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近年の少子・高齢化の進行、人口減少社会の進展、また産業構造の変化により
空き家が増加し続けている。

特に管理者不在の戸建て空き家の増加は
・放火による火災の発生や、不審者の侵入といった地域の治安の悪化
・老朽化による自然災害時の倒壊危険性 ・景観の悪化など
近隣住民、ひいては地域全体に深刻な影響をもたらす可能性がある。

また空き家が増加は地域の活力低下や自治体の税収低下などにつながる可能性がある。

空き家率の推移
http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2008/10_1.htm

街中での空き家倒壊の報道（日テレNews24）
http://www.news24.jp/articles/2015/06/12/07277190.html

31. 研究背景



空き家の適正な管理の必要性が高まっている
→平成26年11月「空家等対策の推進に関する特別措置法
（通称：空き家対策特別措置法）」が成立。平成27年5月より施行。

→これを受け地方自治体には空き家の分布調査を実施し、
その成果をGIS等で管理することが努力義務と定められた。
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このように今後ますます空き家が増えていく情勢の中、
将来にわたって空き家の適正な管理と利活用を

進めていくためには・・・

空き家が今どこに分布しているのか

という情報を迅速かつ安価に
把握することが求められている。

1. 研究背景



空き家の分布をどうやって把握するか？
・アンケート調査や外観目視による現地調査（林ほか, 2004; 小西ほか, 
2008）、住宅・土地統計調査を用いた空き家分布の把握（若林,2015）
などにより空き家の分布を推定・把握しようとした研究が見られる。
＞調査対象範囲は限定的（一つの自治体や団地程度）
＞住宅・土地統計調査はサンプル調査（信頼性に疑問有り）。

・地方自治体による空き家分布調査業務の例がある。
例：京都市、奈良市→公共データ（水道、固定資産税など）を活用
＞調査対象範囲は限定的（一つの自治体や団地程度）
＞信頼性の検証が不十分（複数・広域のサンプル調査は実施せず。）

既存研究
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・益田・秋山（2020）によると、空き家に関する研究は、その数・質ともに高まり続けて
いるのが現状であるが、ほとんどの既存研究において採用されている空き家分布の調査
手法は、現地調査、アンケート、住民等への聞き取りであり、広域・大量の空き家の
情報を迅速・安価に収集する手法はほとんど確立されていない。

1. 研究背景



空き家の分布をどうやって把握するか？
・アンケート調査や外観目視による現地調査（林ほか, 2004; 小西ほか, 
2008）、住宅・土地統計調査を用いた空き家分布の把握（若林,2015）
などにより空き家の分布を推定・把握しようとした研究が見られる。
＞調査対象範囲は限定的（一つの自治体や団地程度）
＞住宅・土地統計調査はサンプル調査（信頼性に疑問有り）。

・地方自治体による空き家分布調査業務の例がある。
例：京都市、奈良市→公共データ（水道、固定資産税など）を活用
＞調査対象範囲は限定的（一つの自治体や団地程度）
＞信頼性の検証が不十分（複数・広域のサンプル調査は実施せず。）

・住宅土地統計調査では空き家戸数をサンプル的に調査している。

既存研究
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様々な公共データや民間データを使って
空き家の分布状況を迅速かつ安価に
把握・推定する手法が求められている

1. 研究背景



現状の空き家分布の把握
を

迅速かつ安価に実施
する手法を実現する。
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研究目的

1. 研究背景
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空き家の空間分布を把握・推定するために、様々な手法を用いた空き家
の空間分布把握・推定技術の開発を行ってきた。

① 官民のMGDを
活用する手法

③ ドローンを
活用する手法

② 建物外観画像＋AIを
活用する手法

空き家率大

①②③の手法を融合した建物単位の空き家判定技術の実現
（様々なデータの組み合わせが可能）

自治体において利用可能なデータ・予算に応じた空き家調査手法の提供
自治体の空き家対策支援

2. 産官学のMGDを活用した空き家分布把握の取り組み 9
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前橋市と連携し超スマート自治体研究協議会の活動の一環として個人情報を
秘匿した自治体保有のMGDを収集し空き家分布推定手法を研究している。

この建物は空き家?

収集する自治体保有MGD

1) 住民基本台帳

2) 水道使用量情報

3) 固定資産税台帳

これらの自治体保有MGDや現地調査の結果を組み合わせて
中心市街地の空き家を推定するモデルを構築した。

※本研究で対象とする空き家は戸建住宅のみ

① 官民のMGDを活用する手法

水谷昂太郎・冨田健人・秋山祐樹・谷内田修，建物周辺の生活利便性を考慮した建物ごとの空き家確率予測モデルの構築，
第31回地理情報システム学会講演論文集，C-4-4，2022.
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空き家推定モデル構築のためのデータベース開発
※赤字：空き家推定に利用

住民基本
台帳

固定資産税
台帳

水道
使用量

所在地、
転出先住所、
性別、年齢、
続柄

所在地、住所
建築年、建物用途、
構造、地積、地目
土地形状

所在地、
月別使用量

空間結合

推定値の算出 建物ごとの空き家確率推定モデルの構築

空き家調査
データ

所在地、
空き家の状態

AI

機械学習
（XGBoost）

① 官民のMGDを活用する手法

各種オープン
データ

・国勢調査
・標高、勾配
・用途地域
・公共施設までの距離

推定結果
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建物ごとの空き家率の推定結果

① 官民のMGDを活用する手法
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地域メッシュ（500mメッシュ）単位の空き家数推定結果

① 官民のMGDを活用する手法
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地域メッシュ（500mメッシュ）単位の空き家率推定結果

① 官民のMGDを活用する手法
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機械学習モデルの精度

① 官民のMGDを活用する手法

推定結果（棟）

非空き家 空き家

真値
（棟）

非空き家
73,772

（TN）
7,474
(FP)

空き家
878
(FN)

1,409
(TP)

評価指標

正解率 90.0％

再現率 61.6％

特異度 90.8%

適合率 15.8％

正解率は90％に達した。

特に非空き家は90%以上の精度で検出可能。

正解率（予測がどれほど正しいか？）＝(TN+TP)/(TP+FP+TN+FN) = 90.0%
再現率（真値が空き家のうち空き家と予測できた率）＝TP/(TP+FN) ＝ 61.6%
特異度（真値が非空き家のうち非空き家と予測できた率）＝TN/(TN+FP) = 90.8%
適合率（空き家と予測したうち真に空き家だった率）＝TP/(TP+FP) = 15.8%
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他自治体での展開
前橋市以外にも展開することで同手法の汎用性を検証中。

和歌山市の例
（XGBoostを使用）
Baba, H., Akiyama, Y., Tokudomi, T., and Takahashi, Y., 
Learning Geographical Distribution of Vacant Houses Using 
Closed Municipal Data: A Case Study of Wakayama City, 
Japan, ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. 
Sci., VI-4/W2-2020, 1–8, 2020.

鹿児島市の例
（クロス集計を使用）
Akiyama, Y., Ueda, A., Ouchi, K., Ito, N., Ono, Y., Takaoka, 
H. and Hisadomi, K., Estimating the Spatial Distribution of 
Vacant Houses using Public Municipal Data, Geospatial 
Technologies for Local and Regional Development, 165-183, 
2020.

① 官民のMGDを活用する手法



空き家の空間分布を把握・推定するために、様々な手法を用いた空き家
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本研究の内容
建物データ
→ゼンリン提供

(東大CSISとの共同
研究の一環として使用)

外観画像データ
→ゼンリン提供

空き家画像

非空き家画像

学習
深層学習による
空き家判定技術

空き家調査データ
→前橋市提供

データを
結合

空間結合

群馬県前橋市全域

空き家判定の正解値となる市全域の空き家分布データを，前橋市
より提供頂けたため．

対象地域

武田洸明・秋山祐樹，建物外観画像と機械学習を用いた建物単位の空き家判定手法の開発，第31回地理情報システム学
会講演論文集，C-4-1，2022. 

②建物外観画像＋AIを活用する手法 18
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②建物外観画像＋AIを活用する手法 19

全撮影地点の座標 (約140万個)

(約6千個)全空き家データの座標

開発した結合技術で撮影した範囲にある
空き家の外観画像を取得

取得できた空き家の座標(1200枚)

また，共同住宅や雑居ビルなどの
一軒家以外の建物の画像の混在が確認された．

モデルの精度に影響を与える可能性があるため
機械学習を行う前に目視で予め排除した．

画像枚数(枚)

360度画像
全データ

1,409,878

住宅地図と
紐づいた画像

639,556 

建物外観画像 112,090

空き家画像 1,274

建物データと建物外観画像の結合結果



畳み込みニューラルネットワーク（CNN）の構築 20

空き家の判定レベルは建物の損壊度によって4段階に分類．

空家対策特別措置法では，
特定空き家に対して自治体が助言，指導などを行うことが可能．

非空き家
判定Aの空き家
判定Bの空き家

判定Cの空き家
判定Dの空き家

損壊度が高い(特定空き家に近い)
判定C、Dの空き家を推定するモデルの開発．

空き家グループ非空き家グループ

（A：流通中、B：流通可能、C：要改修，D：特定空き家）



②建物外観画像＋AIを活用する手法 21

CNNによるモデルの評価

予測値

空き家 非空き家

真値
空き家 394 43

非空き家 48 444

Loss function(損失関数) ：0.393
Accuracy(正解率) ：0.902 混同行列による評価

空き家である建物を空き家であると判定できたのは
空き家数 437件中394件

非空き家を非空き家であると判定できたのは
非空き家数 492件中444件

90.16％の精度

90.24％の精度

F値：0.896

学習データとは別に検証データを用意し，精度の検証を実施した．
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ドローンによる可視・熱赤外動画
（夜間光無＋排熱無しの建物は空き家の可能性大）

自治体保有のMGDの利用が難しい自治体向けに、ドローンを活用した空き家
分布推定手法の開発も進行中（都市大＋東大＋前橋市、大牟田市など）。

③ ドローンを活用する手法

秋山祐樹・飯塚浩太郎・小川芳樹・今福信幸・谷内田修・杉田暁，ドローンで収集した熱赤外画像および可視画像から人
工知能（AI）により迅速に空き家分布推定を行う手法の検討，第31回地理情報システム学会講演論文集，C-4-2，2022



24③ ドローンを活用する手法

左：複数の空中写真を用いて作成した３Dモデル
右：3Dから作成した熱分布（夜間）

自治体保有のMGDの利用が難しい自治体向けに、ドローンを活用した空き家
分布推定手法の開発も進行中（都市大＋東大＋前橋市、大牟田市など）。



25③ ドローンを活用する手法

画像内からの空き家の自動抽出を意識して推定の効率化を検討する一方で、
そもそも現場にいく労力や時間などを軽減するという意味でのアプローチが考えられる。

作成した3DモデルをVR空間で展開し、バーチャル空間において空き家調査を行う場を
提供できれば、VRを活用した現地調査の迅速化・精緻化も期待できる。

実寸スケールでのVR化も可能 縮小スケールを見ながら
対象地域全体の俯瞰も可能
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これら一連の活動は国や地元からも一定の評価を得ている。

総務省「ICT地域活性化大賞
2020」奨励賞受賞

https://www.soumu.go.jp/menu_ne
ws/s-news/01ryutsu06_02000240.ht
ml

群馬県最大手の新聞「上毛新聞」1面に
我々の活動に関する記事が掲載
（2021年11月6日）
https://www.jomo-news.co.jp/articles/-
/29794

2. 産官学のMGDを活用した空き家分布把握の取り組み



272. 産官学のMGDを活用した空き家分布把握の取り組み

さらに、空き家分布の将来推計に向けた取り組みに着手。

https://www.arl.tcu.ac.jp/research/digital-urban-spatial.html

研究テーマ：
政府統計ミクロデータと機械学習を
活用した日本全土の将来空き家
分布推定デジタルマップの開発
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293. 今後の課題

この取り組みを日本全国の自治体に広げていくためには・・・

空き家分布データの具体的なユースケース作りが必要
• データがあるに越したことはない。
• でも、どう使えばよいのか、具体的なイメージが沸かない。
• それならこれまで通り（現地調査）で良いかな・・・

例えば・・・
• 一度モデルを作ってしまえば継続的に空き家分布マップを作成可能に。
• 非空き家候補から現地調査不要な建物を絞り込める。

→現地調査の負担を大幅軽減
• 流通可能空き家候補、特定空き家候補を発見できる（かも）。

他にも・・・
こんな使い方が考えられる

もっとこんな情報が分かると良い
などなど、アイデア頂けますと幸いです！


