
2. データベースの構築

2-1. 土地利用変化・無変化データ

　土地利用予測を行うため本研究では C.5.0 を用いた

決定木モデルを構築する。モデル構築に際し、筑後地

域 26 市町村の 1976 年、1987 年、1997 年の過去 3 時

点にわたる土地利用データを 100M メッシュ単位で整

備した。本研究では、予測のため、より最近の現象を

とらえた学習モデルの構築を行うため 1987 ～ 1997 年

の 10 年間に起きた土地利用の変化・無変化をモデル

構築用にデータ化し学習させることとした。以上の結

果、土地利用変化データ 5268 件、土地利用無変化デー

タ 4627 件を学習データとして用いた。

2-2. モデル構築のための予測指標の検討

　本研究で用いる土地利用予測モデルは、過去 10 年

間の筑後地域における土地利用の変化をその立地要因

をもとに生成する。モデルの構築に際し重要となるの

は、決定木の分岐ルールの内容であり、その分岐ルー

ルは土地利用変化データに付加された予測カテゴリー

とその値によって決定される。そこで、モデルを構

築する上で有用と考えられる指標を以下のように設定

し、GISを用いてデータベースを構築した。データベー

スは大きく「土地利用」「交通利便性」「地理条件」「人

口集積」の 4 つの立地要因に着目した。合計 13 個の

カテゴリーとその値を予測指標として用いることで決

定木の分岐ルールを考慮することにする。

3. 筑後地域の土地利用の変遷

3-1. 経年変化

　表 2 は筑後地域全域における土地利用の変遷を土地

利用別に集計したものである。全体的な特徴として市

街地が約 20 年間で 30％増加し、その他の農用地 15％

増加しているのに対し、田や森林が変化率としては高

くないものの、変化数でみるとかなり減少しているこ
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1. はじめに

1-1. 研究の背景と目的

　高度経済成長以降、都市が発展を続ける一方で、農

村・田園地域は都市の拡大をスプロール開発、地域の

活力の低下という問題を抱え、自然の後退や農村的性

格の希薄化が進んだ。しかし、田園地域は豊かな自然

景観等のまちづくりの資源に恵まれており、ビジョン

如何によっては、都市との共生を図り相互補完の関係

へと導くことは可能である。地域ビジョンの策定にあ

たり、これまでの地域構造の変遷をたどり、地域の特

徴や特性を理解することは今後のまちづくり政策に

とって緊急の課題といえる。

　現在、福岡県筑後地域において筑後ネットワーク田

園都市圏構想注のもと地域全体の広域連携を進め、都

市機能の充実と自然・田園景観の保全を両立させるこ

とを課題とし、その取り組みをいかに行っていくかに

ついて模索されている。

　そこで、本研究では、上記の課題に対する方策を提

示すべく以下の 2 つの点を目的として検討を行った。

①過去の土地利用の変遷を把握し、その傾向から今

後の土地利用変化を予測し、地域の自然・田園景観を

保全するための問題点の抽出を行うこと。②土地利用

予測の応用として、地域骨格の表出、土地利用の変化

を基に分類した広域連携単位についての指針を示すこ

と。以上が本研究の目的であり、市町村合併が進む中

で地域構造をいかに把握し、地域のビジョンを策定す

るかという点についての一つの提案を行えるものと考

える。

1-2. 研究方法

　まず土地利用の変遷を把握し、可視化するため、国

土交通省発行の国土数値情報土地利用メッシュデータ

を土地利用変遷の資料としてデータベース化し、変化

の傾向をとらえる。次に、決定木学習アルゴリズム

を利用し土地利用の予測モデルの構築をおこなう。さ

らに、予測モデルで学習された開発ルールの抽出を行

い、論理的に開発のルールを導く。そして、最後に筑

後地域の土地利用の変遷からみた景観保全への指針を

行う。

立地要因 カテゴリー 参照データ データ内容

土地利用データ 国土数値情報（1/25000地形図）
1976、1987、1997年の土地利用をデータ化

（田、その他農用地、森林、荒地、市街地、その他用地、水域）

都市計画区域データ 福岡県提供データ
市街化区域、市街化調整区域、非線引き用途区域、
非線引き白地区域、無指定区域をデータ化

市街化区域間距離 福岡県提供データ 市街化区域からの距離を算出
主要都市間距離 PDM2500（地図） 福岡市、久留米市、大牟田市の市役所からの距離を算出
主要幹線道間距離 PDM2500(地図) 主要幹線道路からの距離を算出
最寄り駅間距離 PDM2500(地図) 鉄道駅からの距離を算出
最寄りIC間距離 PDM2500(地図) 高速・有料道路料金所からの距離を算出

標高 数値地図50mメッシュ(標高) 50m標高グリッドの作成
傾斜角 数値地図50mメッシュ(標高) 50m傾斜角グリッドの作成

陸水域間距離 PDM2500(地図) 陸水部（河川・湖沼）からの距離を算出
海水域間距離 PDM2500(地図) 海岸線からの距離を算出
人口増減数 PDM2500(国勢調査) 平成2-7年間人口増減数をデータ化
小学校間距離 PDM2500（地図）、Iタウンページ 集落集積の代表点である小学校からの距離を算出

土地利用

人口集積

交通利便性

地理条件

表１　立地要因と予測指標
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とが理解できる。

次に図 1 と図 2 の土地利用図から、変化が著しい以下

の 4 つの点に着目し論じる。

①田から市街地への変化

　87 年までは、筑後西部の平野部、久留米市から浮

羽町へ伸びる国道 210号沿道での沿道開発が中心で

あったが、97 年にかけて、八女市南部、浮羽町周辺

にも市街地への開発が広がっている。なお、市街地周

辺部にも開発が広がっている。

②農用地から市街地への変化

　87 年までは、八女市と筑後市の丘陵地沿いで小規

模なスプロール開発が行われていたが、97 年になる

と、開発の範囲が拡大し市街地面積も増加している。

また、他の地域は、87 年には変化傾向は現れなかっ

たものの、97 年の図をみると耳納連山北側山裾、大

牟田市北部にて沿道の市街化が進んでいる。さらに、

筑後東北部に位置する浮羽町、吉井町にも交通の要衝

付近において農用地の市街化が進んでいる。

③森林から農用地への変化

　76-87 年の変化をみると、筑後東部の山間部で森林

から農用地への転換が行われていたが、97 年になる

と筑後南部へ南下している。

④田から農用地への変化

　田から農用地の変化は全期間を通じて小郡市等の筑

後北部に集中しており、76-87 よりも 87-97 年にかけ

て畑への転作が増加している。

4. 決定木分析による土地利用変化予測

4-1. 決定木学習による土地利用変化モデルの作成

　作成した全 9895 件の学習

サンプルデータを用いて、

C5.0アルゴリズムを用い

た決定木学習を行い予測モ

デルを構築した。表 3 は予

測モデルの精度分析の結果

を示す。これは、学習に用

いたデータへ予測モデルを

適用し、その予測結果と

現況の土地利用状況との

マッチングによる正誤判

別と一致確率とを示した

ものである。データの一

致確率は 80.7% と概ね良

好でありモデルとして一

定の精度を有しているも

のと思われる。

4-2. 土地利用変化予測

　図 3 は土地利用変化予

測図であり、図 4 は 97 年

の土地利用図から変化し

た部分のうち予測確信度

が 50％を超える部分を示

す。

（1）変化の傾向

①田から市街地への変化

図中の柳川市から八女市

にかけての広い範囲で幹

線道を中心とした市街化

が懸念される。また、筑

後東北部の浮羽町、吉井

表 3　予測モデルの精度

1976年 1987年 1997年 変化数 変化率
メッシュ数 38,186 36,262 34,319 -3867
構成比 31.4% 29.8% 28.2% 3.2%
メッシュ数 13,442 15,281 15,555 2113
構成比 11.1% 12.6% 12.8% 1.7%
メッシュ数 48,921 47,864 46,773 -2148
構成比 40.2% 39.3% 38.5% 1.8%
メッシュ数 752 835 643 -109
構成比 0.6% 0.7% 0.5% 0.1%
メッシュ数 12771 13813 16647 3876
構成比 10.5% 11.4% 13.7% 3.2%
メッシュ数 2,669 2,515 3,019 350
構成比 2.2% 2.1% 2.5% 0.3%
メッシュ数 4899 5070 4684 -215
構成比 4.0% 4.2% 3.9% 0.2%
メッシュ数 121640 121640 121640 12678
構成比 100.0% 100.0% 100.0% 10.4%

その他の
用地

13.1%

全域

田 -10.1%

その他の
農用地

15.7%

水域 -4.4%

全体

森林 -4.4%

荒地 -14.5%

市街地 30.4%

表 2　筑後全域の土地利用の変遷

図 1　1987 年土地利用図 図 2　1997 年土地利用図

図 3　土地利用予測図 図 4　予測確信度図
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要な部分を抽出し属性別の立地パターンを示した。表

4 は各用途への変化パターンのうち、市街地へ変化す

るパターンを抜粋したものである。全部で 11パター

ンが抽出された。以下に、その中で特徴的であったパ

ターンについて記述する。

①田から市街地への変化パターン（図 9,10）

　田から市街地への変化は 2 つの段階で区分されてい

る。まず、大局的な見地から「市街化区域内部型」と「郊

外沿道型」に分類される。これらは都市化の影響を受

ける度合いで分類されているといえる。次により個別

の見地からの分類として、大きく 4 つに分類されてい

る。まず、「農

村・交通利便

地区型」は都

市の影響を受

けない地域で

の開発を表し、

主 に 駅 周 辺、

幹線道沿いで

変化している。

次に「山裾沿

道型」である

が、これは平

野と山間部と

町でも幹線道及び駅周辺での市街化が進むものと考え

られる。

②その他農用地から市街地への変化

　耳納連山北側では沿道開発による農地から市街地へ

の変化が予測され、予測確信度も高く対策が必要であ

る。また、八女市、筑後市の丘陵地では茶畑、畑が広

がる地域であるが、農地から市街地へのスプロール開

発が懸念される。

③森林からその他農用地への変化

　筑後南部の山川町、立花町周辺で森林から農用地へ

の転換が見られる。現地は果樹園が広がっており森林

から果樹園への転換を示すものであると考えられる。

（2）予測確信度からみる市街化注意地区

　図 4 に予測結果を踏まえ注意すべきエリアを示し

た。耳納連山北側は沿道開発、八女市、筑後地域は畑

から市街地へのスプロール化、大川市、柳川市地域で

は両都心周辺及び幹線道沿いで市街化の予測確信度が

高い。なお、幹線道内部の水田へもスプロール開発の

恐れが指摘されている。

5. 土地利用変化ルールの抽出

　決定木は結果の解釈が行いやすいことで知られるモ

デルである。本研究では前述した決定木の予測モデル

内の変化傾向を把握するため、決定木を大幅に簡略化

したルールセットと呼ばれる手法を用い、決定木の重

図 5　都市基盤及び都市計画区域線 図 6　市街化ルール（その他の用地） 図 7　市街化ルール（その他の農用地）

図 8　市街化ルール（森林） 図 9　市街化ルール（田 - 詳細） 図 10　市街化ルール（田）

表 4　抽出した市街化ルール
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の境目に分布し郊外

のロードサイドでの

市街化を表している。

さらに、「市街化区域

近接型（クリーク地

域）」と「都市近郊沿

道型」は、市街化区

域の沿道の開発を示

しているが、クリー

ク地域か否かによって分類されている。なぜなら、双

方で海水域間距離 13.266kmが分類の最上位に来てお

り、この指標を GIS 上で確認すると、ちょうどクリー

ク地帯の境界と一致しているからである。

②その他の農用地から市街地への変化パターン（図 7）

　その他農用地の市街化は、「都市中心部沿道型」と

「主要幹線道沿道型」の 2種類に分けられる。双方共

に沿道開発が中心であるが、分布傾向をみると明らか

なように、市街化区域内における開発か区域外の沿道

開発かによって区分されている。　　　　　　　

③森林から市街地への変化パターン（図 8）

　森林は、「市街化区域縁辺部型」と「郊外沿道型」

に分類される。郊外沿道型のルールをみると、標高

47.25m以下が条件にあり、森林から市街地へ開発さ

れる土地が 47.25mを境界に分布していることがわか

る。さらに、市街化区域縁辺部型の開発傾向は図より、

市街化区域の縁に位置しており、市街地への拡散の傾

向が縁辺部において続いていることを示している。

6. 地域骨格の表出

　ルールセットで抽出された指標を調べるうち、土地

利用によって規定された地域の骨格が表出することが

判明した。表 5 と図 11 は地域骨格を現す上で重要な

指標を抽出し描画したものである。表と図より広域な

地域を対象にした場合、大枠の地域骨格が定量的に導

きだせることが明らかである。

　このように、決定木分析を用いることで、分析指標

を基に地域骨格を表出させることが可能であることが

判明した。

7. 土地利用の変遷から見た景観保全への指針

　土地利用の変遷、土地利用予測と地域骨格から、一

体として保全すべき地域を分類した結果図 12 のよう

な傾向が見出された。

　水田景観が市街化によって破壊されると予想される

地域は、大川市、柳川市を含むクリーク地帯である。

ここでは、主に沿道付近における田の減少が指摘され

ている。重要な景観資源であるクリークと田園風景を

維持するためにも対策を講じる必要がある。さらに、

浮羽町、吉井町においても水田の減少は進んでおり、

この地域の田園景観を保護する必要がある。当該地域

は都市計画区域外であり、用途等の指定が無い地域で

あり、対策が求められる。

　次に茶畑に代表される農地景観が市街化によって破

壊されると予想される地域は、八女市、筑後市周辺で

ある。この地域は丘陵地に茶畑等の畑地が卓越し、八

女市、筑後市の南部地域には水田が広がっている。し

かし、予測結果よりスプロール開発による市街化の恐

れが示されており、保全のための対策が緊急に必要と

される。

8. 結論

　本研究では、以下の点が明らかになった。

①決定木学習手法を土地利用予測に応用することで膨

大な土地利用データから予測モデルを容易に導くこと

が可能となった。

②決定木分析手法の一種であるルールセットを用いる

ことで変化のパターンが抽出でき、指標を GIS 上で示

すことで地域骨格が表出でき定量的な地域区分を行う

ことができた。

③土地利用の変遷と地域骨格の把握により、土地利用

の変遷から景観保全を行うための指針が提供できた。

注：筑後ネットワーク田園都市圏構想は平成 15 年度から始まった福岡県の事業であ

り、県南の筑後地方 (26 市町村 )における地域連携により産業・景観・教育などの発

展を目指したもの。平成 16 年度より、本プロジェクトの 1 つの柱として「筑後地域

における広域風致景観の保全・形成のルールづくり」のを検討している。

図 12　土地利用の変遷からみた景観保全への指針

図 11　主要な地域骨格

表 5　ルール内指標から表出した地域骨格
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