を参照されたい． 
 

(4) 主な使用したデータ： 
・ 「国土数値情報（各種狭域立地情報，災害リスク

情報）」国土交通省 
・ 「全国郵便番号別最低保証家賃査定データ」 一

般社団法人移住・住み替え支援機構 
・ 「Zmap TOWN II（2014 年）」株式会社ゼンリン 

(5) 謝辞： 本研究は一般財団法人住総研研究助成

（2016～2017 年度）を受けることで実現した．さらに

本研究は東大 CSIS 共同研究 No.122 の成果の一

部として実施した．ここに記して謝意を表したい． 
(6) 参考文献： 

秋山祐樹・小川芳樹（2018）マイクロジオデータを用

いた家賃形成メカニズムの研究－住まい手からみ

た住宅の価値と市場価値の乖離に着目して－．「住

総研 研究論文集・実践研究報告集」，44，1-12． 

 
図 1：クラスタ分類（6 種類）の結果（関東地方） 
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C10 

文京区における空き家の件数とその分布 
 

1 新井 拓朗， 2仙石 裕明 
1 東京大学 経済学部，2 東京大学 空間情報科学研究センター 

連絡先: <araiwsd@g.ecc.u-tokyo.ac.jp>  Web: <https://www.sngklab.jp/> 
 
(1) 動機：人口減少時代に突入しつつある日本におい

て，人の住んでいない住居，いわゆる「空き家」は

今後全国的に増加すると予想されている．住む人

のいなくなった住居は，通常不動産仲介業者など

を経て市場に流通するか，市場に流通せずにいる

かのどちらかである．ある地域における，市場に出

回っている空き家の数は比較的容易に特定できる

が，住宅数全体における空き家の数や，空き家のう

ち市場に出回っている割合などをデータに基づい

て分析することを明示している例は，清水（2016）な
どがあるもののまだまだ少ない．そこで本研究では，

国勢調査における世帯数などをもとに，文京区に

おける空き家を含めた住宅状況について明らかに

する． 
(2) 方法：まず，住宅地図データ，アットホーム賃料デ

ータ，国勢調査小地域データから，それぞれ町丁

目単位の住居用途の総住戸数，市場流通物件数，

総世帯数を集計する．区内総住宅数と総世帯数の

差分から，住宅のうち人の住んでいない空き家の

数を算出し，さらに空き家の数と市場流通物件数

の差分から，空き家のうち市場に出回っていない

物件の数を算出する． 
 最後に上記を町丁目ごとに集計し，文京区内に

おいて空き家の分布がどのようになっているかを見

ていく． 

 
                                                   
1 賃料データは 2015 年の 1 年間に一時的に掲載されたものを集計． 

(3) 結果：文京区の空き家状況について，（図 1）のようにな

った．約 18 万件ある住宅に対して，総世帯数は約 12 
万世帯であり，この差分から文京区の住宅のうち約 3 
件に 1 件は空き家であるという結果が得られた．さらに

約 6 万件ある空き家のうち，市場に流通している物件 1

は約 3 万件強となっており，空き家の半分弱，すなわ

ち総住宅数のうち約 6 件に 1 件は空き家かつ市場に

流通していない物件であるということがわかった． 
 続いて町丁目ごとの空き家の件数について，（図2）の
ようになった．空き家の件数は，主要道路からの距離に

反比例する傾向がみられた．中山道や春日通りなど主

要道路沿いの地域には空き家の件数が相対的に多か

った．道路を通る車両の騒音に悩まされやすいことが

一因であると考えられる．対して，東京大学本郷キャン

パスやお茶の水女子大学など教育機関に近接している

地域では，相対的に空き家の件数が少ない傾向が見ら

れた．主要道路に面していないため比較的閑静かつ常

に一定の住宅需要があることが主な理由であると考えら

れる． 
(4) 使用したデータ： 

・「アットホーム賃料データ」アットホーム株式会社 
・「住宅地図データベース」株式会社ゼンリン 
・「国勢調査2015年度小地域データ」総務省 

(5) 参考文献： 
清水千弘（2016）空き家ゾンビは何人いるのか？-官民

連携による空き家対策の進め方-．「HIT-REFINED 
Working Paper」，64． 

図 1：文京区の空き家割合 
図 2：文京区の町丁目ごとの空き家件数の分布 
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C11 

東京都の母子世帯の居住パターンと公営住宅 
 

柴辻 優樹 1，河端 瑞貴 2 
1 慶應義塾大学大学院 経済学研究科，2 慶應義塾大学 経済学部 

連絡先: <yuuki.sh.eco@keio.jp>  
 

(1) 動機：「平成 29 年国民生活基礎調査の概況」によ

ると，親と子のみで生活している母子世帯数は

2007 年以降，70～80 万世帯で推移しており，児童

のいる世帯が減少傾向にある中で存在感を増して

いる．日本の母子世帯に関する研究は就業や児童

扶養手当の効果など社会福祉観点の研究が多い

が，Winchester(1990)で重要視された居住パターン

の研究が不足している．近年では葛西（2017）にお

いて母子世帯の居住問題が取り上げられている．

その中では，母子世帯には離婚後に新しい居住地

を探さなければならない特有の困難があり，公営住

宅への優先入所権などの支援施策があるものの，

その機能には疑問があることが述べられている．し

かし，金川（2012）で指摘されたように，母子世帯と

公営住宅の関係について検討した研究は少ない．

そこで本研究では母子世帯の居住地の特性と公

営住宅立地の関連性を，GIS を用いた地理的な分

析から明らかにすることを目的とする． 

(2) 方法：対象地域は島嶼部を除く東京都とする． 

2015 年の国勢調査小地域データから，町丁目単

位の母子世帯率（a：母子世帯数/一般世帯数,  

b：母子世帯数/核家族世帯数）を設定し，Global 
Moran’s I を算出し空間的自己相関の検定を行う． 

次に Local Moran’s I 統計量を算出し，5％水準で

有意な母子世帯の空間クラスターを次の 4 つに分

類し，分析する：High-High（HH），Low-Low（LL），
Low-High（LH），High-Low（HL）．本研究では，

HH をホットスポット，LL をコールドスポットと記す．

なお，空間重み行列には一次隣接行列を用いた．

その結果と，東京都市整備局が公開している平成

29 年 3 月 31 日時点の都営住宅団地データを加え，

母子世帯率の空間的なパターン分析を行う． 

(3) 結果：Global Moran’s I を用いた検定の結果，2 つ

の母子世帯率の両方において，有意水準 1%で正

の空間的自己相関が発生していることがわかった．

母子世帯率の Local Moran’s I 統計量を用いたクラ

スター分布（図 1）母子世帯率 aと bで傾向が異なっ

た. 母子世帯率 aでは特別区部においてコールドス

ポットが集中しておりホットスポットは市部に多かっ

た．しかし b のコールドスポットはより西寄りで区部と

市部の境目に広く存在している．また，a のほうがホ

ットスポット/コールドスポットに判定された町丁数が

多く存在しており，単独世帯の割合によって母子世

帯率に影響があったためであると考えられる．都営

住宅団地データを加えると，コールドスポットは都営

住宅が立地していない地域に多いことがわかる．今

後は，公営住宅以外の要因も含めて母子世帯の居

住特性を明らかにしたい． 

(4) 主要参考文献： 

葛西リサ（2017）『母子世帯の居住貧困』，日本経

済評論社. 
金川めぐみ（2012）日本におけるひとり親世帯研究

の動向と課題.「和歌山大学経済学会 経済理論」, 

369,1-16． 

Winchester H.P.M. (1990) Women and children last: 
the poverty and marginalization of one-parent 
families. Transaction of the Institute of British 
Geographers, New Series, 15, 70-86. 

 

   
(a) )母子世帯数/一般世帯数               (b)母子世帯数/核家族世帯数 

図 1：東京都の母子世帯率の Local Moran’s I 統計量による 

クラスター分布と都営住宅 
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1990 2010

   
    

Not Significant
High-High
Low-Low
Low-High
High-Low
No data

2010-1990

全国の母子世帯の居住集積およびその経年変化 
 

安部 由起子 1，〇河端 瑞貴 2，柴辻 優樹 3 
1 北海道大学大学院 経済学研究院，2 慶應義塾大学 経済学部， 3 慶應義塾大学大学院 経済学研究科 

連絡先: <abey@econ.hokudai.ac.jp> 
 
(1) 動機：厚生労働省の「平成28年度 全国ひとり親世

帯等調査結果報告」によると，全国の母子世帯は

123 万 2 千世帯と推計されている．しかし，全国規

模で母子世帯の居住集積およびその要因を分析

した研究はほとんど見られない．そこで本研究では，

地理情報システム（GIS）と空間統計を用いて，全

国の母子世帯とその子供の居住集積（空間クラス

ター）およびその経年変化を分析する． 
(2) 方法：分析の空間単位は市区町村とする．1990，

2000，2010 年の国勢調査を用いて，子の年齢別の

母子世帯率（母子世帯数/一般世帯数）および母子

世帯の子供率（母子世帯の子供の数/子供の数）の

空間パネルデータを構築する．GIS と Moran’s I 統
計量を用いて，母子世帯率と母子世帯の子供率の

空間クラスターおよびその経年変化を分析する． 
(3) 結果：表 1 に Global Moran’s I，図 1 に末子が 6 歳

未満の母子世帯率を例とする Local Moran Cluster 
Maps の結果を示す．母子世帯率および母子世帯

の子供率はともに有意にクラスター化している．ホッ

トスポット（High-High）は北海道と西日本，コールド

スポット（Low-Low）は特に日本海側の東北・中部地

方に多く見られる．Low-High は北海道，High-Low
は本州の地方に多い．経年変化を見ると，空間クラ

スターの度合いと数が増加している．母子世帯率の

増加幅のホットスポットの多くは，北海道と西日本に 

見られる．今後は，母子世帯が特定の地域に集積

する要因を分析する． 
(4) 使用したデータ： 

・ 「国勢調査（1990，2000，2010 年）」シンフォニカ・

政府統計の総合窓口（e-Stat） 
・ 「国土数値情報」国土交通省 

(5) 謝辞：本研究は JSPS科研費 JP16K13363および慶

應義塾学事振興資金（個人研究 B）の助成を受け

た．また本研究は東大CSIS 共同研究No.819の成

果の一部である．ここに記して謝意を表したい． 
 
表 1：子供の年齢別母子世帯率と母子世帯の子供率： 

Global Moran's I 
1990 2000 2010 N

母子世帯率
末子が6歳未満 0.40 ** 0.41 ** 0.43 ** 1744

(25.09) (25.84) (27.25)
末子が18歳未満 NA 0.50 ** 0.54 ** 1790

（32.53） (34.84)
母子世帯の子供率

6歳未満の子供 NA 0.40 ** 0.41 ** 1759
(25.48) (26.40)

18歳未満の子供 NA 0.50 ** 0.53 ** 1796
(32.64) (34.22)

* p  < 0.05, ** p  < 0.01 (permutations: 99,999).　括弧内はz -valueを示す．
W ：1次隣接行列（queen型）．一般世帯数が50未満，子供が50人未満，ある
いは隣接地域のない市区町村を除く.

図 1：末子が 6 歳未満の母子世帯率：Local Moran Cluster Maps 
ρ < 0.05(99,999 permutations) W:queen 型一次隣接行列．一般世帯数が 50 未満または隣接地域のない市区町村は除く． 
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C13 

大学の地方入試にみる学生獲得戦略の分析 
 

本川 結貴 1，貞広 斎子 2 
1 千葉大学 企画総務部，2 千葉大学 教育学部， 

連絡先: <sadahirosa@faculty.chiba-u.jp>  

 

(1) 目的：大学が学生を確保するために行われている

のが入学者選抜試験（以下，入試）である．大学の

入試は試験実施大学を試験会場とし，受験生が会

場へ赴くのが一般的であるが，いくつかの大学で

は，大学のキャンパス外で入試を実施する方法も

採用されており，長期的には増加傾向にある．こう

した入試方法を大学入試フォーラムの大学入試用

語集では「地方入試」と呼び，「大学側が全国各地

に出向いて試験場を設け，実施する試験」としてい

る．本研究では国公立大学が実施した 2005 年～

2016 年までの個別学力検査における地方入試実

施状況を分析し，会場設置のパターンやその特徴

などから，地方入試実施大学の受験生獲得戦略の

傾向や特徴を明らかにする． 

(2) 方法：本研究を進めるにあたり，旺文社『教育情報

センター』入試情報で公表されている 2005 年，

2006 年，2009 年から 2016 年までの資料（以下，旺

文社の資料）を基礎資料として使用し，地方入試

実施大学の傾向や特徴を明らかにするため，旺文

社の紙媒体データ資料を電子データ化した．次に，

大学のホームページや学生募集要項等を活用し， 

地方入試実施大学（72 か所）の住所，試験会場

（196 か所）の住所をアドレスマッチングサービス

（東京大学空間情報科学研究センター）にて緯度

経度に変換し，測量計算サイト（国土地理院提供）

にて大学と地方入試実施大学との直線距離を算出

した．また，クラスター分析にて，地方入試実施大

学のパターンの分析を行った．更に，大学が所在

する地域を踏まえた地方入試実施状況を分析する

ため，オープンソフト QGIS ver．2．18．13，国土交

通省の国土数値情報を用いて，大学の所在地及

び会場並びに地域別のデータから地図化し，視覚

的分析を行った． 

(3) 結果：地方入試を実施する国公立大学は地方大学

が多く，その中でも公立の大学の場合は比較的規

模の小さい大学が実施していることがわかった．加

えて，学部系統，倍率の結果別に分析すると，概し

て自然科学系の学問系統の，当該大学内外と比

較して低い倍率を持った大学で地方入試は実施さ

れることが明らかになった．また会場設置において

は，国立大学と公立大学とで設定エリアに違いが

見られ，国立大学では全国規模での実施がなされ

る傾向がある一方，公立大学では所在地域から大

きく拡がらない地域（所在都道府県の隣接都道府

県等）で実施する特徴が見られた．クラスター分析

では，4 つのパターンが析出され，それぞれの特徴

が明らかになった．QGIS による分析では，2017 年

度にかけ地方入試の実施主体は，受験者獲得が

難しい地域にある大学から，受験者を比較的安定

的に確保できる地域にある大学へ拡大し，会場設

定では，受験者が集まりやすい地域への会場設定

に加え，大学から会場までの距離を考慮した会場

設定へ変化し，地方入試の戦略に変化が見られた．

以上のことから地方入試の戦略は，（1）受験者の

確保が難しい地域で，受験者数の確保を行うため

実施されてきた経緯がある一方，（2）近年は比較

的受験者の確保がしやすい地域に所在する大学

で，受験者の質を確保する目的で実施されるように

なるなど，地方入試をめぐる大学の戦略が二極化

していることが明らかとなった． 

 

2   
2  
2  

図 1：地元進学率と 2006 年度／2011 年度比            図 2：地元進学率と 2011 年度／2017 年度比 
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C14 

新しい高等学校学習指導要領解説における「地理総合」「地理探求」の 

GIS に関連する例示の実現 ～スマートフォン用アプリの開発～ 
 

木村 圭司，時枝 稜 

奈良大学 文学部 

連絡先: <kimurak@daibutsu.nara-u.ac.jp>  Web: <http://www.nara-u.ac.jp/> 

 

(1) 動機：2022 年度から実施される新しい高等学校指

導要領の解説（以下，【解説】と略）が 2018 年 7 月

に公開された．必修科目「地理総合」（2 単位）およ

び選択科目「地理探求」（3 単位）の授業は，地理

学を専門とする教員はもちろん，人数の多い歴史

学を専門とする教員も教えることが想定される．し

かし【解説】では，例示として生徒が GIS を用いた

作図を行って資料を作成することを示すページが

あり，多くの高校教員にはハードルがかなり高いと

考えられる．一方で，高等学校のパーソナルコンピ

ュータは GIS や WebGIS を使用するのに十分な環

境がそろっているとは限らない．処理濃度の遅さや

インターネット環境の不十分さだけでなく，管理者

以外はソフトウェアを自由にインストールできないな

ど，各高校により問題がある可能性がある．一方で，

スマートフォンによるインターネット利用は高校生で

94．1%に達している（内閣府，2018）．つまり，高校

のパーソナルコンピュータに頼らず，高校生の持つ

スマートフォンを利用して GIS を学ぶことができれ

ば，授業だけでなく自宅での学習にも生かせる．な

お，クラスで数名はスマートフォンを持っていない

可能性があり，高校はこうした生徒への貸出機を準

備する必要があるが，台数が少なくて済むために

費用が押さえられる．このような現状のもと，本研究

では【解説】に記載された例示のうち，GIS に関連

する部分について，スマートフォンを用いて実現で

きるよう，データ整理とアプリ開発を行っている． 

(2) 方法：GIS ソフトとして，ESRI 社による ArcGIS 

online を用いており，スマートフォンでも閲覧可能

なアプリを作成している．統計は石油統計年報など

を使用し，データを可視化している．なお本アプリ

を使用すると，凡例区分を変更することも可能であ

る． 

(3) 結果：【解説】にあるいくつかの例示について，GIS
による図化を行った．①p47 に例示されている「GIS
を活用して主要な貿易品について異なる年次の日

本の貿易相手国を示した地図を作成し」について，

一例として 201７年の原油の輸入先について図 1 に

示し，この URL の QR コードを図 2 に示す．②p88
に例示されている「熱帯におけるサンゴの白化や

サンゴ礁の消滅，温帯域における熱帯，亜熱帯性

生物の繁殖などの地域ごとに起きている現象が，

空間的，時間的にどのように地球規模の気候変動

と関連づけられるのかを，GIS などを活用して可

視化し」については，ポスターに掲載する．なお，

現状では国境線データが日本国政府による見解

と異なっているため今後修正が必要である． 

(4) 参考文献： 

経 済 産 業 省 （ 2018 ） 石 油 統 計 年 報 ．

<http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sekiyuka/index
.html#menu2>． 
内閣府（2018）平成 29 年度青少年のインターネット

利 用 環 境 実 態 調 査 調 査 結 果 （ 速 報 ） ．

<http://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/chousa/h
29/net-jittai/pdf/sokuhou.pdf>． 
文部科学省（2018）高等学校学習指導要領解説 
地理歴史編．

 

 
図 1：日本の石油の輸入相手国（2017 年） 

注）国境線は日本国政府見解と異なることに注意 
 

図 2：図 1 の URL の QR コード 
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C15 

選挙速報の連続面積カルトグラム 
 

松波 功 

中日新聞（東京新聞） 

連絡先: <isao_ma@on.rim.or.jp> 

 

(1) 動機：国政選挙の報道で開票結果の全国的な概

観をグラフィカルに表現する際，コロプレス図（塗り

分け地図）には読者に誤った印象を与えかねない

という問題がある．自民党得票率や得票率変動の

標準偏差（主要 4 党合計）と人口密度との相関は，

（計量政治学では定番になっている）高齢者率や

持ち家率に匹敵するほど高く(表 1)，高人口密度地

域（都市部）が選挙全体の帰趨を事実上決定して

いるにも関わらず，コロプレス図上では非常に小さ

くしか表現されないためだ．この問題を解決するた

め，面積が投票者数あるいは有権者数に比例する

ように地図を変形させた面積カルトグラムが有用で

あり，欧米の報道機関においてはすでに定番化し

ている． 

(2) 経緯：2005 年に東京大学空間情報科学研究セン

ターの井上研究員（当時）に独自手法の実装コー

ド（ここでは三角分割アルゴリズムと呼ぶ）を提供し

ていただき，2007 年の総選挙で紙面用にカルトグ

ラムを制作した．地図の頂点数は12,000だったが，

当時のワークステーションで 16 時間以上の計算時

間を要したため，翌日の締め切りに間に合うよう，

計算途中のデータを書き出し，投票者数が確定し

てから計算を再開する対策をとった．その後，粗行

列ソルバーを利用してプログラムが劇的に改良さ

れ，パソコンも高性能化した結果，2017 年の選挙

では頂点数 24,000 の地図が 5 分程度で計算でき

るようになった． 

(3) 結果：開票日の翌日に自社サイトに，主要政党の得

票率を通常地図とカルトグラムで表現するインタラク

ティブなグラフィックスを掲載した（図1）．三角分割ア

ルゴリズムのデータ形式であるポリゴンのインデック

ス表示は webGL を用いた変形アニメーションと相性

が良く，データサイズが約 1 MB に抑えられたことを

付記しておく． 

(4) 制作者として：編集担当者やデザイナーは，理解し

やすさや美しさを評価し，工学的評価にはほとんど

関心がない．例えば，異常値に対して頑強で，欧米

の多くの報道機関によって採用されている気体拡散

アルゴリズム（Gastner ら）を検討した際には，半島や

湾が細く潰れてしまうことが嫌われた．また，日本地

図では瀬戸内海や湾の形状が位置関係を把握す

る重要な手掛かりになっているため，空白部分にダ

ミーデータを用意しなければならない三角分割アル

ゴリズムの方がむしろ調整しやすかった．各手法に

は「画風」とも呼ぶべき特徴があり，三角分割アルゴ

リズムは島国向き，気体拡散アルゴリズムは大陸向

きといえるだろう．いずれにせよ，様々なアルゴリズ

ムが選択肢として提案され，計算の高速化によって

試行錯誤が容易になった結果，報道表現の自由度

が飛躍的に高まったことを実感した． 

(5) 謝辞：東北大学大学院情報科学研究科の井上亮

准教授にソースコードの提供と指導をいただきまし

た．あらためて謝意を表します． 

(6) 参考文献： 

井上亮・清水英範（2005）連続エリアカルトグラム作

成の新手法－GIS 時代の統計データの視覚化手

法－．「土木学会論文集」，（779/IV-66），147-156． 
Gastner, M., Newman, M. (2004) Diffusion-based 
method for producing density-equalizing maps. Proc. 
Nat. Acad. Sci. USA (PNAS), 101(20), 7499-7504. 

(7) 使用したデータ：開票データとして，速報時は共同

通信合同集票システムを，その後は総務省速報資

料を使用しました．  

 

 
表 1： 自民党得票率(2014 年比例代表)と主要 4 党の

得票率変動分（2000-2014 年）の標準偏差の和と，主

なデモグラフィック指標との相関係数．対象は福島原

発周辺の 4 自治体を除く 1,892 市区町村． 

図 1：通常地図からカルトグラムへアニメーションで変

化するインタラクティブグラフィックス 

 自民党得票率 ４党得票率変動
高齢者率 0.267 -0.397
持ち家率 0.355 -0.243
人口密度（対数） -0.313 0.398



Research Abstracts on Spatial Information Science 
CSIS DAYS 2018 
 

- 53 - 

C16 

テンソル分解による人の動きの統計解析 
 

城田 慎一郎 1，菅澤 翔之助 2 
1Department of Biostatistics, UCLA，2 東京大学 空間情報科学研究センター 

連絡先: <shinichiro.shirota@gmail.com>  Web: <https://sites.google.com/site/shinichiroshirota/> 
 
(1) 動機：近年，GPS などの空間データを用いた人の

動き・都市に関する様々な研究が行われている．

一方で，これら人の動きの都市間の構造の比較や，

各種カテゴリカルな個人の属性との依存構造の比

較などに関して，統計学的な手法はいまだ発展途

上である．特に GPS データに紐づいた各種カテゴ

リカルな属性情報との依存構造の推定に関しては，

社会科学や都市計画において，重要な研究課題

である．本研究の目標は，機械学習を用いた人の

動きの特徴量の自動抽出と，その都市間・異なる

年代間における比較を可能にする統計的検定手

法の開発である．具体的には，各種カテゴリカルな

属性と人の動きの特徴量との依存関係に柔軟な確

率的依存構造を導入し，データからその構造を推

定することで属性ごとの人の動きの定量的な特徴

付けを行うことが可能な統計的手法を開発する． 
(2) 方法：「人の流れプロジェクト」で提供される，パーソ

ントリップ調査を基にした，各都市における人の軌

跡データを用いる．この軌跡データは時間・空間情

報と共に様々なカテゴリカルな属性情報（職業や年

齢など）も付随しているため，テンソル（高次元配

列）として扱うことを考える．近年，ネットワーク理論

の観点から，人の動きの特徴量として，人の動きの

最小単位を構成する motifs（モチーフ）と呼ばれる

要素を構築する方法論が展開されている．従来，こ

のモチーフは研究者が自ら構成・提案する必要が

あったが，近年，機械学習的なアプローチを導入し

てデータからモチーフを構成する方法が提案され

ている．本研究では，テンソル解析の枠組みの下で，

これらのモチーフをデータから自動抽出する統計・

機械学習的アルゴリズムを開発する．具体的には， 
非負タッカー分解と呼ばれるテンソル解析の手法

を用いて，解釈可能なモデルとその高速な推定手

法を構築する．また，その手法を人の軌跡データに

適用し，その有用性を示す． 
(3) 結果：東京都市圏を 10×10=100 のグリットに分割

し， 職種カテゴリ・時刻・グリッドごとに該当する人

数の相対頻度を計算し，テンソルデータを作成す

る．このデータに対して提案手法を適用し，人の流

れを特徴付ける構造を推定した．図 1 は，職業カテ

ゴリが運輸業従事者である人の軌跡データの時刻

0:00および時刻12:00の様子を図示したものである． 
また，データから計算された各グリッドの相対頻度

およびモデルから推定された相対確率を 2 つの時

刻で比較したものが図 2 である．対角部分の値が

大きくなっているのは，2 つの時刻で人数の相対頻

度があまり変わらないことを表す．また，X 軸の 50
前後から縦に値が大きくなっているが，50 番前後

のグリッドは東京の中心部に位置しているため，深

夜の時刻 0:00 よりも昼の時刻 12:00 の方が東京中

心部の相対頻度が大きくなっていることがわかる．

様々な属性による統計的な比較やより細かいグリッ

ドを用いて推定した結果などは当日報告する． 
(4) 使用したデータ： 

・ 「2008 年東京都市圏の人の流れデータセット」，

東京大学空間情報科学研究センター 
・ 「2011 年中京都市圏の人の流れデータセット」，

東京大学空間情報科学研究センター 
(5) 謝辞：本研究は東大CSIS共同研究No.816の成果

の一部として実施した．ここに記して謝意を表した

い． 
 

 

図 1：（左）時刻 0:00 と（右）時刻 12:00 における運輸業

従事者の位置． 
 

 

図 2：時刻 0:00と時刻 12:00の運輸業従事者の 100グ
リッド上の相対割合の比較．（左）データから算出され

る相対的頻度，（右）テンソル解析による推定割合． 



Research Abstracts on Spatial Information Science 
CSIS DAYS 2018 
 

- 54 - 

D01 

小地域別将来人口推計からみた日本の高齢化の進展：クラスター分析を用いて 
 

井上 孝，○井上 希 
青山学院大学 経済学部 

連絡先: < t-inoue@cc.aoyama.ac.jp> 
 
(1) 動機：周知のとおり，日本の高齢化は今後 21 世紀

半ばにかけて加速度的に進展すると見込まれてい

る．こうした，21 世紀日本の高齢化は，全国，都道

府県別，または，市区町村別の将来人口推計の結

果に基づいて主に論じられてきたが，小地域別推

計の結果に基づいた議論はほとんどなされていな

い．なぜなら，公式な小地域別推計が日本に存在

しないからである．一方，筆頭著者は，小地域別

（町丁・字別，約 21.7 万地域）の長期（2015～60
年）にわたる日本全国の推計人口（男女 5 歳階級

別）を，「全国小地域別将来人口推計システム」

（http://arcg.is/1LqC6qN）として，初めてウェブ上に

公開した（井上，2018；Inoue,2017）．そこで，本研

究では，本システムのデータと 2010 年国勢調査小

地域データを用い，新たな視点から 2010～60年に

おける日本の高齢化の進展について考察を行う．

考察は，本システムのデータのうち，「2010 年の 65
歳以上人口≧1 人」かつ「2060 年の総人口≧1 人」

の約 20.3 万地域を対象としてクラスター分析を実

施し，その結果を地図化して行う． 
(2) 方法：まず，上述の約 20.3 万地域について，2010

～60 年までの 5年ごとに高齢者人口指数と高齢化

率（65 歳以上人口割合）を算出する．本研究では，

2010 年の 65 歳以上人口を 100 としたときの，各年

の同人口を指数化した値を高齢者人口指数と呼ぶ．

次に，こうして得られた 2 指標×11 年次のデータを

用いてクラスター分析を行う．一般に，サンプルサ

イズの大きなデータに対してクラスター分析を行う

際は，非階層的クラスター分析が適しているので，

本研究でもこの手法を採用する．この分析に当た

っては，最終的に絞り込むクラスター数を予め 5 つ

に定めたうえで，5 以上の複数のクラスター数を指

定する． 
(3) 結果：分析の結果，20クラスターを指定したときの，

サンプルサイズの上位 5 クラスターを採用するのが

最適と判断した．この 5 クラスターに含まれる小地

域の数は約 19.2 万であるが，人口数ベースでは

99.9％に達する．本研究では，これらの 5クラスター

を 2010 年の高齢化率の低い順に，クラスター

1，・・・，5 と呼び，各クラスターについて，高齢者人

口指数と高齢化率の算術平均を年次別に算出し

た（図 1）．さらに，各クラスターの分布の特徴を把

握するために，全国の市区町村別に地域数ベース

の特化係数を算出し，それを地図化した． 
(4) 謝辞：本研究は，政府統計の総合窓口 (e-Stat)

（http://www.e-stat.go.jp/）からダウンロードした国勢

調査小地域データを使用している．また，本研究

は JSPS 科研費 16H03525 による研究成果の一部

である． 

(5) 参考文献： 

井上孝（2018）「全国小地域別将来人口推計シス

テム」正規版の公開について．「E-journal GEO」，

13(1)，87-100． 
Inoue, T. (2017) A new method for estimating small 
area demographics and its application to long-term 
population projection. In Swanson, D. A. ed. The 
Frontiers of Applied Demography, Springer, 
473-489. 

(6) 関連文献： 

井上孝・渡辺真知子（2014）『首都圏の高齢化』，

原書房． 

図 1：各クラスターの高齢者人口指数と高齢化率の推移（2010～60 年） 

注）高齢者人口指数は 100 を上回る場合に赤，下回る場合に青で表記した． 
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D02 

東京都心部におけるフードデザート問題 

－港区麻布・高輪地区における食料品店への経済的アクセス困難性に着目して－ 
 

中村 恵美，浅見 泰司 

東京大学大学院 工学系研究科 

連絡先: <nakamura@bin.t.u-tokyo.ac.jp>  

 

(1) 目的：近年，日本においてフードデザート（Food 
Dessert， 以下 FD）問題が拡大傾向にある．大都

市中心部においても，再開発事業の進展による高

所得者層の流入や生活環境の急激な変化によっ

て，低所得層の買い物困難に伴う FD 問題の顕在

化が懸念されている．大都市中心部の要因は「経

済的要因」という特有の要因を持っているものの，

既往研究は限られる．そこで本研究は，東京都心

部における経済的格差から生じる買い物困難状況

と，それがもたらす健康被害リスクの実態把握と規

定要因を明らかにすることを目的とする． 

(2) 方法：東京都港区内の麻布・高輪地区を調査対象

地とし，アンケート調査を実施，２つの仮説の検証

を行った．遠距離仮説として，「低所得層は，近隣

に経済的にアクセス可能なスーパーが少なく，遠

距離の買い物をせざるを得ない買い物困難状況に

ある」とし，経済階層別の生鮮品買い物場所の距

離の比較を，低栄養仮説として，「買い物困難状況

にある低所得層は，低栄養リスクが増大する」とし，

買い物困難状況別の低所得層間の低栄養リスクを

比較することによって検証した．なお買い物困難状

況とは，買い物距離 500 m 以上と定義し，買い物

距離は店舗住所と居住街区の重心の二点間を結

ぶ最短経路ネットワーク距離とした． 

 

(3) 結果： 

・遠距離仮説 

調査対象地は食料品店が点在しており，店舗まで

500 m 以内にアクセスできる環境であった．しかし

経済格差に着目し，低所得層が利用している非高

級スーパー・小型スーパーへのアクセス性を確認

すると，500 m距離圏から外れる「経済的買い物先

空白地帯」が現れた．そしてその空白地帯居住者

は，条件（価格・品揃え）は良いが，2 km以上遠方

にある店舗を選択する割合が高くなった．遠距離

仮説の検証結果として，「経済的買い物先空白地

帯に居住する低所得層」は，買い物距離が有意に

遠く，その距離は 500 mを大きく超える買い物困難

状況であることが確認できた． 

・低栄養仮説 

高齢・低所得層の空白地帯居住者はそれ以外居住

者に比べ，低栄養リスクが 1.76 倍となり，低栄養仮

説が検証できた．なお低栄養リスクの増大は，ネット

ワーク多様性の低さや低調理頻度など従来の社会

学・栄養学の知見を支持していることに加え，都市

部特有の買い物の不便さも影響していることが分か

った．その不便さとは具体的には，遠方の非高級ス

ーパーへ買い物に行くこと，そして遠方であることに

よって買い物の仕方（頻度や購入量）に影響を及ぼ

す可能性があることが確認できた． 

(4) 謝辞：本研究は東大 CSIS 共同研究 No．809 の成

果の一部である．また東京大学大学院工学系研究

科社会基盤学専攻 羽藤英二教授，中央大学人間

総合理工学科 関口達也助教には有益な助言をい

ただいた． 

(5) 参考文献： 

岩間信之（2017）『都市のフードデザート問題:ソー

シャル・キャピタルの低下が招く街なかの「食の砂

漠」』，農林統計協会． 
上杉昌也・浅見泰司（2014）社会経済的観点から

見た施設立地と近隣居住地人口構成との空間的

関係:東京都区部における商業施設の店舗類型と

所得分布の関係．「都市計画論文集」，49(3)． 
薬師寺哲郎（2015）『超高齢社会における食料品ア

クセス問題：買い物難民，買い物弱者，フードデザ

ート問題の解決に向けて』，ハーベスト社．

 
 

図 1：調査対象地のスーパーマーケットの分布 
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横浜市における生鮮食料品店の減少と買い物困難者問題の現状 
 

後藤 寛 

横浜市立大学 国際総合科学部 

連絡先: <yutakagt@yokohama-cu.ac.jp> 

 

(1) 動機：商業構造の変化と丘陵地の宅地化の歴史と

が重なって深刻化している横浜市の既成市街地に

おける買い物困難者の増加について基礎的な現

状を把握することを目指す． 

(2) 方法：1975～2015年まで5年ごとのタウンページ／

職業別電話帳による店舗リストの作成と名寄せによ

る変遷のリスト化を行い，東京大学空間情報科学

研究センターのアドレスマッチングサービスを用い

て地図化し，経済産業省の基準よりきつい 300 m
バッファを発生させた上でインターセクトツールによ

り野菜，肉，鮮魚の 3種の食料品すべてへのアクセ

シビリティがじゅうぶんな領域を地図化し，その縮

小程度を確認した． 

(3) 結果：まず基本的なこの間の変化を整理すると 

1)品揃えニーズの水準上昇により零細店ではニー

ズに合わずより大きなスーパー志向が進んだ． 

2)近隣商店街だけでなく団地の地区センターもニー

ズに合わず店舗撤退により衰退． 

3)小売業の経営の安定性の問題．スーパーであっ

ても店舗存続期間は長くなく，生活インフラとしては

課題がある． 

4)居抜き出店も多くはうまくいかずに再撤退，経営

ではなく立地環境の問題か． 

といえる．中区・南区エリアでは商店街を一掃するよ

うな大型スーパーの進出はみられず，単純に大型

店問題に帰結できないむしろ消費者ニーズの変化

とそれに対応できなかった個人商店の動向に目を

向けるべきであろう．その上で全体的傾向を整理す

ると 

1)個人経営の零細食料品店(八百屋，魚屋，肉屋)

の激減，それらを中心に構成されてきた近隣商店

街の壊滅により食料品へのアクセシビリティの悪化． 

2)東京と比べても高低差の大きい土地が古くから住

宅地化していた横浜ならではの地理環境． 

3)高齢化の進行により同じ場所に住み続けていても

買い物のための移動コストが上昇したこと． 

とまとめられる． 

本研究はあくまで現状の把握と歴史的経緯の把握

を目指すものであるが，問題の解決を意識すると下

記の課題，可能性がみえてくる． 

1)店舗という形態を前提にすれば大手資本も昨今

目指している生鮮コンビニ，ミニスーパー業態の洗

練を期待する． 

2)生協，スーパー，通販業者等による宅配依存が強

まると思われるがキャパシティは対応可能なのか． 

3)公共施設と位置づけ配置計画を立ててシビルミニ

マムとなる小売店舗施設を確保することまで考える

必要があるのか． 

(4) 謝辞：本研究は東大CSIS アドレスマッチングサービ

スを利用して実施した．ここに記して謝意を表した

い． 

(5) 関連文献：長岡かなえ・後藤寛・佐藤将（2015）横
浜市における買い物難民問題の現状と課題．「日

本地理学会発表要旨集」，88，70．

 

   
図 1：対象地域（横浜市中区・南区山手地区）の（a）1975 年と（b）
2015 年の生鮮食料品取り扱い店分布および生鮮 3 品 300 mアクセ

ス可能圏の変遷 

 
図 2：対象地域（横浜市中区・南区山手地

区）の 1975～2015年までの生鮮食料品取り

扱い店舗数の変遷 
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高齢者の安全な買い物のための買い物環境と歩行環境の評価とその視覚化 
 

関口 達也，山田 育穂，稲垣 祐希，卯月 葵，大野 裕紀，川嶌 英渡，木村 光希，小島 郁也， 
酒井 柾英，清水 玲果，霜田 悠人，杉本 裕樹，杉山 夏美，田口 晴菜，田代 みなみ， 

玉野 聡一朗，塚田 健人，三橋 祐太，諸井 克行 
中央大学 理工学部 

連絡先: <ta-sekiguchi.28t@g.chuo-u.ac.jp> 
 
(1) 動機：近年，地域の商店街の衰退や既存店舗の撤

退に伴い，高齢・単身化の進む都市部でも買い物

弱者の存在が確認されている．都市部では徒歩で

買い物を行う人が多く，高齢化に伴う移動能力の

低下が問題を引き起こしやすい．地域の買い物環

境の状況を把握して，高齢者が買い物を行いやす

い仕組みを整える事は重要である． 
本稿では，地域の店舗分布に加え，地形の状況

を考慮した買い物施設へのアクセス性の評価を行

う．さらに，合わせて施設周辺の歩行環境を現地調

査により詳細に評価を行う．それらの結果に基づき，

徒歩で買い物を行う高齢者が安全に利用しやすい

道を抽出し，地図上で視覚化を行う． 
(2) 方法：対象地域は東京都文京区とした．まず，地域

の生鮮食料品店（スーパーマーケット，食肉店，青

果店，鮮魚店）の位置を iタウンページより調査した．

さらに，それらの店舗を含む商店街の区域ポリゴン

を作成した．そして，各道路から最寄りの店舗や商

店街へのアクセス性を，式（1）に示した疲労度（長

尾ほか， 2012）という指標で評価した．なお，

𝜃𝜃は道路の勾配（%），𝐿𝐿は最寄り施設までの道路距 
離（m）である．この指標は，身体活動の強度を表

す METs に基づいており，平坦な道を歩く際の負

担が勾配で重み付けされる． 

       疲労度 = (3 + 0.24 × 𝜃𝜃) × 𝐿𝐿        （1） 
 さらに白山 2 丁目，小石川 1・3・4 丁目を対象に

歩行環境の評価を行う．移動の安全性の観点から，

1）歩道と車道の分離状況，2）歩道の幅，3）1 分間

の交通量（歩行者，自転車，自動車）を調査した．

なお，交通量は一部の道路を調査し，残りの道路 

 
図 1：最寄りのスーパー・商店街までのアクセス性 

は，同幅員区分の調査結果の平均値として補完し

た．そして，各道路を疲労度と歩行環境項目ごとに，

安全性の低さに応じて加点し，安全性の低い道路

を抽出した． 

(3) 結果：図 1 に，最寄り店舗や商店街までの疲労度の

評価結果を示す．疲労度 1500（500 m の平坦な道

を歩く負担と同等）を超える地区のうち，他区の店

舗の立地がありうる区端部と，住民の居住がない公

園や大学等を除外すると，図に示す 4 地区で，最

寄り店舗へのアクセスが不便な事が明らかになっ

た． 
 さらに，図 2 には，現地調査を行った範囲におい

て，地域の道路の安全性を総合的に評価した結果

を示す．点数の高い道路ほど，危険度が高く，例え

ば得点の上位 10%の道路を「利用しにくい道路」と

定義すれば，買い物の際に負担や危険の大きい

道路と，そうでない道路の区別ができる．作成され

た地図は，高齢者にとって安全で負担の少ない買

い物を実現するための大きな助けとなる．また，歩

行環境の整備により，環境改善を試みる時にも基

礎的な資料として活用が可能であると考えられる． 
(4) 使用したデータ： 

・ 国土地理院「数値地図 道路中心線データ（2014
年版）」国土地理院 

・「基盤地図情報数値標高モデル（2014 年版）」国土

地理院 

(5) 参考文献： 

長尾聡輝・新谷虎松・大囿忠親・白松俊（2012）高
低差に基づく疲労度を考慮した徒歩ルート推薦シ

ステムの実装．「情報処理学会 第 74 回全国大会

講演論文集」，2012（1），301-302． 

 
図 2：歩行環境の安全性の総合評価の結果 
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近隣の秩序違反の認識と犯罪不安の空間分析 
 

島田 貴仁 1，畑 倫子 2，本山 友衣 3，高木 大資 4 
1 科学警察研究所，2 文京学院大学 人間学部 

3日本大学 人文科学研究所 4，東京大学 医学系研究科 

連絡先: <takajin@nrips.go.jp> 
 
(1) 動機：犯罪研究における荒廃理論では，落書きや

路上のごみなどの地域の秩序違反は，そこに住む

住民の犯罪統制機能の認知を低下させ，犯罪不

安を喚起させる（Taylor et al., 1985; Robinson et al., 
2003）．荒廃理論の検証では，これまで，社会調査

データの個人単位の分析は行われてきたが，居住

地区の文脈的な影響は十分に検討されていない． 
このため，インターネットモニターに対するアンケ

ート調査から秩序違反の認知と犯罪不安の空間分

布を視覚化した上で，近隣レベル・個人レベルの

秩序違反の認知が犯罪不安に与える影響を検討

した． 
(2) 方法：居住地が東京都 53 区市町（山地・島嶼部を

除く）の 1209 地区（大字）となる 20 歳-49 歳の女性

8471 名を分析対象とした．回答者の 7 桁郵便番号

から，対応する大字の中心点の座標を付与した． 
徒歩移動時に犯罪被害にあう不安，空き巣の被

害にあう不安を 7 件法で尋ねた． 
秩序違反の認知は，立て看板やチラシの放置，

スプレーによる落書き等 6 項目について 7 件法で

尋ねた（α = .83）． 
個人レベル変数として，年齢，婚姻状況，就業・

就学，深夜ライフスタイル，同居家族数，居住年数，

住宅所有，住宅種類，最寄り駅からの徒歩時間，

凝集性の認知，空き店舗・空き地の認知を尋ねた． 
地区レベル変数として，人口密度，平均年齢，

平均世帯人員，居住安定性，住宅所有，犯罪発生

率を用いた． 

(3) 結果：地区の中心点に付与した犯罪不安の認知を

IDWで平滑化すると，区市間で秩序違反の認知に

差異が見られるのと同時に，同一区市町内でも局

地的に秩序違反の認知が高い地区が見られた． 
徒歩移動時の被害と空き巣被害に対する不安を

従属変数としたマルチレベル分析では，地区レベ

ルの秩序違反が，その地区の居住者全体の犯罪

不安を有意に引き上げる文脈効果が見出された．

このことからは，犯罪不安緩和のために，秩序違反

を削減する場所に対する介入の有効性が示唆され

る．また，空き店舗・空き地の認知は徒歩移動時・

空き巣の不安に対して正の効果が見られた． 
地区レベルの凝集性の認知は徒歩移動時の犯

罪不安を緩和していた．この結果は海外の先行研

究（Ferguson・Mindel, 2007）と一致し，コミュニティ

ポリーシングの有効性の有効性を示唆する． 
地区レベルの戸建住宅世帯率は徒歩移動時の

犯罪不安と正の関連があったのに対し，低層集合

住宅世帯率は負の関連が見られた．その原因とし

て低層集合住宅が店舗等の土地利用と関連して

いることや，低層集合住宅からの自然監視性が考

えられる． 
(4) 使用したデータ： 

・ 2015 年国勢調査町丁目集計（総務省） 
・町丁別、罪種別及び手口別認知件数（警視庁) 

(5) 謝辞：本課題は科研費（26380864, 17H02467）の
補助を受けた） 

 

図 1：空き巣の犯罪不安の空間分布．大字の中心点に

付与された値を Inverse distance weight で平滑化した． 
図 2：秩序違反の認識の空間分布．同左． 
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表 1：モデルのパラメータ推定結果 

推定値 標準誤差

固定効果

  切片 25.92 6.19 ***

レベル1　設置場所・直近環境要因

  施設との位置関係店舗隣接 1.52 0.56 **

  施設との位置関係敷地内 or 独立 0.49 0.69
  対数：媒介中心性 1.01 0.45 *

  対数：直進中心性 -3.55 0.89 ***

  対数：近接中心性 -1.71E+07 363.60 ***

  対数：駅までの距離 -0.32 0.18 †

  対数：バス停までの距離 -0.03 0.31
  対数：警察施設までの距離 0.18 0.35
  対数：最寄り施設面積 0.03 0.12
  対数：周辺のATM密度 -2.96E+04 201.50 ***

レベル2　地区環境

  65歳以上夫婦のみ世帯割合 -4.88 7.46
  65歳以上単身世帯割合 -6.83 6.80
  平均年収（推計値_万円） 0.00 0.00
  平均貯蓄（推計値_万円） 2.94E-04 0.00 ***

  夜間人口密度 -66.81 56.79
  事業所密度 -1.75E+03 208.70 ***

変量効果（分散の推定値）

  地区 0.00
AIC 176.4
BIC 227.6
log likelihood -69.2
レベル1のレコード数（ATM設置場所） 111
レベル2のレコード数（地区） 84  

特殊詐欺被害と ATM のおかれた物理的・社会的環境との関連性 
 

大山 智也 1，雨宮 護 2 
1 筑波大学大学院 システム情報工学研究科，2 筑波大学 システム情報系 

連絡先: <s1730128@s.tsukuba.ac.jp> 

 

(1) 動機：特殊詐欺のうち還付金等詐欺では，高齢者

が無人の現金自動預払機（ATM）に誘導されて被

害にあう事案が多い（警察庁，2017）．誘導の際，

犯行者は利便性や犯行の露見しにくさなどの条件

を考慮し ATM を選定している可能性がある．そこ

で本研究では，ATM ごとの被害リスク予測にむけ

て，実際に還付金等詐欺の被害に晒された ATM
の位置情報と，被害に関連しうる地理空間情報を

用い，ATM 周辺の人目の有無や立地環境等の特

性と，被害リスクとの関連を明らかにする． 
(2) 方法：福岡市のスーパーマーケット，またはドラッグ

ストアに設置された 111箇所の ATM設置場所で発

生した計 43 件の被害を分析した．ATM 設置場所

周辺，および地区（町丁目）の地理空間情報，統計

情報をもとに，負の二項分布による一般化線形混

合モデルで回帰分析を実行した．変数のうち，

ATM 設置場所と「施設との位置関係」は，分析者

が Google ストリートビュー等を参照し，新規に作成

した（図 1）． 
(3) 結果：パラメータ推定結果は表 1 の通りとなった．施

設との位置関係が「店舗隣接」（図 1）であることが被

害リスクを押し上げることがわかった．他の変数の推

定結果からは，周辺に他の施設やATMが少ない地

域の中心的な買物施設で，大通りなどから離れた

郊外型の立地であること，比較的富裕な地区が狙

われやすいことなどが推察された． 

(4) 使用したデータ： 

・ 「ATM拠点DB / 貯蓄推計データ 2014 / 年収別

世帯数データ 2013」 マップマーケティング株式

会社 

・ 「Zmap Area II 2014-3 版 / Zmap TOWN II 2014
年度 Shape 版」株式会社ゼンリン 

・ 「拡張版全国デジタル道路地図データベース 

2016 年版」住友電工システムソリューション株式

会社 
・ 「国勢調査 2015 年 / 経済センサス 2014 年」総

務省統計局 
・ 「国土数値情報 警察署データ 2014 年度版 / 
バス停留所データ 2010 年度版」国土交通省 

(5) 謝辞：本研究は，株式会社エディテージ2017年度基礎研究

グラント，JSPS科研費JP17H02046の助成を得た．また，犯罪

に関するデータは，福岡県警「犯罪予防研究アドバイザー」，

東京大学CSIS共同研究（756）の枠組みのもとで提供された．

記して謝意を表す． 

(6) 参考文献： 
警察庁（2017）平成 28 年の特殊詐欺認知・検挙状況

等について．<http://www.npa.go.jp/bureau/criminal/souni
/tokusyusagi/hurikomesagi_toukei2016.pdf>，（最終閲覧

日2018年7月31日）

 

店舗建屋

ATM

敷地境界  
図 1：「施設との位置関係」各水準：左から「店舗

屋内」，「店舗隣接」，「敷地内または独立」 
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A spatial analysis of indoor air pollution from biomass fuel use in Kenya 
 

Mwana Said Omar, Hajime Kawamukai 

University of Hyogo, Graduate School of Applied Informatics 
Email: <saidmwana@gmail.com> <kawamukai@ai.u-hyogo.ac.jp> 

 
(1) Motivation: Indoor air pollution has become a serious 

health and environmental issue in Kenya due to 
continued use of biomass fuel mainly firewood for 
cooking and lighting. The country lost 310kha of tree 
cover from 2001 to 2017, a 9.3% decrease since 2000 
(Global Forest Watch) and 14, 300 deaths yearly due 
to indoor air pollution, with pneumonia as the biggest 
killer associated with air pollution (WHO, 2009). In 
this research, we try to estimate the gridded spatial 
distribution of PM2.5 in Kenya. 

(2) Method: The target area is Kenya. Using household 
sources of energy data and gridded population count 
data, we created a firewood usage map (Figure 1(b) 
and a gridded population count map (Figure 2). Due to 
inadequate data on indoor air pollution, we used a 
reference mean PM2.5 of 0.126 (WHO, 2011). Finally, 
we estimated the gridded mean PM2.5 emission using 
the product of reference mean, number of population 
in the mth grid and % firewood use. 

(3) Results: Biomass use is more predominant in rural 
areas (95.6%) than in urban areas. Majority of 
households using biomass fuels are located in the 
northern and western parts of Kenya as shown in 
Figure 1(b). It is found that the population count is 
directly related to the concentration of PM2.5 emission. 
Regions with a high population count (such as western 
and central) have a high concentration of PM2.5 
emission, while regions with low population count 
(northern part) have low emission (Figure 2 and Figure 
3). 

(4) Data used:  
“Household Source of Cooking Fuel by County and 
District”, Kenya Population and Housing Census 2009 
(Kenya National Bureau of Statistics (KNBS), 2017. 
“Population Count (2000, 2005, 2010, 2015, 2020)”, 
Gridded Population of the World, v4 (Center for 
International Earth Science Information Network - 
CIESIN - Columbia University. 2017. Gridded 
Population of the World, Version 4 (GPWv4): 
Population Count, Revision 10. Palisades, NY: NASA 
Socioeconomic Data and Applications Center 
(SEDAC). 
“Mean PM2.5”, Combined household water treatment 
and indoor air pollution projects in urban Mambanda, 
Cameroon and rural Nyanza, Kenya, (WHO, 2011) 

(5) References: 
Global Forest Watch, Tree Cover Loss in Kenya. 
World Health Organization (2009) Country profile of 
Environmental Burden of Disease: Kenya. 

Figure 1 (a): Source of fuel in rural and urban regions 
in % of households 

 
Figure 1 (b): % of firewood usage per county in 2009 
in Kenya 

 
Figure 2: Kenya: Gridded population count 

 
Figure 3: Gridded distribution of PM2.5: the green 
region indicates low emission while the red region 
indicates high emission. 

mailto:saidmwana@gmail.com
mailto:kawamukai@ai.u-hyogo.ac.jp
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Individual-based epidemic simulation of new-emerging disease in Tokyo city 
Shih-Chieh Wang1, Nobuyasu Ito1,2 

1 理化学研究所 計算科学研究センター，2 東京大学 大学院工学系研究科 
連絡先: <shih-chieh.wang@riken.jp> 

 
(1) Motivation: The past two decades, several new 

emerged air-borne disease, such as SARS and H1N1, 
spread global wise and made huge health and 
economic loss. Listed literature shows that daily 
commuting is a major factor of disease spreadings, 
especially for air-borne diseases, that is the reason 
why school-closure disease control policy run. 
However, not all the newly infections occur in office, 
school and other static places, some 
newly-infections occurs in stochastic encounters. 
The most indelible kind of encounters to mention is 
encounter in mass rapid transit (MRT) system, MRT 
system enhanced the range and the speed of disease 
spreading of those encounters in MRT system. 
Networked equation-based epidemic models 
explained such enhancement in a global scale. We 
applied individual-based agent simulation for this 
study because that the well-mixed population 
assumptions is challenged in a scale of minute. 

(2) Method: Core of agent simulation is MPI + 
OpenMP Fortran code, running on supercomputer K.  
Ruby code is for pre- and post- process. PostScript 
language is for visualization. 

(3) Result: Simulation study shows that new infections 
most happen in the time period of commuting. For a 
specified epidemic agent, the distance of committing 
is proportion to the number of generating newly 
infections. MRT system should take responsibility for 
reduce the risk of making new infections. 

(4) Data used: 
・ 【空間配分版】2008 年東京都市圏 人の流れデ

ータセット 
(5) Acknowledgments: This study is under a 

cooperation project with Joint Research Program No. 
728 at CSIS, UTokyo． 

(6) Related literature: 
Wang, S. & Ito, N. (2018). Pathogenic–dynamic 
epidemic agent model with an epidemic threshold. 
Physica A: Statistical Mechanics and its 
Applications, 505(C), 1038-104.  
DOI: 10.1016/j.physa.2018.04.035 

 

 
Figure: A snapshot of epidemic spreading in Tokyo in 
the 6-th day of disease breaking-out in midnight 1:20. 
One red dot represents one infected agent. Agents in 
infected state is 52%. The other 47% of recovered agent 
is in gray. Four thousand downtown-lived agent is 
selected in this simulation. 
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生活環境被害と生命健康被害の経時変化を考慮した災害時のレジリエンス性評価 
 

清水 大夢 1，加藤 博和 2，○山本 通寛 2，河合 一輝 3，秋山 祐樹 4 
1中央復建コンサルタンツ株式会社，2名古屋大学 大学院環境学研究科 

3独立法人鉄道・運輸機構，4東京大学 空間情報科学研究センター 

連絡先: <shimizu_hir@cfk.co.jp>   
 
(1) 動機：大規模災害による被害は，発災直後の死傷

者の発生だけでなく，通学ができない，入浴ができ

ないといった中長期にわたる生活環境被害や災害

関連死等の生命健康災害のような発災後の被害も

大きな問題となっている．このような大規模災害に

対するレジリエントな地域形成のためには，発災直

後の被害の低減や，その後の早期回復を実現する

ための施策が求められる．そして，施策導入の際に

は施策の実効性を適切に評価できる，時間軸を考

慮した評価ツールが必要となる．災害による被害を

生活環境被害と生命健康被害に分けた場合，前

者については QALY，後者については DALY を用

いて，被害の経時変化を考慮して評価した研究が

存在する．災害による被害を総合的に把握するた

めには，どちらの被害についても評価を行う必要が

あるが，1 つの事例を対象に同時に評価した研究

は行われていない．そこで，QALY，DALY の両手

法を用いて同一の災害を対象としたケーススタディ

を行った． 
(2) 方法：対象地域は徳島県全域，分析の空間単位は

250 mメッシュとする．また，想定する地震は内閣府

推定の結果を用い，地震動については「最大ケー

ス」，津波については「ケース④」とする．「インフラ・

建物・サービス」の経時変化から 1 日毎に「災害時

の生活環境要素」の充足を判定し，QALY ステー

ジを判断する．また，病院機能と避難所環境の 1日
毎の経時変化から，新たな死傷者数の発生を推定

することで，DALY の経時変化を算出する． 
(3) 結果：発災 1，3，30 日後の QALY ステージの分布

を図 1～図 3 にそれぞれ示す．発災 3 日後には内

陸の山間部や，津波被害の大きい地域を除いてほ

とんどの地域でステージ 2 に回復する．しかし，仮

設住宅の供給や水道の復旧が進まないため，発災

30 日後でも県全域でステージ 2 のままである．

DALY の推移を図 4 に示す．発災直後から次第に

回復スピードが遅くなり，発災 20 日後頃から横ば

いに近くなっている．発災直後に回復スピードが速

い点については，徳島県の医師数が多いこと，回

復が鈍くなった点については，医療機能低下が続

いていることや，避難所での傷病発生者が増加し

ていることなどが考えられる． 
(4) 使用したデータ：  

・「Zmap TOWN II (2016 年度 Shape 版) 徳島県 
データセット」株式会社ゼンリン 
・「詳細建物ポイントデータ」東京大学地球観測デ

ータ統融合連携研究機構 
(5) 謝辞：本研究は，環境省環境研究総合推進費

2-1706 「再生可能都市への転換戦略－気候変動

と巨大自然災害にしなやかに対応するために－」

(環境再生保全機構)並びに東大 CSIS 共同研究

No.796 の成果の一部である．また，分析に当たっ

ては東京大学空間情報科学研究センターの秋山

祐樹氏にデータの提供を受けた．ここに感謝の意

を表する．

  
図 1：QALY ステージ（発災 1 日後） 図 2：QALY ステージ（発災 3 日後） 
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図 3：QALY ステージ（発災 30 日後） 図 4：DALY の推移  
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九州北部地域を対象とした自然災害による地価への影響の空間的定量分析 
 

林 彦坊，川向 肇 

兵庫県立大学大学院 応用情報科学研究科 

連絡先: <aa17l102@ai.u-hyogo.ac.jp>  Web: <https://www.ai.u-hyogo.ac.jp> 

 

(1) 動機：平成 29 年 7 月 5日，6日に九州北部で福岡

県から大分県にかけて強い雨域がかかり，短時間

に記録的な雨量を観測し総雨量は 500 mmを超え

る大雨となり，出水や土砂災害や山腹崩壊などを

中心に大きな災害被害が出た．このような自然災

害が地価にどのような影響を与えるかに関しての研

究成果を報告する．災害と地価に関する研究とし

ては，従来都市部を中心として行われており，地方

部での自然災害による地価への時空間的影響を

研究した事例は限られている．そこで，国土交通省

の不動産の土地総合情報システムで提供されてい

る不動産取引価格情報データを利用し，北部九州

地方（福岡・大分両県）の取引地価に対する自然

災害の影響にかんして，ヘドニック・アプローチによ

る分析手法を用いることで，空間的な定量分析を

試みた結果を紹介する． 

(2) 方法：ヘドニック・アプローチとは，地価はその土地

の様々な特性ベクトル（例えば，最寄駅からの距離，

道路前面幅など）の影響を受けており，その属性を

基に地価を推計する手法である．分析対象となる

地価に関しては，九州北部福岡県と大分県の宅地

の取引データは，国土交通省の取引価格情報のウ

ェブサイトで平成 17 年第 3 四半期から平成 30 年

第 1四半期までのデータを収集し，整理し，宅地取

引データと被災区域の空間データを地理情報シス

テムで結合し（図 1），宅地取引地点から災害区域

までの最近隣距離（直線距離）を計算した．集計し

たデータ，被災区域まで最近隣距離と災害後経過

期間数など資料を利用し，ヘドニック・アプローチ

手法を用いて，取引地価に対する自然災害の影響

の分析を行う． 

(3) 結果：表 1 は福岡県の取引地価に対する自然災害

の影響分析結果である．分析結果からは，宅地取

引地点から駅までの距離が大きければ大きいほど，

単位面積当たりの地価は低減する．大規模な物件

である場合，取引総額を抑制し，購入意欲を促す

ため，面積がより大きな物件の単価は面積が小さ

い物件の単価より，より低価格となる傾向が確認さ

れた．前面道路幅が大きい場合，日照が確保しや

すい，自動車でのアクセスが容易になるなどの理

由から前面道路幅が大きければ大きいほど，単位

面積当たりの地価は上昇する．被災区域までの距

離に関しては，距離が大きな物件では，災害原因

から離れ，被害を受ける可能性が低くなることが考

えられるため，単位面積当たりの宅地取引価格も

上昇する．発災後の時間に関しては，地価にとり，

自然災害の経過期間数が長ければ長いほど，単

位面積当たりの地価は逓増する結果が見られる．

これは，災害した時には地価へ負の影響であって

も，経過期間数が増加し，災害を受けた衝撃が忘

却され，宅地取引価格の上昇につながることを意

味する．以上の分析について，モデルの全体の適

合性を示す F 値も大きく，さらに個別の説明変数の

p 値は有意であることから，地価に対する自然災害

の影響が一定程度存在することが，本研究の分析

結果から，地方部でも定量的に確認された． 

(4) 使用したデータ： 
・ 「平成29年7月九州北部豪雨について」 国土交

通省水管理・国土保全局 
・ 「土地総合情報システム不動産の取引価格情報」 

国土交通省 
・ 「九州災害履歴情報データベース」 一般社団法

人九州地域づくり協会 
(5) 参考文献： 

尾崎正憲・福山博文(2012)ヘドニック・アプローチ

による鹿児島市地価形成要因分析．「地域政策科

学研究」，9，17-37． 

森英高・西村洋紀・谷口守（2016）水害リスク情報

提示が地価の変動に与える影響－「地先の安全度

マップ」を活用して－．「日本都市計画学会都市計

画報告集」，14，276-280．

 

 

図 1：宅地取引データと被災区域 

表 1：福岡県での地価に対する自然災害の影響の分析結果 
自由度調整R2乗 0.300
F値 1585.406 p値

推定値 標準誤差 t値 p値
切片 11.309 0.209 53.93 <0.0001*
最寄駅（ 分） -0.463 0.006 -80.00 <0.0001*
面積（ ㎡） -0.271 0.007 -39.13 <0.0001*
前面道路幅（m） 0.528 0.009 53.43 <0.0001*
建ぺい率（% ） -0.842 0.067 -12.61 <0.0001*
容積率（% ） 0.367 0.023 16.05 <0.0001*
水害区域まで距離（m） 0.299 0.009 33.18 <0.0001*
平成17年第3四半期から経過期間数 -0.002 0.002 -1.02 0.306
平成21年第3四半期から経過期間数 -0.005 0.004 -1.55 0.121
平成24年第3四半期から経過期間数 0.010 0.002 4.06 <0.0001*
平成29年第3四半期から経過期間数 -0.014 0.019 0.71 0.478

＊：0.005有意水準

<0.0001*
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荒川流域における大規模水害を対象とした経済的影響の推定 
 

楊 少鋒 1，小川 芳樹 2，秋山 祐樹 3，柴崎 亮介 3，池内 幸司 4 
1 東京大学大学院 新領域創成科学研究科，2東京大学 生産技術研究所 

3 東京大学 空間情報科学研究センター，4 東京大学大学院 工学系研究科  
連絡先: <sfyang@csis.u-tokyo.ac.jp>  

 
(1) 動機：2018 年 7 月の西日本豪雨により，広範囲に

わたって河川が氾濫し，企業の取引ネットワークを

通じて間接的に多くの企業が生産停止するなど大

きな経済被害を受けた．このような大規模災害の経

済被害の軽減に向けて，企業の事業活動が継続

できる安定的な取引ネットワークの構築が極めて重

要である．齋藤（2012）は，2011 年の東日本大震災

で企業間の取引関係を通じた被害の波及効果に

ついて分析を行っている．そこで本研究では，大規

模水害に着目し，荒川氾濫解析データ及び本社と

事業所データを含む企業間取引ネットワークデー

タを用いて，荒川が氾濫した場合に被害の影響を

受ける企業の産業構造について分析を行った．  
(2) 方法：浸水深が 50 cm を超える企業を被災企業と

する．まず，被災企業を Tier0 とし，Tier0 の取引先

を Tier1 とする．同様に TierN の企業の取引先を 
TierN+1 とする．Tier0，Tier1 まで～Tier5 までの企

業の数を求め，都道府県ごとおよび産業ごとに全

ての企業に占める割合を求める．次に小川ほか

（2018）が開発した事業所間取引データを用いて，

被災企業とその受注先との取引額を集計すること

で，各地域及び各産業の喪失取引額を推定した． 
(3) 結果：被害の影響を受ける企業はTier5までで全体

の 6 割弱であり，多くの企業は被災企業と直接取

引関係がなくても，間接的に影響を受ける可能性

があることがわかった（図 1）．また，公務と電気ガス

水道業は，8 割以上の企業が被災企業と関係を持

つため，産業全体への影響が大きいことが分かっ

た．また，喪失取引額は全体で 9,095億円であった． 
都道府県別では，東京都が 3,123 億円，埼玉県が 

 
図 1： 都道府県別の影響を受ける企業の割合 

1,998 億円であった．産業別では卸・小売，飲食業

が 5,135億円，製造業が 2,812億円であった．今後

の課題として過去の水害事例をもとに復興のモデ

ルを作成し，復興状況の時系列分析を行いたい． 
(4) 使用したデータ： 

・ 荒川氾濫解析データ（国土交通省荒川河川事務

所） 
・ 企業の本社・事業所データ，企業間取引データ

（株式会社帝国データバンク） 
・ 事業間取引データ（小川ほか，2018） 

(5) 謝辞：本研究は国土交通省荒川河川事務所及び

株式会社帝国データバンクよりデータ提供を受け

て実施したものである．ここに記して謝意を表した

い． 
(6) 参考文献： 

池内幸司・越智繁雄・安田吾郎・岡村次郎・青野正

志（2011）大規模水害時の氾濫形態の分析と死者

数の想定．「土木学会論文集B1（水工学）」，67（3），
133-144． 
小川芳樹・秋山祐樹・篠原豪太・柴崎亮介・関本義

秀（2018）本社間取引データを用いた事業所間取

引データの推定．「第 27 回地理情報システム学会

研究発表大会地理情報システム学会論文集」， 
CD-ROM，掲載決定済． 
国土交通省（2013）水害の被害指標分析の手引き．

<http://www.mlit.go.jp/river/basic_info/seisaku_hyo
uka/gaiyou/hyouka/pdf/higaisihyou_h25.pdf>． 
齋藤有希子（2012）被災地以外の企業における東

日本大震災の影響．「RIETI Discussion Paper」，
12-J-020． 

 
図 2： 被災企業の取引ネットワーク（製造業の場合） 
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南海トラフ地震・津波を想定したサプライチェーンへの被害波及と復興シミュレーション 
 

小川 芳樹 1，秋山 祐樹 2，横松 宗田 3，関本 義秀 1，柴崎 亮介 2 

1 東京大学 生産技術研究所，2 東京大学 空間情報科学研究センター，3 京都大学 防災科学研究所 
連絡先: <ogawa@csis.u-tokyo.ac.jp> 

 
(1) 動機：2017 年熊本地震や 2011 年東日本大震災な

どでは被災企業だけでなくサプライチェーン（SC）

全体に企業被害が波及し長期生産停止など大き

な経済的な損失を被った．被害軽減に向けては，

企業・自治体は SC を考慮してBCP・復興計画を策

定するためのデータが必要である．経済への被害

波及推定においては，地震・津波被害シミュレーシ

ョンを入れた研究や大規模な地理空間情報と SC
を融合した経済分析や従業員の位置情報（勤務中

など）を考慮した推定が課題に挙げられる．本研究

では高知市を対象として南海トラフ地震津波にお

ける企業への被害と生産回復過程を多様なジオビ

ックデータを用いてシミュレーションする． 
(2) 方法：南海トラフ地震・津波の人的被害（死者・避

難者）と物的被害（揺れ・津波・火災による建物被

害）をシミュレーションし，各企業の物的被害と人的

被害を携帯電話 GPS データなどから推定する．そ

して全国 160 万社の企業間取引データを用いて被

害波及を多段階的に SC 全体にシミュレートするこ

とで SC を考慮した企業の生産復興シミュレーショ

ンを行う．最後にネットワーク分析を組み合わせる

ことでボトルネック企業を抽出する手法する． 具体

的には，全国の各企業の媒介中心性を計算するこ

とで，SC に与える影響を評価し，被害波及結果と

組み合わせることで，影響度が高く復興期間が大

きくなる企業を抽出する．発災時間のシナリオは，

10 月 17 日の平時の 1 日と 8 月 12 日のよさこい祭

りがある 48 時点を想定した． 
(3) 結果：図 1に 10月 17日 14時に高知市が発災した

場合のサプライチェーンへの被害波及結果及び復

興シミュレーション結果を示す．発災直後全国にサ

プライチェーンを通して企業の生産停止の波及が

広がり，発災後 20 日過ぎから 120 日にかけて徐々

に生産が回復していく．また発災時間によって被害

影響が異なることも明らかになった．また図 2に高知

市におけるボトルネック企業の抽出結果を示す．ボ

トルネック企業は，他の被害影響を受ける企業と比

べて復興スピードが遅い傾向があった．またその内

訳をみると建設・製造・卸業サービス業が多く，小規

模の企業が多いことが明らかになった． 
(4) 主な使用したデータ： 

・ 「企業間取引データ」 株式会社帝国データバンク 
・ 「Zmap TOWN II（2014 年）」株式会社ゼンリン 
・ 「混雑統計®」株式会社ゼンリンデータコムなど 

(5) 謝辞：本研究は JST AIP ネットワーク CREST 
PRISM の研究助成を受けることで実現した．また

津波シミュレーションデータは東北大学越村俊一

教授より提供をいただいた．さらに本研究は東大

CSIS 共同研究 No.122 の成果の一部として実施し

た．ここに記して謝意を表したい．

 

 

  
図1：サプライチェーンへの被害波及と復興シミュレーション結果 図2：高知市における各企業の媒介中心性が高く

平均復興時間が大きい企業（ボトルネック企業） 
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災害リスクが企業間取引の空間構造にもたらす効果についての実証的考察 
 

高野 佳佑 
株式会社帝国データバンク，筑波大学大学院システム情報工学研究科 

連絡先: < s1830120@s.tsukuba.ac.jp>  Web: <https://sites.google.com/site/s1211270web/> 
 
(1) 動機：東日本大震災以後，近年の実証的方法論

とデータ双方の向上を背景とし，企業個票に基

づく，災害と企業間取引を始めとした企業行動と

の連関性に関する検証は大きな進展を遂げてい

る（Todo et al., 2015; Cole et al., 2017）．一方，来

たる南海トラフ地震のリスクへの関心も同時に高

まりつつあり，東日本大震災と同様，実証研究の

対象となり始めている．しかし，それら研究は被害

想定のシミュレーションに重点を置くことが殆どで

（Inoue et al., 2017），東日本大地震による，南海ト

ラフ地震を始めとする来たる災害リスクへ向けた

実際の企業行動の変化という側面を論じる研究

は僅少である．本研究は，東日本大震災後の企

業間取引ネットワークの空間構造の変化に着目

し，南海トラフ地震という来たる災害リスクへの，

企業による備えがなされたかを検証する． 
(2) 方法：分析対象期間は 2009~2017 年とする．取

引構造の空間的分散を測る為，株式会社帝国デ

ータバンクによる年次企業間取引データを用い，

各年・企業毎に発注先都道府県・広域地方圏

（全国 10 地方）に係るハーフィンダール・ハーシ

ュマン指数 HHI の逆数を計算する． 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = ��
発注先数𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑡𝑡 

総発注先数𝑖𝑖,𝑡𝑡

�

2𝐽𝐽

𝑗𝑗=1

 

𝑖𝑖 は企業，𝑗𝑗 は都道府県もしくは広域地方圏，𝑡𝑡 
は時期である．これに企業属性を紐付けた上で

パネルデータを構築した．東日本大震災による

取引先分散への因果効果を推定する為，固定効

果差の差分法を用いる．分析上の処置/対照群

は，（i）2008 年に東日本の浸水地域・トラフの浸

水想定地域の両方に発注有/東日本の浸水地域

に発注無・トラフ地域に発注有（発注先が実際に

損害を受けた際の危機意識の高まりを検証），（ii） 
2008 年に東日本の浸水地域に発注無・トラフの

浸水想定地域に発注有／両地域に発注無（発

注先が損害を受けなくても高まる危機意識を検

証），の 2 つである． 
(3) 結果：ここでは紙幅の関係上，処置/対照群を（i）

で設定した場合の結果について述べ，（ii）で設定

した場合の結果は，発表当日に示す．処置/対照

群を（i）に設定し，都道府県単位の HHI を用いて

空間的分散を計測した結果，処置群（東日本の

浸水地域・トラフの浸水想定地域の両方に発注

有の企業群）では，震災直後から，対照群（東日

本の浸水地域に発注無・トラフ地域に発注有）に

比べ有意に発注先都道府県が分散したことが示

唆された．広域地方圏単位の HHI を用いて計測

した際には，東日本大震災から3年目以降におい

て，有意に発注先が分散したことが示唆された． 
(4) 謝辞：本研究の住所情報処理（市区町村合併へ

の対応，ジオコーディング）には，CSIS CSV 
Geocoding Service を利用した．本研究は，JSPS
科研費（18J20392）の助成を受けたものである． 

(5) 参考文献： 
Cole, M. A., Elliott, R. J., Okubo, T., & Strobl, E. 
(2017) Pre-disaster planning and post-disaster aid: 
Examining the impact of the great East Japan 
Earthquake. International journal of disaster risk 
reduction, 21, 291-302. 
Inoue, H., & Todo, Y. (2017) Propagation of 
Negative Shocks through Firm Networks: 
Evidence from simulation on comprehensive 
supply chain data. RIETI Discussion Paper Series, 
17-E-044. 
Todo, Y., Nakajima, K., & Matous, P. (2015) How 
do supply chain networks affect the resilience of 
firms to natural disasters? Evidence from the Great 
East Japan Earthquake. Journal of Regional 
Science, 55(2), 209-229. 

 

 
図 1：分散度の差（処置−対照，広域,**5,***1%水準で有意） 

 
図 2：浸水（想定）地域（緑：東日本・赤：トラフ） 
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携帯 GPS 情報を活用した水害避難状況の把握に向けた検討 
 

村上 大輔 1，山形 与志樹 2，吉田 崇紘 2，松井 知子 1 
1 統計数理研究所 データ科学研究系，2 国立環境研究所 地球環境研究センター 

連絡先: <dmuraka@ism.ac.jp> 
 
(1) 動機：地球温暖化の進展に伴い，我が国の水害リ

スクは今後徐々に上昇していくことが見込まれてお

り，水害時の避難状況を把握する方法の確立が求

められている．幸い近年では携帯 GPS などを通し

て人々のリアルタイムな行動・状況が把握可能とな

りつつある（Rahman et al., 2012）．そこで本研究で

は，携帯 GPS の有用性を水害時の避難行動モニ

タリングの観点から分析する． 
(2) 方法：平成 27 年 9 月関東・東北豪雨に伴う大規模

水害に見舞われた茨城県常総市を分析対象として，

水害の発生した 9 月 10 日を含む 9 月 9 日～16 日

の人々の動きを携帯 GPS データ（株式会社 Agoop
提供）から推計した．同データは 30 分間隔の人々

の位置座標データであり，交通モード（徒歩か自動

車かなど）は付与されておらず，また特定のアプリ

ケーションユーザの動きのみを捕捉しているもので

ある．従って，同データの空間分布のみから人々

の動きを把握することはできない．そこで本研究で

は，次のモンテカルロ・シミュレーションを用いて移

動者の動きを再現することを試みた： 
(i)避難者 0 人の状況を初期状態とする． 
(ii)以下を収束するまで繰り返す： 

(ii-1)携帯 GPS のカーネル密度（時間・空間）に

応じた確率で避難者 aに発地・着地を無作為に

与える． 
(ii-2)避難者 a を移動時間が最短となる経路で

発地から着地まで移動させる． 
(ii-3)避難者 a を追加することで，疑似人流の時

空間分布と携帯 GPS のカーネル密度分布との

相関が上昇する場合は避難者 a を疑似人流デ

ータの 1 標本として追加する．そうではければ

避難者 a は棄却する． 
(3) 結果：推定された道路リンク別の移動者密度を図１

に示す．水害前の 9 日は市の中心部である水海道

駅周辺や石下駅周辺，およびそれらをつなぐ国道

294 号線にそって移動者が多いという直感に整合し

た結果が得られた．水害直後の 10 日の結果からは

人々が浸水域から水海道駅周辺に避難したという

様子が伺える．11 日の結果からは，鬼怒川西岸の

道路での迂回交通が活発化していることや，水海道

駅に近い橋の周辺で渋滞が起きていることなどが推

定され，人・モノの動きが活発化したとの示唆を得た．

12 日以降は浸水域の南部を含むより広い領域で

人々の移動が活発化していることが確認できる．以

上の結果はいずれも直観に整合する． 
携帯 GPS 情報のみから，直感に整合する人々の

避難行動が把握可能という本研究の結果は，リアル

タイムな避難行動の把握システムを開発するうえで

有益な情報といえよう． 
(4) 謝辞： 

本研究は JSPS 科研費 16H02910 の助成を受けた

ものである． 

(5) 参考文献： 
Rahman, K. M., Alam, T., and Chowdhury, M. 
(2012) Location based early disaster warning and 
evacuation system on mobile phones using 
OpenStreetMap. Open Systems (ICOS), 2012 IEEE 
Conference on, 1-6. 

 
図 1：2015 年 9 月 9 日～16 日の 16:00 の避難者の空間分布 
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流動人口統計の詳細化による帰宅困難者数の推定と可視化 
 

吉田 愼也 1，薄井 智貴 2，山本 俊行 3，森川 高行 4 
1 名古屋大学大学院 環境学研究科，2 名古屋大学大学院 経済学研究科，3 名古屋大学 未来材料・システム研究所 

4 名古屋大学 未来社会創造機構 
連絡先: < yoshida.shinya@a.mbox.nagoya-u.ac.jp , tomo.usui@nagoya-u.jp , yamamoto@civil.nagoya-u.ac.jp , 

morikawa@nagoya-u.jp > Web: < http://www.trans.civil.nagoya-u.ac.jp/> 
 
(1) 動機：2011年の東日本大震災では，首都圏を中心

に広範囲で公共交通機関がマヒし，多くの帰宅困

難者が発生した．中京都市圏においても，東海・東

南海・南海トラフ地震の発生が想定されており，災

害時に路上や駅周辺に膨大な数の帰宅困難者が

集中することによる，二次災害の発生等が懸念され

ている．従来，帰宅困難者の推定には PT 調査や

国勢調査等が用いられているが，昨今の変動性の

高い人口流動を考慮できていない．一方，流動人

口統計は携帯電話基地局データを基に推定した

滞留人口であり，500 m メッシュ内に滞留する時間

ごとの人数を性別・年齢別・居住エリア別に把握で

きる．本研究では，この流動人口統計の居住エリア

データを，住宅地図データ等を用いて細分化し，

任意の時刻における詳細な OD データを生成する

とともに，全ての人が道路上を徒歩で帰宅するとい

う仮定のもと，時空間内挿法を用いた災害時帰宅

困難者の推計を行った． 
(2) 方法：対象地域は愛知県名古屋市とする．本研究

は図 1 のフローに従って進める．まず，人口分布統

計データを用いて OD データを作成する．本研究

では，平日昼 12 時に震災が発生し，人々はすぐに

自宅に向かい始めると仮定し，O（移動起点）は

2015 年 10 月 1 日 12 時時点での滞留メッシュの中

心点，D（移動終点，つまりは居住地・自宅）は各メ

ッシュに滞留する人の居住エリアとし，シミュレーシ

ョンを行う．このとき，居住地エリアはより詳細な町

丁目レベルで滞留者を推定するため，住宅地図デ

ータを用いた居住地の細分化を試みた． 
(3) 結果：推計結果を図 2 に示す．従来の推定手法で

は市区レベルでの帰宅困難者の推定であったが， 

 
図 1：帰宅困難者推定手法フロー 

本研究で用いた手法により 500 m メッシュレベルで

の推定が可能となった．今後は，帰宅交通手段を考

慮した推定やPTを用いた既往シミュレータの結果と

の比較を行っていきたい． 
(4) 使用したデータ： 

・ 「人口分布統計 -モバイル空間統計- （2015 年

10月1日分）」 株式会社ドコモ・インサイトマーケ

ティング 
・ 「Zmap TOWN II（2008 年）」 株式会社ゼンリン 

(5) 謝辞：本研究は，科学研究費補助金（S）26220906，
及び文科省リーディング大学院教育の一環として

実施した．さらに本研究は東大 CSIS 共同研究

No.782 の成果の一部として実施した．また，データ

提供にあたって，東京大学の金杉洋先生には多大

なる協力を頂いた．ここに記して謝意を表したい． 
(6) 参考文献： 

秋山祐樹･金杉洋･関本義秀･柴崎亮介（2012）住
宅地図データを用いた人々の時刻別空間位置の

精細化．第 32 回交通工学研究発表会． 
Sekimoto, Y., Shibasaki, R., Kanasugi, H., Usui, T. 
and Shimazaki, Y. (2011) PFLOW : Reconstruction 
of people flow by recycling large-scale fragmentary 
social survey data. IEEE Pervasive Computing, 
10(4). 

(7) 関連文献： 
吉田愼也･薄井智貴･山本俊行･森川高行（2018）
流動人口統計を用いた災害時の徒歩帰宅困難者

の推定．第 57 回土木計画学研究発表会． 

 
図 2：発災 10 分後における帰宅人口分布と 

  避難施設収容人口の推定結果 
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坂田 和恵 （ローカルアレンジメント班） 

飯泉 しのぶ （ローカルアレンジメント班） 

宮田 ゆう子 （ローカルアレンジメント班） 

ジェニングズ 有紀子 （ローカルアレンジメント班） 
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Multimodal Macroscopic Fundamental Diagramに基づくバス専用レーンの都市空間内最適配置に関する研究—東京都心部への適用—


壇辻 貴生，福田 大輔

東京工業大学　環境・社会理工学院 


連絡先: <t.dantsuji@plan.cv.titech.ac.jp>  Web: <http://www.plan.cv.titech.ac.jp/fukudalab/>


(1) 動機：渋滞が深刻な都市部においては，効率的でマルチモーダルな交通システムが必要である．バスレーン（BL）は，そういったシステムを構築するためのTDMの一つである．BLの計画や運用に関する研究は多くされてきたが，未だにチャレンジングなトピックである．既存の研究においては，静的な交通状況を仮定した研究や，幹線道路の一区間を対象としたコリドーレベルでの分析を行った研究があるが，（1）本来，渋滞は動的に変動すること，（2）BLの導入は渋滞のspillbackの原因となりうる，の2点を踏まえると，動的かつネットワークレベルの分析が必要である．Zheng et al. （2017）では，マルチモーダリティの特性を評価できるmultimodal macroscopic fundamental diagram （3D-MFD）に基づいたBLの配置場所・配置量を決めるシミュレーションベースの最適化手法を提案している．しかし，分析はジュネーブに留まっており，手法の頑健性や普遍性の確認は十分ではない．そこで，本研究では，Zheng et al. （2017）の手法を東京CBDに適用し，分析結果の比較から，手法の検証を行う．

(2) 手法：Zheng et al. （2017）で提案された最適なバス専用レーンの配置手法（図1）を以下に示す． 

I. シミュレーションの実行

II. 車とバスの旅行時間の算出

III. ロジットモデルによって，分担率の計算．分担率の変化が閾値以下であれば，ステップVへ．閾値以上であれば，ステップIVへ．

IV. アップデートされた分担率をOD需要に適用し，ステップIへ

V. 3D-MFDによって渋滞域の確認をし，あればステップVIへ．無ければステップVIIへ

VI. 上位レベルでは，フィードバック制御に基づいてBLの配置量を決定し，下位レベルではリンク単位で最も混雑しているリンクに配置．

VII. 最適な道路空間配置の決定

(3) 結果：図2に結果を示す．3D-pMFDより，現状のネットワークにおいても5%ほどのバスの混在がネットワークスループットを最大化させることがわかる（ジュネーブでは10％）．最適に近い10%BLを配置させた場合，バス密度が高い渋滞域は減少するが，車の密度が高い渋滞域は微小に増加している．20%BLを配置した場合は，配置量が過剰なため，どちらの渋滞域も増加していることがわかる．これらの原因としては，ステップIIIのロジットモデルの推定したパラメータ感度が低いことなどが挙げられ，モデルの改善が今後の課題となる．

(4) 使用したデータ及びシミュレーター：

· 「Digital Road Map」日本デジタル道路地図協会

· 「平成17年度道路交通センサス」国土交通省

· 「国土数値情報　バスルート」国土交通省

· 「マイクロ交通シミュレーターAimsun」TSS

(5) 参考文献：

Zheng, N., Dantsuji, T., Wang, P. and Geroliminis, N. (2017) Macroscopic Approach for Optimizing Road Space Allocation of Bus Lanes in Multimodal Urban Networks Through Simulation Analysis. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, (2651), 42-51.

(6) 謝辞：本研究は東大CSIS共同研究No.688の成果の一部である．

�


図1：道路空間最適化の枠組み





�


図2：道路空間配置による3D-MFD（車両ベースの交通量と密度の関係）と3D-pMFD（乗車人数を考慮した人ベースの輸送量と交通密度の関係）の比較　*暖色がより高いスループットを表す
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流動人口統計の詳細化による帰宅困難者数の推定と可視化


吉田 愼也1，薄井 智貴2，山本 俊行3，森川 高行4

1名古屋大学大学院 環境学研究科，2名古屋大学大学院 経済学研究科，3名古屋大学 未来材料・システム研究所

4名古屋大学 未来社会創造機構

連絡先: < yoshida.shinya@a.mbox.nagoya-u.ac.jp , tomo.usui@nagoya-u.jp , yamamoto@civil.nagoya-u.ac.jp , morikawa@nagoya-u.jp >　Web: < http://www.trans.civil.nagoya-u.ac.jp/>

(1) 動機：2011年の東日本大震災では，首都圏を中心に広範囲で公共交通機関がマヒし，多くの帰宅困難者が発生した．中京都市圏においても，東海・東南海・南海トラフ地震の発生が想定されており，災害時に路上や駅周辺に膨大な数の帰宅困難者が集中することによる，二次災害の発生等が懸念されている．従来，帰宅困難者の推定にはPT調査や国勢調査等が用いられているが，昨今の変動性の高い人口流動を考慮できていない．一方，流動人口統計は携帯電話基地局データを基に推定した滞留人口であり，500 mメッシュ内に滞留する時間ごとの人数を性別・年齢別・居住エリア別に把握できる．本研究では，この流動人口統計の居住エリアデータを，住宅地図データ等を用いて細分化し，任意の時刻における詳細なODデータを生成するとともに，全ての人が道路上を徒歩で帰宅するという仮定のもと，時空間内挿法を用いた災害時帰宅困難者の推計を行った．

		



		図2：発災10分後における帰宅人口分布と

　　避難施設収容人口の推定結果





(2) 方法：対象地域は愛知県名古屋市とする．本研究は図1のフローに従って進める．まず，人口分布統計データを用いてODデータを作成する．本研究では，平日昼12時に震災が発生し，人々はすぐに自宅に向かい始めると仮定し，O（移動起点）は2015年10月1日12時時点での滞留メッシュの中心点，D（移動終点，つまりは居住地・自宅）は各メッシュに滞留する人の居住エリアとし，シミュレーションを行う．このとき，居住地エリアはより詳細な町丁目レベルで滞留者を推定するため，住宅地図データを用いた居住地の細分化を試みた．

(3) 結果：推計結果を図2に示す．従来の推定手法では市区レベルでの帰宅困難者の推定であったが，

		



		図1：帰宅困難者推定手法フロー





本研究で用いた手法により500 mメッシュレベルでの推定が可能となった．今後は，帰宅交通手段を考慮した推定やPTを用いた既往シミュレータの結果との比較を行っていきたい．

(4) 使用したデータ：

· 「人口分布統計　-モバイル空間統計-　（2015年10月1日分）」　株式会社ドコモ・インサイトマーケティング

· 「Zmap TOWN II（2008年）」　株式会社ゼンリン

(5) 謝辞：本研究は，科学研究費補助金（S）26220906，及び文科省リーディング大学院教育の一環として実施した．さらに本研究は東大CSIS共同研究No.782の成果の一部として実施した．また，データ提供にあたって，東京大学の金杉洋先生には多大なる協力を頂いた．ここに記して謝意を表したい．

(6) 参考文献：

秋山祐樹･金杉洋･関本義秀･柴崎亮介（2012）住宅地図データを用いた人々の時刻別空間位置の精細化．第32回交通工学研究発表会．

Sekimoto, Y., Shibasaki, R., Kanasugi, H., Usui, T. and Shimazaki, Y. (2011) PFLOW : Reconstruction of people flow by recycling large-scale fragmentary social survey data. IEEE Pervasive Computing, 10(4).

(7) 関連文献：

吉田愼也･薄井智貴･山本俊行･森川高行（2018）流動人口統計を用いた災害時の徒歩帰宅困難者の推定．第57回土木計画学研究発表会．
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災害リスクが企業間取引の空間構造にもたらす効果についての実証的考察


高野 佳佑

株式会社帝国データバンク，筑波大学大学院システム情報工学研究科

連絡先: < s1830120@s.tsukuba.ac.jp>  Web: <https://sites.google.com/site/s1211270web/>







Research Abstracts on Spatial Information ScienceD13



CSIS DAYS 2018







- 66 -

(1) 動機：東日本大震災以後，近年の実証的方法論とデータ双方の向上を背景とし，企業個票に基づく，災害と企業間取引を始めとした企業行動との連関性に関する検証は大きな進展を遂げている（Todo et al., 2015; Cole et al., 2017）．一方，来たる南海トラフ地震のリスクへの関心も同時に高まりつつあり，東日本大震災と同様，実証研究の対象となり始めている．しかし，それら研究は被害想定のシミュレーションに重点を置くことが殆どで（Inoue et al., 2017），東日本大地震による，南海トラフ地震を始めとする来たる災害リスクへ向けた実際の企業行動の変化という側面を論じる研究は僅少である．本研究は，東日本大震災後の企業間取引ネットワークの空間構造の変化に着目し，南海トラフ地震という来たる災害リスクへの，企業による備えがなされたかを検証する．

(2) 方法：分析対象期間は2009~2017年とする．取引構造の空間的分散を測る為，株式会社帝国データバンクによる年次企業間取引データを用い，各年・企業毎に発注先都道府県・広域地方圏（全国10地方）に係るハーフィンダール・ハーシュマン指数HHIの逆数を計算する．



は企業，は都道府県もしくは広域地方圏，は時期である．これに企業属性を紐付けた上でパネルデータを構築した．東日本大震災による取引先分散への因果効果を推定する為，固定効果差の差分法を用いる．分析上の処置/対照群は，（i）2008年に東日本の浸水地域・トラフの浸水想定地域の両方に発注有/東日本の浸水地域に発注無・トラフ地域に発注有（発注先が実際に損害を受けた際の危機意識の高まりを検証），（ii） 2008年に東日本の浸水地域に発注無・トラフの浸水想定地域に発注有／両地域に発注無（発注先が損害を受けなくても高まる危機意識を検証），の2つである．

(3) 結果：ここでは紙幅の関係上，処置/対照群を（i）で設定した場合の結果について述べ，（ii）で設定した場合の結果は，発表当日に示す．処置/対照群を（i）に設定し，都道府県単位のHHIを用いて空間的分散を計測した結果，処置群（東日本の浸水地域・トラフの浸水想定地域の両方に発注有の企業群）では，震災直後から，対照群（東日本の浸水地域に発注無・トラフ地域に発注有）に比べ有意に発注先都道府県が分散したことが示唆された．広域地方圏単位のHHIを用いて計測した際には，東日本大震災から3年目以降において，有意に発注先が分散したことが示唆された．

(4) 謝辞：本研究の住所情報処理（市区町村合併への対応，ジオコーディング）には，CSIS CSV Geocoding Service を利用した．本研究は，JSPS科研費（18J20392）の助成を受けたものである．

(5) 参考文献：

Cole, M. A., Elliott, R. J., Okubo, T., & Strobl, E. (2017) Pre-disaster planning and post-disaster aid: Examining the impact of the great East Japan Earthquake. International journal of disaster risk reduction, 21, 291-302.

Inoue, H., & Todo, Y. (2017) Propagation of Negative Shocks through Firm Networks: Evidence from simulation on comprehensive supply chain data. RIETI Discussion Paper Series, 17-E-044.

Todo, Y., Nakajima, K., & Matous, P. (2015) How do supply chain networks affect the resilience of firms to natural disasters? Evidence from the Great East Japan Earthquake. Journal of Regional Science, 55(2), 209-229.



		

図1：分散度の差（処置−対照，広域,**5,***1%水準で有意）

		

図2：浸水（想定）地域（緑：東日本・赤：トラフ）
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199020002010N


母子世帯率


末子が6歳未満0.40**0.41**0.43**1744


(25.09)(25.84)(27.25)


末子が18歳未満NA0.50**0.54**1790


（32.53）(34.84)


母子世帯の子供率


6歳未満の子供NA0.40**0.41**1759


(25.48)(26.40)


18歳未満の子供NA0.50**0.53**1796


(32.64)(34.22)


* p < 0.05, ** p < 0.01 (permutations: 99,999).　括弧内はz-valueを示す．


W：1次隣接行列（queen型）．一般世帯数が50未満，子供が50人未満，ある


いは隣接地域のない市区町村を除く.
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全国の母子世帯の居住集積およびその経年変化


安部 由起子1，〇河端 瑞貴2，柴辻 優樹3

1北海道大学大学院 経済学研究院，2慶應義塾大学 経済学部， 3慶應義塾大学大学院 経済学研究科

連絡先: <abey@econ.hokudai.ac.jp>


(1) 動機：厚生労働省の「平成28年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると，全国の母子世帯は123万2千世帯と推計されている．しかし，全国規模で母子世帯の居住集積およびその要因を分析した研究はほとんど見られない．そこで本研究では，地理情報システム（GIS）と空間統計を用いて，全国の母子世帯とその子供の居住集積（空間クラスター）およびその経年変化を分析する．

(2) 方法：分析の空間単位は市区町村とする．1990，2000，2010年の国勢調査を用いて，子の年齢別の母子世帯率（母子世帯数/一般世帯数）および母子世帯の子供率（母子世帯の子供の数/子供の数）の空間パネルデータを構築する．GISとMoran’s I統計量を用いて，母子世帯率と母子世帯の子供率の空間クラスターおよびその経年変化を分析する．

(3) 結果：表1にGlobal Moran’s I，図1に末子が6歳未満の母子世帯率を例とするLocal Moran Cluster Mapsの結果を示す．母子世帯率および母子世帯の子供率はともに有意にクラスター化している．ホットスポット（High-High）は北海道と西日本，コールドスポット（Low-Low）は特に日本海側の東北・中部地方に多く見られる．Low-Highは北海道，High-Lowは本州の地方に多い．経年変化を見ると，空間クラスターの度合いと数が増加している．母子世帯率の増加幅のホットスポットの多くは，北海道と西日本に

見られる．今後は，母子世帯が特定の地域に集積する要因を分析する．

(4) 使用したデータ：

· 「国勢調査（1990，2000，2010年）」シンフォニカ・政府統計の総合窓口（e-Stat）

· 「国土数値情報」国土交通省

(5) 謝辞：本研究はJSPS科研費JP16K13363および慶應義塾学事振興資金（個人研究B）の助成を受けた．また本研究は東大CSIS共同研究No.819の成果の一部である．ここに記して謝意を表したい．

表1：子供の年齢別母子世帯率と母子世帯の子供率：

Global Moran's I

19902010図1末子が6歳未満の母子世帯率：Local Moran Cluster Mapsp< 0.05 (99,999 permutations) W：queen型1次隣接行列．一般世帯数が50未満または隣接地域のない市区町村は除く．Not SignificantHigh-HighLow-LowLow-HighHigh-LowNo data2010-1990





図1：末子が6歳未満の母子世帯率：Local Moran Cluster Maps


ρ < 0.05(99,999 permutations) W:queen型一次隣接行列．一般世帯数が50未満または隣接地域のない市区町村は除く．

- 49 -




加古川市を例とした保育所等へのアクセシビリティに関する空間的研究



張 伝治，川向 肇

兵庫県立大学大学院　応用情報科学研究科

連絡先: <zcz463873624@gmail.com>  Web: <https://www.ai.u-hyogo.ac.jp>
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(1) 動機：近年日本では，人口減少社会となる一方,女性の社会進出が進み,待機児童問題は社会問題となり,保育施設の整備は各自治体の課題となってきた．本研究では，加古川市を事例として，同市並びに各種の公的オープンデータを活用し，市内保育所の施設配置の空間特性を分析した結果の視覚的表現結果について紹介する．

(2) 方法：対象地域は兵庫県加古川市全域とした．加古川市では保育施設計画において人口と地理条件などからABCの3地区に細分化する．加古川市全域の500 ｍメッシュデータを利用し，2020年の0-4歳推計人口を計算した．保育施設の定員（供給側）及び0-4歳の乳幼児の推計人口（需要側）を用い，カーネル密度推計手法を援用し，供給サーフェスと需要サーフェスを構築し，これらの両サーフェスから需給ギャップに関する代理指標を計算した．また，保育施設の通所範囲を1000 ｍと仮定し，各保育施設1000メートル以内のメッシュデータの人口とその重心位置，保育施設の定員から，Huff（1964）で提示されたモデルを利用して，各保育施設固有の吸収力を試算した（式（1）参照）．

   （1）

(3) 結果：図1は人口密度と保育所定員密度に関して，ArcGISのUnionツールを利用して需給の代理指標間の差の計算需給ギャップである．緑色部分は供

給量超過の領域であり，赤褐色は供給量不足の地域を表し，この図からは，A区及びC区南部において保育所供給量の不足が確認された．図2に保育所の吸引力をカーネル密度演算より，A区は東南部の吸引力が高く，西北部に小規模保育所が多いこともあり全体として吸引力が高い地域である．C区とB区ではそれぞれの地区に一つの大規模効率保育施設があり，当該地域の需要をまかなっている結果が示された．

(4) 使用したデータ：

· 「2020年0-14歳，500 mメッシュ別将来推計人口」 国土数値情報

· 「H29年市区町村別５歳階級別人口」　加古川市オープンデータ

· 「保育所リスト（住所と定員）」　加古川市オープンデータ

(5) 謝辞：加古川市市役所育て保育課から，関連資料に関する示唆や加古川市長を交えた成果報告会でのコメントを頂いた．関係者各位にこの紙面をお借りして心よりの謝意を表します．

(6) 参考文献：

加古川市（2018）加古川市子ども・子育て支援事業計画（平成27年3月）．<http://www.city.kakogaw

a.lg.jp/kosodatekyoiku/1419228657964.html> （20

8年7月15日取得）.

河端瑞貴（2010）待機児童と保育所アクセシビリティ．応用地域学研究, 15, 1-1

Huff, David L. (1964) Defining and Estimating a Trading Area. Journal of Marketing, 28(3), 34-38.



図1：需給ギャップ



図2：保育施設の吸引力

(7) 
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Wi−Fiパケットセンサを活用した観光回遊行動分析の経年変化


柳沼 秀樹1，寺部 慎太郎1，一井 啓介2

1東京理科大学 理工学部 土木工学科，2元東京理科大学 理工学部 土木工学科

連絡先: <yagnuma@rs.tus.ac.jp>
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(1) 動機：観光地における回遊行動を把握することは，地域の観光実態の把握や新たな計画を立案する上で重要な情報となる．これまではアンケート調査が中心であったが，情報の精度や収集コストに問題が散見された．また，GPSを活用した詳細な移動軌跡の取得が行われているが，高解像度ながらも移動計測ゆえに十分なサンプル数が得られない．

　本研究では，Wi-Fiパケットセンサを用いて固定計測による観光回遊行動の把握を試みた．特に，徒歩移動が中心となる回遊性の高い地域を対象に，観光スポットでの滞在時間と観光スポット間OD交通量の計測を目指した．くわえて，観光地におけるOD交通量の2カ年での経年比較を行った．これにより，取得が困難であった回遊行動が簡易に計測可能となり，観光地計画に資すると期待される．

(2) センサ概要：本研究で用いるWi-FiパケットセンサはRaspberry Pi 2をベースに独自に作成したものであり，スマートフォンなどの通信機器が発するプローブリクエスト要求を受信して機器のMACアドレスを収集するものである．なお，MACアドレスを取得するためには，機器のWi-Fi接続をオンにしている必要があり，スマートフォン利用者の39.1%がオンにしているという調査を踏まえると，2〜3割程度の観光客の行動を把握できる可能性がある．

(3) 調査概要：調査場所は長野県小布施町であり，人口約 11,000人，面積約19 km2，人口密度580人/km2である．小規模な地方自治体ではあるが，観光地として有名であり，年間 120万人が訪れる．中心地には美術館や老舗栗菓子店，土産物店が立地しており，多くの観光客が徒歩にて回遊している．調査日は，2016年10月29日（土）から30日（日）と2017年 10月21日（土）から22日（日）の4日間である．この時期は行楽シーズンであり，名産の栗をはじめ，様々な種類の果物も店頭に並ぶことから，年間来訪者数が最も多い. 



図1：物販施設における来訪者の滞在時間分布

(4) 滞在時間の分析：取得したMACアドレス毎に滞在時間を算出した．例として，ある物販施設での結果図1に示す．これより 20分未満の滞在がほとんどである．一方，180分以上の滞在者の存在が確認できる．これは施設の特徴から実際の来訪者とは考えにくく，従業員，近隣の駐車場で休憩している人，近隣住民，施設内外に存在するPCなど観光客に関係ない情報機器などのMACアドレスが含まれているためと思われる. 

(5) ODの経年変化：取得したMACアドレスを地点毎に集計することによりトリップチェーンが得られる．ここでは，2016年と2017年の結果比較を示す．図2は同一OD間の交通量をプロットしたものである．相関係数は0.9と類似性が認められるが，サンプルが少ないこと地点が多く偏りが生じている．また，データが比較的多く取れている地点では2017年で観光客の減少が確認できる．これは，2017年の調査日が雨であった影響と考えられる．

(6) 結論：本研究では，長野県小布施町にてWi-Fiパケットセンサを用いて観光客の周遊行動を調査した．滞在時間分布とODパターンの経年変化を分析することが可能であることを示した． 

(7) 謝辞：本研究は，国土交通省・道路政策の質の向上に資する技術研究開発「ETC2.0プローブ情報等を活用した“データ駆動型”交通需要・空間マネジメント に関する研究開発」からの支援を受けて行われた．ここに記して感謝の意を表したい．

(8) 関連文献：

一井啓介ほか（2018）Wi-Fiパケットセンサを用いた 散策型観光地における観光回遊行動の把握．土木計画学研究・講演集，57．



図2：2016年と2017年のOD交通量の比較
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スマートフォンを用いたロール分担型地域調査ツールの開発と実践


相 尚寿1，湯田 ミノリ2，鍛治 秀紀1

1東京大学 空間情報科学研究センター，2福岡女子大学 国際文理学部

連絡先: < hisaai@csis.u-tokyo.ac.jp>  Web: < https://home.csis.u-tokyo.ac.jp/~hisaai/temp.html>


(1) 動機：住民参加型のまちづくりや地域の観光振興などのために，住民や学生などが特定の地域で現地調査を行い，課題や地域資源などを抽出する取り組みが盛んに行われている．従来は調査者がカメラや地図などを現地に持参し，調査終了後に収集した写真やメモ等の情報を大判の地図や模造紙に貼り付ける，もしくは改めてデジタルデータ化した上でGISなどを用いて情報共有が図られてきた．
　しかし，モバイル機器の発達などにより，スマートフォン（スマホ）とウェブGISを使った調査が行われるようになってきた（例えば，湯田，2017）．調査中スマホで収集された情報は，位置情報とともにクラウド上に保存される．複数の調査者間での情報共有はそのデータをウェブGISで表示することで可能になる．こうしたスマホによる情報収集の簡略化は，地域調査を今後より身近なものにするであろう．
　一方，このような調査では他者の視点での調査が求められることがある．例えばバリアフリー調査では交通弱者の，観光資源調査では来街者や観光者の視点が求められる．しかし，公開されているスマホなどの情報端末を用いた地域調査ツールでは，情報の共有や統合が重視され，調査者間の調査内容の比較を行うものは少ない．
　そこで本研究では他者の視点で行う調査すなわちロール分担型の地域調査において，調査間の調査結果を比較できるツールを提案する．

(2) 方法：筆者らが管理するサーバで専用のウェブアプリを公開した（図1左）．初期画面で地域調査に際してのチーム識別子とその中の個人を特定するメンバー番号を入力することで，調査を開始できる．基本画面は現在地周辺のOpenStreetMap （https://www.openstreetmap.org/）を表示しており，入力データは地図上にプロットされる．鉛筆のアイコンをタップすると調査内容の入力画面（図1右）に遷移し，名称や説明を入力できるほか，スマホで撮影した写真が添付できる．入力したデータは，筆者らが管理するサーバに保存され，閲覧用ページで一覧表示が可能である．この際，調査者ごとに入力されたデータを分類表示するほか，その分布のヒートマップによる比較や調査者間での入力データの分布の差分計算が可能である．
　なお，筆者らが開発している，位置情報のうち速度情報をもとにした散策行動の自動判別機能（相・鍛治，2018）も搭載した．これにより調査者が散策状態に入ったとき，情報を入力したいと解釈し，円滑に入力画面に移行できるよう試みている．

(3) 実践：福岡市中心部で，大学生による地域調査を2018年10月7日に実践した．福岡県は，訪日外国人の都道府県別訪問率でも全国5位であり（観光庁，2018），インバウンド対応に力を入れている．そこで，福岡に来訪する短期滞在中の外国人に提供すべき情報の収集をテーマとし，学生に日本人，日本在住外国人，短期滞在の訪日外国人のロールを割り当て，分担しながらデータ収集を行った．

参加した学生には留学生も含まれているため，日本人ロールは日本人学生が，日本在住外国人ロールは留学生が担当し，一部の日本人学生と留学生が訪日外国人ロールを担当し，それぞれの立場から考えて，短期滞在の外国人に提供したい，もしくは彼らにとって必要と思われる当該地域の情報を収集した．調査の翌日に調査者全員で調査結果を閲覧し，ロールの違いにより情報収集した内容にどのような差異があるかを議論した．

(4) 参考文献：
相尚寿・鍛治秀紀（2018）,ウェブアプリを用いた適時観光情報配信に向けた性別および単独・グループ行動別の散策行動特性の把握,第15回観光情報学会全国大会講演予稿集,51-52.
観光庁（2018）, 訪日外国人消費動向調査　集計表　2018年（平成30年） 1-3月期 【2次速報】. <http://www.mlit.go.jp/common/001245492.xls>
湯田ミノリ（2017）, EpiCollect+を用いたスマートフォンによる野外調査の実践, 日本地理学会発表要旨集, 91, 206.

 

図1：地域調査ウェブアプリの開始時と入力画面
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デマンド型交通の導入状況の推移とその空間的・統計的特徴


長谷川 大輔1,　鈴木 勉2

1筑波大学 大学院システム情報工学研究科，2筑波大学 システム情報系

連絡先: <s1630164@u.tsukuba.ac.jp> 

(1) 動機：近年，全国の多くの地方自治体で，バスを運行する程の空間的・時間的需要密度が得られない利用者の要望に応じて運行経路・ダイヤを変更するデマンド型交通システムの導入が進んでいる．本研究では，2011年から2017年にかけてデマンド型交通の導入状況の増減を調査し，空間的・統計的特徴の変化を分析する．

(2) 方法：全国市町村のwebサイトから「予約が必要な乗合交通」を調査し，2011年から2012年にかけて行った同調査の結果と比較する．また，それぞれの年において導入／非導入の市町村群に分け，表１に挙げた国勢調査の項目においてt検定を行い，導入／非導入地域に有意的な差があるか確認する．

(3) 結果：調査の結果，2011年から2017年にかけて226から550に導入市町村が増加した．図１の導入地域の分布をみると，北海道，中部，山陰地方での導入が進んでいる．また，表１の両群の平均値の比較より，導入地域は両年度とも総面積・可住地面積，自動車分担率において有意に高く，バス分担率，人口密度が有意に低い値となっていることから，都市の面積が大きく，路線バスのサービスが低下する地域において全国的に導入が進んだことがわかる．また，人口密度の平均値の差は減少から，比較的高密な都市の導入が進んだことが示された．

(4) 使用したデータ：

· 平成12年国勢調査　町丁・字等別集計


· 平成17年国勢調査　町丁・字等別集計

(5) 謝辞：本研究は筑波大学・社会工学コモンズデータバンクプロジェクトおよびJSPS科研費16J0264による助成を受けた．また，東大CSIS共同研究No.677の成果の一部として実施した．ここに記して謝意を表したい．

(6) 関連文献：

長谷川大輔・鈴木勉（2011）都市規模・密度に着目したデマンド型交通成立条件に関する理論的考察．「都市計画論文集」，46(3), 271-276.


表1：導入／非導入市町村の基礎指標の比較

平均標準偏差平均標準偏差平均標準偏差平均標準偏差


DID人口（人）[H12]24937.5180202.5043048.71174008.61-2.61


*


29333.2590613.9345883.85189202.93-1.95


総面積（北方地域及び竹島を除


く）（ha）[H12]


31458.7326949.8419303.9223602.857.09


**


29145.5827348.9917113.3521933.389.86


**


可住地面積（ha）[H12]10466.608297.226264.657152.158.07


**


9701.598599.815491.716439.8711.41


**


県内乗り合いバス分担率[H17]0.060.040.070.04-6.10


**


0.060.040.070.04-5.28


**


県内自動車分担率[H17]0.620.120.550.166.78


**


0.590.130.540.166.26


**


人口密度（人/km


2


）[H12]


405.02988.291121.252464.11-4.32


**


554.101129.241244.192688.25-5.79


**


*：有意水準5%で有意  **：有意水準1%で有意


t値


2017年


デマンド型交通導入地域 (N=226)非導入地域 (N=1541)


t値


デマンド型交通導入地域 (N=550)非導入地域 (N=1217)


2011年




2017年有無2011年有20125無3491192




図1：デマンド型交通導入自治体
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UAS-SfM写真測量を用いた海岸砂丘の短期地形変化の解明


李 スルギ1， 中田 康隆1， 小口 高2

1東京大学大学院 新領域創成科学研究科， 2東京大学 空間情報科学研究センター

連絡先: <leeseulgi@csis.u-tokyo.ac.jp>
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(1) 動機：海岸砂丘地帯は陸域と海域の境界に位置する． 地形学においては海浜-砂丘システムの正確な解明が求められており，高解像度データの利用可能性が高まっている．また，近年航空機LiDAR(Light Detection and Ranging)や地上LiDARなどにより高解像度の地形情報の入手が可能となってきた．しかし，これらの計測方法は非常にコストが高く，研究者が自ら高頻度にデータを収集することは容易ではない．これに対し，安価かつ簡便に高解像度の地形情報を取得できる写真測量の技術としてUAV(Unmanned Aerial Vehicle; 無人航空機)とSfM-MVS(Structure from Motion/Multi-View Stereo)が注目されている． UAVを用いたSfM-MVS測量により，高密度・高頻度な計測結果を安価に得られるため，短期間に変化する海岸砂丘の地形学的研究に活用できると思われる．従って，本研究では，多時期のUAV-SfM測量により，砂丘が発達する千葉県九十九里海岸の短期間の地形変化を明らかにすることを目的とする．

(2) 方法：対象地域である九十九里海岸は房総半島東岸に位置する大規模な砂丘地帯である．特に自然性が高い2箇所に調査区域を設定した．研究方法は2つに大別される．まず，米軍および国土地理院撮影の空中写真を用いて砂丘の変遷を解析した．本解析は1950年代から現在に至るまでの長期変化の概観を把握することを目的としている．空中写真はAgisoft社のPhotoscan Professional 1.4.3を使用して処理し，GNSS(Global Navigation Satellite System:GeoExplorer6000)測量で得られたXYZ座標を基準点として，オルソ画像を作成した．次に，砂丘地形を詳細に把握するために，海浜及び砂丘部分に地表基準点を設置し，UAVによる空撮を行った．UAVはDJI社のPhantom 4を使用した．この方法で多時期及び高解像度の画像を取得し，短期間の地形変化を把握した．UAVにより空撮した画像からDSM(Digital Surface Model;地形データ)とオルソ画像を作成した．得られたDSMデータからESRI社のGISソフトウエアであるArcGIS 10.5を利用し，各時期の地形変化を把握した．

(3) 結果：UAVによる測量により得られたDSMを用いて標高変化図を作成した(図1, 2)．1年間の変化を見ると，全体的に海から内陸に砂が動き，堆砂している傾向が見られた．環境省作成の「風況変動データベース」によると，調査地域に影響を与える主な風向は南風であった．2か月の比較的短期間の変化においては，砂の移動方向は区域によらず同様であったが，標高変化は区域によって異なる傾向が見られた．これは，砂丘の形成に海から内陸に向けて吹く風が主に関与していることと，コンクリート構造物や植生の分布などが砂丘形成に影響を与えていることを示唆している．

(4) 使用したデータ：

· 国土地理院の「地図・空中写真閲覧サービス」 http://mapps.gsi.go.jpが提供している空中写真の画像

(5) 参考文献：

Scarelli, F.M., Sistilli, F., Fabbri, S., Cantelli, L., Barboza, E.G., Gabbianelli, G. (2017) Seasonal dune and beach monitoring using photogrammetry from UAV surveys to apply in the ICZM on the Ravenna coast (Emilia-Romagna, Italy). Remote Sensing Applications: Society and Environment, 7, 27-39.
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図1：標高変化図（白幡砂丘）
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図2：標高変化図（木戸砂丘）
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Effects of Neighborhood Characteristics in the Sharing Economy: the Case of San Francisco


Yanjie Luo
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(1) Motivation: In recent years, as a prominent example of the sharing economy, Airbnb brings a succession of significant impacts and alternations in the world. In this study, we emphasize the question of whether there is evidence that the neighborhood characteristics of the Airbnb accommodations affect the listing price of rooms in the rental accommodation market of San Francisco. 

(2) Data and methods: We tested the hedonic price model using a dataset of 6,624 Airbnb listings in 579 neighborhoods of San Francisco in the U.S. as of August 2018 (Figure 1). The Airbnb listing price data derived from the Inside Airbnb website (http://insideairbnb.com/), crime data from DataSF, classified transportation data from SFMTA, and restaurant datasets extracted from Yelp.com. This study also assembled data from the Top 30 most popular attractions from Trip Advisor and batched these locations into geographic coordinates by Google Maps API and Python 3.7.0. We calculated the walking distance from each Airbnb accommodation to the nearest transit stop/ attraction by find nearest analysis, supported by ArcGIS Online. 

(3) Results and Discussion: In Table 1, we present the estimation results of the following five models: 



Model 1:



Model 2:



Model 3: 



Model 4: 



Model 5: 



Figure 1: The spatial distribution of Airbnb listing accommodations in San Francisco

Table 1 shows that adding neighborhood characteristics into analysis model is helpful to enhance the reliability of models while different categories of transportation, population and housing characteristics have different significance and effects in specific analysis models.

(4) Conclusion: This article analyzes the relationships between Airbnb pricing and neighborhood characteristics in San Francisco which are examined with the hedonic pricing models at the block group levels. By providing such comprehensive observation at factors that influence prices of Airbnb listings, this research rendered hosts with insights as to potential market competition strategies and public authorities with the proficiency of the cooperative relationship across various regional industries and identified rental accommodation supervision strategies.

Table 1: Estimated results model 
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VariablesModel1Model2Model3Model4Model5


~Physical characteristics~


PropertyType10.189***0.193***0.168***0.024*0.024*


PropertyType20.124***0.173***0.188***-0.007-0.009


Accommodations0.141***0.139***0.139***0.135***0.135***


Bathrooms-0.049***-0.038***-0.036***-0.057***-0.056***


Bedrooms0.219***0.215***0.211***0.214***0.214***


Wireless Internet0.048-0.051***-0.049-0.042-0.041


Breakfast-0.004-0.001-0.005-0.014-0.014


Free parking0.010-0.010-0.0010.071***0.071***


~Host characteristics~


Superhost0.1110.105***0.100***0.100***


Identity verified0.035***0.032**0.029**0.028**


Cancellation-0.144**-0.157***-0.159***-0.159***


Host Verifications0.000***-0.015***-0.016***-0.016***


Host long-0.015***0.000**0.0000.000


~Reputation characteristics~


Review Overall Rating0.003**0.003*0.003*


Review Scores Accuracy0.0000.0080.008


Review Scores Cleanliness0.120***0.119***0.119***


Review Scores Checkin-0.113***-0.075***-0.075***


Review Scores Communication-0.059***-0.043***-0.043***


Review Scores Location0.075***-0.008-0.008


Review Scores Value-0.06***-0.032***-0.032***


~Neighborhood characteristics~


Transit1: Bus0.375***0.369***


Transit2: Cable Car-0.095***-0.093***


Transit3: Metro0.0270.029


Transit4: Street Car0.023*0.023*


5minsrest0.000


10minsrest0.000


Attractions-0.024**-0.023*


Populatiom Density0.000***0.000***


Crime Density0.0000.000


Young Proportion0.139*0.143*


lnincome0.0000.000


Employed Proportion0.2210.226


High Education Proportion0.238***0.238***


Tenure Proportion0.065*0.064*


lnvalue0.0000.000


Vacancy Proportion0.275**0.270**


Single Proportion-0.008-0.012


White Proportion0.171*0.176*


Black Proportion0.0730.075


Asian Proportion-0.083-0.085


Hispanic Proportion0.1090.107


Observations66246624662466246624


Adjusted R20.4020.4170.4410.4980.498


(Note: ***p < 0.01, ** p < 0.05 and * p < 0.1)
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テンソル分解による人の動きの統計解析


城田 慎一郎1，菅澤 翔之助2

1Department of Biostatistics, UCLA，2東京大学 空間情報科学研究センター

連絡先: <shinichiro.shirota@gmail.com>  Web: <https://sites.google.com/site/shinichiroshirota/>


(1) 動機：近年，GPSなどの空間データを用いた人の動き・都市に関する様々な研究が行われている．一方で，これら人の動きの都市間の構造の比較や，各種カテゴリカルな個人の属性との依存構造の比較などに関して，統計学的な手法はいまだ発展途上である．特にGPSデータに紐づいた各種カテゴリカルな属性情報との依存構造の推定に関しては，社会科学や都市計画において，重要な研究課題である．本研究の目標は，機械学習を用いた人の動きの特徴量の自動抽出と，その都市間・異なる年代間における比較を可能にする統計的検定手法の開発である．具体的には，各種カテゴリカルな属性と人の動きの特徴量との依存関係に柔軟な確率的依存構造を導入し，データからその構造を推定することで属性ごとの人の動きの定量的な特徴付けを行うことが可能な統計的手法を開発する．

(2) 方法：「人の流れプロジェクト」で提供される，パーソントリップ調査を基にした，各都市における人の軌跡データを用いる．この軌跡データは時間・空間情報と共に様々なカテゴリカルな属性情報（職業や年齢など）も付随しているため，テンソル（高次元配列）として扱うことを考える．近年，ネットワーク理論の観点から，人の動きの特徴量として，人の動きの最小単位を構成するmotifs（モチーフ）と呼ばれる要素を構築する方法論が展開されている．従来，このモチーフは研究者が自ら構成・提案する必要があったが，近年，機械学習的なアプローチを導入してデータからモチーフを構成する方法が提案されている．本研究では，テンソル解析の枠組みの下で，これらのモチーフをデータから自動抽出する統計・機械学習的アルゴリズムを開発する．具体的には， 非負タッカー分解と呼ばれるテンソル解析の手法を用いて，解釈可能なモデルとその高速な推定手法を構築する．また，その手法を人の軌跡データに適用し，その有用性を示す．

(3) 結果：東京都市圏を10×10=100のグリットに分割し， 職種カテゴリ・時刻・グリッドごとに該当する人数の相対頻度を計算し，テンソルデータを作成する．このデータに対して提案手法を適用し，人の流れを特徴付ける構造を推定した．図1は，職業カテゴリが運輸業従事者である人の軌跡データの時刻0:00および時刻12:00の様子を図示したものである． また，データから計算された各グリッドの相対頻度およびモデルから推定された相対確率を2つの時刻で比較したものが図2である．対角部分の値が大きくなっているのは，2つの時刻で人数の相対頻度があまり変わらないことを表す．また，X軸の50前後から縦に値が大きくなっているが，50番前後のグリッドは東京の中心部に位置しているため，深夜の時刻0:00よりも昼の時刻12:00の方が東京中心部の相対頻度が大きくなっていることがわかる．様々な属性による統計的な比較やより細かいグリッドを用いて推定した結果などは当日報告する．

(4) 使用したデータ：

· 「2008年東京都市圏の人の流れデータセット」，東京大学空間情報科学研究センター

· 「2011年中京都市圏の人の流れデータセット」，東京大学空間情報科学研究センター

(5) 謝辞：本研究は東大CSIS共同研究No.816の成果の一部として実施した．ここに記して謝意を表したい．



図1：（左）時刻0:00と（右）時刻12:00における運輸業従事者の位置．



図2：時刻0:00と時刻12:00の運輸業従事者の100グリッド上の相対割合の比較．（左）データから算出される相対的頻度，（右）テンソル解析による推定割合．
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地下構造物の空間配置特性に関する分析
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(1) 動機：経済成長と人口増加に伴う都市域の拡大は，地上空間の高層化や高密度化にとどまらず，地下鉄や地下街，上下水道など，都市インフラや経済活動の場として地下空間の利用を伸展させている．しかし，地上とは異なり人工衛星や航空機に観測が困難であるため，地下構造物に関する地理情報データは少なく，地下空間は複数の管理者が存在し，データの収集・集約が難しいという課題があった．本研究では，既存の土木構造物GISデータから地下空間に相当する部分を抽出することで地下構造物GISデータを構築し，それを用いて都市部における地下構造物の空間配置特性を分析する．

(2) 方法：東京23区，名古屋市，大阪市を対象地域とした．地下構造物は建物地階(建築物の地下階)，地下施設(地下街，地下駅)，道路(トンネル)，鉄道(トンネル)の4種類を対象とした．建物地階と地下施設は，ゼンリンによる「Zmap TOWN II」を用いた．建物地階は，建物データ(tatemono)と入居者データ(bekki)から地下階数を推定し，それにポリゴン面積を乗じて算出した．地下施設は地下街面・施設面データ(chika)の面積を用いた．道路と鉄道のトンネル区間は，住友電気工業による「全国デジタル道路地図データベース」を用いて，属性情報から地下区間を抽出した．道路面積は延長に幅員を乗じて算出した．鉄道は幅員を15 mと仮定し，道路と同様に延長距離を乗じて面積を算出した．

表1：各都市における土木構造物の面積

[単位：万m2]　　

		

		東京23区

		名古屋市

		大阪市



		建物地階 

		1,011.1

		158.0

		266.0



		地下施設 

		142.2

		56.6

		66.1



		道路 

		90.1

		29.3

		11.3



		鉄道 

		509.5

		140.6

		187.6



		合計

		1,752.8

		384.6

		531.0









図1：東京23区における土木構造物の分布

(3) 結果：各都市における地下構造物の面積を表1に示す．また，地域メッシュの5次メッシュ(250 m)単位で集計した結果を図1に示す．東京23区では4種で1,753万m2となり，特に東京駅や新宿駅を中心と高密度で地下構造物が密集して，区域の縁辺まで地下構造物が存在していることがわかる．一方で，名古屋市と大阪市では名古屋駅や大阪駅周辺等の大きな駅において高密度で分布しているが，中心部から離れるにつれ面積が小さくなる地域特性がみられた．構造種別では，どの都市でも建物地階が4〜6割を占め，ついで鉄道，地下施設，道路の順であった．日本では路面電車が廃止され，地下鉄が整備される傾向にあることから，道路よりも鉄道が大きくなった要因であると考えられる．また，名古屋市と大阪市は道路のトンネル区間は小さくなっており，地下空間を道路として利用する余地がまだ残っていることが示唆される．

(4) 現地調査：大阪市中央区において現地調査を行い，推定された建物地階と実際の地下階数との比較により精度検証を行った．データによる推定で地下階がある建物は907棟であり，改修や取り壊しで確認できなかった25棟を除く887棟で階数が正しいことがわかった．しかし，地下階がないと推定された建物が，実際には地下階を有していたものが5棟あった．建物データを用いて高精度で建物地階を推定可能ではあるが，建築計画の収集やさらなる調査により検証と精度向上を行う必要がある．

(5) 使用したデータ：

· 「Zmap TOWN II（2013/14年）」ゼンリン

· 「全国デジタル道路地図データベース」住友電気工業

(6) 謝辞：本研究は，日本学術振興会科学研究費補助金(16K21096)の支援を受けて実施された．また，東京大学空間情報科学研究センターの研究用空間データ(研究番号672)を利用した．ここに記して謝意を表する．
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首都圏高速道路網における渋滞パターンの安定性
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(1) 動機：複雑な都市高速道路網上の渋滞を解消するには，個別の渋滞区間だけではなく，道路網全体の渋滞現象（渋滞の時空間分布）を捉えることが必要となる．しかしながら，信頼に足る長期間データに基づいて，渋滞の時空間分布の特性を検証した研究はほとんど存在しない．そこで本研究では，首都圏高速道路網における長期間観測データに基づき，渋滞の時空間分布の特性を明らかにすることを目的とする． 

(2) 使用したデータ：本研究で利用したデータの概要を以下に示す． 

· 分析対象：首都圏高速道路網

· 観測データ：感知器（約1500個）の速度データ

· 時間幅：1分刻み （24時間）

· 観測期間：2014年1月1日から12月31日

(3) 方法：まず渋滞判定速度を設定し，各リンクの時々刻々の渋滞状態を二値変数（渋滞状態変数）として定義した．日の時間帯におけるリンクの渋滞状態変数 は以下のようになる．



ここで，は観測速度である．この渋滞状態変数を用いて，日の時間帯の渋滞空間分布ベクトルを以下のように定義した．



この分析対象日数×時間帯数分の渋滞空間分布ベクトルをクラスタリング手法（k-means法）により分類した．以降では，渋滞判定速度=20 km/hとし，時間幅を10分に集約したときの分析結果について特に述べる．

(4) 結果：分析の結果，大きく2つの事実が明らかとなった．まず，第一に，時々刻々実現している渋滞空間分布には年間を通して典型的な6タイプ（M1, M2, D1, D2, E1, E2）が存在することがわかった．図1に6つの渋滞空間分布タイプを示す．赤色のリンクが渋滞を表現している．各タイプは，渋滞路線および渋滞リンク数が互いに異なることが確認できる．

第二に，それら渋滞空間分布タイプの日内の状態推移過程も，年間を通して普遍的な4パターンが存在することがわかった．図2は，横軸に日付，縦軸に日内時間軸をとったメッシュ構造となっており，各セルの色（図1と対応）によって出現タイプを表している．日内状態推移パターンごとに横軸の日付を並べ替えている．これにより，渋滞空間分布タイプの出現順序によって特徴付けることが可能な4つの日内状態推移パターンの存在が確認できる．

(5) 謝辞： 本研究は，首都高速道路株式会社，日本道路交通情報センターのデータを利用した．また，科学研究費補助金（課題番号：18H01551）の助成を受けた．



図1：典型的な渋滞空間分布タイプ



図2：渋滞空間分布の出現状況
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東京都心部におけるフードデザート問題

－港区麻布・高輪地区における食料品店への経済的アクセス困難性に着目して－


中村 恵美，浅見 泰司

東京大学大学院 工学系研究科

連絡先: <nakamura@bin.t.u-tokyo.ac.jp> 

		

図1：調査対象地のスーパーマーケットの分布





(1) 目的：近年，日本においてフードデザート（Food Dessert， 以下FD）問題が拡大傾向にある．大都市中心部においても，再開発事業の進展による高所得者層の流入や生活環境の急激な変化によって，低所得層の買い物困難に伴うFD問題の顕在化が懸念されている．大都市中心部の要因は「経済的要因」という特有の要因を持っているものの，既往研究は限られる．そこで本研究は，東京都心部における経済的格差から生じる買い物困難状況と，それがもたらす健康被害リスクの実態把握と規定要因を明らかにすることを目的とする．

(2) 方法：東京都港区内の麻布・高輪地区を調査対象地とし，アンケート調査を実施，２つの仮説の検証を行った．遠距離仮説として，「低所得層は，近隣に経済的にアクセス可能なスーパーが少なく，遠距離の買い物をせざるを得ない買い物困難状況にある」とし，経済階層別の生鮮品買い物場所の距離の比較を，低栄養仮説として，「買い物困難状況にある低所得層は，低栄養リスクが増大する」とし，買い物困難状況別の低所得層間の低栄養リスクを比較することによって検証した．なお買い物困難状況とは，買い物距離500 m以上と定義し，買い物距離は店舗住所と居住街区の重心の二点間を結ぶ最短経路ネットワーク距離とした．

(3) 結果：

・遠距離仮説

調査対象地は食料品店が点在しており，店舗まで500 m以内にアクセスできる環境であった．しかし経済格差に着目し，低所得層が利用している非高級スーパー・小型スーパーへのアクセス性を確認すると，500 m距離圏から外れる「経済的買い物先空白地帯」が現れた．そしてその空白地帯居住者は，条件（価格・品揃え）は良いが，2 km以上遠方にある店舗を選択する割合が高くなった．遠距離仮説の検証結果として，「経済的買い物先空白地帯に居住する低所得層」は，買い物距離が有意に遠く，その距離は500 mを大きく超える買い物困難状況であることが確認できた．

・低栄養仮説

高齢・低所得層の空白地帯居住者はそれ以外居住者に比べ，低栄養リスクが1.76倍となり，低栄養仮説が検証できた．なお低栄養リスクの増大は，ネットワーク多様性の低さや低調理頻度など従来の社会学・栄養学の知見を支持していることに加え，都市部特有の買い物の不便さも影響していることが分かった．その不便さとは具体的には，遠方の非高級スーパーへ買い物に行くこと，そして遠方であることによって買い物の仕方（頻度や購入量）に影響を及ぼす可能性があることが確認できた．

(4) 謝辞：本研究は東大CSIS共同研究No．809の成果の一部である．また東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻 羽藤英二教授，中央大学人間総合理工学科 関口達也助教には有益な助言をいただいた．

(5) 参考文献：

岩間信之（2017）『都市のフードデザート問題:ソーシャル・キャピタルの低下が招く街なかの「食の砂漠」』，農林統計協会．

上杉昌也・浅見泰司（2014）社会経済的観点から見た施設立地と近隣居住地人口構成との空間的関係:東京都区部における商業施設の店舗類型と所得分布の関係．「都市計画論文集」，49(3)．

薬師寺哲郎（2015）『超高齢社会における食料品アクセス問題：買い物難民，買い物弱者，フードデザート問題の解決に向けて』，ハーベスト社．
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日本列島における斜面崩壊の発生と降雨の再現期間との関係
－大規模データから見える地域特性－


齋藤　仁1,2,4，内田 太郎3，松山 洋4

1関東学院大学 経済学部，2東京大学 空間情報科学研究センター，3国土交通省 国土技術政策総合研究所

4首都大学東京 都市環境科学研究科

連絡先: <hsaito@kanto-gakuin.ac.jp>，Web: <https://home.csis.u-tokyo.ac.jp/~saito/>

(1) 動機：湿潤変動帯に位置する日本列島では，降雨に起因する斜面崩壊が頻繁に発生する．これまでに，斜面崩壊を引き起こす雨量は，多雨地域と非多雨地域とで異なる「斜面崩壊の雨慣れ」が，個々の事例から経験的に指摘されてきた．その一方で，地域による降雨の特性と，斜面崩壊を引き起こす雨量との関係を広域的かつ大規模なデータから定量的に検討した研究は少なかった．
　近年，解析雨量（レーダー・アメダス解析雨量，気象庁）を用いることで，斜面崩壊の発生と雨量との関係を精度良く広域的に解析することが可能となった．特に1988年から運用を開始した解析雨量は，30年のデータが蓄積し，水文統計的な解析が可能となってきた（Saito and Matsuyama, 2015）．そこで本研究では，斜面崩壊を引き起こした雨量の再現期間（確率降水量）を分析し，斜面崩壊の規模や雨慣れとの関係について広域的に検討した．

(2) 方法：対象としたのは，全国で2001～2011年に降雨に起因して発生した4,744件の斜面崩壊（図1，Saito et al., 2014）である．これらの事例は，発生日時，場所，崩壊の規模等が判明している．斜面崩壊が発生した降雨イベントについて，解析雨量（5 kmグリッド）を用いて，最大1～72時間雨量（mm）と土壌雨量指数を計算した．また，これらの雨量指標の水文統計的な再現期間をGumble分布（ジャックナイフ法）により推定した．





(3) 結果：斜面崩壊は，再現期間5年（中央値）～300年（95th percentile）の降雨イベントで発生していた．その中でも規模が103 m3以下の斜面崩壊は，再現期間が約10年以下の降雨イベントで発生していた．その一方で，斜面崩壊の規模が大きくなると，その降雨の再現期間は増加し，105 m3以上の斜面崩壊が発生した降雨の再現期間は約100年以上であった（図2）．
　また，多雨地域である西南日本では，その場所の年間降水量や暖候期降水量にかかわらず，再現期間10～100年以下の雨で斜面崩壊が発生していた．その一方で，非多雨地域である東北日本では，斜面崩壊を発生させた降雨の再現期間は一定でなく，より強い雨ほど多数の斜面崩壊をさせていた．今後より詳細な解析が必要であるが，本研究の結果は，降雨の再現期間を用いて，地域別の斜面崩壊の発生基準雨量を検討することの重要性を示している．

(4) 引用文献：

Saito, H., Korup, O., Uchida, T., Hayashi, S., and Oguchi, T., 2014. Rainfall conditions, typhoon frequency, and contemporary landslide erosion in Japan. Geology 42, 999-1002.

Saito, H., and Matsuyama, H. 2015. Probable hourly precipitation and Soil Water Index for 50-yr recurrence interval over the Japanese archipelago. SOLA (Scientific Online Letters on the Atmosphere) 11, 118-123.





図2：斜面崩壊の規模（m3）と発生降雨の再現期間（年）との関係





図1：日本列島における斜面崩壊の発生密度（2001～2011年）と年間降水量（mm）
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生活道路に着目した交通事故予測モデルの検討


坪井 志朗，楊 甲，三村 泰広，安藤 良輔

公益財団法人　豊田都市交通研究所 研究部

連絡先: <tsuboi@ttri.or.jp>  Web: <https://www.ttri.or.jp/>
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(1) 動機：近年，死亡事故件数は減少傾向にあるが，車道幅員5.5 m未満の道路（以下，生活道路）での死亡事故件数は5.5 m以上の道路に比べ，減少率が小さい．特に，愛知県は15年連続で全国最多の交通事故死者数となっており，交通事故全体の減少が緊急かつ需要な課題となっている．その対策として生活道路における取り締まり活動の強化や歩行者保護活動を徹底し，歩行者優先の社会への移行を図っている．本研究では，生活道路での事故対策を検討するため，生活道路上での事故発生箇所の特徴や要因について分析する．

(2) 方法：対象地域は愛知県豊田市全域とする．まず愛知県警から提供を受けた平成17年度から平成26年度の交通事故データ（本発表では事故類型別件数を使用する）や先行研究によって整理されているヒヤリハット件数，人口データ，用途地域面積，都市構造データ，道路ネットワークデータを4分の1地域メッシュ（250 mメッシュ相当）で整理した．この際，道路が整備されていないメッシュは対象から除外した．交通事故データを目的変数，その他データを説明変数とし，説明変数間の相関係数を確認した上で，ポアソン回帰分析を行った．最後に，分析結果から生活道路で発生する交通事故の要因を考察した．

(3) 特徴：交通事故総合分析センターでは，「ITARDA Web マップ」を公表しており，生活道路事故メッシュ図（2分の1地域メッシュ，500 mメッシュ相当）を公表している．これらのデータは，生活道路で発生している人身事故を対象としており，全国の交通事故の発生状況を視覚的に確認できる．一方，地域の詳細な分析にするにあたり，事故年代が平成26，28，29年度と単年的であること，2分の1地域メッシュでは地域の詳細までは把握できないことが課題であると考える．本研究では長期間に渡る交通事故データを対象としていることや，2分の1地域メッシュより1段階細かい4分の1地域メッシュで分析を行うことで豊田市の生活道路における交通事故の要因について，より詳細に生活道路の事故要因について把握できることに特徴がある．図1:生活道路で発生した交通事故

（250 mメッシュ）



(4) 結果：豊田市の生活道路で発生した交通事故を目的変数としてポアソン回帰分析を行った結果，「ヒヤリハット件数」は人対車両，車両相互に対して高度に有意になっており，符号も＋であることから，ヒヤリハットに関する地点指摘を増やすことで，生活道路内での交通事故の起こりやすい地域が判別しやすくなることが期待できる．また，「高齢者の割合」についても高度に有意であり，符号も＋であることから，高齢化が進行することで，近くに居住している高齢者との人対車両の交通事故が増加することが懸念される．今後は，使用するモデルの精度の向上や要因に対する対策を検討していきたい．

(5) 参考文献：

山田晴利ほか（2016）事故発生位置情報を用いた事故分析統合システムの研究開発．｢道路政策の質の向上に資する技術研究開発成果報告レポート｣，25-3

内閣府（2015）平成27年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況．<http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h28kou_haku/index_zenbun_pdf.html>．表1:生活道路で発生した交通事故件数の

ポアソン回帰分析結果
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Modeling spatiotemporal urban spillover effect of high speed rail infrastructure development
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(1) Motivation： The concept of spillover effects has been introduced and applied to high speed rail development to formulate the economic impact in increasing regional tax revenue (Yoshino・Abidhadjaev, 2017). The previous study covered the development of Kyushu Shinkansen (Kagoshima Route) in Kyushu region, Japan by JR-Kyushu. The construction started in 1991 and it stared operating in 2004 and becomes fully operational in 2011. According to the study, regional tax revenue had increased especially during construction period and after the line became fully operational. This study aims to extend the idea to the spatiotemporal modeling by developing the spillover effect extent estimation model. 

(2) Approach： We use spatiotemporal land cover, land price panel, and municipality tax revenue data to first conduct a preliminary analysis to understand the regional trend. Then we develop the spatiotemporal spillover effect estimation model. The model takes those input data and estimate the spillover extent observed in 1 km grid land cover to highlight characteristics of the spillover effect around each station. The extent is optimized based on the compound annual growth rate in each target phase of high speed rail development. The estimated extent is then evaluated with the municipalities’ property tax revenue.

(3) Result: The preliminary analysis suggests that the land price and the property tax revenue increased in the municipalities around high speed rail stations during construction period of Kyushu Shinkansen. However, the trend around each station varies during operation period.　The result suggests some of the features around stations promote the spillover effect, while other features may obstruct the effect.

Figure 1: Compound annual growth rate (CAGR) of building area, land price estimate, and property tax revenue during construction phase (1991 - 2006)





(4) Data：

· 「地方財政状況調査(1991, 2006, 2009)」Ministry of Internal Affairs and Communications.

· “Administrative Zones (1995, 2006, 2009)”, “Publication of Land Price Data (1991, 2006, 2009)”, “Land Use Tertiary Mesh Data (1991, 2006, 2009)” National Land Numerical Information, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

(5) References：

Yoshino, N. and Abidhadjaev, U. (2017) Impact of infrastructure on tax revenue: case study of high-speed train in Japan. Journal of Infrastructure, Policy and Development, 1(2), 1–20.
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九州北部地域を対象とした自然災害による地価への影響の空間的定量分析


林 彦坊，川向 肇

兵庫県立大学大学院 応用情報科学研究科

連絡先: <aa17l102@ai.u-hyogo.ac.jp>  Web: <https://www.ai.u-hyogo.ac.jp>

(1) 動機：平成29年7月5日，6日に九州北部で福岡県から大分県にかけて強い雨域がかかり，短時間に記録的な雨量を観測し総雨量は500 mmを超える大雨となり，出水や土砂災害や山腹崩壊などを中心に大きな災害被害が出た．このような自然災害が地価にどのような影響を与えるかに関しての研究成果を報告する．災害と地価に関する研究としては，従来都市部を中心として行われており，地方部での自然災害による地価への時空間的影響を研究した事例は限られている．そこで，国土交通省の不動産の土地総合情報システムで提供されている不動産取引価格情報データを利用し，北部九州地方（福岡・大分両県）の取引地価に対する自然災害の影響にかんして，ヘドニック・アプローチによる分析手法を用いることで，空間的な定量分析を試みた結果を紹介する．

(2) 方法：ヘドニック・アプローチとは，地価はその土地の様々な特性ベクトル（例えば，最寄駅からの距離，道路前面幅など）の影響を受けており，その属性を基に地価を推計する手法である．分析対象となる地価に関しては，九州北部福岡県と大分県の宅地の取引データは，国土交通省の取引価格情報のウェブサイトで平成17年第3四半期から平成30年第1四半期までのデータを収集し，整理し，宅地取引データと被災区域の空間データを地理情報システムで結合し（図1），宅地取引地点から災害区域までの最近隣距離（直線距離）を計算した．集計したデータ，被災区域まで最近隣距離と災害後経過期間数など資料を利用し，ヘドニック・アプローチ手法を用いて，取引地価に対する自然災害の影響の分析を行う．

(3) 結果：表1は福岡県の取引地価に対する自然災害の影響分析結果である．分析結果からは，宅地取引地点から駅までの距離が大きければ大きいほど，単位面積当たりの地価は低減する．大規模な物件である場合，取引総額を抑制し，購入意欲を促すため，面積がより大きな物件の単価は面積が小さい物件の単価より，より低価格となる傾向が確認された．前面道路幅が大きい場合，日照が確保しやすい，自動車でのアクセスが容易になるなどの理由から前面道路幅が大きければ大きいほど，単位面積当たりの地価は上昇する．被災区域までの距離に関しては，距離が大きな物件では，災害原因から離れ，被害を受ける可能性が低くなることが考えられるため，単位面積当たりの宅地取引価格も上昇する．発災後の時間に関しては，地価にとり，自然災害の経過期間数が長ければ長いほど，単位面積当たりの地価は逓増する結果が見られる．これは，災害した時には地価へ負の影響であっても，経過期間数が増加し，災害を受けた衝撃が忘却され，宅地取引価格の上昇につながることを意味する．以上の分析について，モデルの全体の適合性を示すF値も大きく，さらに個別の説明変数のp値は有意であることから，地価に対する自然災害の影響が一定程度存在することが，本研究の分析結果から，地方部でも定量的に確認された．

(4) 使用したデータ：

· 「平成29年7月九州北部豪雨について」　国土交通省水管理・国土保全局

· 「土地総合情報システム不動産の取引価格情報」　国土交通省

· 「九州災害履歴情報データベース」　一般社団法人九州地域づくり協会

(5) 参考文献：

尾崎正憲・福山博文(2012)ヘドニック・アプローチによる鹿児島市地価形成要因分析．「地域政策科学研究」，9，17-37．

森英高・西村洋紀・谷口守（2016）水害リスク情報提示が地価の変動に与える影響－「地先の安全度マップ」を活用して－．「日本都市計画学会都市計画報告集」，14，276-280．




表1：福岡県での地価に対する自然災害の影響の分析結果





図1：宅地取引データと被災区域
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近隣の秩序違反の認識と犯罪不安の空間分析

島田 貴仁1，畑 倫子2，本山 友衣3，高木 大資4

1科学警察研究所，2文京学院大学 人間学部
3日本大学 人文科学研究所4，東京大学 医学系研究科

連絡先: <takajin@nrips.go.jp>

(1) 動機：犯罪研究における荒廃理論では，落書きや路上のごみなどの地域の秩序違反は，そこに住む住民の犯罪統制機能の認知を低下させ，犯罪不安を喚起させる（Taylor et al., 1985; Robinson et al., 2003）．荒廃理論の検証では，これまで，社会調査データの個人単位の分析は行われてきたが，居住地区の文脈的な影響は十分に検討されていない．

このため，インターネットモニターに対するアンケート調査から秩序違反の認知と犯罪不安の空間分布を視覚化した上で，近隣レベル・個人レベルの秩序違反の認知が犯罪不安に与える影響を検討した．

(2) 方法：居住地が東京都53区市町（山地・島嶼部を除く）の1209地区（大字）となる20歳-49歳の女性8471名を分析対象とした．回答者の7桁郵便番号から，対応する大字の中心点の座標を付与した．

徒歩移動時に犯罪被害にあう不安，空き巣の被害にあう不安を7件法で尋ねた．

秩序違反の認知は，立て看板やチラシの放置，スプレーによる落書き等6項目について7件法で尋ねた（α = .83）．

個人レベル変数として，年齢，婚姻状況，就業・就学，深夜ライフスタイル，同居家族数，居住年数，住宅所有，住宅種類，最寄り駅からの徒歩時間，凝集性の認知，空き店舗・空き地の認知を尋ねた．

地区レベル変数として，人口密度，平均年齢，平均世帯人員，居住安定性，住宅所有，犯罪発生率を用いた．

(3) 結果：地区の中心点に付与した犯罪不安の認知をIDWで平滑化すると，区市間で秩序違反の認知に差異が見られるのと同時に，同一区市町内でも局地的に秩序違反の認知が高い地区が見られた．

徒歩移動時の被害と空き巣被害に対する不安を従属変数としたマルチレベル分析では，地区レベルの秩序違反が，その地区の居住者全体の犯罪不安を有意に引き上げる文脈効果が見出された．このことからは，犯罪不安緩和のために，秩序違反を削減する場所に対する介入の有効性が示唆される．また，空き店舗・空き地の認知は徒歩移動時・空き巣の不安に対して正の効果が見られた．

地区レベルの凝集性の認知は徒歩移動時の犯罪不安を緩和していた．この結果は海外の先行研究（Ferguson・Mindel, 2007）と一致し，コミュニティポリーシングの有効性の有効性を示唆する．

地区レベルの戸建住宅世帯率は徒歩移動時の犯罪不安と正の関連があったのに対し，低層集合住宅世帯率は負の関連が見られた．その原因として低層集合住宅が店舗等の土地利用と関連していることや，低層集合住宅からの自然監視性が考えられる．

(4) 使用したデータ：

· 2015年国勢調査町丁目集計（総務省）

・町丁別、罪種別及び手口別認知件数（警視庁)


(5) 謝辞：本課題は科研費（26380864, 17H02467）の補助を受けた）

図1：空き巣の犯罪不安の空間分布．大字の中心点に付与された値をInverse distance weightで平滑化した．





図2：秩序違反の認識の空間分布．同左．
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A spatial analysis of indoor air pollution from biomass fuel use in Kenya
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(2) Motivation: Indoor air pollution has become a serious health and environmental issue in Kenya due to continued use of biomass fuel mainly firewood for cooking and lighting. The country lost 310kha of tree cover from 2001 to 2017, a 9.3% decrease since 2000 (Global Forest Watch) and 14, 300 deaths yearly due to indoor air pollution, with pneumonia as the biggest killer associated with air pollution (WHO, 2009). In this research, we try to estimate the gridded spatial distribution of PM2.5 in Kenya.

(3) Method: The target area is Kenya. Using household sources of energy data and gridded population count data, we created a firewood usage map (Figure 1(b) and a gridded population count map (Figure 2). Due to inadequate data on indoor air pollution, we used a reference mean PM2.5 of 0.126 (WHO, 2011). Finally, we estimated the gridded mean PM2.5 emission using the product of reference mean, number of population in the mth grid and % firewood use.

(4) Results: Biomass use is more predominant in rural areas (95.6%) than in urban areas. Majority of households using biomass fuels are located in the northern and western parts of Kenya as shown in Figure 1(b). It is found that the population count is directly related to the concentration of PM2.5 emission. Regions with a high population count (such as western and central) have a high concentration of PM2.5 emission, while regions with low population count (northern part) have low emission (Figure 2 and Figure 3).

(5) Data used: 

“Household Source of Cooking Fuel by County and District”, Kenya Population and Housing Census 2009 (Kenya National Bureau of Statistics (KNBS), 2017.

“Population Count (2000, 2005, 2010, 2015, 2020)”, Gridded Population of the World, v4 (Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2017. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Count, Revision 10. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC).

“Mean PM2.5”, Combined household water treatment and indoor air pollution projects in urban Mambanda, Cameroon and rural Nyanza, Kenya, (WHO, 2011)

(6) References:

Global Forest Watch, Tree Cover Loss in Kenya.

World Health Organization (2009) Country profile of Environmental Burden of Disease: Kenya.

Figure 1 (a): Source of fuel in rural and urban regions in % of households



Figure 1 (b): % of firewood usage per county in 2009 in Kenya



Figure 2: Kenya: Gridded population count



Figure 3: Gridded distribution of PM2.5: the green region indicates low emission while the red region indicates high emission.
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高齢者の安全な買い物のための買い物環境と歩行環境の評価とその視覚化


関口 達也，山田 育穂，稲垣 祐希，卯月 葵，大野 裕紀，川嶌 英渡，木村 光希，小島 郁也，

酒井 柾英，清水 玲果，霜田 悠人，杉本 裕樹，杉山 夏美，田口 晴菜，田代 みなみ，

玉野 聡一朗，塚田 健人，三橋 祐太，諸井 克行

中央大学 理工学部

連絡先: <ta-sekiguchi.28t@g.chuo-u.ac.jp>
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(1) 動機：近年，地域の商店街の衰退や既存店舗の撤退に伴い，高齢・単身化の進む都市部でも買い物弱者の存在が確認されている．都市部では徒歩で買い物を行う人が多く，高齢化に伴う移動能力の低下が問題を引き起こしやすい．地域の買い物環境の状況を把握して，高齢者が買い物を行いやすい仕組みを整える事は重要である．

本稿では，地域の店舗分布に加え，地形の状況を考慮した買い物施設へのアクセス性の評価を行う．さらに，合わせて施設周辺の歩行環境を現地調査により詳細に評価を行う．それらの結果に基づき，徒歩で買い物を行う高齢者が安全に利用しやすい道を抽出し，地図上で視覚化を行う．

(2) 方法：対象地域は東京都文京区とした．まず，地域の生鮮食料品店（スーパーマーケット，食肉店，青果店，鮮魚店）の位置をiタウンページより調査した．さらに，それらの店舗を含む商店街の区域ポリゴンを作成した．そして，各道路から最寄りの店舗や商店街へのアクセス性を，式（1）に示した疲労度（長尾ほか，2012）という指標で評価した．なお，この指標は，身体活動の強度を表すMETsに基づいており，平坦な道を歩く際の負担が勾配で重み付けされる．

　　　　　　　（1）

　さらに白山2丁目，小石川1・3・4丁目を対象に歩行環境の評価を行う．移動の安全性の観点から，1）歩道と車道の分離状況，2）歩道の幅，3）1分間の交通量（歩行者，自転車，自動車）を調査した．なお，交通量は一部の道路を調査し，残りの道路



図1：最寄りのスーパー・商店街までのアクセス性

は，同幅員区分の調査結果の平均値として補完した．そして，各道路を疲労度と歩行環境項目ごとに，安全性の低さに応じて加点し，安全性の低い道路を抽出した．

(3) 結果：図1に，最寄り店舗や商店街までの疲労度の評価結果を示す．疲労度1500（500 mの平坦な道を歩く負担と同等）を超える地区のうち，他区の店舗の立地がありうる区端部と，住民の居住がない公園や大学等を除外すると，図に示す4地区で，最寄り店舗へのアクセスが不便な事が明らかになった．

　さらに，図2には，現地調査を行った範囲において，地域の道路の安全性を総合的に評価した結果を示す．点数の高い道路ほど，危険度が高く，例えば得点の上位10%の道路を「利用しにくい道路」と定義すれば，買い物の際に負担や危険の大きい道路と，そうでない道路の区別ができる．作成された地図は，高齢者にとって安全で負担の少ない買い物を実現するための大きな助けとなる．また，歩行環境の整備により，環境改善を試みる時にも基礎的な資料として活用が可能であると考えられる．

(4) 使用したデータ：

· 国土地理院「数値地図　道路中心線データ（2014年版）」国土地理院

・「基盤地図情報数値標高モデル（2014年版）」国土地理院

(5) 参考文献：

長尾聡輝・新谷虎松・大囿忠親・白松俊（2012）高低差に基づく疲労度を考慮した徒歩ルート推薦システムの実装．「情報処理学会 第74回全国大会講演論文集」，2012（1），301-302．



図2：歩行環境の安全性の総合評価の結果
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Individual-based epidemic simulation of new-emerging disease in Tokyo city

Shih-Chieh Wang1, Nobuyasu Ito1,2

1理化学研究所 計算科学研究センター，2東京大学 大学院工学系研究科

連絡先: <shih-chieh.wang@riken.jp>


(1) Motivation: The past two decades, several new emerged air-borne disease, such as SARS and H1N1, spread global wise and made huge health and economic loss. Listed literature shows that daily commuting is a major factor of disease spreadings, especially for air-borne diseases, that is the reason why school-closure disease control policy run. However, not all the newly infections occur in office, school and other static places, some newly-infections occurs in stochastic encounters. The most indelible kind of encounters to mention is encounter in mass rapid transit (MRT) system, MRT system enhanced the range and the speed of disease spreading of those encounters in MRT system. Networked equation-based epidemic models explained such enhancement in a global scale. We applied individual-based agent simulation for this study because that the well-mixed population assumptions is challenged in a scale of minute.

(2) Method: Core of agent simulation is MPI + OpenMP Fortran code, running on supercomputer K.  Ruby code is for pre- and post- process. PostScript language is for visualization.

(3) Result: Simulation study shows that new infections most happen in the time period of commuting. For a specified epidemic agent, the distance of committing is proportion to the number of generating newly infections. MRT system should take responsibility for reduce the risk of making new infections.

· Data used:

· 【空間配分版】2008年東京都市圏　人の流れデータセット

(4) Acknowledgments: This study is under a cooperation project with Joint Research Program No. 728 at CSIS, UTokyo．

(5) Related literature:

Wang, S. & Ito, N. (2018). Pathogenic–dynamic epidemic agent model with an epidemic threshold. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 505(C), 1038-104. 

DOI: 10.1016/j.physa.2018.04.035


 INCLUDEPICTURE "https://lh4.googleusercontent.com/-M2LtURbjRIqXBOL6YQOdzfuXf8_PsFSXNeXxve4jfChQCE88PUbAQGNdTSQ6KgPawIoXXOPv78AY8GUQYAvadnognkDpm43PphzFtzLs9wI16SmIgLMin4CS6sOCT_R02Z37cZk" \* MERGEFORMATINET 




Figure: A snapshot of epidemic spreading in Tokyo in the 6-th day of disease breaking-out in midnight 1:20. One red dot represents one infected agent. Agents in infected state is 52%. The other 47% of recovered agent is in gray. Four thousand downtown-lived agent is selected in this simulation.
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荒川流域における大規模水害を対象とした経済的影響の推定


楊 少鋒1，小川 芳樹2，秋山 祐樹3，柴崎 亮介3，池内 幸司4

1東京大学大学院 新領域創成科学研究科，2東京大学 生産技術研究所

3東京大学 空間情報科学研究センター，4東京大学大学院　工学系研究科 

連絡先: <sfyang@csis.u-tokyo.ac.jp> 


(1) 動機：2018年7月の西日本豪雨により，広範囲にわたって河川が氾濫し，企業の取引ネットワークを通じて間接的に多くの企業が生産停止するなど大きな経済被害を受けた．このような大規模災害の経済被害の軽減に向けて，企業の事業活動が継続できる安定的な取引ネットワークの構築が極めて重要である．齋藤（2012）は，2011年の東日本大震災で企業間の取引関係を通じた被害の波及効果について分析を行っている．そこで本研究では，大規模水害に着目し，荒川氾濫解析データ及び本社と事業所データを含む企業間取引ネットワークデータを用いて，荒川が氾濫した場合に被害の影響を受ける企業の産業構造について分析を行った． 

(2) 方法：浸水深が50 cmを超える企業を被災企業とする．まず，被災企業をTier0とし，Tier0の取引先をTier1とする．同様にTierNの企業の取引先を TierN+1とする．Tier0，Tier1まで～Tier5までの企業の数を求め，都道府県ごとおよび産業ごとに全ての企業に占める割合を求める．次に小川ほか（2018）が開発した事業所間取引データを用いて，被災企業とその受注先との取引額を集計することで，各地域及び各産業の喪失取引額を推定した．

(3) 結果：被害の影響を受ける企業はTier5までで全体の6割弱であり，多くの企業は被災企業と直接取引関係がなくても，間接的に影響を受ける可能性があることがわかった（図1）．また，公務と電気ガス水道業は，8割以上の企業が被災企業と関係を持つため，産業全体への影響が大きいことが分かった．また，喪失取引額は全体で9,095億円であった． 都道府県別では，東京都が3,123億円，埼玉県が



図1： 都道府県別の影響を受ける企業の割合

1,998億円であった．産業別では卸・小売，飲食業が5,135億円，製造業が2,812億円であった．今後の課題として過去の水害事例をもとに復興のモデルを作成し，復興状況の時系列分析を行いたい．

(4) 使用したデータ：

· 荒川氾濫解析データ（国土交通省荒川河川事務所）

· 企業の本社・事業所データ，企業間取引データ（株式会社帝国データバンク）

· 事業間取引データ（小川ほか，2018）

(5) 謝辞：本研究は国土交通省荒川河川事務所及び株式会社帝国データバンクよりデータ提供を受けて実施したものである．ここに記して謝意を表したい．

(6) 参考文献：

池内幸司・越智繁雄・安田吾郎・岡村次郎・青野正志（2011）大規模水害時の氾濫形態の分析と死者数の想定．「土木学会論文集B1（水工学）」，67（3），133-144．

小川芳樹・秋山祐樹・篠原豪太・柴崎亮介・関本義秀（2018）本社間取引データを用いた事業所間取引データの推定．「第27回地理情報システム学会研究発表大会地理情報システム学会論文集」， CD-ROM，掲載決定済．

国土交通省（2013）水害の被害指標分析の手引き．<http://www.mlit.go.jp/river/basic_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyouka/pdf/higaisihyou_h25.pdf>．

齋藤有希子（2012）被災地以外の企業における東日本大震災の影響．「RIETI Discussion Paper」，12-J-020．




図2： 被災企業の取引ネットワーク（製造業の場合）
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東京都におけるオフィス立地のクラスタリング


1廣瀬 真衣, 2仙石 裕明, 3宮本 旺周

1東京大学 工学部, 2東京大学 空間情報科学研究センター, 3東京大学 経済学部

連絡先: <hirose-mai792@g.ecc.u-tokyo.ac.jp>  Web: <https://www.sngklab.jp/>


(1) 動機：2018年から2020年にかけてオフィスビルの大量供給が予定されている．他方，戦後につくられた低層階・小規模オフィスビルも多く，オフィス立地が多様化してきている．オフィス立地動向の把握において，性能によってクラス分けする研究（瀧澤・加藤，2017）や，町丁目内におけるオフィスビル延床面積等を考慮した研究（坪本，2014）がある．そこで本研究では，オフィス物件ごとの駅歩，所在階，専有面積等のデータに基づいて東京都の町丁目をクラスタリングし，オフィス立地の地域特性を明らかにする．

(2) 方法：アットホームで過去に掲載された中古賃貸オフィスのデータを用いた．まず，各物件の駅歩（分），所在階，専有面積（㎡），築年数，単位面積価格（円/㎡）のデータを正規化し，325,172件の物件をk平均法によって3つのクラスタに分類した．次に，各クラスタに属する物件数を町丁目ごとに集計し，各町丁目において最頻出するクラスタの種類を抽出した．そして，再頻出クラスタの種類ごとに町丁目を色分けしてマッピングした（図1）．

(3) 結果：各クラスタを構成する要素（図2）から，クラスタ1 



は駅近で狭く古いことから「駅近雑居型」，クラスタ2は比較的新しく低層階に位置していることから「郊外低層型」，クラスタ3は駅近で高層階に位置していることから「駅近高層型」と解釈できる．これを踏まえた上で図1を見ると，「駅近雑居型」は都心部と郊外鉄道沿線に分布しており，利便性の高さを理由に建設されたオフィス物件が老朽化していることが分かる．また，比較的新しい「郊外低層型」は郊外へいくほど多く分布しており，利便性の高い都心に続いて郊外オフィスの開発が進んだことが分かる．以上のように，市場の掲載物件の分類において，駅からの距離や階数，広さ，築年数による寄与が大きいことが分かった．

(4) 謝辞：本研究は東大CSIS共同研究No.733を受けて実施したものである．

(5) 参考文献:

瀧澤重志・加藤直樹（2017）成約賃料の分散比最大化に基づくオフィスビルのグレード分類手法．「日本不動産学会誌」，31（1），58-63．

坪本裕之（2014）東京都心におけるホワイトカラーの就業空間としてのオフィスとその立地．「地理科学」，69（3），152-163．

		

		



		

		



		

		



		図2：各クラスタの，正規化された駅歩，所在階，専有面積，築年数，単面積価格のヴァイオリンプロット





図1：各町丁目における中古賃貸オフィス物件の再頻出クラスタ
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タイ王国の海岸平野における地形環境と土地被覆の関係



齋藤 真菜1，海津 正倫2，

1奈良大学大学院 文学研究科，2奈良大学　特命教授

連絡先: <y18g301f@tbox.nara-u.ac.jp>
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目的：途上国の多くの地域では生活の基盤をなす土地利用と土地条件とが密接な関係を持って発展している．本研究ではタイランド湾西沿岸地域に当たるタイ王国ペッチャブリー県Cha-am（チャーム）の海岸平野を対象として地域の地形環境と土地被覆の変化を明らかにして，二者を比較検討し，地形環境と土地被覆の関係性を議論して，人々がどのようにして土地条件と向き合ってきたのかを検討する．

方法：対象地域の地形環境を把握するために，本研究では解像度30 mのALOS（Advanced Land Observing Satellite）全球数値地表モデル（AW3D30）のDEM（Digital Elevation Model）データを用いて地形陰影図や等高線図を作成し，地形判読を行った．地形陰影図からは図1に示すように，自然堤防と後背湿地の明瞭な境界が確認できるほか，扇状地に発達する旧河道等の地形も把握できた．一方，土地被覆の把握には，解像度30 mのLANDSAT（Land Remote Sensing Satellite）衛星画像および解像度10 mのSentinel-2Aを使用し，現地調査において確認した．とくにSentinel-2A衛星画像では，LANDSAT衛星画像で判読が困難であった農地の区画や道路，人口建造物 がより明瞭に確認することが可能である． 

結果：作成した地形分類図によると，Cha-am地域の地形は氾濫原および，海岸平野からなる沖積低地であり，また西方の丘陵地の前面には扇状地が広がっている，氾濫原には自然堤防・後背湿地・旧河道が，海岸平野では砂州と低湿地な部分を，扇状地では網状流路跡を確認することができた．次に地形分類図と土地被覆分類図を比較し，地形ごとの土地利用を整理する．図2に示すように土地被覆分類図に自然堤防と後背湿地の地形界を重ね合わせると，おおむね地形との対応が確認できる．
・氾濫原：自然堤防には宅地等の人口建造物と農耕地が，後輩湿地には水田といった土地被覆がみられる．（主にココナッツやバナナが栽培されており，主要道路沿いに宅地や商店が密集している．）
・海岸平野：微高地を中心に人工建造物が，湿地帯には水田が広がるといった土地被覆がみられる．（この地域は鉄道が通り，リゾート地でもあるため，特に海岸平野の南部は都市的な土地利用となり，一方北部は水田が広がる農業的な土地利用がされている．）

・扇状地：扇状地は多様な土地被覆がみられ，扇頂部には樹林や草地・裸地が，扇央の一部に畑地や果樹園などの農耕地が見られ，扇端部の国道沿いでは人工建造物が広く分布する．（人工建築物は宅地や商店である．また，扇央部で畜産業も行われている．）

土地被覆の時期別変化：LANDSAT衛星画像を使用して，1970年代から現在の土地被覆の変化についても整理した．氾濫原では80年代後半から90年代前半にかけて自然堤防の樹林や農耕地等の植生域が拡大し，2000年代から主要道路沿いを中心に人口建造物の増加がみられるようになった．海岸平野では90年代前半までは水田利用が主であったが，2000年に入ると一変し，人口建造物の増加が顕著にみられた．扇状地では90年代前半に農耕地として利用されていた地域は2000年に入ると，主要道路沿いを中心に人口建造物の増加がみられる．

結論：Cha-amでは2000年初めを境に人口建造物の増加といった都市化が進行し，低湿地部にも人口建造物が目立つようになったが，微高地には人工建造物や農耕地が，湿地帯の多くに水田といった，土地条件を考慮した土地被覆（土地利用）がみられることが明らかとなった．今後はタイ王国内の他地域や日本のケースと比較しながら，Cha-amにおける地形環境と土地被覆の関係を地域特性に着目して議論を進めたい．

使用したデータ：
・ALOS全球数値地表モデル（DSM） “ALOS World 3D-30 m（AW3D30）”

・衛星画像（Sentinel-2AおよびLANDSAT）








図2：氾濫原域の土地被覆図と地形界

図1：氾濫原域の地形陰影図と地形界（ALOSより作成）
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リモートセンシングによる森林資源量推定に関する研究


飯塚　浩太郎1，早川　裕弌1，小倉　拓郎2，中田　康隆2,3，小杉　緑子4，米原　太一郎 4

1東京大学 空間情報科学研究センター，2東京大学大学院 新領域創成科学研究科，3北海道立総合研究機構

4京都大学大学院　農学研究科 

連絡先: <kiizuka@csis.u-tokyo.ac.jp>  Web: <http://www-new.csis.u-tokyo.ac.jp/blog/member/>
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(1) 動機：近年，技術の飛躍的な発展により，地上レーザ（TLS）や無人航空機（UAV）などの活用が国内外で増えてきており，森林資源量を精密に把握するための手法（Precision Forestry）が新しく検討・開発されてきている．一方で，それぞれの機材を用いた単独の手法開発は行われているが，それぞれのプラットフォームが持つ長所・短所を考慮し，すべてのデータを組み合わせた推定方法の検討はあまり行われていない．本研究では，従来型のリモートセンシングである衛星データと，近年利活用が進められているTLSとUAVを組み合わせた森林資源量推定の方法を検討する（図1）．

(2) 方法：対象地域は滋賀県大津市上田上桐生町にある桐生水文試験地（京都大学）とする．フラックスタワーが建つ小流域内のヒノキ林を対象にTLSを用いた計測からグリッド毎（10 m x 10 m）に分けた範囲の林分材積量を山本式（山本，1918）を用いて推定した．UAVを用いて空撮をした写真をStructure from Motion （SfM）を用いて三次元モデルを作成し，TLSの地形モデルと合わせることで，樹高や樹冠のサイズを抽出した．マイクロ波衛星データであるPALSAR（Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar: L-Band）とSentinel-1（C-band）から，後方散乱係数をHH （Horizontal transmit-Horizontal receive）, HV （Horizontal transmit-Vertical receive）, VV, VH偏波からそれぞれ取得した．全ての変数（樹高・樹冠面積・樹冠被服率・地形位置・後方散乱係数）を重回帰分析を用いて林分材積量推定を行った．二通りの方法を模索した．一つは従来型の線形回帰（MLR）ともう一つはサポートベクター回帰（SVR）である． 

(3) 結果：図2にMLRとSVRによって推定した林分材積の精度検証を示す．MLRによる推定はR2=0.669となり，SVRはモデル（使用変数）によりR2=0.485～1となった．Root Mean Square Error （RMSE）もMLRでは95.72 m3/haと高いが，SVRではモデルにより119.71～0.04 m3/haの結果となり，モデルによっては非常に高い精度の推定を行うことが可能となった．

(4) 参考文献：

山本和蔵（1918）『あかまつノ単木幹材積表並胸高形数表』，林業試験報告16, 147-164．

(5) 関連文献：

Iizuka, K.; Yonehara, T.; Itoh, M.; Kosugi, Y. (2018) Estimating Tree Height and Diameter at Breast Height (DBH) from Digital Surface Models and Orthophotos Obtained with an Unmanned Aerial System for a Japanese Cypress (Chamaecyparis obtuse） Forest. Remote Sens. 10, 13.



図2：線形重回帰分析とサポートベクター回帰による林分材積量推定



図1：UAV，衛星データ，TLSを用いた森林資源量推定の構図



image1.jpeg



image2.jpeg




Research Abstracts on Spatial Information Science

CSIS DAYS 2018



大学の地方入試にみる学生獲得戦略の分析


本川 結貴1，貞広 斎子2

1千葉大学 企画総務部，2千葉大学 教育学部，

連絡先: <sadahirosa@faculty.chiba-u.jp> 

(1) 目的：大学が学生を確保するために行われているのが入学者選抜試験（以下，入試）である．大学の入試は試験実施大学を試験会場とし，受験生が会場へ赴くのが一般的であるが，いくつかの大学では，大学のキャンパス外で入試を実施する方法も採用されており，長期的には増加傾向にある．こうした入試方法を大学入試フォーラムの大学入試用語集では「地方入試」と呼び，「大学側が全国各地に出向いて試験場を設け，実施する試験」としている．本研究では国公立大学が実施した2005年～2016年までの個別学力検査における地方入試実施状況を分析し，会場設置のパターンやその特徴などから，地方入試実施大学の受験生獲得戦略の傾向や特徴を明らかにする．

(2) 方法：本研究を進めるにあたり，旺文社『教育情報センター』入試情報で公表されている2005年，2006年，2009年から2016年までの資料（以下，旺文社の資料）を基礎資料として使用し，地方入試実施大学の傾向や特徴を明らかにするため，旺文社の紙媒体データ資料を電子データ化した．次に，大学のホームページや学生募集要項等を活用し， 地方入試実施大学（72か所）の住所，試験会場（196か所）の住所をアドレスマッチングサービス（東京大学空間情報科学研究センター）にて緯度経度に変換し，測量計算サイト（国土地理院提供）にて大学と地方入試実施大学との直線距離を算出した．また，クラスター分析にて，地方入試実施大学のパターンの分析を行った．更に，大学が所在する地域を踏まえた地方入試実施状況を分析するため，オープンソフトQGIS ver．2．18．13，国土交通省の国土数値情報を用いて，大学の所在地及び会場並びに地域別のデータから地図化し，視覚的分析を行った．

(3) 結果：地方入試を実施する国公立大学は地方大学が多く，その中でも公立の大学の場合は比較的規模の小さい大学が実施していることがわかった．加えて，学部系統，倍率の結果別に分析すると，概して自然科学系の学問系統の，当該大学内外と比較して低い倍率を持った大学で地方入試は実施されることが明らかになった．また会場設置においては，国立大学と公立大学とで設定エリアに違いが見られ，国立大学では全国規模での実施がなされる傾向がある一方，公立大学では所在地域から大きく拡がらない地域（所在都道府県の隣接都道府県等）で実施する特徴が見られた．クラスター分析では，4つのパターンが析出され，それぞれの特徴が明らかになった．QGISによる分析では，2017年度にかけ地方入試の実施主体は，受験者獲得が難しい地域にある大学から，受験者を比較的安定的に確保できる地域にある大学へ拡大し，会場設定では，受験者が集まりやすい地域への会場設定に加え，大学から会場までの距離を考慮した会場設定へ変化し，地方入試の戦略に変化が見られた．以上のことから地方入試の戦略は，（1）受験者の確保が難しい地域で，受験者数の確保を行うため実施されてきた経緯がある一方，（2）近年は比較的受験者の確保がしやすい地域に所在する大学で，受験者の質を確保する目的で実施されるようになるなど，地方入試をめぐる大学の戦略が二極化していることが明らかとなった．






2006年度　


2011年度


2017年度





図1：地元進学率と2006年度／2011年度比　　　　　　　　　　　　図2：地元進学率と2011年度／2017年度比








- 50 -




Research Abstracts on Spatial Information Science

CSIS DAYS 2018



都市圏内ツアーパターン選択モデルに基づく貨物車の時空間流動パターンの分析


岡 英紀1,3，篠原 丈実2，福田 大輔3

1一般財団法人計量計画研究所，2独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構，3東京工業大学

連絡先: <hidekioka@ibs.or.jp>  Web: <http://www.ibs.or.jp/>


(1) 動機：都市圏内における貨物車の流動については，これまで主にトリップ単位での実証分析が行われてきた．しかし，物流企業による実際の輸送パターンに関しては，各トリップが独立に行われるのではなく，ある拠点をベースとした複数の目的地選択の組み合わせ，すなわち，ツアー単位でパターンの決定がなされると考えることがより自然である．本研究では，貨物車がある拠点を出発し，連鎖的に複数の目的地を順番に選択し，最終的にその拠点に戻ってくる時空間的なツアーパターンを記述する行動モデルを構築することを目的とする．ツアーパターン選択行動は，動的離散選択モデルの一つであるRecursive Logitモデル（Fasgrau et al., 2013）の枠組みのもとで定式化する．構築したモデルを，都市圏内における大型貨物車の実際の流動データに適用し，モデルの未知パラメータを推定した上で，都心部への時間帯別課金施策を念頭においたシミュレーションを行い，貨物車の流動パターンに及ぼす影響について検討する．

(2) 方法：東京都市圏における貨物車の移動軌跡データを解析し，従来のようなトリップ単位ではなく，貨物車が拠点（物流施設）を出発してから元の拠点に戻ってくるまでの「ツアー」単位での流動分析とモデル化を行う．具体的には，逐次的に目的地選択を繰り返して最終的に拠点に戻ってくる貨物車の時空間選択行動を記述する数理モデルを構築し，プローブデータを用いたパラメータ推定を行った上で，都心部への流入抑制施策のシミュレーション分析を行う．

(3) 結果：基礎集計分析に基づき，都市圏内輸送トリップおよびツアーの性質の特性を明らかにした．さらに，実際にプローブデータから作成されたツアーデータを使用して貨物車の輸送パターンに関するモデルの構築を行った．貨物車ツアーパターン選択モデルに基づく分析の結果，ゾーン間LOS，人口や地価などの地域属性，ゾーン内の道路種別総延長，ICの整備状況といった交通インフラ関連の説明変数，用途地域，物流施設の立地が目的地選択行動を規定する要因となっている可能性が示唆された．最後に，構築されたモデルを用いて，都心部の時間帯別の混雑課金政策の導入によるツアーパターン変化のシミュレーションを実施した．さいたま市岩槻区を拠点とする貨物車を対象としたシミュレーション分析の結果，東京都心部における混雑課金の実施により，課金時間帯の東京都心部訪問率が減少することが確認された．

(4) 使用したデータ：

「第5回東京都市圏物資流動調査 貨物車走行実態調査（2014年）」東京都市圏交通計画協議会

(5) 謝辞：本研究で分析に用いたプローブデータは，東京都市圏交通計画協議会よりご提供頂いた．ここに記して心よりお礼申し上げます．

(6) 参考文献：

Fosgerau, M., Frejinger, E. and Karlstr¨om, A. (2013) A Link Based Network Route Choice Model with Unrestricted Choice Set. Transportation Research Part B: Methodological, 56, 70–80.

(7) 関連文献：

篠原丈実･岡英紀･福田大輔（2018）貨物車の都市圏内ツアーパターン選択モデルに関する研究．「土木計画学研究・講演集」，58, CD-ROM．

		

図1：貨物車ツアーパターンのイメージ

		

図2：混雑課金に伴う訪問率変化のシミュレーション結果
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クラウドセンシングにおける内挿の信頼度を用いたノード選択

中村 裕一1，伊藤 昌毅1，瀬崎 薫2，1

1東京大学 生産技術研究所，2東京大学 空間情報科学研究センター

連絡先: <y-nakamura@mcl.iis.u-tokyo.ac.jp>  Web: <http://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp>


(1) 動機：半導体技術などの進歩に伴い，スマートフォンが爆発的に普及している．このような背景のもと，Society5.0の基盤としてセンサネットワークが注目を集めている．近年では特に，その系であるモバイルセンシングや参加型センシングに期待が寄せられている．今回，かかる系において，コストの制約のもと内挿の信頼度を最大化するような手法を設計，評価した．
本稿では次のような問題を扱う．ある空間の中に複数のセンサーノードがあり，その中からいくつかのノードを選んで測定を行う．複数点での測定を複数セット行い，これらの測定結果から空間内挿を行って空間全体での当該パラメタの空間分布を推定する．この際，各ノードでの測定は一定のコストがかかるとし，総コストの上限の束縛の下でもっとも良い空間分布の推定を与えるようなノード選択を考える．

(2) 意義：参加型センシングなどの文脈において，コストと測定の質に関する研究が行われている．坂本らは，各ノードに対して，utilityとsensing radiusというパラメタを設定し，位相空間における体積の最大化として，ノードの選択問題を解いた．なおここでは，utilityは仮想的な 量として用いられており，具体的なパラメタとしては構成されていない．本研究ではutilityを具体的に定義してノード選択を行う．内挿の結果を用いて構成し，それを用いたノード選択を行えるような手法を提案する．

(3) 方法：提案手法では，当該時刻までの測定結果を内挿でえられる空間分布の各点における信頼度を用いて utility，すなわちその点での測定が“どれくらい有用であるか”の指標を決める．空間内挿にはkrigingを用いていて，空間分布を推定すると同時に，各点での推定の信頼度として解釈されるkriging varianceを計算することができる．本手法ではこれを各点におけるutilityとして用い，別に定めるsensing radiusと合わせて，ノード選択に用いる． 


具体的には，センサノードが分布する2次元空間にutilityの軸を合わせた3次元空間を考え，センサ点を中心にsensing radiusを半径，utilityを高さとする円柱を考える．選択したノードたちに対応する円柱の体積の和から共通部分を除いた正味の体積が最大となるようにノードを選ぶ．こうした体積最大化問題を考えることで系全体でのutilityが最大となることが知られている（坂本，2016）．

(4) 結果：前述の手法について，シミュレーションを用いて評価を行った．具体的には，同じコストの制限をかけた上で，提案手法によるノード選択とランダムなノード選択を比較して，真値と内挿により得られる空間分布とのMSE を比較した．その結果，提案手法によるノード選択の方が有位に良い空間分布の推定を与えることがわかった．

今後の研究課題としては，参加型センシングなど実際 の応用を考えた際には，新しいノードを選んでくるだけでなくすでに選択したノードを移動させる選択肢（中村，2018）も考えられる．新しい参加者のリクルートとはコストが変わりうるので，ノード選択に加えてノードの移動を合わせた戦略決定のアルゴリズムの考案などが考えられる．

(5) 参考文献：

坂本敬太，青木俊介，伊藤昌毅，瀬崎薫（2016）クラウドセンシングにおけるカバレッジと質を考慮したノード選択手法の検討．マルチメディア，分散，協調とモバイル（DICOMO2014）シンポジウム，959–965．

(6) 関連文献：

中村裕一，伊藤昌毅，瀬崎薫（2018）センシングシステムにおける内挿の信頼度を用いたセンサーノードの配置決定．研究報告高度 交通システムとスマートコミュニティ（ITS），2018-ITS-7，26，1–6．



図1：測定と内挿の例．左上図が真値，左下図が測定結果を内挿した結果，右下図が各点におけるkriging varianceの値．
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Construction of a Disaster Prevention Education System for High School Students Based on WebGIS



Jiali Song, Takashi Oguchi, Takuro Ogura, Hiroyuki Yamauchi

Center for Spatial Information Science, The University of Tokyo
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(1) Motivation: Frequent occurrences of natural disasters in recent years have caused major personnel and property losses. Residents should understand local disaster risks in ordinary times and to determine their evacuation behavior during a disaster event based on their knowledge and available information. Furthermore, young students are knowledgeable and will contribute to future disaster prevention (Yoshioka et al., 2016). Therefore, it is important to introduce disaster prevention into high school education such as courses of geography. This study aims to construct an online education system for disaster prevention using Geographic Information Systems (GIS) technology along with hazard information including maps for Japan and China. The system compares differences between the two countries in terms of terrain, and allows analysis of hazardous areas using hazard maps in an easy-to-handle application.

(2) Methodology: First, we made a virtual application using the HTML language and JavaScript. Then the ArcGIS API for JavaScript was used to call base maps from the web site of ESRI and display some hazard information. Figure1 shows one of the pages in the application. Second, paper hazard maps (Figure2) and electronic hazard maps were compared and together used as samples for analysis. The questionnaire survey was designed to evaluate differences in the status of students before and after 





Figure1: One of the pages in this applicationA??





the application. The constructed system was used by high school students at an event funded by the Japan Society for the Promotion of Science.

(3) Results: The results of questionnaire surveys at that time were analyzed, and some positive aspects of the system for high school education were indicated.

(4) Future directions: We will further improve the system considering requirements of students. For example, more disaster types and functions need to be added to the system.

(5) Data: Map data for Japan were collected from the web sites of the Geospatial Information Authority of Japan, National Land Numerical Information and ESRI Japan. Map data for China were collected from the web site of ESRI and:

Some base maps from TIANDITU (www.tianditu. gov.cn);

    30-m Digital Elevation Model (DEM) for Jilin Province from the Geospatial Data Cloud (www.gscloud.cn);

    Population in 2015 from the Geographical Information Monitoring Cloud Platform;

   Shelter data for Jilin City from the Jilin City Seismological Bureau.

(6) Reference: 

Yoshioka, M. (2016) Suggestions for support of geography education and concrete measures. Geographical Geography Education Study Group.





Figure2: Example of paper hazard maps. © Hakusan city
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大気環境に基づいたランニング経路の評価


石田　幸輝1，宋　晨伟1，張　睿超1，伊藤　昌毅1，瀬崎　薫1,2

1東京大学 生産技術研究所，2東京大学 空間情報科学研究センター

連絡先: <k-ishida@mcl.iis.u-tokyo.ac.jp>
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(1) 動機：現在，健康維持やダイエットなど，多様な目的で多くの人がランニングを日常的に行っている．その際の経路選択において，「どの道の空気がきれいなのか」という情報は非常に重要である．

以前，我々は大気環境センシングのシステムを構築し，参加型のセンシングによって大気中のO3，NO2，CO，PM1.0，PM2.5，PM10の濃度を測定した．そこで本稿では，このシステムを用いて，大気環境の観点から設定したランニング経路が適切かどうかを判断するアプリケーションを開発した．このアプリケーションでは経路の評価をするだけでなく，各区域の大気環境を個別に確認することもできる．

(2) アプリケーション：区域ごとの大気環境を可視化するためにヒートマップを適用する．評価はGood（緑），Normal（黄），Bad（赤）の3段階である．また，各区域にカーソルを合わせると，その区域の詳しい大気情報を確認できる．

1. ユーザがランニング中に通りたい場所をマップ上で選択する．入力数の上限は10とする．

2. 選択されたすべてのポイントを通る最短経路をGoogle Maps APIを使用して生成する．ポイントが建物や屋内にある場合，最も近くの道路までを経路とする．

3. アプリケーションが生成した経路を事前に集めたデータに基づいて分析する．その後，評価をユーザに返すとともに，経路に関する詳細な情報も表示する．

(3) 環境評価：渋谷区全域を対象とした．

1. 行政区分の「丁」を基準とした67の区域でセンシングを行い，区域ごとに平均値を取る．

2. 平均値を評価式1に従ってAQI（Air Quality Index）に変換する．

3. 算出されたAQIをカテゴリごとにスコア化する．区域ごとにそれらを合計したものを最終スコアとし，それに基づいて大気環境を評価する．

(4) 経路評価：

1. それぞれの区域を多角形として，各端点の位置情報（緯度経度）を記録する．

2. ユーザが選択したポイントと自動的に生成された経路中のそれがどの区域に属するかを，Ray-crossingアルゴリズムを用いて判定する．

3. 属する区域の環境評価に依存したスコアを各ポイントに与え，それらの平均値を経路のスコアとする．この値によって最終評価を下す．

(5) 今後の展望：現段階では判定結果が悪かった場合のケアが存在しない．そのため，代替経路の提案を考えている．また，LPWANを利用したリアルタイムセンシングへの応用も考えている．

(6) 参考文献：

鈴木孝男･伊藤昌毅･瀬崎薫（2016）モバイル環境センシングにおけるPerturbation後の復元精度推定手法の提案と評価．｢情処学研報｣，vol.2016-MBL-79(22)，1-8．

U.S. Environmental Protection Agency Office of Air Quality Planning and Standards Research Triangle Park (2016) North Carolina 27711 Technical Assistance Document for the Reporting of Daily Air Quality – the Air Quality Index (AQI). 

		

図1：アプリケーションの実行例

		



Ip：AQI

Cp：平均値

BPHi：Cpが含まれるカテゴリの上限

BPLo：Cpが含まれるカテゴリの下限

IHi：BPHiが含まれるAQIの上限

ILo：BPLoが含まれるAQIの下限



式1：AQIへの換算式
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小地域別将来人口推計からみた日本の高齢化の進展：クラスター分析を用いて


井上　孝，○井上　希

青山学院大学 経済学部

連絡先: < t-inoue@cc.aoyama.ac.jp>


(1) 動機：周知のとおり，日本の高齢化は今後21世紀半ばにかけて加速度的に進展すると見込まれている．こうした，21世紀日本の高齢化は，全国，都道府県別，または，市区町村別の将来人口推計の結果に基づいて主に論じられてきたが，小地域別推計の結果に基づいた議論はほとんどなされていない．なぜなら，公式な小地域別推計が日本に存在しないからである．一方，筆頭著者は，小地域別（町丁・字別，約21.7万地域）の長期（2015～60年）にわたる日本全国の推計人口（男女5歳階級別）を，「全国小地域別将来人口推計システム」（http://arcg.is/1LqC6qN）として，初めてウェブ上に公開した（井上，2018；Inoue,2017）．そこで，本研究では，本システムのデータと2010年国勢調査小地域データを用い，新たな視点から2010～60年における日本の高齢化の進展について考察を行う．考察は，本システムのデータのうち，「2010年の65歳以上人口≧1人」かつ「2060年の総人口≧1人」の約20.3万地域を対象としてクラスター分析を実施し，その結果を地図化して行う．

(2) 方法：まず，上述の約20.3万地域について，2010～60年までの5年ごとに高齢者人口指数と高齢化率（65歳以上人口割合）を算出する．本研究では，2010年の65歳以上人口を100としたときの，各年の同人口を指数化した値を高齢者人口指数と呼ぶ．次に，こうして得られた2指標×11年次のデータを用いてクラスター分析を行う．一般に，サンプルサイズの大きなデータに対してクラスター分析を行う際は，非階層的クラスター分析が適しているので，本研究でもこの手法を採用する．この分析に当たっては，最終的に絞り込むクラスター数を予め5つに定めたうえで，5以上の複数のクラスター数を指定する．

(3) 結果：分析の結果，20クラスターを指定したときの，サンプルサイズの上位5クラスターを採用するのが最適と判断した．この5クラスターに含まれる小地域の数は約19.2万であるが，人口数ベースでは99.9％に達する．本研究では，これらの5クラスターを2010年の高齢化率の低い順に，クラスター1，・・・，5と呼び，各クラスターについて，高齢者人口指数と高齢化率の算術平均を年次別に算出した（図1）．さらに，各クラスターの分布の特徴を把握するために，全国の市区町村別に地域数ベースの特化係数を算出し，それを地図化した．

(4) 謝辞：本研究は，政府統計の総合窓口(e-Stat)（http://www.e-stat.go.jp/）からダウンロードした国勢調査小地域データを使用している．また，本研究はJSPS科研費16H03525による研究成果の一部である．

(5) 参考文献：

井上孝（2018）「全国小地域別将来人口推計システム」正規版の公開について．「E-journal GEO」，13(1)，87-100．

Inoue, T. (2017) A new method for estimating small area demographics and its application to long-term population projection. In Swanson, D. A. ed. The Frontiers of Applied Demography, Springer, 473-489.

(6) 関連文献：

井上孝・渡辺真知子（2014）『首都圏の高齢化』，原書房．

図1：各クラスターの高齢者人口指数と高齢化率の推移（2010～60年）

注）高齢者人口指数は100を上回る場合に赤，下回る場合に青で表記した．
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東京都の母子世帯の居住パターンと公営住宅


柴辻 優樹1，河端 瑞貴2

1慶應義塾大学大学院 経済学研究科，2慶應義塾大学 経済学部

連絡先: <yuuki.sh.eco@keio.jp> 


(1) 動機：「平成29年国民生活基礎調査の概況」によると，親と子のみで生活している母子世帯数は2007年以降，70～80万世帯で推移しており，児童のいる世帯が減少傾向にある中で存在感を増している．日本の母子世帯に関する研究は就業や児童扶養手当の効果など社会福祉観点の研究が多いが，Winchester(1990)で重要視された居住パターンの研究が不足している．近年では葛西（2017）において母子世帯の居住問題が取り上げられている．その中では，母子世帯には離婚後に新しい居住地を探さなければならない特有の困難があり，公営住宅への優先入所権などの支援施策があるものの，その機能には疑問があることが述べられている．しかし，金川（2012）で指摘されたように，母子世帯と公営住宅の関係について検討した研究は少ない．そこで本研究では母子世帯の居住地の特性と公営住宅立地の関連性を，GISを用いた地理的な分析から明らかにすることを目的とする．

(2) 方法：対象地域は島嶼部を除く東京都とする． 2015年の国勢調査小地域データから，町丁目単位の母子世帯率（a：母子世帯数/一般世帯数, 

b：母子世帯数/核家族世帯数）を設定し，Global Moran’s Iを算出し空間的自己相関の検定を行う． 次にLocal Moran’s I統計量を算出し，5％水準で有意な母子世帯の空間クラスターを次の4つに分類し，分析する：High-High（HH），Low-Low（LL），Low-High（LH），High-Low（HL）．本研究では，HHをホットスポット，LLをコールドスポットと記す．なお，空間重み行列には一次隣接行列を用いた．その結果と，東京都市整備局が公開している平成29年3月31日時点の都営住宅団地データを加え，母子世帯率の空間的なパターン分析を行う．

(3) 結果：Global Moran’s Iを用いた検定の結果，2つの母子世帯率の両方において，有意水準1%で正の空間的自己相関が発生していることがわかった．母子世帯率のLocal Moran’s I統計量を用いたクラスター分布（図1）母子世帯率aとbで傾向が異なった. 母子世帯率aでは特別区部においてコールドスポットが集中しておりホットスポットは市部に多かった．しかしbのコールドスポットはより西寄りで区部と市部の境目に広く存在している．また，aのほうがホットスポット/コールドスポットに判定された町丁数が多く存在しており，単独世帯の割合によって母子世帯率に影響があったためであると考えられる．都営住宅団地データを加えると，コールドスポットは都営住宅が立地していない地域に多いことがわかる．今後は，公営住宅以外の要因も含めて母子世帯の居住特性を明らかにしたい．

(4) 主要参考文献：

葛西リサ（2017）『母子世帯の居住貧困』，日本経済評論社.

金川めぐみ（2012）日本におけるひとり親世帯研究の動向と課題.「和歌山大学経済学会 経済理論」, 369,1-16．

Winchester H.P.M. (1990) Women and children last: the poverty and marginalization of one-parent families. Transaction of the Institute of British Geographers, New Series, 15, 70-86.

		  

(a) )母子世帯数/一般世帯数               (b)母子世帯数/核家族世帯数

図1：東京都の母子世帯率のLocal Moran’s I統計量による

クラスター分布と都営住宅
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文京区における空き家の件数とその分布


1新井 拓朗， 2仙石 裕明

1東京大学 経済学部，2 東京大学 空間情報科学研究センター

連絡先: <araiwsd@g.ecc.u-tokyo.ac.jp>  Web: <https://www.sngklab.jp/>
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(1) 動機：人口減少時代に突入しつつある日本において，人の住んでいない住居，いわゆる「空き家」は今後全国的に増加すると予想されている．住む人のいなくなった住居は，通常不動産仲介業者などを経て市場に流通するか，市場に流通せずにいるかのどちらかである．ある地域における，市場に出回っている空き家の数は比較的容易に特定できるが，住宅数全体における空き家の数や，空き家のうち市場に出回っている割合などをデータに基づいて分析することを明示している例は，清水（2016）などがあるもののまだまだ少ない．そこで本研究では，国勢調査における世帯数などをもとに，文京区における空き家を含めた住宅状況について明らかにする．

(2) 方法：まず，住宅地図データ，アットホーム賃料データ，国勢調査小地域データから，それぞれ町丁目単位の住居用途の総住戸数，市場流通物件数，総世帯数を集計する．区内総住宅数と総世帯数の差分から，住宅のうち人の住んでいない空き家の数を算出し，さらに空き家の数と市場流通物件数の差分から，空き家のうち市場に出回っていない物件の数を算出する．
　最後に上記を町丁目ごとに集計し，文京区内において空き家の分布がどのようになっているかを見ていく．



(3) 結果：文京区の空き家状況について，（図1）のようになった．約18 万件ある住宅に対して，総世帯数は約12 万世帯であり，この差分から文京区の住宅のうち約3 件に1 件は空き家であるという結果が得られた．さらに約6 万件ある空き家のうち，市場に流通している物件[footnoteRef:1]は約3 万件強となっており，空き家の半分弱，すなわち総住宅数のうち約6 件に1 件は空き家かつ市場に流通していない物件であるということがわかった．
　続いて町丁目ごとの空き家の件数について，（図2）のようになった．空き家の件数は，主要道路からの距離に反比例する傾向がみられた．中山道や春日通りなど主要道路沿いの地域には空き家の件数が相対的に多かった．道路を通る車両の騒音に悩まされやすいことが一因であると考えられる．対して，東京大学本郷キャンパスやお茶の水女子大学など教育機関に近接している地域では，相対的に空き家の件数が少ない傾向が見られた．主要道路に面していないため比較的閑静かつ常に一定の住宅需要があることが主な理由であると考えられる． [1:  賃料データは2015年の1年間に一時的に掲載されたものを集計．] 


(4) 使用したデータ：
・「アットホーム賃料データ」アットホーム株式会社
・「住宅地図データベース」株式会社ゼンリン
・「国勢調査2015年度小地域データ」総務省

(5) 参考文献：
清水千弘（2016）空き家ゾンビは何人いるのか？-官民連携による空き家対策の進め方-．「HIT-REFINED Working Paper」，64．図1：文京区の空き家割合

図2：文京区の町丁目ごとの空き家件数の分布
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ビッグデータを活用した空間詳細なCO2マッピング


吉田 崇紘1，山形 与志樹1，村上 大輔2，松井 知子2

1国立環境研究所 地球環境研究センター，2統計数理研究所 データ科学研究系

連絡先: <yoshida.takahiro@nies.go.jp>

(1) 動機：地球温暖化が進行する中，都市・地域単位での炭素管理への関心が高まっている．パリ協定で温室効果ガスの削減目標が提示され，二酸化炭素排出量（CO2）の削減に向けた動きが加速してきている．CO2マッピングは，都市・地域のステークホルダーによる炭素管理政策の立案・維持・管理をサポートするための有効な手段の一つであり（Gurney et al., 2015），自治体単位での研究が進められてきた．建物単位や道路単位といった空間詳細なレベルでのCO2マッピングを行うことで各排出源の相対的な影響力の把握，効果的な政策の立案，政策の効果検証，ホットスポットの発見などが可能となる．

(2) 方法：建物・道路に関する次に挙げる3種類のデータを収集し，それらを掛け合わせ，各建物・各道路の時間別CO2を推計した：[a]建物の構造や高さ，道路の幅やリンク長などの基礎データ；[b]携帯GPSデータに基づく建物混雑度や道路交通量などの活動量データ；[c]用途別・規模別の排出原単位データ．対象地域は東京都墨田区とした．なお，推計値の総和と墨田区全体における統計値との整合を保つため，建物・道路の総和が国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス（2017）のデータに一致するという制約をおいた．

(3) 結果：CO2マッピングの結果を図1に示す．建物排出は06:00から09:00の間に急激に増加し，09:00から18:00の間は大きな値を示し続けるものの15:00以降の減少傾向が確認できる．また商業施設の多い錦糸町周辺での建物排出が特に大きい一方で，再開発エリアである東京スカイツリー周辺の排出は比べて大きくないことも確認できる．交通排出は通勤・通学や帰宅時間帯である09:00と18:00の2時点にピークが確認できる．新四つ木橋での交通排出は一日を通して特に大きいことが確認できる．同橋は国道6号線が荒川を渡る場所にあり、自動車が集中した結果として排出量が大きくなったと解釈できる．

(4) 謝辞：東大CSIS共同研究No.827の成果の一部である． 

(5) 関連文献：

Yamagata, Y., Murakami, D., Yoshida, T. (2017) Dynamic urban carbon mapping with spatial big data. Energy Procedia, 142, 2461–2466. 

(6) 参考文献：

Gurney, K.R., Romero-Lankao, P., Seto, K.C., Hutyra, L.R., Duren, R., Kennedy, C., Grimm, N.B., Ehleringer, J.R., Marcotullio, P., Hughes, S., Pinceti, S., Chester, M.V., Runfola, D.M., Feddema, J., Sperling, J. (2015) Climate change: Track urban emissions on a human scale. Nature, 525: 179–181.

国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス編（2017）日本国温室効果ガスインベントリ報告書．<http://www-gio.nies.go.jp/index-j.html>.

		





図1：東京都墨田区における建物・道路単位のCO2マッピング
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UASと写真測量技術を用いた喫水面の植生モニタリングに関する研究


淺野　悟史1，酒井　陽一郎1，小倉　拓郎2

1滋賀県琵琶湖環境科学研究センター，2東京大学大学院 新領域創成科学研究科，

連絡先: <asano-s@lberi.jp>


(1) 動機： UAS（Unmanned Aerial System）による高高度撮影および写真を用いた3次元化技術が身近になったことで，高頻度かつ高解像度でのオルソ画像が比較的容易に得られるようになった．この方法では写真測量技術による光学的なデータ処理を行うため，厳密な地形ではなく植生などを含むDSM（Digital Surface Model）を表現していることが課題でもあり特長でもある．一方，写真測量の特性上，水面付近の様子を正確に表現することが難しいという欠点がある．

既往の研究では，UASを用いて植生を対象とした研究も行われている．森林など陸生植物の解析では従来の衛生画像を用いたリモートセンシングでは得られなかった高解像度のデータが任意の頻度で得られている．また，抽水植物の中でも水面から上に伸長するようなタイプは陸上植物と同じようにモニタリングが行えるため，外来種のモニタリングなどに活用されている．しかし，抽水体や浮葉体といった喫水面付近の植生をモニタリングするには水面反射のノイズの影響など克服すべき課題が多いのが現状である．


そこで本研究では，喫水面含むオルソ画像を，UASおよび3次元化技術により取得する手法の検討および，その精度の検証を行った．

(2) 方法： 本研究の対象は，「内湖」と呼ばれる琵琶湖沿岸に分布する小規模な潟湖である．本発表における実験は滋賀県高島市に位置する浜分沼において行った．

使用機材はPhantom4Pro（DJI社製）である．GCP（Ground Control Point）の計測は，高精度・低価格GNSS（Global Navigation Satellite System）を用いて行った．取得した画像および位置情報を用いてPhotoScan Professional（Agisoft社製）による点群抽出とオルソ画像の作成を行った．その際，水上にも半浮遊性GCPを設置し，その精度検証も行った．


(3) 結果： 風や直射日光が比較的少ない条件下では図1のように高い解像度が得られ，喫水面に繁茂する植物の再現が可能であった（撮影高度50 m）．また，オルソ画像上からほぼ全ての植物種の同定が可能である．今後，オルソ画像を用いた群落の被覆面積の正確な算出などの利用のためにオルソ画像のXYZ各方向の精度を高める必要がある．



図2：植物種の違いが判別できる拡大図





図1：小規模止水域のオルソ画像
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パーソナルデータを利用した個々人の移動快適性指標の検討


種村 京介1，金杉 洋2，松原 剛2，日野 智至2，柴崎 亮介2

1東京大学大学院 新領域創成科学研究科，2東京大学 空間情報科学研究センター

連絡先: <kennytane0426@csis.u-tokyo.ac.jp> 


(1) 動機：近年，個々の生活の質(Quality of Life; 以下QOL)に目を向け，QOLを豊かにする取り組みが注目されている．わが国では，都市圏における通勤・通学時間の長時間化や，慢性的な電車混雑は大きな社会問題となっており，混雑の緩和に向けた取り組みや立案が多く行われている．しかし，鉄道の混雑状況は依然解消されておらず，結果として，通勤・通学を含めた毎日の鉄道利用時に混雑車両に長時間身を置くことになり，快適性を損ない個々人のQOLを著しく下げる要因と考えられる．

電車の混雑率や移動所要時間は移動の快適性を下げることが予想されるものの，現段階において混雑がもたらす個々人への負荷を測る指標は確立されていない．また，従来から快適性を測る指標として用いられている混雑率や所要時間は地域統計などから平均的に算出されており，必ずしも個人の快適性の実態に沿わないことが懸念される．そこで本論文は，スマートフォンで記録された移動履歴や，ウェアラブルデバイスによって計測されたパーソナルデータを用いて，鉄道による移動の快適性を個人レベルで測れる指標の検討を目的とする．

(2) 方法：本研究では，パーソナルデータとしてスマートフォンのGPS機能を利用した移動軌跡データと，ヘルスケアデバイスであるFitbit Charge2によって測定された心拍数と歩数データを，健常男性成人3名（学生1名），2017年5月から2018年8月間で測定し，そこから鉄道移動データのみを抽出・分析をした．これらのデータにNAVITIMEが予測している混雑具合と，パーソナルデータ提供者の主観的判断から車内の混雑率を紐づけ、混雑率が心拍数にどのような影響をもたらすか解析した．

(3) 結果：図1は，ピーク時（7~8時）・オフピーク時（13~15時）の車内混雑率と心拍数の増加率を視覚化したものである．図からは時間帯による混雑率の違いによって，同一の路線であっても，心拍数の増加率に変動があることが見られる．このように混雑率と心拍数には関係性が見られ，車内混雑が精神的・肉体的に負荷を与えていることを，客観的に捉えることができる．

(4) 参考文献：

林良嗣・土井健司・杉山郁夫(2004)生活の質の定量化に基づく社会資本整備の評価に関する研究．751(62)，55-70．

駒澤真人・板生研一・羅志偉(2017)心拍変動と心拍数を組み合わせたストレス評価に関する検討．「第28回人間情報学会講演集」，3-4

・ナビタイムジャパン，電車混雑回避ナビゲーション<https://www.navitime.co.jp/lp/predict_congestion/>．





図1(a)：ピーク時の混雑率と心拍数の増加率





図1(b)：オフピーク時の混雑率と心拍数の増加率
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ダム下流域における大規模河床耕耘後の砂礫堆変動に関する地形変動モニタリング



小倉 拓郎1，淺野 悟史2，水野 敏明2，東 善広2，北井 剛3，早川 裕弌4

1東京大学大学院 新領域創成科学研究科，2滋賀県琵琶湖環境科学研究センター，

3滋賀県立琵琶湖博物館，4東京大学 空間情報科学研究センター

連絡先: <takuogu@csis.u-tokyo.ac.jp>
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(1) 動機：河川の営力には，大別して小規模で定常的なはたらきと，低頻度で大規模な出水時のはたらきとがある．高度経済成長期以降，ダムの建設や河川構造物の設置によって，定常時の流量や，河道内での土砂移動が制限される事例が報告されている．そのため，河道に堆積する土砂が固定化（アーマーコート化）することにより，樹林化といった生態系への影響が懸念されている．固定化された状態で大規模出水の影響を受けた河道の変化は，自然状態のものとは大きく異なってきている可能性がある。このような不規則かつ活発な河道変化に対応した河道管理のためには，空中写真測量や航空レーザ測量などによる高精細な地表・地形データを，時系列的に得る必要がある．しかし，その空間解像度や頻度は限定されており，データ取得の点で障壁があった．近年，UAS（Unmanned Aerial System：ドローン）とSfM（Structure from Motion）多視点ステレオ写真測量を用いた地形情報取得に関する研究が進み，河道変化を微細に把握することが可能となった．これにより，例えばダムの放流量をコントロールするための指標を，実際に起こっている土砂移動に基づいて検討することができると考えられる．そこで本研究では，ダム下流域の礫床河川における砂礫堆の地形変化を，UASを用いて高頻度・高精細に定量化することを目的とする．

(2) 方法：対象とする河川は，鈴鹿山脈に源流をもち琵琶湖に流入する愛知川（えちがわ）である．対象とする地点は，愛知川扇状地の扇央に位置する東近江市および愛荘町付近（河口から約10 km）である．本地点では，砂礫堆の固着がみられていたため，2017年12月に固定砂礫堆約20,000 m2を実験的に，重機を用いて耕耘した．
　耕耘した地点を，およそ1か月に1回の頻度で，UASを用いて空撮した（撮影期間：2018年4月～2018年8月）．その際に，あわせてGCP（Ground Control Point: 地上基準点）を，高精度GNSS（Global Navigation Satellite System）を用いて計測した（精度10 cm程度）．取得した画像からSfMソフトウェアを用いて点群データ，オルソ画像，DSM（Digital Surface Model）を生成した． 
　複数時期に取得したそれぞれのDSMから砂礫堆の体積を算出し，それらの差分を計算することで，砂礫堆や流路形状の変化量や変化様式を明らかにする．これに基づき，上流に位置する永源寺ダム放流量と土砂移動との関係を考察する．

(3) 結果：一例として，2018年6月11日および2018年7月12日に計測したデータをもとにした，DSMを図1，オルソ画像を図2に示す．永源寺ダムの出水データでは，この撮影期間中に最大130 m/sの放流があったが，耕耘した砂礫堆における目立った変化はみられなかった．今後，多時期に取得したDSMの解析（とくに体積計算）を行い，大規模な出水イベントと砂礫堆・流路の地形変化との関係を考察していく．

(4) 使用したデータ：

・UAS空撮画像から生成したDSM・オルソ画像
（2018年4月～8月）

・高精度GNSSデータ（2018年4月～8月）

・Zmap TOWN II （2016年度 Shape版） 
滋賀県 データセット

・永源寺ダム出水データ（2018年4月～8月）

(5) 謝辞：本研究は東大CSIS共同研究No.814の研究成果の一部である． 

図2：2018年6月・7月のオルソ画像



図1：2018年6月・7月の標高データ（DSM）
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携帯GPS情報を活用した水害避難状況の把握に向けた検討


村上 大輔1，山形 与志樹2，吉田 崇紘2，松井 知子1

1統計数理研究所 データ科学研究系，2国立環境研究所 地球環境研究センター

連絡先: <dmuraka@ism.ac.jp>

(1) 動機：地球温暖化の進展に伴い，我が国の水害リスクは今後徐々に上昇していくことが見込まれており，水害時の避難状況を把握する方法の確立が求められている．幸い近年では携帯GPSなどを通して人々のリアルタイムな行動・状況が把握可能となりつつある（Rahman et al., 2012）．そこで本研究では，携帯GPSの有用性を水害時の避難行動モニタリングの観点から分析する．

		

図1：2015年9月9日～16日の16:00の避難者の空間分布





(2) 方法：平成27年9月関東・東北豪雨に伴う大規模水害に見舞われた茨城県常総市を分析対象として，水害の発生した9月10日を含む9月9日～16日の人々の動きを携帯GPSデータ（株式会社Agoop提供）から推計した．同データは30分間隔の人々の位置座標データであり，交通モード（徒歩か自動車かなど）は付与されておらず，また特定のアプリケーションユーザの動きのみを捕捉しているものである．従って，同データの空間分布のみから人々の動きを把握することはできない．そこで本研究では，次のモンテカルロ・シミュレーションを用いて移動者の動きを再現することを試みた：

(i)避難者0人の状況を初期状態とする．

(ii)以下を収束するまで繰り返す：

(ii-1)携帯GPSのカーネル密度（時間・空間）に応じた確率で避難者aに発地・着地を無作為に与える．


(ii-2)避難者aを移動時間が最短となる経路で発地から着地まで移動させる．


(ii-3)避難者aを追加することで，疑似人流の時空間分布と携帯GPSのカーネル密度分布との相関が上昇する場合は避難者aを疑似人流データの1標本として追加する．そうではければ避難者aは棄却する．

(3) 結果：推定された道路リンク別の移動者密度を図１に示す．水害前の9日は市の中心部である水海道駅周辺や石下駅周辺，およびそれらをつなぐ国道294号線にそって移動者が多いという直感に整合した結果が得られた．水害直後の10日の結果からは人々が浸水域から水海道駅周辺に避難したという様子が伺える．11日の結果からは，鬼怒川西岸の道路での迂回交通が活発化していることや，水海道駅に近い橋の周辺で渋滞が起きていることなどが推定され，人・モノの動きが活発化したとの示唆を得た．12日以降は浸水域の南部を含むより広い領域で人々の移動が活発化していることが確認できる．以上の結果はいずれも直観に整合する．

携帯GPS情報のみから，直感に整合する人々の避難行動が把握可能という本研究の結果は，リアルタイムな避難行動の把握システムを開発するうえで有益な情報といえよう．

(4) 謝辞：

本研究はJSPS科研費16H02910の助成を受けたものである．

(5) 参考文献：

Rahman, K. M., Alam, T., and Chowdhury, M. (2012) Location based early disaster warning and evacuation system on mobile phones using OpenStreetMap. Open Systems (ICOS), 2012 IEEE Conference on, 1-6.
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自転車利用者のGPS軌跡データを用いた道路の利用頻度と幅員との関係性


仁平 裕太1，山田 育穂2

1中央大学 理工学研究科，2中央大学 理工学部

連絡先: <a13.873k@g.chuo-u.ac.jp> 
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(1) 動機：自転車の利用は，その健康面や環境面などのメリットから近年，国内外で注目されている．わが国は2009年の調査において，自転車保有台数が8593万台と世界第3位であり，自転車大国といわれる欧州と同等の水準にある（財団法人日本自転車普及協会，2009）．しかし，一方で自転車道や駐輪場の整備状況といった自転車を利用する環境については，欧州と同等の水準であるとは言いがたい．自転車保有率の増加に伴い，自転車による事故も増加傾向を示していることも踏まえると，自転車が持つメリットを最大限に活かすためには，自転車が安全に走ることのできる都市環境を整備することは急務であると考えられる（国土交通省，2015）．そこで，本稿では自転車のGPS軌跡データを用いて，自転車利用者がどのような特性を持つ道路をよく通行するのかを分析することで，効果的に自転車通行環境の整備を進めるための基礎的な知見を得ることを目的とする．特に本稿では，代表的な道路の属性である幅員と，利用頻度との関係性について焦点を当てる．幅員と利用頻度との関係性を示す事ができれば，自転車の交通誘導などの安全な走行環境の構築に向けた知見が得られると考える．

(2) 方法：利用道路の推定のために，本稿では移動中のGPS軌跡データに対して利用するマップマッチングという手法を用いるが，本稿で使用する自転車のGPS軌跡データは，始点から終点まで1回の自転車利用全体に対するものであり，店舗等に立ち寄るなど自転車が移動していない間の軌跡も含んでいる．そこで，本稿ではDBSCANというクラスタリング手法を用いて，そうした自転車利用時の滞在地をクラスタとして把握することで，GPS軌跡データを，滞在中に観測された部分と移動中に観測された部分とへ分割する．DBSCANとは，クラスタの数や形を設定しなくていいことから，クラスタの数や形が不明である滞在地抽出によく用いられる手法である（関本，2013）．DBSCANを行うにあたり，GPS軌跡データの観測時間の間隔が一定でない場合を考慮し，観測されたGPS軌跡データ間は線形に移動しているという仮定の基，一秒ごとにGPS軌跡データを線形補完する．その後，線形補完されたGPS軌跡データに対して，統計ソフトR 3.4-3でdbscanパッケージ（R 1.1-2にて作成）を用いてDBSCANを行う．更にDBSCANではGPS軌跡に付けられた時間情報は考慮されないため，滞在地の空間的位置と滞在開始時間からクラスタの統合と分割を行う．以上により，GPS軌跡データの滞在中に観測された部分を把握することで，移動中に観測された部分の抽出する．そして移動中に観測されたGPS軌跡データを用いて，東京大学大学院理工学系研究科都市生活学・ネットワーク行動研究グループが提供しているマップマッチングの手法を用いて分析を行う．マップマッチングとは，GPSなどで得られた位置情報データを，これまでのGPSの軌跡と周辺道路環境とから，もっとも適切な道路上に位置情報データを補正するシステムである（図１）．この手法により，自転車利用者が利用していた可能性の高い道路の推定を行うことが可能である．以上の手法を用いて各自転車利用者のGPS軌跡データより利用道路を推定する．その利用道路の幅員と利用される頻度とを抽出し，それらの関係を分析することで，利用道路の選択に幅員が影響を与えているのかを考察する．その結果を研究発表大会では報告する．

(3) 参考文献：

財団法人日本自転車普及協会（2009）公共交通としてのレンタサイクルシステム研究会報告書，< http://www.bpaj.or.jp/file_upload/100314/_main/100314_01.pdf>．

国土交通省（2015）自転車交通，<http://www.mlit.go.jp/common/001085121.pdf >．

関本義秀（2013）人々の流動データの基礎的な処理・分析手法について．「写真測量とリモートセンシング」，52（6），321-326．



図1：マップマッチングのイメージ図
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マイクロジオデータを用いた家賃形成メカニズムの研究


秋山 祐樹1，小川 芳樹2

1東京大学 空間情報科学研究センター，2東京大学 生産技術研究所

連絡先: <aki@csis.u-tokyo.ac.jp>  Web: <http://akiyama-lab.jp/yuki/>


(1) 動機：我が国の家賃形成の全国的なメカニズムの研究は，扱う必要があるデータの膨大さやデータ収集の困難さ，また分析手法の煩雑さなどが障害となり，今日に至るまで十分には進んでいなかった．しかし近年では様々な統計データやミクロな空間データ（マイクロジオデータ）が利用可能になったことや，データ分析環境の整備が容易になったことから，これらの障害を突破し，家賃形成メカニズム解明に向けた研究が実現可能になりつつある．また近年では「レジリエンス」という概念を取り入れた人命を守り抜ける災害に強靭な住まいづくり，地域づくりも求められており，今日の家賃形成に災害リスクがあまり考慮されていない現状を定量的に示し，警鐘を鳴らすことも重要な課題と言える．

(2) 方法：そこで本研究ではまず2014年の日本全国の住宅用途の建物1棟1棟の分布が把握できるマイクロジオデータを整備し，それらに以下の①～④の家賃形成要素を説明変数として，⑤の最低保証家賃を目的変数として付与することで，住まい手にとっての価値を評価出来るデータを構築する．

①住宅の性能：住宅の構造や築年代（7種類）

②狭域立地：住宅周辺の立地環境に関する情報（生活利便施設や駅等へのアクセス性）（50種類）

③広域立地：都市域からの距離やブランド力の高い地名を持つ地域からの距離（17種類）

④災害リスク：地震や津波，洪水，土砂崩れ等の自然災害を被るリスクと避難所へのアクセス性（7種類）

⑤郵便番号単位の最低保証家賃情報（ただしある程度の人口規模の都市とその周辺のみ収録）

続いて①～④を⑤と比較するために郵便番号単位に集計し，全ての変数を用いてk-means++法でクラスタリングを行った．その結果，全国の郵便番号単位の領域は6種類及び33種類のクラスタに分類された（図1）．最後にクラスタごとにスパースモデリングのLasso回帰を採用し，説明力のある家賃形成要素を統計的に決定した．

(3) 結果：6分類及び33分類のクラスタごとの説明力のある家賃形成要素に関する分析結果をまとめると，以下の通りであった．

①住宅の性能：最低保証家賃の形成に正に寄与する地域と，そうではない地域が見られ，必ずしも高性能な住宅の家賃が高くなるとは限らないことが分かった．

②狭域立地：概ね生活利便施設へのアクセスの良さが最低保証家賃に正に寄与した．また人口密度が低く都市公園や観光地への近さも正に寄与した．さらに景観地区に指定されると負に寄与した．

③広域立地：立地特性（用途地域）は指定される用途地域によって異なった．また地域の知名度は大都市の中心市街地やその郊外においてのみ正に寄与することが分かった．さらに三大都市圏と都道府県庁所在地までのアクセス性も正に寄与した．

④災害リスク：地震による倒壊・火災，土砂災害のリスク，また避難所へのアクセス性はあまり影響しなかった．ただし洪水のリスクは最低保証家賃に負に寄与した．津波のリスクは正にも負にも現れなかった．

なお本稿では紙面の都合上，分析手法や分析結果の詳細は割愛した．本研究の詳細は秋山・小川（2018）を参照されたい．

(4) 主な使用したデータ：

· 「国土数値情報（各種狭域立地情報，災害リスク情報）」国土交通省

· 「全国郵便番号別最低保証家賃査定データ」　一般社団法人移住・住み替え支援機構

· 「Zmap TOWN II（2014年）」株式会社ゼンリン

(5) 謝辞： 本研究は一般財団法人住総研研究助成（2016～2017年度）を受けることで実現した．さらに本研究は東大CSIS共同研究No.122の成果の一部として実施した．ここに記して謝意を表したい．

(6) 参考文献：


秋山祐樹・小川芳樹（2018）マイクロジオデータを用いた家賃形成メカニズムの研究－住まい手からみた住宅の価値と市場価値の乖離に着目して－．「住総研 研究論文集・実践研究報告集」，44，1-12．



図1：クラスタ分類（6種類）の結果（関東地方）

- 46 -




Research Abstracts on Spatial Information Science

CSIS DAYS 2018



CSIS DAYS 2018

東京大学　空間情報科学研究センター 全国共同利用研究発表大会



東京大学空間情報科学研究センター（CSIS）は，日本で地理情報システム（GIS）の普及が進みつつあった1998年に，GISの学術的利用を促進し，産官学の連携を強める目的で創設されました．当センターは最初は東京大学の学内組織として発足しましたが，活動は当初から日本全国および海外を視野に入れておりました．たとえば，地理空間情報のデータセットを他の研究教育組織の研究者とシェアする活動を，センターの発足後まもなく開始しました．

このような活動が評価され，当センターは2006年4月に全国共同利用型研究施設として文部科学省に認定されました．さらに2010年4月には，全国共同利用型研究施設の後継である共同利用・共同研究拠点として文部科学省に認定され，「空間情報科学研究拠点」の名称で活動してまいりました．また2016年4月からの6年間引き続き拠点としての更新が認められ活動を継続しております．更新の認定にあたっては，地理空間情報のデータセットをシェアして行われる多数の共同研究を全国の多様な研究者と行っていることが，高く評価されました．また，毎年開催している全国共同利用研究発表大会であるCSIS DAYSも，主要な成果発表の機会と認められました．今年のCSIS DAYSも，多くの発表が口頭発表とポスターを併用する形で行われます．これは多数の方々に優れた研究をご投稿していただいた結果です．この場を借りてお礼申し上げます．

2016年度からの拠点の活動では，二つのプロジェクトを活動の中心として掲げました．ひとつは，「ビッグデータ時代の空間情報科学：データインフラと解析ツール」で，概要は「社会や環境に関する多様かつ多量の空間データを収集・整備し，解析ツールと合わせて研究者に提供することで共同研究を実施し，空間情報科学の深化と関連分野の拡大を実現する．関連する産・官との連携を進め，産業・高度研究人材育成にも貢献する」です．もう一つは，「時間軸を持つ空間情報科学の構築と国際展開のための共同研究フィールドの整備」で，概要は「社会や環境の動態を示す多様な空間データを時系列化して整備し，その解析ツールと合わせて国内・国際共同研究のために提供し，時空間科学としての空間情報科学の確立と国際的な応用を実現する．技術開発等で産・官とも連携し，イノベーション人材を育成する」です．いずれも，広い分野で活用可能なデータセットの提供を行い，データの分析ツールも整備し，それを全国や海外の方々に活用していただくことを目標としております．引き続きご支援をよろしくお願いします．

空間情報科学研究センターは，2008年より民間企業・団体からの支援による寄付講座を運用してまいりましたが，2016年度からは20以上の企業・団体のご協力を得て，「宇宙システム・G空間情報連携利用工学」社会連携研究部門と，「グローバルG空間情報」寄付研究部門を運用しております．上記の二つのプロジェクトでも産・官との連携が重視されていますが，このような連携を強化するものとして、二つの部門が活動しております．当センターは，今後も空間情報科学の多角的な振興に積極的に取り組んでいく所存です．皆様からのご意見・ご要望をいただきこれをセンター運営に反映することは，共同利用・共同研究拠点としての当センターの活動の継続のために非常に重要であります．このCSIS DAYSの場を利用して，あるいは任意の機会にどうぞ忌憚なきご意見をお寄せ頂くよう宜しくお願い致します．

2018年11月2日


東京大学 空間情報科学研究センター長

瀬崎　薫

空間情報科学研究センター長


瀬崎　薫
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2016年熊本地震により阿蘇地域に生じた斜面崩壊の空間分布の特徴


羽田 康孝1，小口 高2，早川 裕弌2，齋藤 仁3 ，内山 庄一郎4

1東京大学大学院 新領域創成科学研究科，2東京大学 空間情報科学研究センター，

3関東学院大学 経済学部，4防災科学技術研究所

連絡先: <yhaneda@g.ecc.u-tokyo.ac.jp> 


(1) 動機：2016年熊本地震に伴い，阿蘇山のカルデラ壁や中央火口丘群の斜面において，多くの斜面崩壊が発生した．対象地域では過去の豪雨によっても斜面崩壊が繰り返し発生してきた．本地域の斜面崩壊地の分布の特徴を明らかにすることは，今後の防災対策のために重要である．しかし，斜面崩壊は浅層で生じる小規模なものが多く，衛星画像などを用いた従来の手法では正確な判読が困難であった．そこで本研究では，近年普及が進む無人航空システム（UAS）で取得した，高精細なデータセットを用い，2016年熊本地震による斜面崩壊地を分析した．

(2) 方法：熊本県阿蘇市に位置する仙酔峡の上流部の草地斜面（約2 ㎢）を対象地域とした．地震発生前の2016年3月と，地震後の5月にUASを用いて近接空中写真を撮影し，各時期のオルソ画像，デジタル表層モデルを作成した．そして，両者を比較することで約70箇所の斜面崩壊地を抽出した．さらに，尾根線と谷線を基に対象地域を斜面単位に分割し，標高・傾斜角・斜面方位・曲率などの地形情報を算出し，斜面崩壊が発生した斜面と非発生斜面との間で統計的な差異を検証した（図1）．

(3) 結果：標高・傾斜角・断面曲率については，斜面崩壊が発生した斜面と非発生斜面との間で有意差がみられた（表1）．標高と傾斜角について，地震による斜面崩壊は一般に急斜面，特に30度以上で生じやすいことと（山口・川邊，1982），本地域は標高が高いほど急傾斜であること（齋藤ほか，2016）が明らかとなっており，この結果は先行研究および観察と整合的である．同様に，断面曲率が凸型を示す斜面で有意に多く崩壊が生じていることが明らかとなったが，地震による斜面崩壊は尾根筋など乙型斜面で起こりやすいことが先行研究で指摘されている（西田ほか，1997）．一方，水平曲率については有意差がみられず，水平方向の凹凸は崩壊の発生に必ずしも影響しないことを示唆している．

(4) 使用した機材・ソフトウェア：

・機材: Trimble UX5, Trimble GeoExplorer 6000XH with Trimble Zephyr Geodetic 2

· ソフトウェア: Agisoft PhotoScan, Esri ArcGIS

(5) 謝辞：本研究は， 科学研究費補助金（25702014，15K16287，17H02031）の助成を受けた．さらに本研究は東大CSIS共同研究No.554の成果の一部として実施した．ここに記して謝意を表したい．

(6) 参考文献：

齋藤仁・内山 庄一郎・小花和宏之・早川裕弌 （2016）平成 24年（2012年） 7月九州北部豪雨に伴う阿蘇火山地域での土砂生産量の推定−UAVとSfM多視点ステレオ写真測量を用いた高精細地形データの活用−．「地理学評論」 ，89 （6），1-13．

西田顕郎・小橋澄治・水山高久（1997）数値地形モデルに基づく地震時山腹崩壊斜面の地形解析．「砂防学会誌」，49 （6），9-16．

山口伊佐夫･川邊洋（1982）地震による山地災害の特性．「砂防学会誌」，35（2），3-15．



図1：対象地域のオルソ画像と判読した斜面崩壊（ピンク色），分割した単位斜面（灰色）の重ね合わせ．DSMの解像度は0.5 mで，オルソ画像は地震後（2016年5月）に撮影した空中写真から作成．


表1：各地形要素における斜面崩壊が発生した斜面と非発生斜面の有意差検定．標高・傾斜角・断面曲率において有意差がみられる．



- 16 -




選挙速報の連続面積カルトグラム


松波 功

中日新聞（東京新聞）

連絡先: <isao_ma@on.rim.or.jp>
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(1) 動機：国政選挙の報道で開票結果の全国的な概観をグラフィカルに表現する際，コロプレス図（塗り分け地図）には読者に誤った印象を与えかねないという問題がある．自民党得票率や得票率変動の標準偏差（主要4党合計）と人口密度との相関は，（計量政治学では定番になっている）高齢者率や持ち家率に匹敵するほど高く(表1)，高人口密度地域（都市部）が選挙全体の帰趨を事実上決定しているにも関わらず，コロプレス図上では非常に小さくしか表現されないためだ．この問題を解決するため，面積が投票者数あるいは有権者数に比例するように地図を変形させた面積カルトグラムが有用であり，欧米の報道機関においてはすでに定番化している．

(2) 経緯：2005年に東京大学空間情報科学研究センターの井上研究員（当時）に独自手法の実装コード（ここでは三角分割アルゴリズムと呼ぶ）を提供していただき，2007年の総選挙で紙面用にカルトグラムを制作した．地図の頂点数は12,000だったが，当時のワークステーションで16時間以上の計算時間を要したため，翌日の締め切りに間に合うよう，計算途中のデータを書き出し，投票者数が確定してから計算を再開する対策をとった．その後，粗行列ソルバーを利用してプログラムが劇的に改良され，パソコンも高性能化した結果，2017年の選挙では頂点数24,000の地図が5分程度で計算できるようになった．

(3) 結果：開票日の翌日に自社サイトに，主要政党の得票率を通常地図とカルトグラムで表現するインタラクティブなグラフィックスを掲載した（図1）．三角分割アルゴリズムのデータ形式であるポリゴンのインデックス表示はwebGLを用いた変形アニメーションと相性が良く，データサイズが約1 MBに抑えられたことを付記しておく．

(4) 制作者として：編集担当者やデザイナーは，理解しやすさや美しさを評価し，工学的評価にはほとんど関心がない．例えば，異常値に対して頑強で，欧米の多くの報道機関によって採用されている気体拡散アルゴリズム（Gastnerら）を検討した際には，半島や湾が細く潰れてしまうことが嫌われた．また，日本地図では瀬戸内海や湾の形状が位置関係を把握する重要な手掛かりになっているため，空白部分にダミーデータを用意しなければならない三角分割アルゴリズムの方がむしろ調整しやすかった．各手法には「画風」とも呼ぶべき特徴があり，三角分割アルゴリズムは島国向き，気体拡散アルゴリズムは大陸向きといえるだろう．いずれにせよ，様々なアルゴリズムが選択肢として提案され，計算の高速化によって試行錯誤が容易になった結果，報道表現の自由度が飛躍的に高まったことを実感した．

(5) 謝辞：東北大学大学院情報科学研究科の井上亮准教授にソースコードの提供と指導をいただきました．あらためて謝意を表します．

(6) 参考文献：

井上亮・清水英範（2005）連続エリアカルトグラム作成の新手法－GIS時代の統計データの視覚化手法－．「土木学会論文集」，（779/IV-66），147-156．

Gastner, M., Newman, M. (2004) Diffusion-based method for producing density-equalizing maps. Proc. Nat. Acad. Sci. USA (PNAS), 101(20), 7499-7504.

(7) 使用したデータ：開票データとして，速報時は共同通信合同集票システムを，その後は総務省速報資料を使用しました． 







		表1： 自民党得票率(2014年比例代表)と主要4党の得票率変動分（2000-2014年）の標準偏差の和と，主なデモグラフィック指標との相関係数．対象は福島原発周辺の4自治体を除く1,892市区町村．





図1：通常地図からカルトグラムへアニメーションで変化するインタラクティブグラフィックス
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自民党得票率４党得票率変動


高齢者率0.267-0.397


持ち家率0.355-0.243


人口密度（対数）-0.3130.398
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Environmental assessment by using vessel movement data

Kim Hoegwon, Watanabe Daisuke

Tokyo University of Marine Science and Technology

Email: <m175003@edu.kaiyoda.ac.jp>  

(1) Motivation： Transportation is the single biggest Green House Gas (GHG) emission sector and most of them came from generating energy by burning fossil fuel to drive truck, train, plane, and vessel (Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990–2016). Transportation mode like truck, train, and plane are relatively well monitored, however, shipping is the least controlled area. IMO (International Maritime Organization) just started to collect the vessel GHG emission data and long-term plan will be established on 2023 after analyzing all the data IMO collect. European Union (EU) is more actively working on controlling emission from shipping. EU released that shipping would be included in EU Emission Trading system if there is no comparable system operating to control GHG emission until 2021. Purpose of this study is that have clear understanding and insight about LNG carrier emitted GHG by visualizing the results of calculation and AIS (Automatic Identification system) data acquired.

(2) Data：The data used in this study is collected by company named exactEarth. As exactEarth collect AIS data which includes vessel identification, position, speed over the ground and course. As data collected by satellite, it is possible to get AIS data through the ocean regardless of the position of vessel. Time range of the AIS data used is from Jan 2016 to June 2017, unique number of vessel ID is 327, and total number of data is 9,439,354.

(3) Method: Several studies have made to make estimation of vessel resistance in specific speed. We adopted method suggested by Harvald (1983), and amended and released by Lützen & Kristensen (2012). It allows us to calculate power requirement when the vessel sailed in specific speed with few vessel specification. To calculate data by this method, we adopted Python and used Arcmap to visualize it. 

(4) Future plan: In this study we have analyzed the data without divide it into month or season. We will implement analyzation to make sure that it has monthly or seasonal trend.

(5) References: 

Harvald, S. A. (1983) Resistance and Propulsion of Ships. New York: John Wiley & Sons.

Lützen, M., & Kristensen, H. O. H. (2012) A Model for Prediction of Propulsion Power and Emissions – Tankers and Bulk Carriers. Paper presented at World Maritime Technology Conference, Saint-Petersburg, Russian Federation. 


Figure 1: Distribution of bunker consumption by LNG carrier(Jan – Jun, 2016)
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「創造都市」における創造的な産業の企業・人材の集積に関する研究


近藤　大蔵1，後藤 寛2，鈴木 伸治2

1横浜市立大学大学院 都市社会文化研究科，2横浜市立大学 国際総合科学部

連絡先: <u175007a@yokohama-cu.ac.jp>  


(1) 動機：2000年代初頭から，地方自治体は，文化・芸術のような「人の創造性」を活かし，また「都市が持つ魅力や資源」を活かして，都市・地域の活性化，地域課題の解決，産業の振興に取り組む．文化・芸術の持つ創造性を領域横断的に地域振興，観光・産業振興等へと活用し，地域課題の解決を試みる自治体のネットワーク「創造都市ネットワーク日本」には103の自治体が参加している. しかし,文化・芸術を基盤とした創造都市，創造産業の振興策の有用性の実証は十分ではない．（友岡，2009）今後の創造都市政策の展開においては，自治体がより詳細に地域ごとの基礎情報，その中でも創造的な産業，人材の集積の特性を知ることが重要である．本研究は，創造産業に関する各種統計を可視化することで，都市空間において，創造的な産業に属する企業，人材の集積の特性を明らかにすることを目的とする．

(2) 方法：対象地は，京都市・大阪市・神戸市とした．「国勢調査」「経済センサス」及び，NTTが提供する iタウンページから独自抽出した創造産業に分類される事業所の住所データを用いて，都市別の「産業の集積の特徴」「人材の集積の特徴」を把握する．なお，本研究では「創造産業」の分類は吉本分類（吉本，2003）を援用し，「創造的な人材」は，日本標準職業分類のうち「専門的・技術的職業従事者」（大分類）と本研究では定義した．

		図1：大阪市都心部における2000年（左）から2015年（右）の創造的な人材の占める割合が高い地域の変化

		図2：京都市・神戸市・大阪市におけるコンピュータ・ソフトウェア分野の事業所の密度と立地





(3) 結果：図1に，大阪市における2000年及び2015年において創造的な人材の割合が高い地域を示した．そこでは，創造産業の事業所の密度が高い地域が特定の地域に集中傾向にある．

図2では，3都市にて創造産業の事業所密度が高い地域コンピュータ・ソフトウェア分野を事例に示した．特に都心部に集積が見られた．創造産業の分野によっては，集積の傾向は異なることが予想される．今後は，自治体別で同様の調査・研究を進め，都市間の比較を進めて行きたい．本研究では，非東京都市圏の「創造都市」において，「創造産業」の企業の事業所・人材の空間的な特性を把握した．対象とした各都市共通して，事業所・人材，どちらも都心部への高い集積傾向がその特性として挙げられる．

(4) 使用したデータ：

· 「平成21年 国勢調査」総務省統計局

· 「平成27年 国勢調査」総務省統計局

· 「平成26年　経済センサス」総務省統計局

· 「Zmap TOWN II（2014年）」株式会社ゼンリン

(5) 謝辞：本研究は東大CSIS共同研究No.826の成果の一部として実施した．ここに記して謝意を表したい．

(6) 参考文献：

友岡邦弘（2009）地域戦略に動員される文化的資源-文化的グローバリゼーションの陰画としての自治体文化政策－．「社会学評論」，60（3），379-395．

吉本光弘（2003）創造的産業群の潮流1．「ニッセイ基礎研REPORT」，1-6．
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横浜市における生鮮食料品店の減少と買い物困難者問題の現状


後藤　寛

横浜市立大学 国際総合科学部

連絡先: <yutakagt@yokohama-cu.ac.jp>

(1) 動機：商業構造の変化と丘陵地の宅地化の歴史とが重なって深刻化している横浜市の既成市街地における買い物困難者の増加について基礎的な現状を把握することを目指す．

(2) 方法：1975～2015年まで5年ごとのタウンページ／職業別電話帳による店舗リストの作成と名寄せによる変遷のリスト化を行い，東京大学空間情報科学研究センターのアドレスマッチングサービスを用いて地図化し，経済産業省の基準よりきつい300 mバッファを発生させた上でインターセクトツールにより野菜，肉，鮮魚の3種の食料品すべてへのアクセシビリティがじゅうぶんな領域を地図化し，その縮小程度を確認した．

(3) 結果：まず基本的なこの間の変化を整理すると

1)品揃えニーズの水準上昇により零細店ではニーズに合わずより大きなスーパー志向が進んだ．

2)近隣商店街だけでなく団地の地区センターもニーズに合わず店舗撤退により衰退．

3)小売業の経営の安定性の問題．スーパーであっても店舗存続期間は長くなく，生活インフラとしては課題がある．

4)居抜き出店も多くはうまくいかずに再撤退，経営ではなく立地環境の問題か．

といえる．中区・南区エリアでは商店街を一掃するような大型スーパーの進出はみられず，単純に大型店問題に帰結できないむしろ消費者ニーズの変化とそれに対応できなかった個人商店の動向に目を向けるべきであろう．その上で全体的傾向を整理すると

1)個人経営の零細食料品店(八百屋，魚屋，肉屋)の激減，それらを中心に構成されてきた近隣商店街の壊滅により食料品へのアクセシビリティの悪化．

2)東京と比べても高低差の大きい土地が古くから住宅地化していた横浜ならではの地理環境．

3)高齢化の進行により同じ場所に住み続けていても買い物のための移動コストが上昇したこと．

とまとめられる．

本研究はあくまで現状の把握と歴史的経緯の把握を目指すものであるが，問題の解決を意識すると下記の課題，可能性がみえてくる．

1)店舗という形態を前提にすれば大手資本も昨今目指している生鮮コンビニ，ミニスーパー業態の洗練を期待する．

2)生協，スーパー，通販業者等による宅配依存が強まると思われるがキャパシティは対応可能なのか．

3)公共施設と位置づけ配置計画を立ててシビルミニマムとなる小売店舗施設を確保することまで考える必要があるのか．

(4) 謝辞：本研究は東大CSISアドレスマッチングサービスを利用して実施した．ここに記して謝意を表したい．

(5) 関連文献：長岡かなえ・後藤寛・佐藤将（2015）横浜市における買い物難民問題の現状と課題．「日本地理学会発表要旨集」，88，70．


		　　

図1：対象地域（横浜市中区・南区山手地区）の（a）1975年と（b）2015年の生鮮食料品取り扱い店分布および生鮮3品300 mアクセス可能圏の変遷

		


図2：対象地域（横浜市中区・南区山手地区）の1975～2015年までの生鮮食料品取り扱い店舗数の変遷
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高線量空間における動物音の自動解析方法の検討


下徳 大祐1，Hervé Glotin2，小林 博樹3

1東京大学 新領域創成科学研究科，2 Laboratoire d'Informatique et des Systèmes, Université de Toulon，
3東京大学 空間情報科学研究センター

連絡先: <shimotoku@nenv.k.u-tokyo.ac.jp>  Web: <http://kobayashi-lab.com/>
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(1) 動機：国際原子力機関（IAEA）のチェルノブイリ原発事故報告書では、被爆した野生動物群の数世代に渡る被爆状況とその影響の調査は，学術的・社会的に非常に重要であると報告されている．東京大学を退官した石田は，福島第一原子力発電所周辺の，特に高濃度の放射性物質が検出されている阿武隈山地北部地域において，震災直後から定期的に野生動物の被曝モニタリングを行っている．ここでは，500地点以上を目標として自動録音装置を設置して当該野生動物の鳴き声を取得・分析しているが．今後長期数10年に亘って24時間365日の生態情報取得を行うためには，研究者や関係者の労力だけでは極めて困難と報告している（石田,2012）．そこで，非熟練の調査員が「環境音自動判別AI」の補助を得ることで，今後長期間に亘って調査を継続できると考えた．

(2) アプローチ：こうした研究は，以前は専門家によって聞き取られた結果を機械が教師データとして参照しながら，機械学習を校正しつつ学習が進められてきた．しかしながら愛好家と比較して専門家の数は極めて少なく，聞き取り作業にはかかる負担も大きいので．準備可能な教師データも僅かであった．鳥の鳴き声が含まれる数十時間以上の音源について，全て情報を詳細に聞き取ることが求められ，作業にかかる集中力の維持が困難だからである．もしも事前にコンピュータでヒントを与えることによって作業負荷が下がれば，効率が上がる．

(3) アプローチ：こうした研究は，従来のAIのデザインでは 1/1000 秒単位で鳥の鳴き声を聞き取ることが求められており，この作業を非熟練の調査員に求めることは難しかった．複数の調査員に鳴き声の切り取りを依頼したところ，切り取り区間が一致せず，その結果を教師データとして採用することが出来なかった．そこで本研究では聞き取りの長さを規格化することで，非熟練の調査員の聞き取り結果でも教師データとして採用出来やすいようにした．

(4) 使用したデータ：
・ 福島第一原発事故に伴う帰還困難地域内の浪江町小丸地区， （37°28'04.3" N, 140°55' 27.5" E）において 2016 年 6 月から 2017 年 6 月まで24時間/日 × 1 年間録音した音声（Kobayashi et al., 2018）．
・ 非熟練の調査員によって聞き取りされ，種同定された音声，12時間図2：解析結果の例．1点は1時間で，色の違いは月の違いを表す．横軸は気温，縦軸は1時間あたりにウグイスが鳴いた時間（分）を示す．



(5) 方法：AIの設計はMultimedia Tools and Applicationsジャーナルで発表した事前研究である8層畳み込みニューラルネットワークを基礎として，調査員の聞き取りをヒントとした機械学習（human computation）に適切なAIについて検討・実装を進めたい．

(6) 謝辞：本研究は電気通信普及財団20173038の助成を受けたものである．

(7) 関連文献：

Kobayashi, HH. et al. (2018) A Real-Time Streaming and Detection System for Bio-acoustic Ecological Studies after the Fukushima Accident. Multimedia Tools and Applications for Environmental & Biodiversity Informatics. Multimedia Systems and Applications. Springer, Cham.

(8) 参考文献： 

石田健（2012）高線量地帯周辺における野生動物の生態・被曝モニタリング．「化学と生物」，50（11），825-829















図1：教師データ作成の手順
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アクティビティベースシミュレータを用いた働き方施策の東京都市圏への適用


三谷 卓摩，Thaithatkul Phathinan，日下部 貴彦

東京大学 空間情報科学研究センター

連絡先: <mitani@csis.u-tokyo.ac.jp>


(1) 本研究のねらい：行動，サービス，社会・インフラ基盤に関する各種ビッグデータが利用可能となり，IoTの普及による双方向性も現実的になってきている．また，近年ではAirbnb, Uberやカーシェアリング等に代表されるような情報基盤をもとに既存の設備等のインフラをより効率的に使うことができる手段も増えてきており、このような仕組みを織り込んだ都市・交通システムやインフラ計画の構築が求められつつある．このような、個々人の動きが必要となるシステムを構築するための一歩として，東京都市圏パーソントリップデータからアクティビティベースの行動データを作成し，アクティビティベースのシミュレータであるMATSIMを用いることで，道路および鉄道ネットワークを考慮した東京都市圏への適用を行った．さらに，駅前勤務（SOHO）や定時退社といったアクティビティ変化が見込まれる働き方施策を実施した場合の結果について分析を行った．

(2) 東京都市圏への適用：対象地域は，東京都，神奈川県，埼玉県，千葉県、茨城県南部の一部の238市区町村を対象とする．シミュレーションの対象時間は，平日の午前4時から翌日の午前4時までの24時間である．つぎに，入力データは，行動データと交通手段データ，モデルパラメータの3つを用いる．行動データは，東京都市圏パーソントリップデータから作成した行動データを用いる．計算対象人数は，578,849人で，アクティビティの種類は，移動目的から類推を行い，Home, Work, Bussiness,  School, Shopping, Leisure, Other, Tripの8種類に分類した．活動場所は，小ゾーンを対象とし， 1,682ゾーンに分類されている．交通手段は，公共交通，自動車，徒歩を対象とする．公共交通は，東京都市圏の鉄道ネットワークを対象とし，駅数は1,985，路線数は131とする．さらに，運行時間帯は6時から24時，運行頻度は5分間隔に設定する．自動車は，幹線道路を対象にした道路ネットワークを設定し，Linkは45,621，Nodeは90,999とする．Linkの属性は，QV条件をもとに自由流速度と容量を設定している．さいごに，都市での活動の変化をもたらす働き方施策がどのようなインパクトがあるかについて評価を行うために，Plan Aは適用条件に基づいて現況を再現したもの，Plan Bは定時退社を想定して，就業者の50％が17時に退社するとしたものとしてシミュレーションを実施した（図１）．

(3) 結果およびその考察：図2に定時退社によるアクティビティ別活動時間の増減を示す．定時退社により勤務時間が減少しその分，自宅での活動時間が増加していることがわかる．自宅での活動時間の増加自体は望ましい結果となったが，買物やレジャー時間の増加には，つながらない結果となった．つぎに，空間的なアクティビティの広がりの違いについて考察を行う．図３に17:30時点の活動状況を示す．終業時刻を17時に変更したPlan Bでは，赤色の領域が少ないことから，定時退社により，勤務時間を別の活動や自宅での時間にあてていることがわかる．

(4) 使用したデータ：

· 「拡張版全国デジタル道路地図データベース　（2016年）」　住友電工

(5) 謝辞：本研究の実施にあたり，国土交通省から「東京都市圏パーソントリップ調査に係る調査票情報」を提供していただいた．さらに本研究は東大CSIS共同研究No.794の成果の一部として実施した．ここに記して謝意を表したい．

(6) 関連文献：

三谷卓摩ほか（2018）アクティビティベースシミュレータMATSIMの東京都市圏への適用．「土木計画学研究発表会」, 55, CD-ROM．

17:00HomeWorkHomeShoppingPlan APlan B4:0028:00




図1：定時退社の例

(min)-20.00-10.000.0010.0020.00HomeWorkBusinessSchoolShoppingLeisureOtherTrip




図2：定時退社によるアクティビティ別活動時間の増減

Plan A: ⌧ἣPlan B: ⟇ᐇᚋ




図3：17：30の活動状況（赤は通勤先での仕事を表す）
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住民の歩行習慣および健康状況と環境要因との関連性の分析


眞田 佳市郎1，山田 育穂2

1中央大学　理工学研究科，2中央大学　理工学部

連絡先: <a13.8ky5@g.chuo-u.ac.jp>  
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(1) 背景：我が国では世界に先駆けて超高齢社会が到来し，高齢者の健康寿命の延伸に資する具体的方策を講ずることが喫緊の課題となっている．健康寿命の増加には適度な運動が有効であるとされており，本研究では，日常生活で最も身近な運動である歩行に着目する．都市の歩きやすさを表す「ウォーカビリティ」の研究は，日本を含むアジア諸国にも徐々に広がっている．本研究では，アンケート調査の結果に基づき，住民の歩行習慣，健康，地域環境に対する主観的評価および客観的に測定された地域の環境要因との関連性を分析する．

(2) 利用データ：ネットリサーチ会社である株式会社クロス・マーケティングに依頼し，Webアンケート調査を実施した．実施日は2018年1月，回答者数は4018人であった．対象地域は，人口等を考慮して除外した市町村を除く，東京都49の市区を対象地域とした（図1）．調査では，自宅周辺の住環境（簡易版ANEWS）（井上ほか，2009），日常の身体活動（IPAQ）（村瀬ほか，2002），回答者の健康状態（SF-8）（福原・鈴鴨，2004），回答者の属性（年齢，性別など）に関して質問を行った．さらに，歩行環境を客観的に評価する指標として，ArcGISを用いて以下の3項目に関わる指標を市区ごとに算出した：（1）人口密度（人/km2），（2）歩行者に優しいデザイン，（3）土地利用の多様性（施設数/km2）．（2）は山田（2013）に準じて幅員6 m以上の道路までの距離が50 m未満の住宅の割合とした．

(3) 方法：主観的環境要因と歩行習慣に関しては，歩行習慣の有無を被説明変数，地域環境に対する評価と個人の特性を説明変数としたロジスティック回帰分析を行う．客観的環境要因と歩行習慣に関しては，市区ごとに集計された客観的環境要因と歩行習慣がある人の割合について相関分析を行う．最後に，t検定を用いて，歩行習慣と健康の関係性をみる．















図1：対象地域

(4) 分析結果：ロジスティック回帰分析の結果から，目的地へのアクセス性，地域のコミュニティを高く評価している人には，歩行習慣を持っている人が多いことが分かった．さらに，散歩などの余暇歩行に関しては，治安・風紀などの面で地域社会が乱れていると評価している人には余暇歩行習慣を持っている人が多いことが分かった．これは，余暇歩行の際に地域のそうした問題点を目にする機会が増えるためと考えられる．相関分析では，移動のための歩行習慣と土地利用の多様性，人口密度との間に弱い正の相関関係が示されたが，歩行者に優しいデザインとの間には関係が示されなかった．一方，余暇歩行はいずれの項目とも関係は見られなかった．また，t検定の結果からは，余暇歩行習慣をもっている人の方が身体及び精神的健康の双方が有意に高いこと，移動歩行習慣を持っている人の方が身体的健康は有意に高いが精神的健康にはその傾向がないことが示された．以上の解析結果より，歩行の種類よって，それらを促す地域環境要因が異なることが示唆され，健康効果についても異なる可能性が示唆された． 

(5) 使用したデータ：

・｢平成27国勢調査｣総務省

・｢平成25年住宅・土地統計調査」総務省統計局

・｢iタウンページ（2018年8月時点）｣NTT番号情報株式会社

(6) 謝辞：調査にご協力いただく回答者の皆様に心からの謝意を表する．また，本研究は公益財団法人大林財団の助成を受けたものである．

(7) 参考文献：

井上茂・大谷由美子・小田切優子・高宮朋子・石井香織・李廷秀・下光輝一（2009）近隣歩行環境簡易質問紙日本語版（ANEWS 日本語版）の信頼性．｢体力科學｣，58（4），453-462．

福原俊一・鈴鴨よしみ（2004）『SF-8日本語版マニュアル』，特定非営利活動法人 健康医療評価研究機構，京都．

村瀬訓生・勝村俊仁・上田千穂子（2002）身体活動量の国際標準化IPAQ日本語版の信頼性，妥当性の評価．｢厚生の指標｣，49（11），1-9．

山田育穂（2013）住宅・土地統計調査から得られる都市ウォーカビリティ指標についての一考察，日本地理学会 2013年秋季学術大会，福島大学，2013年9月．
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目的変数


説明変数


駅までの距離［m］-0.229**-0.224**-0.213**-0.202**-0.203**-0.200**


都心への時間［分］-0.169**-0.169**-0.168**-0.166**-0.170**-0.172**


市街化ﾀﾞﾐｰ0.568**0.560**0.540**0.517**0.528**0.532**


容積率［%］0.149**0.144**0.138**0.133*0.131*0.128*


津波浸水実績［m］-0.113**-0.116**-0.121*-0.124*-0.128**-0.130**


修正済決定係数


目的変数


説明変数


駅までの距離［m］-0.198**-0.192**-0.188**-0.184**-0.182**-0.178**-0.175**


都心への時間［分］-0.171**-0.157**-0.149**-0.143**-0.143*-0.145*-0.149*


市街化ﾀﾞﾐｰ0.542**0.562**0.577**0.584**0.583**0.572**0.562**


容積率［%］0.124*0.123*0.119*0.114*0.110*0.106*0.102


津波浸水実績［m］-0.144**-0.136**-0.136**-0.134**-0.134**-0.135**-0.137**


修正済決定係数





** 1%有意


0.545


2011年地価


0.572


* 5%有意


n = 200














0.5600.5790.5870.5890.582


2016年地価2015年地価2014年地価2013年地価2012年地価2017年地価


0.562


2005年地価2006年地価2007年地価2008年地価2009年地価2010年地価


0.6530.6330.5880.5400.558


Research Abstracts on Spatial Information Science

CSIS DAYS 2018



自然災害が住宅系不動産価格に与える影響分析


稲垣 景子，佐土原 聡

横浜国立大学大学院 都市イノベーション研究院

連絡先: <kinagaki@ynu.ac.jp>


(1) 動機：近年，全国各地で大規模な自然災害が発生している．東日本大震災では太平洋沿岸域において甚大な津波浸水被害が発生した．各自治体では災害危険区域を指定し，災害が発生した地域や災害危険区域から内陸への集団移転が行われるなど，2011年以降に居住地が大きく変わった地域も多い．そこで本研究では，不動産価格を指標に社会が災害発生後の地域をどのように評価しているのか，その実態を経年的に明らかにすることを目的とし，被害程度や復興計画，災害リスク情報が不動産価格へ与えた影響を示し，その変動に基づく被災地社会の実態把握の可能性を検証した．

(2) 方法：対象地域は宮城県域とする．東日本大震災では，沿岸部では甚大な津波被害が，内陸部では地盤災害等が発生した．また，河川沿いでは洪水浸水リスクを，内陸部では土砂災害リスクを有する．当該地域の住宅系不動産データと津波浸水実績データ等をGIS上で重ねあわせ，不動産データの属性に「津波浸水実績」等を加えたうえで，ヘドニック・アプローチによる地価形成要因分析を行った．目的変数は不動産価格とその変動率とし，説明変数は「津波浸水実績」「洪水浸水リスク」「駅までの距離」「都心部までの時間」「容積率」「市街化区域」「復興公営住宅までの距離」等を候補とした． 

(3) 結果：表1及び表2に重回帰分析の結果（標準偏回帰係数の推移）を示す．津波浸水実績は地価と地価変動率に負の影響を与え，その影響は震災直後に最大となった．また，2013年以降，復興公営住宅の立地が地価変動率に影響していた．まちの復興

表1：地価形成要因分析の結果（標準偏回帰係数）



表2：地価変動率形成要因分析の結果（標準偏回帰係数）


目的変数


説明変数


市街化ﾀﾞﾐｰ0.458**0.685**0.685**0.698**0.712**0.717**0.704**


容積率［%］-0.448**-0.375**-0.275**-0.194**-0.121**-0.0180.065


津波浸水実績［m］-0.377**-0.107*-0.074-0.076-0.099*-0.129**-0.150**


洪水浸水想定［m］0.0390.184**0.182**0.193**0.179**0.151**0.118**


復興住宅までの距離［m］


0.105*-0.021-0.133**-0.163**-0.177**-0.168**-0.153**


修正済決定係数


n = 315 / * 5%有意，** 1%有意


2010-16年


地価変動率


2010-17年


地価変動率


0.3420.3620.4280.4830.5370.5870.612


2010-11年


地価変動率


2010-12年


地価変動率


2010-13年


地価変動率


2010-14年


地価変動率


2010-15年


地価変動率




が本格化した時期と重なる．本研究の結果，地価は被害状況と復興の実態を経年的に捉える指標となりうる可能性が示唆された．ただし，地価・地価変動率とそれらの推計値との誤差は地理的に偏在しており（図1），今後，地域特性に応じた形成要因や分析範囲を再検討する必要がある．

(4) 使用した主なデータ：

· 「国土数値情報・地価公示データ（平成30年度）及び都道府県地価調査データ（平成29年度）」国土交通省

· 「東日本大震災津波被災市街地復興支援調査（平成23年度）」国土交通省都市局（東京大学CSIS：復興支援調査アーカイブ）

· 「国土数値情報・浸水想定区域データ（平成24年度）」国土交通省

· 「災害公営住宅整備状況Google Map（平成25年4月11日更新）」宮城県

(5) 謝辞：本研究は東大CSIS共同研究No.718「自然災害リスクが不動産価格に与える影響分析」の一部として実施した．また，大学院生（当時）の炭吉祐輝より協力を得た．ここに記して謝意を表する．

(6) 参考文献：炭吉祐輝・稲垣景子・吉田聡・佐土原聡（2018）自然災害が不動産価値に与える影響分析－湘南地域における津波浸水を対象として－．「日本建築学会学術講演梗概集」，F-1，885-886．

(7) 関連文献：稲垣景子（2018）東日本大震災が不動産価格に与えた影響－宮城県における地価調査結果に基づく検討－．「地域安全学会東日本大震災特別論文集」，7，69-72．

図1：宮城県の地価調査に基づく変動率（左）と推計値（右）

- 10 -




Research Abstracts on Spatial Information Science

CSIS DAYS 2018



飲食チェーン店集積の立地分布と都市構造

－首都圏駅周辺の業種単位分布に注目して－


長﨑 大地，後藤 寛

横浜市立大学 国際総合科学部

連絡先: <yutakagt@yokohama-cu.ac.jp>

(1) 動機：個人経営店を一掃して都市部の日常生活に浸透している飲食チェーン店の個別の立地についてはすでに数多く研究の蓄積がある．それに対して本研究は代替性のある同一（類似）カテゴリーをくくった店舗群としてとらえることにより「どこにでも何かしらある」店舗群の存在を一種の生活インフラとみなし，駅勢圏を単位とした生活圏内でのアクセシビリティによる業種の選択肢の程度によって街を評価する指標をつくろうとするものである．

(2) 方法：公共交通の利用率が高く店舗の凝集性の高い首都圏を対象としてNTTのiタウンページデータを基本に主要チェーン店の店舗リストを作成した．現時点で11業種61社10,440店の店舗リストを作成し，東京大学空間情報科学研究センターのアドレスマッチングサービスを用いて地図を作成した．また駅データとしては改札口を多数もつ地下鉄駅の取り扱いも考慮して改札口起点ではなく国土数値情報で得られる駅ホーム位置形状を用い，不動産情報で徒歩1分とされる80mを基準に80m，240m，400mのバッファを生成して駅近隣地域とした．

(3) 結果：まずこれら店舗群の凝集性の確認であるが，駅からの最寄圏は地下鉄駅の扱いを考慮して改札口起点ではなく国土数値情報の駅ホーム位置を基に80m，240m，400mのバッファを生成した．東京23区内では大半のチェーン飲食店がどこかの駅から240m圏内に立地することが確認できる．都心部では地下鉄駅が密集して240mバッファを用いても重複がかなりみられる．一方で駅が比較的少ない足立区などでは240m圏外への店舗立地も多数みられる．

駅乗降客数との関係は単純には評価できなかった．乗降客数水準に差があるJR，民鉄，地下鉄間の比較方法，複数駅が隣接する際の取り扱いなどに工夫を要する．その上でまず代表的な飲食チェーンのカテゴリーとしてハンバーガー（6社），牛丼（4社），カフェ（6社），エスプレッソ系カフェ（4社）の4業種について駅ごとに何業種が周辺に存在するかをアクセシビリティの指標として図2に図示した．

(4) 謝辞：本研究は東大CSISアドレスマッチングサービスを利用して実施した．ここに記して謝意を表したい．

(5) 参考文献：

後藤寛（2012）喫茶店の立地分布と存立要因．「日本地理学会発表要旨集」，82．

		　　

図1：(左)東京都港区周辺・地下鉄駅集中エリア （右）東京都目黒区周辺・民鉄駅集中エリアの80mバッファ（色つき部分）240ｍバッファとチェーン飲食店の分布

		図2：23区西南部の駅ごとの周辺業種別の分布





- 43 -




Research Abstracts on Spatial Information Science

CSIS DAYS 2018



生活環境被害と生命健康被害の経時変化を考慮した災害時のレジリエンス性評価


清水 大夢1，加藤 博和2，○山本 通寛2，河合 一輝3，秋山 祐樹4

1中央復建コンサルタンツ株式会社，2名古屋大学 大学院環境学研究科

3独立法人鉄道・運輸機構，4東京大学 空間情報科学研究センター

連絡先: <shimizu_hir@cfk.co.jp>  


(1) 動機：大規模災害による被害は，発災直後の死傷者の発生だけでなく，通学ができない，入浴ができないといった中長期にわたる生活環境被害や災害関連死等の生命健康災害のような発災後の被害も大きな問題となっている．このような大規模災害に対するレジリエントな地域形成のためには，発災直後の被害の低減や，その後の早期回復を実現するための施策が求められる．そして，施策導入の際には施策の実効性を適切に評価できる，時間軸を考慮した評価ツールが必要となる．災害による被害を生活環境被害と生命健康被害に分けた場合，前者についてはQALY，後者についてはDALYを用いて，被害の経時変化を考慮して評価した研究が存在する．災害による被害を総合的に把握するためには，どちらの被害についても評価を行う必要があるが，1つの事例を対象に同時に評価した研究は行われていない．そこで，QALY，DALYの両手法を用いて同一の災害を対象としたケーススタディを行った．

(2) 方法：対象地域は徳島県全域，分析の空間単位は250 mメッシュとする．また，想定する地震は内閣府推定の結果を用い，地震動については「最大ケース」，津波については「ケース④」とする．「インフラ・建物・サービス」の経時変化から1日毎に「災害時の生活環境要素」の充足を判定し，QALYステージを判断する．また，病院機能と避難所環境の1日毎の経時変化から，新たな死傷者数の発生を推定することで，DALYの経時変化を算出する．

(3) 結果：発災1，3，30日後のQALYステージの分布を図1～図3にそれぞれ示す．発災3日後には内陸の山間部や，津波被害の大きい地域を除いてほとんどの地域でステージ2に回復する．しかし，仮設住宅の供給や水道の復旧が進まないため，発災30日後でも県全域でステージ2のままである．DALYの推移を図4に示す．発災直後から次第に回復スピードが遅くなり，発災20日後頃から横ばいに近くなっている．発災直後に回復スピードが速い点については，徳島県の医師数が多いこと，回復が鈍くなった点については，医療機能低下が続いていることや，避難所での傷病発生者が増加していることなどが考えられる．

(4) 使用したデータ： 

・「Zmap TOWN II (2016年度 Shape版) 徳島県 データセット」株式会社ゼンリン

・「詳細建物ポイントデータ」東京大学地球観測データ統融合連携研究機構

(5) 謝辞：本研究は，環境省環境研究総合推進費2-1706 「再生可能都市への転換戦略－気候変動と巨大自然災害にしなやかに対応するために－」(環境再生保全機構)並びに東大CSIS共同研究No.796の成果の一部である．また，分析に当たっては東京大学空間情報科学研究センターの秋山祐樹氏にデータの提供を受けた．ここに感謝の意を表する．


		

		



		図1：QALYステージ（発災1日後）

		図2：QALYステージ（発災3日後）



		

		020406080100051015202530QOL値(day-DALY ×103)経過日数






		図3：QALYステージ（発災30日後）

		図4：DALYの推移
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人の流れと河川環境利用に関する研究


傳田 正利

国立研究開発法人土木研究所

連絡先: <denda@pwri.go.jp>  Web: <https://www.pwri.go.jp/team/rrt/>
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(1) 動機：河川環境は，人間にとっては安らぎを，生物にとっては淡水・汽水の生息環境の提供等の重要な機能を持つ．河川環境の保全は，流域の持続的な発展のために重要な施策である．流域または流域圏という広域なスケールで河川環境の保全を考える場合，人が多く到来する区間は，「人間にとっての安らぎ」に重点を置き，人間の到来が少ない区間では，人間にとって快適ではない側面もある，より自然度の高い生物生息環境に重点をおいた保全を行う等の，「人の流れ」を考慮した河川環境の保全を検討する必要がある．しかし，この検討は，「人の流れ」を把握できないため既往研究での取り組みが少ない．

(2) 研究計画と具体的方法：本研究では，長野県の県庁所在地「長野市」という中規模な地方都市と近隣を流下する「千曲川」を対象に，「人の流れ」のデータを活用し，千曲川の人的利用の実態を空間情報として定量化する．その後に，国土交通省の所有する河川利用施設の分布，河川水辺の国勢調査データ等の自然環境情報を地理情報システム（GIS）上で分析し，河川利用施設または自然環境が「人の流れ」に与える影響を定量的に分析する．これらの解析を通じて，流域スケールにおける人の流れ・河川利用施設等・自然環境の関係性を定量化した後，人の流れ・河川利用施設等・自然環境の最適な配置方法を検討する．この検討を通じて，人と河川環境が共生する魅力ある地方都市の創出に資することを目的とする．

(3) 現在までの進捗状況：長野県都市圏総合都市交通計画協議会データを活用した「人の流れ」と河川植生環境のオーバレイまでを完了した．現段階では，長野市・須坂市・千曲市の市街地内の人の流れが幹線道路により接続されることが確認されつつある．幹線道路に近い千曲川や橋梁で人が横断する区域が人の流れと河川環境の接する区域になるという仮説が得られている．今後解析を進め，人の流れと河川環境の接点となる区域に関して報告する予定である．

(4) 謝辞：本研究の河川環境情報（河道管理データ，河川水辺の国勢情報データ）の解析には，国土交通省北陸地方整備局の河川管理データを活用した．ここに感謝の意を表する．また，東大CSIS共同研究No.818の成果の一部である．

(5) 参考文献：

国土交通省（2007）河川環境データベース．<http://mizukoku.nilim.go.jp/ksnkankyo/>．

図1：プロジェクト目的の概要
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バス専用レーンの都市空間内最適配置に関する研究—東京都心部への適用—」 
 28
壇辻貴生，福田大輔（東京工業大）

(B08) 「パーソナルデータを利用した個々人の移動快適性指標の検討」
 29
種村京介（東京大），金杉洋，松原剛，日野智至，柴崎亮介（CSIS）

(B09) 「都市圏内ツアーパターン選択モデルに基づく貨物車の時空間流動パターンの分析」 
 30
岡英紀（計量計画研究所／東京工業大），篠原丈実（鉄道建設・運輸施設整備支援機構），
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 41
近藤大蔵，後藤寛，鈴木伸治（横浜市立大）

(C05) 「東京都におけるオフィス立地のクラスタリング」 
 42
廣瀬真衣（東京大），仙石裕明（CSIS），宮本旺周（東京大）

(C06) 「飲食チェーン店集積の立地分布と都市構造  ー首都圏駅周辺の業種単位分布に注目してー」 
 43
長﨑大地，後藤寛（横浜市立大）

(C07) 「Effects of neighborhood characteristics in the sharing economy: the case of San Francisco」 
 44
Yanjie LUO（Keio University）

(C08) 「人流ビッグデータを用いた街の賑わいと家賃形成との関係に関する研究」
 45
秦桜蘭（東京大），秋山祐樹（CSIS），小川芳樹（東京大），


柴崎亮介（CSIS），金田穂高（ゼンリンデータコム）

(C09) 「マイクロジオデータを用いた家賃形成メカニズムの研究」 
 46
秋山祐樹（CSIS），小川芳樹（東京大）

(C10) 「文京区における空き家の件数とその分布」 
 47
新井拓朗（東京大），仙石裕明（CSIS）

(C11) 「東京都の母子世帯の居住パターンと公営住宅」 
 48
柴辻優樹，河端瑞貴（慶應義塾大）

(C12) 「全国の母子世帯の居住集積およびその経年変化」 
 49
安部由起子（北海道大），河端瑞貴，柴辻優樹（慶應義塾大）

(C13) 「大学の地方入試にみる学生獲得戦略の分析」 
 50
本川結貴，貞広斎子（千葉大）

(C14) 「新しい高等学校学習指導要領解説における


「地理総合」「地理探求」の GISに関連する例示の実現　～スマートフォン用アプリの開発～」 
 51
木村圭司，時枝稜（奈良大）

(C15) 「選挙速報の連続面積カルトグラム」 
 52
松波功（中日新聞（東京新聞））

(C16) 「テンソル分解による人の動きの統計解析」 
 53
城田慎一郎（UCLA），菅澤翔之助（CSIS）

【D: 生活の安心・安全】 〔11月3日午後: 13:35 ~ 15:50〕


(D01) 「小地域別将来人口推計からみた日本の高齢化の進展：クラスター分析を用いて」 
 54
井上孝，井上希（青山学院大）

(D02) 「東京都心部におけるフードデザート問題  


ー港区麻布・高輪地区における食料品店への経済的アクセス困難性に着目して」 
 55
中村恵美，浅見泰司（東京大）

(D03) 「横浜市における生鮮食料品店の減少と買い物困難者問題の現状」 
 56
後藤寛（横浜市立大）

(D04) 「高齢者の安全な買い物のための買い物環境と歩行環境の評価とその視覚化」 
 57
関口達也，山田育穂，稲垣祐希，卯月葵，大野裕紀，川嶌英渡，木村光希，小島郁也，


酒井柾英，清水玲果，霜田悠人，杉本裕樹，杉山夏美，田口晴菜，田代みなみ，


玉野聡一朗，塚田健人，三橋祐太，諸井克行（中央大）

(D05) 「近隣の秩序違反の認識と犯罪不安の空間分析」 
 58
島田貴仁（科学警察研究所），畑倫子（文京学院大），本山友衣（日本大），高木大資（東京大）

(D06) 「特殊詐欺被害とATMのおかれた物理的・社会的環境との関連性」 
 59
大山智也，雨宮護（筑波大）

(D07) 「A spatial analysis of indoor air pollution from biomass fuel use in Kenya」 
 60
Mwana Said Omar，Hajime Kawamukai（University of Hyogo）

(D08) 「Individual-based epidemic simulation of new-emerging disease in Tokyo city」 
 61
Shih-Chieh Wang（理化学研究所），Nobuyasu Ito（理化学研究所／東京大）

(D09) 「生活環境被害と生命健康被害の経時変化を考慮した災害時のレジリエンス性評価」 
 62
清水大夢（中央復建コンサルタンツ），加藤博和，山本通寛（名古屋大），


河合一輝（鉄道・運輸機構），秋山祐樹（CSIS）

(D10) 「九州北部地域を対象とした自然災害による地価への影響の空間的定量分析」 
 63
林彦坊，川向肇（兵庫県立大）

(D11) 「荒川流域における大規模水害を対象とした経済的影響の推定」 
 64
楊少鋒，小川芳樹（東京大），秋山祐樹，柴崎亮介（CSIS），池内幸司（東京大）

(D12) 「南海トラフ地震・津波を想定したサプライチェーンへの被害波及と復興シミュレーション」 
 65
小川芳樹（東京大），秋山祐樹（CSIS），横松宗田（京都大），関本義秀（東京大），柴崎亮介（CSIS）


(D13) 「災害リスクが企業間取引の空間構造にもたらす効果についての実証的考察」 
 66
高野佳佑（帝国データバンク／筑波大）

(D14) 「携帯GPS情報を活用した水害避難状況の把握に向けた検討」 
 67
村上大輔（統計数理研究所），山形与志樹，吉田崇紘（国立環境研究所），

松井知子（統計数理研究所）

(D15) 「流動人口統計の詳細化による帰宅困難者数の推定と可視化」 
 68
吉田愼也，薄井智貴，山本俊行，森川高行（名古屋大）


(D16) 「人の流れと河川環境利用に関する研究」 
 69
傳田正利（土木研究所）

CSIS DAYS 2018実行委員会
 70
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地方自治体とのオープンデータ利活用への取り組み

兵庫県加古川市を例として


川向　肇1，河辺 誠1，多田 功2，水野 あすか2，

1兵庫県立大学 大学院 応用情報科学研究科，2兵庫県加古川市

連絡先: <kawamukai@ai.u-hyogo.ac.jp>
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(1) 動機：総務省（2017）に見られるように，2016年の官民データ活用推進基本法制定以降，多くの地方自治体においても，同法では，地方自治体の努力義務とされたオープンデータへの取り組みが，比較的財政力の豊かな大都市を中心として提供する動きがみられる．実際兵庫県加古川市においても，2017年9月にオープンデータ・カタログサイトを開設し，本格的なオープンデータの提供を始めた．本稿では，加古川市およびその他のオープンデータを併用した研究成果と官学交流の一端を紹介する． 

(2) 対象：対象地域は兵庫県加古川市の領域で公共交通への地域の高齢化とアクセシビリティである．

(3) 方法：加古川市オープンデータ・カタログサイトから提供されているデータ並びに国土交通省国土数値情報データダウンロードサイトなどからダウンロードしたデータを利用し，兵庫県加古川市内での高齢者の公共交通機関のアクセシビリティに将来的に課題が発生すると予測される地区（公共交通結節点などから，半径500 mバッファに4次メッシュの人口代表点が含まれない地域）などに関して，分析した結果を図1に示す．その集計結果を図2に示す．この図からは，いくつかのメッシュで将来的にアクセシビリティの低下が予測されるという結果となった．

(4) 官学間対話：以下のような地図を作製し，加古川市長及び担当部局職員を交え，議論を行う報告会を実施し，現在，加古川市役所とのオープンデータを活用した対話を行い始めたところである． その対話を4次メッシ





図1：加古川市全域の高齢者の公共交通へのアクセスに課題を持つ地域（赤色表示のメッシュは高齢者数が5%分位以上の4次メッシュ）

ュ領域の代表点（図1・図2では単純な重通じ，担当課の職員からは，一部の大規模な領域の心を利用）をめぐる諸問題への問題提起，時間帯別・通勤・通学利用者別の駅勢圏ごとの流動人口の概数の推計可能性や今後の都市形成を考えるうえでの現状の施設を前提としない都市の公共交通機関の構造に合致した路線網の提案の検討に着手している．

(5) 今後の予定：今後，加古川市提供のオープンデータを利活用し，さらに多面的な空間解析を実施し，市役所が抱えるいくつかの行政課題に対して，大学が持つ情報処理，空間解析能力を提供し，相補的なパートナーシップを一層拡充していく予定である．

(6) 使用したデータ：

· 加古川市オープンデータポータルサイト，<https://
www.opendata-kakogawa.jp/>　加古川市役所

· 日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）, <http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/
shicyoson18/t-page.asp>, 国立社会保障・人口問題研究所

(7) 参考文献:

総務省（2017）,「情報通信白書」，2（2），62-88．



図2：加古川市の全域での公共交通へのアクセス困難地域の将来人口予測



図3：加古川市役所での市長・所管課職員を交えた報告会での模様
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Table 3 
Physical condition of links in the one-to-many network (FFTT: Free Flow Travel Time, BC: Bottleneck Capacity, SF: 
Saturation Flow). 




Link FFTT [sec] BN [veh/sec] SF [veh/sec] Link FFTT [sec] BN [veh/sec] SF [veh/sec] 
( o, i ) 143.88 6 6 ( i, k ) 71.94 3 6 
( i, j ) 28.78 2.53 4 ( k, n ) 21.58 1.5 3 
( j, d 1 ) 28.78 0.83 1.67 ( n, p ) 50.36 0.93 1.87 
( d 1 , d 3 ) 28.78 0.5 1 ( l, k ) 28.78 0.5 1 
( d 3 , p ) 28.78 0.55 1.1 ( l, d 1 ) 21.58 0.5 1 
( j, l ) 28.78 4 4 ( m, d 2 ) 14.39 0.67 1.0 
( l, m ) 14.39 4 4 ( d 2 , n ) 14.39 0.33 0.67 
( m, d 3 ) 28.78 0.92 1.83 ( p, d 4 ) 57.56 1 2.5 




Fig. 7. Simulated and analytical NEFs. 




capacity of links incoming to the junction is the product of a green split and saturation flow rate. We assume that all the 
green splits are 0.5 for the case with no signal control. The link settings are summarized in Table 3 . The total OD flow rate 
(the departure flow rate at origin) is given by 




∑ 
d∈N d d Q od (t) / d t = 




⎧ 
⎪ ⎪ ⎨ 
⎪ ⎪ ⎩ 




1 t <  180 , 
1 + 1 




720 (t − 180) 180 ≤ t <  1980 , 
3 . 5 1980 ≤ t <  3780 , 
3 . 5 − 1 




720 (t − 3780) 3780 ≤ t <  5580 , 
1 5580 ≤ t <  5760 . 




We set the ratio of users for destinations as: d 1 : d 2 : d 3 : d 4 = 1 : 1 : 2 : 3 . The average network throughputs and vehicle 
accumulations under the DUE state are calculated for every time slot (we assume 3 min here) until the vehicle accumulation 
decreases; the congestion patterns are also identified from the averaged link flows. 




We compute the DUE state by the algorithm proposed by Iryo (2011) (slightly revised by Satsukawa and Wada, 2017 ). This 
algorithm assigns the users to their shortest routes, in the order of departure from the single origin. With the FIFO property 
of the link model, this implies that users departing later (following users) cannot overtake those departing earlier (leading 
users). By combining this relationship with the causality ( Carey et al., 2003 ) of the dynamic traffic flow, it is guaranteed 
that the route choices of the following users do not affect the travel times of the shortest routes of the leading users; all 
users choose the ex-post shortest routes. Consequently, an exact equilibrium solution is obtained without heuristics. Within 
the algorithm, we can employ any appropriate traffic flow model that satisfies FIFO and causality, including physical queue 
models. Among these, we employ the simplified car following model of Newell (2002) . 




The results for the no-signal control case are shown in Figs. 7 and 8 . Fig. 7 shows the simulated and analytical NEFs. 17 
We obtained analytical NEFs for both the dynamic and steady conditions by applying the analytical formulas ( 3.10 ) and 
( 3.18 ) to the congestion patterns obtained in the experiment. Note that we did not calculate the analytical NEFs when the 
origin and destination nodes are unified into a single node in a reduced network. Fig. 8 shows the congestion patterns that 
correspond to the range of P1–P4 in Fig. 7 . The red arrow represents the link whose capacity decreases because of queue 
spillback. 




17 Simulated NEF shows zero network throughput around 100 [veh] because the state occurs immediately after the caluclation starts, and the vehicles do 
not reach their destinations by this time. 
Please cite this article as: K. Wada et al., Network throughput under dynamic user equilibrium: Queue spillback, paradox 
and traffic control, Transportation Research Part B (2018), https://doi.org/10.1016/j.trb.2018.04.002 







https://doi.org/10.1016/j.trb.2018.04.002










Research Abstracts on Spatial Information Science

CSIS DAYS 2018



渋滞パターンに基づく道路ネットワークの交通性能とその低下メカニズムの解析


佐津川 功季1，和田 健太郎2，大口 敬2

1東京大学大学院 工学系研究科，2東京大学 生産技術研究所

連絡先: <kouki@iis.u-tokyo.ac.jp>


(1) 背景・目的：都市レベルの複雑な道路ネットワーク（エリア）には，Macroscopic Fundamental Diagram (MFD) と呼ばれる，エリア内車両存在台数とトリップを完了した車両数であるスループットとの関数関係が存在することが知られている．MFDからは，観測情報のみでエリアの交通性能をリアルタイムに把握できる．そのため予測に頼らないリアルタイム交通制御法を構築するための有用な指標となりうる．

ただし，MFDを実際に活用するためには，「その形状が生じる背後にはどのようなメカニズムがあるのか？」といったMFDの特性を把握しておくことが重要である．この問いに対しては，エリア内のリンク交通密度分布（i.e., 混雑の偏り具合）が一つの鍵となることが明らかになってきている．しかし，密度分布は混雑の空間的な接続関係（渋滞パターン）が捨象された集計的な指標であり，分析は相関関係の議論に留まらざるを得ない．そのため，メカニズム把握にあたっては，渋滞パターンとMFDを直接結びつけることができる理論が必要であろう．

本研究では，渋滞パターンを与件としたネットワーク性能解析理論の構築と，それに基づきMFDの形状決定メカニズムを解明することを行う． 

(2) 



d




o
縮約ネットワーク




終点




終点




起点




d




o




d’
実線：渋滞リンク
点線：非渋滞リンク




非渋滞エリアを集約




渋滞パターン




縮約ネットワーク上で終点から
流出するリンクの容量増強
→終点通過フロー増加
→ スループットはかえって低下




d’














方法：第一に，MFDを理論的に解析する手法を構築した．この手法の基盤としては，時々刻々の渋滞パターンをドライバーの経路選択原理に基づき記述する動的利用者均衡理論を用いている．具体的には，渋滞パターンを与件とした動的利用者均衡の逆解析により，スループットを導出するモデルを構築した．第二に，構築したモデルの感度分析（e.g., リンク容量の変化に対するスループットの変化分析）を行い，どのようなリンクの容量変化がスループットの低下を引き起こすのかを明らかにした． 

(3) 結果：まず，スループットの解析式は顕在化したボトルネック同士の接続関係を表す「縮約ネットワーク」の構造・起終点分布に特徴付けられることが明らかとなった．これにより，一見無関係なノードやリンク同士が密接に関係しうることが明らかとなり，この関係を正確に表現したネットワーク性能の解析が可能となった（図1左）．


次に解析式の感度分析を通してスループットの低下条件が異なる終点に向かうドライバーの二つの相互作用により引き起こされることを明らかにした：（１）終点ノードへの渋滞延伸による終点流入フローのブロッキング，（２）ドライバーの経路選択行動の変化による終点通過フローの増加（図1右）．


最後に数値計算を通して，解析式の妥当性を確認した（図2）．図からは，スループットの解析解が実現値とほぼ一致しており，存在台数の増加に伴うスループットの低下傾向を渋滞パターンの変化を通して捉えていることが確認できる． 

今後は，首都高速道路の感知器データを用いた実証分析を通して現実規模ネットワークへの適用性を確認する．また，そこで得られた知見を理論にフィードバックすることで拡張を行う．これらについては研究発表会で報告する予定である．

(4) 参考文献：

Daganzo, C.F. (2007) Urban gridlock: Macroscopic modeling and mitigation approaches. Transport Res. B, 41 (1), 49-62.


Geroliminis, N. and Sun, J. (2011) Properties of a well-defined macroscopic fundamental diagram for urban traffic. Transport Res. B, 45 (3), 605-617.

Wada, K. Satsukawa, K. Smith, M. Akamatsu, T. (2018) Network throughput under dynamic user equilibrium: Queue spillback, paradox and traffic control. Transport Res. B, In Press．

図1：縮約ネットワークとスループット低下メカニズム





図2：MFDの実現値と解析解
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 携帯端末から得られる低頻度測位な人流ビッグデータを用いた通勤・通学の推定及び分析


小林 稜介1，宮澤 聡2，秋山 祐樹2，柴崎 亮介2

1東京大学大学院 新領域創成科学研究科，2東京大学 空間情報科学研究センター

連絡先: <koba@csis.u-tokyo.ac.jp>
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1. 動機：日本では，働き方改革やSociety5.0の実現が求められており，まずはそれらの根幹をなす通勤・通学の質を改善するための検討が行われている．また近年では，人流ビッグデータを用いて，通勤・通学の分析が国内外で数多く行われている．例えばKung et al.（2014）は通信基地局情報を用いた通勤推定を行なった．しかし，夜間労働者を対象外としている．また，国内では，ユーザーの電池消費負担が大きい比較的高頻度な測位によるデータを利用したものが多い．そこで，本研究では，低頻度な測位による人流ビッグデータを用い，夜間労働者を含む通勤・通学の推定を行った．

(1) 方法：まずデータの前処理として外れ値除去やポイント内挿を行った．また，同じ座標にいる場合でも，測位誤差により取得座標に若干の誤差が生じるため，同一地点にいたと予想される点について統一化を行った．続いてモデリングとして各ポイントにおける滞在時間の算出を行い，その割合を元にSignificant Place（自宅・勤務地など）の抽出を行った．そして，自宅からの距離を元に時系列グラフを作成し，クラスタリングを行った．また，推定結果を2015年国勢調査（統計局）によって評価した．









































図1：クラスタリング結果

(2) 結果：クラスタリング結果は図1の通りである．各グラフは，最大20,000人のサンプルデータを，縦軸0~100 kmの範囲のみ図示したものである．また，このクラスリング結果を受けて属性（職業）推定も行なった．昼間労働者又は学生の場合は早朝･深夜時には自宅に，昼間は勤務地･通学地にいる可能性が高いため，そのグラフの形状は凸型と考えられる．一方，夜間労働者の場合，早朝･深夜時には勤務地に，昼間は自宅にいる可能性が高いため，グラフの形状は凹型と考えられる．これらの考えと各クラスターの平均距離等から，クラスター3,4,9を昼間労働者又は学生，クラスター5を夜間労働者と推定した．なお評価結果は，国勢調査による夜間人口と推定自宅数（クラスター1~10）の相関係数が0.72，同調査による昼間人口と推定勤務地･通学地数（クラスター3,4,5,9）を考慮した推定自宅数の相関係数が0.69となり，正の相関を示した．（図2）

(3) 使用したデータ：

· 「ポイント型流動人口データ（2016年6月）」　株式会社Agoop

· 「平成27年 市町村別 従業･通学地集計」　総務省 統計局

(4) 謝辞：本研究は株式会社日立製作所と国立大学法人東京大学による産学協創「日立東大ラボ」による研究の一貫として実現できたものである．また，東大CSIS共同研究No.794の成果の一部として実施した．ここに記して謝意を表したい．

(5) 参考文献：

Kung, KS., Greco, K., Sobolevsky, S., Ratti, C. (2014) Exploring Universal Patterns in Human Home-Work Commuting from Mobile Phone Data. PLos One, 9(6).





















図2：散布図(国勢調査と推定結果)
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ETC2.0プローブデータを活用した豪雨災害時における逐次型経路選択モデルの構築


島村 聡，柳沼 秀樹

東京理科大学大学院　理工学研究科

連絡先: <7618519@ed.tus.ac.jp>
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(1) 動機：近年，我が国では多くの地域で頻繁に自然災害が発生しており，インフラを中心に社会全体に大きなダメージを与えている．2015年9月10日に発生した関東・東北豪雨では，鬼怒川堤防破堤により道路の遮断が発生し，道路ネットワークの持つ機能を十分に発揮できない事態に直面した．災害時において，交通ネットワークの性能低下を最小限に抑えるためには，時々刻々と変化する交通ネットワークの状態を考慮した上でドライバーの避難誘導を行うことが必要不可欠となる．
　本研究では，災害時における円滑な避難を念頭に，時々刻々と変化する交通ネットワークの状態を考慮した経路選択モデルを構築する．具体的には，解像度の高いプローブデータを活用し，道路リンクの被害状況を反映したネットワーク状態の記述を行う（図1）．さらに，選択集合を列挙ない逐次選択モデルであるRecursive Logit (以下RL)を利用したモデルを構築する．これにより，これまでは難しかった災害時の経路選択行動が記述可能となり，災害時の避難誘導計画の策定に資することが期待される． 

(2) 使用したデータ：

· 「ETC2.0プローブデータ（2015年9月1日～9月11日）」メッシュ番号5440,5439（鬼怒川周辺）

(3) 方法：ドライバーの経路選択に影響がある変数としてETC2.0プローブデータの基礎集計結果より，経路所要時間，交差点の有無，一般道路ダミーを導入し，経路重複構造をPath Size項を用いて記述した (表1) ．主要な ODパターン11ペアを含む1940サンプルを抽出してモデルを推定した．

図1：ETC2.0観測結果



























(4) 結果：尤度比は妥当な値を示しており，適合度は良好である．また，全ての変数に関して，t値が有意となり，統計的妥当性が確保されている．モデルの感度についても感覚と一致する結果となり，精度の高いモデル構築が行えたといえる （表1）．今後は，推定結果を使用した災害時の経路選択シミュレーションを行う予定である．

本研究の課題点として，主要なODペアのみでの推定に留まっており，歪みが存在することが懸念されるため，データを拡大した推定を行いたい．また，災害時には近視眼的な選択行動を行うことが想定される．そのため，時間割引項を導入した動的モデルへの拡張を検討したい． 

(5) 参考文献：

Mogens Fosgerau (2013) A link based network route choice model with unrestricted choice set Transpor-

tation Research PartB, 70-80

大山雄己，羽藤英二（2017）｢一般化RLモデルを用いた災害時の経路選択行動分析｣．交通工学論文集，3（5），1-10

羽藤英二（2002）｢ネットワーク上の交通行動｣．土木計画学研究・論文集19，13-27

兵藤哲郎，遠藤弘太朗，萩野保克，西隆太（2009）｢Path Size Dial Logit モデルの提案とその適用可能性｣．交通工学，44（4），66-75

(6) 謝辞：本研究は，国土交通省・道路政策の質の向上に資する技術研究開発「ETC2.0プローブ情報等を活用した“データ駆動型”交通需要・空間マネジメント に関する研究開発」からの支援を受けて行われた．ここに記して感謝の意を表したい．



表1：パラメータ推定結果
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青線の枠内は、9月11日10:00時点での浸水範囲：車両通過位置凡例09km：破堤箇所9月11日(金)
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南海トラフ地震・津波を想定したサプライチェーンへの被害波及と復興シミュレーション


小川 芳樹1，秋山 祐樹2，横松　宗田3，関本 義秀1，柴崎 亮介2

1東京大学 生産技術研究所，2東京大学 空間情報科学研究センター，3京都大学 防災科学研究所

連絡先: <ogawa@csis.u-tokyo.ac.jp>


(1) 動機：2017年熊本地震や2011年東日本大震災などでは被災企業だけでなくサプライチェーン（SC）全体に企業被害が波及し長期生産停止など大きな経済的な損失を被った．被害軽減に向けては，企業・自治体はSCを考慮してBCP・復興計画を策定するためのデータが必要である．経済への被害波及推定においては，地震・津波被害シミュレーションを入れた研究や大規模な地理空間情報とSCを融合した経済分析や従業員の位置情報（勤務中など）を考慮した推定が課題に挙げられる．本研究では高知市を対象として南海トラフ地震津波における企業への被害と生産回復過程を多様なジオビックデータを用いてシミュレーションする．

(2) 方法：南海トラフ地震・津波の人的被害（死者・避難者）と物的被害（揺れ・津波・火災による建物被害）をシミュレーションし，各企業の物的被害と人的被害を携帯電話GPSデータなどから推定する．そして全国160万社の企業間取引データを用いて被害波及を多段階的にSC全体にシミュレートすることでSCを考慮した企業の生産復興シミュレーションを行う．最後にネットワーク分析を組み合わせることでボトルネック企業を抽出する手法する． 具体的には，全国の各企業の媒介中心性を計算することで，SCに与える影響を評価し，被害波及結果と組み合わせることで，影響度が高く復興期間が大きくなる企業を抽出する．発災時間のシナリオは，10月17日の平時の1日と8月12日のよさこい祭りがある48時点を想定した．

(3) 結果：図1に10月17日14時に高知市が発災した場合のサプライチェーンへの被害波及結果及び復興シミュレーション結果を示す．発災直後全国にサプライチェーンを通して企業の生産停止の波及が広がり，発災後20日過ぎから120日にかけて徐々に生産が回復していく．また発災時間によって被害影響が異なることも明らかになった．また図2に高知市におけるボトルネック企業の抽出結果を示す．ボトルネック企業は，他の被害影響を受ける企業と比べて復興スピードが遅い傾向があった．またその内訳をみると建設・製造・卸業サービス業が多く，小規模の企業が多いことが明らかになった．

(4) 主な使用したデータ：

· 「企業間取引データ」　株式会社帝国データバンク

· 「Zmap TOWN II（2014年）」株式会社ゼンリン

· 「混雑統計®」株式会社ゼンリンデータコムなど

(5) 謝辞：本研究はJST　AIPネットワークCREST PRISMの研究助成を受けることで実現した．また津波シミュレーションデータは東北大学越村俊一教授より提供をいただいた．さらに本研究は東大CSIS共同研究No.122の成果の一部として実施した．ここに記して謝意を表したい．





�　�


図1：サプライチェーンへの被害波及と復興シミュレーション結果　図2：高知市における各企業の媒介中心性が高く平均復興時間が大きい企業（ボトルネック企業）
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2018年11月2日（金）： 初日のプログラム


－ CSIS DAYS 2018 －


場所： 東京大学柏の葉キャンパス駅前サテライト


（通称： フューチャーセンター）


発表会場： 1F多目的ホール，ポスター展示会場： 2Fラウンジ

　　12:30 ~　
一般受付開始・ポスター貼り付け開始

　　13:00 ~ 13:05
開会の挨拶　（センター長 瀬崎 薫）

　　13:05 ~ 14:25
発表(A)　一件5分　15件 【A: 自然・環境・センシング】（司会： 小口 高）

　　14:25 ~ 15:10
ポスター展示

　　15:10 ~ 15:20
ポスター撤収・休憩


　　15:20 ~ 15:30
ポスター貼り付け・休憩

　　15:30 ~ 17:00
発表(B)　一件5分　16件 【B: モビリティと交通行動】（司会： 柴崎 亮介）

　　17:00 ~ 17:45
ポスター展示


　　17:45 ~ 17:50
初日の締めの挨拶 （副センター長　高橋 孝明）

　　17:50 ~　
ポスター撤収，移動


　　17:50 ~　
懇談会 受付開始 （17:50～）

　　18:00 ~ 20:00
懇談会 レストラン＆バー　「コメスタ」 （発表会場より徒歩1分）

2018年11月3日（土）： 2日目のプログラム


－ CSIS DAYS 2018 －


　　10:00 ~　
一般受付開始・ポスター貼り付け開始


　　10:10 ~ 11:40
発表(C)　一件5分　16件 【C: 都市と社会・経済・教育】（司会： 高橋 孝明）

　　11:40 ~ 12:25
ポスター展示

　　12:25 ~ 13:35
ランチタイム　（拠点校会議 [非公開] 12:30～13:30，
フューチャーセンター内2F 205号室）

　　12:25 ~ 13:05
ポスター撤収

　　13:05 ~ 13:35
ポスター貼り付け

　　13:35 ~ 15:05
発表(D)　一件5分　16件 【D: 生活の安心・安全】（司会： 貞広 幸雄）

　　15:05 ~ 15:50
ポスター展示

　　15:50 ~ 16:40
特別セッション

　　16:40 ~ 16:50
閉会式　（優秀研究発表賞の授与式）（センター長 瀬崎 薫）

　　17:00 ~　

ポスター撤収
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多様な観測データを用いた事故の重大性に着目した

都市高速道路における追突事故発生リスク要因分析


兵頭 知，轟 朝幸

日本大学 理工学部

連絡先: <hyoudou.satoshi@nihon-u.ac.jp>  Web: <http://www.trpt.cst.nihon-u.ac.jp/prof.html>


(1) 動機：近年では，高速道路においては様々な観測データの整備・蓄積が充実してきたことを背景として，より詳細で精緻な交通事故分析が進められるとともに，その分析結果を活用した取り組みや利用者サービスが具現化されるようになっている．しかしながら，従来研究の多くは，交通安全上のリスクのうち，事故の起こりやすさ，すなわち事故の発生頻度を説明する要因に主眼を置き分析が進められたものが多く，重大事故の事象自体の希少性から，事故の被害程度に関わる影響要因に触れているものはほとんどない．このため，同要因については，その影響を未だ十分に解明されておらずその知識蓄積が求められる．とりわけ，高速道路における交通事故については，事故発生リスク自体は一般街路に比して低いものの，各車両が高速で走行するため一度事故が発生した場合，重大な事故に繋がる恐れがある．そこで，以上のような問題意識に鑑み，本稿では，長期間の観測データを用いて，交通流状態，道路構造および道路環境の諸要因と事故発生リスクの関係性について事故の重大性の程度別に把握することを目的とする．


(2) 方法：本研究では事故発生リスクを時空間別の走行台キロあたりの事故の起こりやすさと定義し，都市高速道路において頻発する追突事故を対象に，同事故を物損・軽症・重症以上の3つの事故重大性の程度に類型化をおこない，交通流状態，道路構造および道路環境の諸要因が事故発生リスクに与える影響について分析する．具体的には，5分間・100 m毎に交通流状態，道路構造および道路環境の属性を示す変数を集計し説明変数として一般化線形モデル（GLM）を適用し重大度別の事故発生リスク推定モデルを構築する．図1に示す阪神高速道路の本線（総延長: 235.6 km）を対象として，汎用性のある以下4つの観測データを組み合わせて分析をおこなう．対象としたデータ期間は，2005年4月から2013年5月までの約8年と2ヵ月間に取得された計710,479,008組（2,983[日]*288 [1/日]*827[箇所]）のデータを使用する．


・車両検知器データ


車両検知器データは，阪神高速道路に設置された388地点の827個の検知器による交通流の観測データを用いる．データについては，5分間周期の交通量，高車交通量，平均速度，平均オキュパンシーが記録されている．


・交通事故データ


阪神高速道路において発生した，事故の発生日時・地点，事故形態，事故の被害程度等220項目の情報が記録されている．


・道路線形・構造データ


道路線形・構造データについては，道路ネットワークを0.1 km毎，すなわち100 mに分割された区間の平面線形，勾配などの線形情報および分合流部等の地点情報が収録されている．


・AMeDASデータ


降水量の観測データは，気象庁のホームページの電子閲覧室より毎日の各時間帯における時間降水量データを取得して分析に使用している．分析対象地域内およびその周辺にある気象観測所は6カ所あり（図1中赤丸），最近傍の観測所のデータを使用している．

(3) 謝辞：本研究は阪神高速道路株式会社，株式会社交通システム研究所のデータ提供を受けることで実現した．ここに記して謝意を表したい．

(4) 参考文献：

Hyodo, S., Todoroki, T.（2018） An Analysis of Risk Factors for Rear-ender Accident on Urban Expressway considering Accident Severity. ISTS & IWTDCS 2018, Aug 7th, 2018, Ehime．



図1：分析対象ネットワーク・対象気象観測所位置
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人流ビッグデータを用いた街の賑わいと家賃形成との関係に関する研究

秦 桜蘭1，秋山 祐樹2，小川 芳樹3，柴崎 亮介2，金田 穂高4

1東京大学大学院 新領域創成科学研究科，2東京大学 空間情報科学研究センター

3東京大学 生産技術研究所，4株式会社ゼンリンデータコム

連絡先: <1187170943@edu.k.u-tokyo.ac.jp> 

(1) 動機：家賃相場は建物自身の価値（建物がもつファシリティなど），物件が所在するエリアの価値，流通する時期，景気など様々な要因によって影響を受ける．日本の不動産業界では，不動産業者の経験に基づいて家賃相場が決定されることも多く，家賃そのものに統計的な根拠を与える研究はまだ少ないのが現状である．これまでに家賃の形成要因を統計的に分析した研究としては秋山・小川（2018）がある．しかし同研究の手法では説明変数となるデータの収集・整理が煩雑であることや，説明変数となるデータの更新頻度が低いため，日々その価値が変化する家賃相場を把握していく上で即時性が低いという課題があった．

(2) 方法：そこで本研究では，携帯電話の移動履歴に基づく地域ごとの滞留人口データを使い，街の賑わいを定量的に推定する．また家賃相場を街の賑わいの度合いで定量的に評価できるか否かを分析し，秋山・小川（2018）において家賃形成の説明に必要な膨大な説明変数を街の賑わいで代替できる可能性を検討した．本研究では滞留人口データとして，東京都23区全域の2012年の1年間分の「混雑統計🄬」を用いて，町丁目ごとに滞留人口を推定した．「混雑統計®」データはNTTドコモが提供する「ドコモ地図ナビ」サービスのオートGPS機能利用者より，許諾を得た上で送信される携帯電話の位置情報を，NTTドコモが総体的かつ統計的に加工を行ったデータである．位置情報は最短5分毎に測位されるGPSデータ（緯度経度情報）であり，性別・年齢等の個人を特定する情報は含まれない．町丁目ごとに日別の滞留人口を推定し，それらを1年分合計した値を「街の賑わい」として定義した．また，アットホーム株式会社の「不動産データライブラリー・戸データ・全国 1999-2016・データセット」を使用し，家賃と物件の属性（建物階数，物件面積，建物構造，町丁目までの住所等）の情報を取得した．上記のデータを空間結合して，線形回帰分析及び重回帰分析を行った．

(3) 結果：街の賑わいと家賃との線形回帰分析の結果は図1で示すように，相関係数は0.31であり，弱い相関が見られる．また秋山・小川（2018）を参考に，家賃形成に関連するいくつかの変数を抽出し，街の賑わいと合わせて重回帰分析を行った（表1）．相関係数は0.69でありこれらの変数から家賃をある程度説明できることが分かった．また物件の部屋面積が家賃形成に最も寄与しており，街の賑わいは部屋面積ほどではないものの地上階数と同程度に正に寄与した．以上より，街の賑わいは家賃と関係があるものの，それのみで家賃を推定することは難しいのが分かった．

(4) 謝辞：本研究は，東大CSIS共同研究No.122の一環として実施した．また一般財団法人住総研研究助成（選奨報奨枠）（2018年度）の一環として実施した．ここに記して謝意を表したい．

(5) 参考文献：

		

図1： 家賃と街の賑わいとの線形回帰分析結果

		表1：家賃と部屋面積，地上階数，賑やかさ，所在階数，築年数を重回帰分析した結果







秋山祐樹・小川芳樹（2018）マイクロジオデータを用いた家賃形成メカニズムの研究．「住総研 研究論文集,実践研究報告集」，44．
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新しい高等学校学習指導要領解説における「地理総合」「地理探求」の

GISに関連する例示の実現　～スマートフォン用アプリの開発～


木村 圭司，時枝 稜

奈良大学 文学部

連絡先: <kimurak@daibutsu.nara-u.ac.jp>  Web: <http://www.nara-u.ac.jp/>

		

図1：日本の石油の輸入相手国（2017年）

注）国境線は日本国政府見解と異なることに注意

		

図2：図1のURLのQRコード





(1) 動機：2022年度から実施される新しい高等学校指導要領の解説（以下，【解説】と略）が2018年7月に公開された．必修科目「地理総合」（2単位）および選択科目「地理探求」（3単位）の授業は，地理学を専門とする教員はもちろん，人数の多い歴史学を専門とする教員も教えることが想定される．しかし【解説】では，例示として生徒がGISを用いた作図を行って資料を作成することを示すページがあり，多くの高校教員にはハードルがかなり高いと考えられる．一方で，高等学校のパーソナルコンピュータはGISやWebGISを使用するのに十分な環境がそろっているとは限らない．処理濃度の遅さやインターネット環境の不十分さだけでなく，管理者以外はソフトウェアを自由にインストールできないなど，各高校により問題がある可能性がある．一方で，スマートフォンによるインターネット利用は高校生で94．1%に達している（内閣府，2018）．つまり，高校のパーソナルコンピュータに頼らず，高校生の持つスマートフォンを利用してGISを学ぶことができれば，授業だけでなく自宅での学習にも生かせる．なお，クラスで数名はスマートフォンを持っていない可能性があり，高校はこうした生徒への貸出機を準備する必要があるが，台数が少なくて済むために費用が押さえられる．このような現状のもと，本研究では【解説】に記載された例示のうち，GISに関連する部分について，スマートフォンを用いて実現できるよう，データ整理とアプリ開発を行っている．

(2) 方法：GISソフトとして，ESRI社によるArcGIS onlineを用いており，スマートフォンでも閲覧可能なアプリを作成している．統計は石油統計年報などを使用し，データを可視化している．なお本アプリを使用すると，凡例区分を変更することも可能である．

(3) 結果：【解説】にあるいくつかの例示について，GISによる図化を行った．①p47に例示されている「GISを活用して主要な貿易品について異なる年次の日本の貿易相手国を示した地図を作成し」について，一例として201７年の原油の輸入先について図1に示し，このURLのQRコードを図2に示す．②p88に例示されている「熱帯におけるサンゴの白化やサンゴ礁の消滅，温帯域における熱帯，亜熱帯性生物の繁殖などの地域ごとに起きている現象が，空間的，時間的にどのように地球規模の気候変動と関連づけられるのかを，GISなどを活用して可視化し」については，ポスターに掲載する．なお，現状では国境線データが日本国政府による見解と異なっているため今後修正が必要である．

(4) 参考文献：

経済産業省（2018）石油統計年報．<http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sekiyuka/index.html#menu2>．

内閣府（2018）平成29年度青少年のインターネット利用環境実態調査調査結果（速報）．<http://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/chousa/h29/net-jittai/pdf/sokuhou.pdf>．

文部科学省（2018）高等学校学習指導要領解説 地理歴史編．
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Detecting socio-economic changes of the Northern Chugoku Region under the Great Heisei Consolidation (2000-2010) by using Topic Model and regional GIS data.


TRAN ANH QUAN, TSUKAI MAKOTO, ◯YUTA TSUKANO 

Graduate School of Engineering, Hiroshima University

Email: <d180533@hiroshima-u.ac.jp>

(1) Motivation: The Great Heisei Consolidation policy (2000-2010) of the Japanese center government aimed to facilitate municipal mergers for achieving larger economies of scale and administrative cost reduction in depopulated municipalities. The northern Chugoku region is a less-developed area characterized by significant aging and depopulation even though the number of its municipalities reduced by two-third under the municipal merging policy. However, the social-economic growth among post-merged municipalities seems to be overlooked (Suzuki & Sakuwa, 2016). In order to build an effective strategy for regional rehabilitation under local limited resources, it is necessary to take a closer look at its inner socio-economic dynamics. Applying topic model for GIS data could point out spatiotemporal transition of regional characteristics.

(2) Method: Topic model, a kind of probabilistic generative models, helps annotate the latent themes in a large text data (Blei et al., 2010). In analogy with text analysis by topic model, Fig.1 described the combination of topic model and GIS data where each geographical location (mesh) is as a document (D), each socio-economic attribute class is as a vocabulary (W) and then some latent topics (K) could be interpreted as the outstanding features composed of socio-economic attributes. The spatiotemporal dynamics in topics for each mesh by pre- and post-merged municipality would be considered.



Figure1: Procedure of processing and analyzing GIS data by Topic Model

(3) Results： The socio-economic growth between pre- and post-merged municipalities is not good as expected (Fig.2). The better socio-economic growth (by increase in land use development, infrastructure, service and population) occurred surrounding the remained local government offices and the newly established municipalities in comparison to the coverage of the ones merged. However, the strongest growth still concentrated alongside the Northern coastline with the big cities.




Figure2: Spatiotemporal topic dynamics (by topic possibility)

(4) Data used: The dataset of 27 socio-economic attributes was collected at the tertiary geographical mesh level for 2000 and 2010 as Table1. Each attribute should be broken into six classes by natural classification. The study area includes 8,183 meshes.

Table1: Data attributes and sources

(5) Acknowledgement： This paper is an output of the CSIS Project No.764.

(6) References: 

Blei, D., Carin, L., & Dunson, D. (2010) Probabilistic topic models. 

<http://doi.org/10.1109/MSP.2010.938079>.

Suzuki, K. & Sakuwa, K. (2016) Impact of municipal mergers on local population growth: an assessment of the merger of Japanese municipalities. Asia Pacific Journal of Public Administration.
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特殊詐欺被害とATMのおかれた物理的・社会的環境との関連性


大山　智也1，雨宮　護2

1筑波大学大学院 システム情報工学研究科，2筑波大学 システム情報系

連絡先: <s1730128@s.tsukuba.ac.jp>

(1) 動機：特殊詐欺のうち還付金等詐欺では，高齢者が無人の現金自動預払機（ATM）に誘導されて被害にあう事案が多い（警察庁，2017）．誘導の際，犯行者は利便性や犯行の露見しにくさなどの条件を考慮しATMを選定している可能性がある．そこで本研究では，ATMごとの被害リスク予測にむけて，実際に還付金等詐欺の被害に晒されたATMの位置情報と，被害に関連しうる地理空間情報を用い，ATM周辺の人目の有無や立地環境等の特性と，被害リスクとの関連を明らかにする．

(2) 方法：福岡市のスーパーマーケット，またはドラッグストアに設置された111箇所のATM設置場所で発生した計43件の被害を分析した．ATM設置場所周辺，および地区（町丁目）の地理空間情報，統計情報をもとに，負の二項分布による一般化線形混合モデルで回帰分析を実行した．変数のうち，ATM設置場所と「施設との位置関係」は，分析者がGoogleストリートビュー等を参照し，新規に作成した（図1）．

(3) 店舗建屋


ATM


敷地境界


結果：パラメータ推定結果は表1の通りとなった．施設との位置関係が「店舗隣接」（図1）であることが被害リスクを押し上げることがわかった．他の変数の推定結果からは，周辺に他の施設やATMが少ない地域の中心的な買物施設で，大通りなどから離れた郊外型の立地であること，比較的富裕な地区が狙われやすいことなどが推察された．

(4) 使用したデータ：

· 「ATM拠点DB / 貯蓄推計データ2014 / 年収別世帯数データ2013」 マップマーケティング株式会社

· 「Zmap Area II 2014-3版 / Zmap TOWN II 2014年度 Shape版」株式会社ゼンリン


· 「拡張版全国デジタル道路地図データベース　2016年版」住友電工システムソリューション株式会社

· 「国勢調査 2015年 / 経済センサス 2014年」総務省統計局

· 「国土数値情報 警察署データ 2014年度版 / バス停留所データ 2010年度版」国土交通省


(5) 謝辞：本研究は，株式会社エディテージ2017年度基礎研究グラント，JSPS科研費JP17H02046の助成を得た．また，犯罪に関するデータは，福岡県警「犯罪予防研究アドバイザー」，東京大学CSIS共同研究（756）の枠組みのもとで提供された．記して謝意を表す．

(6) 参考文献：

警察庁（2017）平成 28 年の特殊詐欺認知・検挙状況等について．<http://www.npa.go.jp/bureau/criminal/souni/tokusyusagi/hurikomesagi_toukei2016.pdf>，（最終閲覧日2018年7月31日）


表1：モデルのパラメータ推定結果


�





�


図1：「施設との位置関係」各水準：左から「店舗屋内」，「店舗隣接」，「敷地内または独立」
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