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Abstract: Local governments are reviewing urban structures and urban planning, taking into account 

the population decline and deterioration of social infrastructure in the near future. A concrete study 

of city planning will require a population transition model that has a higher resolution than the 

estimated future population by 500m mesh and considers the decision to choose a residence. In this 

study, I create resident distribution data based on household and construct a population distribution 

transition model that focuses on household trends and some residential choices. 
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1. はじめに 

近年人口減少や社会基盤施設の老朽化が懸念

される中、平成 26 年度には都市再生特別措置法

を改正する法律が施行され、全国の地方自治体が

立地適正化計画を作成している。 

そのような中 Hasegawa et al. (2018)は Web ベー

スの都市の将来像シミュレーションシステ

ム”MyCityForecast”を開発した。このシステム

では、500m メッシュ単位で将来人口分布を推計し、

各地域の公共施設・商業施設へのアクセシビリテ

ィや環境指数等の変化を 2040 年まで 5 年単位で

表示する。研究により、市民の”MyCityForecast”

利用が公共心の活性化に繋がるとの示唆が得ら

れたが、モデルは簡易的なものであり 500m メッ

シュ単位での変化にしか着目していない。公共施

設の維持管理・集約の検討に必要な利用者数の推

計には、より粒度の細かい世帯単位の将来推計人

口分布が必要になる。 

また、Akiyama et al. (2013)は建物データと各種

統計調査結果を用いて、住宅の戸別に世帯構成や

構成員の年齢、性別を推計したデータを作成し、

町丁目別での世帯数と人口は実測値に近い数値

を実現した。しかしながら、年齢別の人口分布に

ついては実際と大きく乖離する結果となってい

た。 

そこで本研究では、富山県南砺市をモデルケー

スに Akiyama et al.の手法を発展させ、年齢別の人

口分布についても現実に近い世帯別推計データ

を作成し、その精度を検証した。さらに、このデ

ータから将来人口を推計するための世帯エージ

ェントモデルを作成し、その結果を既存の将来推

計人口と比較することで、本モデルの妥当性を検

証した。また、世帯の意思を反映させた住居選択

モデルを組み込むことで、世帯の分布がどのよう

に変化するか観察した。 

 

2. 世帯単位の人口分布推計データの作成 

2.1 世帯単位の人口分布推計データの作成手法 

建物データ(Z-map TOWNⅡ, ゼンリン株式会
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(2009 年))、電話帳データベース(テレポイント

Pack!, ゼンリン株式会社(2009 年))、国勢調査

(2010 年)の世帯に関する項目、人口動態調査(2010

年)から、2010 年富山県南砺市の住宅の戸別に入

居している世帯を推計した。ここでは、入居者の

いる建物ごとに世帯構成、各世帯構成員の性別と

年齢、家族類型が推計されている。 

手法は図１のフローチャート通りである。はじ

めに、建物データと町丁目別世帯数から、住居と

して利用されている建物を推定する。次に延床面

積別、住居種類別の世帯数（市町村別、国勢調査

（2010））から住居種類を確率配分する。その後は、

家族類型と推計したい世帯項目別の世帯数から、

各データを確率配分していく。配分手法は

Akiyama et al.の手法をベースにしているが、推計

に使用するデータが全国集計であったので、でき

るだけ市町村ごとのデータを反映させられるよ

うに改良した。細かい説明はページの都合上割愛

させていただく。 

2.2 世帯単位の人口分布推計データの精度検証 

手法を修正する前後の推計データを 5歳階級別、

男女別に集計し、人口動態調査の結果と比較した。

図２に示す通り、25~34 歳、85 歳以上を過剰に、

0~14 歳を過少に推計していた修正前の結果と比

べて、修正後の結果は大きく改善されている。し

かし、85 歳以上の男性は未だに過剰に推計されて

いた。この原因は、3 世代家族においてどの世代

が世帯主か判別できないためである。この推計で

は世帯主が祖父母、夫婦世代で半々になると仮定

しており、世帯主の親年齢を 60 歳代が最も多い

世帯主年齢から推計している。そのため、世帯主

が 60 歳代夫婦世代の 3 世代家族は親年齢が 85 歳

以上になってしまい、85 歳以上の男性を多く推計

してしまっている。 

 

 

図-2 男女・5 歳階級別人口の推計値と人口動態調

査との比較 (2010 年 富山県南砺市)

図-1 推計データ作成のフローチャート

A. 建物データ
(Zmap+テレポイント)

B. 南砺市町字ポリゴン
(国勢調査)

Bʼ. 南砺市町字Mポリゴン
(国勢調査)

key_codeで集約

C. 南砺市町丁⽬別世帯数
(国勢調査)

N=261 (南砺市合計含む)
(本町は丁⽬レベルを利⽤)

Aʼ. 住宅建物データ
(南砺市町丁⽬key_code付き)

町丁⽬コード(key_code)付与
延床⾯積コードを付与
南砺市内の住宅のみを抽出

富⼭県全域. N=719,702 N=271

N=259

南砺市住宅. N=14,883

町丁⽬毎の住居⼾数をカウント
(住宅は1⼾, 共同ビルは住居⼾数)

南砺市町丁⽬別世帯数に⼾数を
合わせて調整

D. 延床⾯積分類
(国勢調査)

14分類

Aα. 住宅建物データ
(町丁⽬・床⾯積付き)

N= 16,879

E. 延床⾯積 x 住居種類
(国勢調査)

床⾯積グループ(S)から住居種類(r)を
確率配分 P(r|S)

N=84,  N(S)=14 x N(r)=8

Aβ. 住宅建物データ
(町丁⽬・床⾯積・住居種類付)

G. 家族類型 x 世帯⼈数
(国勢調査)

N=224,  N(S)=14 x N(f)=16

家族類型(f)から世帯⼈数(c)を
確率配分 P(C|f)

Aδ. 住宅建物データ
(町丁⽬・床⾯積・住居種類・家族類型・世

帯⼈数付き)

H.家族類型 x 世帯主年齢x性別
(国勢調査)

N=544,  N(A)=17 x N(G)=2

家族類型(f)から世帯主年齢(A)と性別
(G)を確率配分 P(A,G|f)

Aε. 住宅建物データ
(町丁⽬・床⾯積・住居種類・家族類型・世帯⼈数・

世帯主性年代付)

I.家族類型 x 家族構成員数(改定)
(国勢調査)

N=16,  N(f)=16 x N(t)=4

家族類型をkeyに配偶者(性別)・⼦供
等の情報を追加

Aζ. 住宅建物データ
(町丁⽬・床⾯積・住居種類・家族類型・世帯⼈数・

世帯主性年代・配偶者有無・⼦供数付)

世帯主の年齢・性別から配偶者の年
齢を確率配分 P(A’|A, G)

Aη. 住宅建物データ
(町丁⽬・床⾯積・住居種類・家族類型・世帯⼈数・

世帯主性年代・配偶者性年代・⼦供数)

⺟親の出産年齢を確率配分し，⼦供の年

齢・性別を推定(年齢は⺟より若く調整)

Aθ. 住宅建物データ
(町丁⽬・床⾯積・住居種類・家族類型・世帯⼈数・

世帯主性年代・配偶者性年代・⼦供性年代)

世帯主出産時の⺟親の年齢を確率推定後，
世帯主年齢を加算し親の年齢・性別を推定

Aκ. 住宅建物データ
(町丁⽬・床⾯積・住居種類・家族類型・世帯⼈数・世帯主性年

代・配偶者性年代・⼦供性年代・孫性年代・親性年代)

親のいる世帯 N=2773

⼦供のいる世帯 N=9810

J. 南砺市 性年代別⼈⼝
(⼈⼝動態統計)

市内の年代・性別の不⾜部分に合う

よう，その他の⼈に属性を割当
Aλ. 住宅建物データ

(町丁⽬・床⾯積・住居種類・家族類型・世帯⼈数・世帯主性年代・配偶者
性年代・⼦供性年代・孫性年代・親性年代・その他性年代)

F. 住居種類 x 家族類型
(国勢調査)

N=96,  N(f)=16 x N(r)=8

住居種類(r)から家族類型(f)を
確率配分 P(f|r)

Aγ. 住宅建物データ
(町丁⽬・床⾯積・住居種類・家族類型付)

K.家族類型 x 夫婦年齢
(国勢調査)

N= 16,879

I. ⺟の年齢・出産順位別
(⼈⼝動態統計)

1532世帯, 2450⼈

配偶者有り世帯数N=10,754

祖⺟à⺟親の出産年齢を確率配分し，⼦
供の年齢・性別を推定

孫代のいる世帯 N=1996

Aι. 住宅建物データ
(町丁⽬・床⾯積・住居種類・家族類型・世帯⼈数・

世帯主性年代・配偶者性年代・⼦供性年代・孫性年代)



3.世帯推移モデルの作成と結果検証 

3.1 世帯推移モデルの概要 

本研究では、前章で作成したデータを元に、世

帯単位で将来人口分布を推計するエージェント

ベースのモデルを構築した。推計手法には、将来

人口推計で一般的に用いられているコーホート

要因法を用いる。人口変動要因は出生、死亡、移

動の 3 要因について考慮し、世帯の将来動向を富

山県南砺市で 2010年から 2040年まで 5年ごとに

推計する。 

3.2 世帯推移モデルのフロー 

世帯推移モデルは図３の通りである。 

① 生存者の決定： 

『日本の地域別将来推計人口』(社人研)で

用いられている男女・5 歳階級別の 5 年後

生残率の仮定値(市町村別)を世帯の各構成

員に適用し、生存者を決定する。 

② 世帯の転入： 

国勢調査の結果から、2010 年〜2015 年まで

の市町村別転入者数と 2010 年の人口の割

合を男女・5 歳階級別に算出。この割合が

2040 年まで続くと仮定し、転入者の分布を

作成する。この転入者たちから 1〜3 人の世

帯を作り上げ、空き家からランダムに住居

を決定する。 

③ 世帯・構成員の転出： 

『日本の世帯数の将来推計（都道府県別推

計）』(社人研)における世帯主の男女・5 歳

階級別・家族類型(6 種類)別世帯数から、都

道県別に将来の世帯数分布推計が分かる。

富山県南砺市もこの傾向に従うと仮定し、

世帯数分布の変化が沿うように世帯を転出

させる。また、世帯内で子供か孫にあたり、

かつ 15~39 歳の者は一定確率で単身転出さ

せる。 

④ 出生者の決定： 

世帯毎に 15〜49 歳女性それぞれの子供数

を推計し、人口動態調査(2011〜2015 年)で

の出生順位別、母の年齢別出生数(全国)を

用いて出生率を決定する。さらに、『日本の

地域別将来推計人口』(社人研)の子供女性

比、0〜4 歳性比の仮定値と一致するように

調整する。 

 

図-3 世帯推移モデルのフロー 

3.3 世帯推移モデルの結果検証 

 まず初めに、移動を考慮しない封鎖人口を仮定

した時の推計結果を男女別・5 歳階級別に集計し、

同様条件での社人研の結果と比較した。図 4 のよ

うに、2040 年の推計でもある程度同じような推計

結果が得られた。よって、人口変動要因の内、出

生と死亡はこのモデルで十分に考慮できている

ことが分かった。また、唯一大きな乖離のある 90

歳以上女性の人数は、図 2 のように 2010 年時点

で 60 歳以上の女性を実際より少なく推計してい

ることが原因だと思われる。 

 

 

図-4 封鎖人口を仮定した将来人口推計値  

(2040 年 富山県南砺市) 



また、移動も考慮した推計結果を同様に比較した

が、社人研の推計結果と大きく異なっていた。つ

まり、転入・転出の男女・年齢別人口分布が既存

の推計結果と大きく異なっているので、今後見直

していく必要がある。 

 次に、2040 年までの本モデル推計結果から

500m メッシュ別の人口を算出し、500m メッシュ

別将来推計人口(平成 29 年 国土政策局推計)と比

較した。図 5 のように、各推計値についてメッシ

ュをプロットしたところ、2040 年でも決定係数

0.9371 と高い相関が得られた。それ以前の推計値

についても、0.939 以上の決定係数が得られてい

ることから、地域の人口分布変化は十分に再現で

きていると言える。 

 

図-5 500m メッシュ別人口の相関      

(2040 年 富山県南砺市) 

3.4 住居選択モデルについて 

最後に、転入世帯の住居選択にあるアルゴリズ

ムを適用し、ランダムな場合との住居分布の変化

を観察した。そのアルゴリズムは、家族類型(16 種

類)から住居の延べ面積(14 区分)を確率的に決定

し、その中で鉄道駅から一番近い住居を選択する

ものである。ここでは、国勢調査の家族類型(16 区

分)、延床面積(14 区分)別の一般世帯数(富山県)を

用いている。結果は図 6 の通り、駅付近に転入世

帯を誘導する形となった。 

 

 

図-6 住居選択モデル別 2015 年転入世帯の分布

(上：ランダム 下：駅付近に誘導) 

 本研究での住居選択モデルは簡易的であるが、

政策や地域環境の変化をモデルやそのパラメー

タに反映させることで、その影響をシミュレーシ

ョンし可視化できることが分かった。 
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