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幾何学的形態測定法を用いた人口集中地区の経年変化

における分析手法に関する研究

峯　悠介　

1. はじめに

1-1. 研究の背景

我が国では、1960 年代の高度経済成長を迎えて以

降、急激的な都市の発展と拡大を辿ってきた。その動

向は決して一様ではなく、1990 年代前半におけるバ

ブル経済の崩壊の影響を受けて近年では減速している

ものの、2021 年の現在に至ってもなお都市の発展と

拡大は恒常的である。

しかし、我が国には人口減少や少子高齢化、自然災

害といった看過できない社会問題が存在する。これら

を打開するための都市計画として、都市機能の集約が

挙げられるが、現時点で都市機能の集約が完了し、尚

且つその効果を遺憾無く発揮している事例は我が国に

おいても多くはない。

したがって、今後の都市計画においては、定めた政

策に基づいて「都市の形態変化」と「人口の増減」の

関係を正確に見極めることが重要であると考えられ

る。

1-2. 都市的地域としての DID

　これまでの都市学術における形態という言葉には、

さまざまな解釈が内包されている。また、都市の形態

を構成する数多くの要素には極めて複雑な相互関係が

存在し、それらを定量的に扱うための典型的な概念が

現時点では存在していない。

　そこで本研究では、都市の形態を表すものとして人

口集中地区（以下 DID）を用いる。DID は、市区町村

という行政区域だけでは表すことのできない「都市的

地域」として、昭和 35 年の国勢調査の際に総務省に

より設定されたものであり、人口情報に焦点を当てて

いる本研究の論旨に適している。

1-3. 研究の目的

　以上の背景から、本研究では DID の形態に対する定

量的な分析手法として幾何学的形態測定法（Geometric 

Morphometry：以下 GM 法）を提案し、本手法の独自性

を実証することを目的とする。

2. 研究概要

2-1. 研究対象

　研究対象は、九州地方の市区町村のうち 1960 年以

降で一定の DID の存在が認められる規模の都市である

全 70 都市注 1 とする。対象の期間としては、一定の変

化が認められる 20 年間毎を採用し、1960 年、1980 年、

2000 年の 3 時点を用いる。また、以降本研究では

1960 年〜 1980 年の期間を「第 1 期」、1980 年〜 2000

年の期間を「第 2 期」とし、1960 年〜 2000 年の期間

を「通期」と呼称することとする。DID のポリゴンデ

ータは国土数値情報より入手し、それらの画像出力に

は QGIS3.18 zurich を用いた。

2-2.GM 法

　古生物学において、1970 年代から進化形態学・機

能形態学・構成形態学などの様々な観点から生物がも

つ形態が研究されてきた。特に比較形態学の分野では、

生物の「かたち」を定量的に分析することに大きな意

味があり、その際に多く用いられているのが GM 法で

ある。

　GM 法は、標識点と呼ばれるすべての形態間に存在

する点を設定し、変形の前後でその点の分布を比較す

ることによって形態の変形を説明する分析手法であ

る。他の形態内の点はこの標識点の座標を手がかりに、

thin-plate splin 関数によって補間され、2 つの形態

間の変形は平面グリッド上に歪みとして表現すること

ができる（図 1）。

図1.変形と平面グリッドによる歪み

2-3. 研究の方法

　本研究では、GM 法により DID の形態変化を平面グ

リッド歪みとして表現し、それら歪みの特徴を説明す

る数値情報を用いて分析を行う。またそれとは別に、

DID の人口・面積に関する数値情報を用いた分析を行

い、GM 法の独自性について考察する。

2-4. 既往研究との位置付け

　DID に関する形態変化を取り扱った既往の研究とし

て、高梨 (1) は、駅から DID までの距離を指標とし、

南関東の一都三県を対象に時系列な形態解析を行って

いる。この研究は比較的マクロな視点で DID の形態変
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化を捉えているが、時系列以外の要素についての言及

が見られなかった。

　一方で、GM法に関する既往の研究として、矢部 (2) は、

首都圏住宅地の地価等値線図を作成し、GM 法に併せ

て重回帰分析を行うことで地価分布変化の要因につい

て明らかにしていた。しかし、GM 法の活用が平面グ

リッド歪みによる表現に留まっており、都市学におけ

る本手法の独自性が表明されたわけではない。

3. GM法の理論と分析

3-1. DIDの人口・面積変化

　DIDの形態変化を分析するにあたって、本章ではDID

の従来の情報である人口・面積の変遷の統計を行った（表

１）。人口に関しては、対象都市の 70都市中第 1期で

50、第 2期で 39、通期で47都市が増加であった。一方

で面積に関しては、70都市中第1期で70、第 2期で 62、

通期で67都市が増加であった。

　さらに人口密度に関しては、第2期の2都市を除いて

全ての時期の都市が減少となり、人口に対して面積の増

加の方がより恒常的であることが明らかになった。

（eigenvalue : 以下 E）と屈曲エネルギー（bending 

energy：以下 BE）、プロクラステス距離（procrustes 

distance：以下 D）、マグニチュード（magnitude：以

下 M）がある。

　標識点の数が n である一つの形態変化において、E

は (n-3) 個のスカラー量として存在し、その E の最大

値（以下 Emax）が大きいと、平面グリッドに「局所的」

な歪みが発生する。BE は全体の歪みの強度を表す数

値であり、この値が大きいと平面グリッド全体の「広

域的」な歪みが発生する。D は GLS の際に必要となる

補正値の大きさを表し、D の値は「歪み以外」の変形

の大きさを表している。Mは Eと同じ (n-3) 個存在し、

平面グリッド全体の歪みには大きく関与しないが、部

分的な歪みの絶対強度としてより詳細な説明が可能と

なる。

3-4. 標識点とDID分布の変化

　GM法を適用するにあたって、DID分布に標識点を設定

する必要がある。標識点の設定方法として、特異点に標

識点を設定するLandmark法や、輪郭を数値化し曲線で

表現する楕円フーリエ法などがあるが、本研究で取り扱

うDID分布は、極めて複雑な形態をとっているので、本

研究では標識点を等間隔に配置するSemi-landmark法を

採用した。

　Semi-landmark法には、基本的にはデータの相同性が

取れないという欠点があるが、標識点の設定方法に一定

の手順と規定（図3）を設けることでその欠点を回避す

ることができる。標識点の入力には、tpsdig2 software

図2.プロクラステス重配置の理論

表1.DID人口・面積が増加した都市数

3-2. GM法における形態の定義

　GM 法はものの形状（shape）の変化に焦点を当てた

ものであり、ものの大きさ（size）と角度（angle）

の情報に関しては汎最小二乗重配置（generalized 

least-squares superimposition : GLS）、すなわちプ

ロクラステス重配置（図 2）の適用により除外される。

GLS は座標上に存在する複数の形態に対して変位、拡

大縮小、回転による合意配置を計算し、それを繰り返

すことで実行される。

　したがって、GM 法による形態変化には面積情報が

含まれず、shape としての変化のみが分析されるため、

「面積の増加が大きい都市」が「形態変化が大きい都

市」として測定されるわけではない。

3-3.GM 法の数値データ

　GM 法により得られる主な数値情報として、固有値 図3.Semi-Landmark法の適用方法
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　局所変形型（CL-A2）は、Emax が約 1.5以上の値を取り、

DIDの一部分が「局所的」に大きく変形しているパター

ンである。第1期では日南市や北九州市、第2期では久

留米市や豊前市などが含まれる。

4.GM 法の独自性に関する分析

4-1. 人口・面積増減情報における類型化

　本章では同 70 都市を対象に、DID の従来の情報で

ある DID 内人口、DID 面積、DID 内人口密度それぞれ

の増減率を変数とした非階層クラスタリング（CL-B）

を行った。分析の期間はこれまでの章と同じ第 1 期、

第 2 期、通期の 3 期間とし、次元削減によるデータ

寄与率は90%以上を最低基準とした。その結果として、

DID内の人口・面積の増減のパターンを3つの特性「微

小増減型、中小規模増加型、大規模増加型」に分類し、

得られた散布図と属性情報を図5に示す。

　微小増減型（CL-B0）は全ての変数において約-0.5〜

1の値を取り、人口の微小な増減と、面積の微小な増加

が発生しているパターンである。第1期、第2期、通期

の全てにおいて、該当する都市数が最も多く、小城市や

豊前市などが含まれる。

　中小規模増加型（CL-B1）は人口、面積ともに正の値を、

人口密度は負の値を取り、人口、面積それぞれが緩やか

に増加しているパターンである。第1期では大分市や北

九州市、第2期では福岡市や大村市が含まれる。

　大規模増加型（CL-B2）は人口、面積ともに最も大きな

正の値を取り、人口、面積が急激に増加しているパター

ンである。第1期では鹿屋市や日向市、第2期では沖縄

市や糸満市などの沖縄県域の都市が含まれる。

4-2. 特異的な形態変化の変遷

　本章では CL-A、CL-B の結果から、DID の形態変化

の変遷が特異的な都市を抽出する。第 1 期、第 2 期と

もに CL-A1 もしくはCL-A2 に属している都市は 70 都市

3-5.GM法における類型化

　本章では、GM 法により得られた平面グリッド歪み

に対し、K-means 法による非階層クラスタリング（CL-

A）を行った。二次元散布図を出力する際の変数には

BE、D、Emax、Mの 4指標を用い、次元削減によるデータ

寄与率は70%以上を最低基準として出力した。その結果

として、形態変化のパターンを3つの特性「微小変形型、

広域変形型、局所変形型」に分類し、得られた散布図と

属性情報を図5に示す。

　微小変形型（CL-A0）は、BE、D、Emax、M全ての指標に

おいて約-0.5〜 0の値を取り、変形の規模が比較的「微

小」なパターンである。第1期、第2期、通期の全てに

おいて、該当する都市数が最も多く、福岡市や長崎市な

どが含まれる。

　広域変形型（CL-A1）は、BEの値が約1.0以上の値を取り、

Emax が負の値を取る。形態変化としては、DID全体の変形

が大きく「広域的」なパターンである。第1期では久留

米市、第2期では沖縄市や荒尾市などが含まれる。

図4.グリッド歪みによるDIDの形態変化

図5.　CL-A、Bの結果と属性情報

（Rohlf, 1998）を利用し、以上の方法でDID分布に標識

点を設定した。

　また、得られた標識点を用いてGM法を実行した。平

面グリッド歪みによる表現（図4）を行い、全70都市の

BE、D、Emax、Mをデータセットとして抽出した。測定に

はtpssplin software（Rohlf, 1998）を利用した。

第1期CL-A 第1期CL-B 第 2期CL-A 第2期CL-B 通期CL-A 通期CL-B
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中 7 都市であり、そのうち属するクラスターが第 1 期

から第 2 期にかけて変化しているのは、久留米市と大

分市の 2 都市である。

　その中でも特異的な事例として、久留米市は第 1 期

では 70 都市中最も強い BE をもち、広域変形型に属し

ている。しかし、第 2 期では 70 都市中 2 番目に大き

な Emax をもち、局所変形型に属している。DID の変形

の変遷を辿ると、第 1 期に広域的な DID の拡大が発生

しており、第 2 期では主に鉄道網にそって枝を生やす

ように拡大している。

4-3.全体的な傾向に関する考察

　これまでのクラスタリングで得られたCL-A、CL-Bに関

するクロス集計（表2）を行った。その結果をもとに「DID

の形態変化」と「人口・面積の増減」の関係性について

考察する。

　第1期に関して、CL-A1、CL-A2 のいずれかに属する都

市は 30都市である。また、これらのうちの 18都市が

CL-B0 に属しており、CL-B2 すなわち大規模増加型に属し

ている都市はわずか2都市である。このことから第1期

では、「人口・面積の増減」が発生していない中で「DID

の形態変化」のみが広域もしくは局所的に発生している

都市が一定数存在することが読みとれる。

　一方で第2期に関して、CL-A1、CL-A2 のいずれかに属

する都市は16都市であり、第1期から第2期にかけて

該当する都市数が大きく減少した。さらに、第1期から

第2期にかけて該当する都市数が減少しているのは全て

「（CL-A1 もしくはCL-A2）かつ（CL-B0）のグループ」である。

このことから第1期に比べて第2期では「DIDの形態変化」

が発生している都市の割合が大きく減少しており、その

中でも「人口・面積の増減」が発生していない中で「DID

の形態変化」のみが広域もしくは局所的に発生している

都市が減少したと言える。また、CL-A1 と CL-A2 の減少

割合を見てみると、第1期に比べて該当する都市数が大

きく減少したのはCL-A2 すなわち局所変形型であり、CL-

A1、CL-A2 のいずれかに該当する都市数の減少は、ほぼ全

て局所変形型で説明される結果となった。

　通期に関しては、CL-A1、CL-A2 のいずれかに属する都

市は32都市と他の期間よりも多いが、そのうち13都市

がCL-B0、12都市がCL-B1、7都市がCL-B2 に属しており、

第1期と第2期に比べてやや分散した結果となった。

5. おわりに

5-1. 結論

　本研究では GM 法の理論をもとに、DID の形態変化

に関する分析を行い、以下に述べる知見が得られた。

①形態変化の特徴を示す 4 つの数値情報を変数とした

非階層クラスタリングを行い、DID の形態変化のパタ

ーンを「微小変形型、広域変形型、局所変形型」の 3

つに分類することができた。

② DID の従来の情報を関連づけたことで、「人口・面

積の増減」が発生していない中で「DIDの形態変化」の

みが広域もしくは局所的に発生している都市が各時期一

定数存在することが明らかになった。また、その割合が

比較的高いのは第1期であり、第2期ではその割合が大

きく減少した。

③第 2 期では「DID の形態変化」が発生している都市

の割合が大きく減少した。その中でも「人口・面積の

増減」が発生していない中で「DIDの形態変化」のみが

広域もしくは局所的に発生している都市が減少した。ま

た、CL-A1、CL-A2 のいずれかに該当する都市数の減少は、

ほぼ全て局所変形型で説明される結果となった。

5-2. 今後の課題

　本研究では、九州地方の都市におけるDIDの形態変化

に対してGM法による分析を行ったが、全国や世界の都

市を対象として分析を行うことによる普遍性の向上が今

後の課題である。また都市学における「形態」は他にも

数多く存在し、DIDの形態以外を対象としたGM法の活用

可能性を検討していきたい。

【補注】

注1）大分県の別府市も条件を満たすが、1960年〜1980年の期間における

DID内の人口増加率が異常値を示し、データの信憑性に欠けるため除外した。
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