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Abstract: Property tax is a core of the municipal tax in Japan. This paper examines the focused on 

Street layout and continuity which was previously difficult to measure quantitatively. Then, apply a 

new concept of network topology in the research of computer networks, presented how to obtain these 

factors. As a result, quantification method analysis, the results showed that better fit than traditional 

models of land. 
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1. はじめに 

日本の地方自治体は，現在，厳しい財政状況に置

かれている．地方自治体の中でも，市民生活に直接

かかわる業務を行う市町村の 2011 年度における財

源不足は，社会保障関係費の自然増や高水準な公債

費等により，約 14 兆円に達している(総務省自治財

政局，2011)．この市町村に安定的な財源を確保す

る基幹税として，固定資産税があげられる．固定資

産税は，どの市町村にも広く存在する固定資産を課

税客体とした市町村税であり，全市町村の税収の約

43％を占めている．固定資産税は土地，家屋，償却

資産の所有者に対して，価格に応じて課税される．

その価格は総務大臣が告示する固定資産評価基準

（固定資産税務研究会，2011）により評価される．

その中でも土地の評価は，地価変動を反映して，市

町村内に存在するすべての土地の評価しなければ

ならない．そのため，市町村にとって，困難，かつ，

労力の大きな業務となっている． 

これまで土地の価格算出には，付け値関数による

ヘドニック・アプロ一チによる既往研究(太田，

1980；金本・中村，1984)，計量経済学を基礎とす

る回帰モデル(堤ほか，1999)や空間統計学における

クリギングを用いた地価推定・内挿が行われてきた

(井上ほか，2009)．しかし，固定資産の評価は，不

動産鑑定の専門家でない市町村職員が行う点や内

容を市民へ説明する必要がある点から，単純な地価

算出モデルが必要である．そのため，固定資産評価

基準では，不動産鑑定における評価基準を基にした
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を用いて価格を算定することとなっている．このた

め，地価形成要因の正確な取得が重要である．その

中でも，街路の系統・連続性を示す項目は，定量的

基準に乏しいことから，その客観的測定は困難であ

った．この結果，本項目は地域状況をよく知る市町

村職員が評価替えの都度，全路線状況を経験則にて

確認する必要があり，非常な労力を要していた．ま

た，同時に要因の正当性について，住民への説明責

任を十分に果たせない状況が生じていた． 

そこで本研究では，重要な地価形成要因であるが，

これまで定量的測定が困難であった街路の系統・配

置に着目する．そして，本要因をコンピュータネッ

トワークにおけるネットワークトポロジの概念の

新たな適用により区分し，定量的に測定する手法を

提案したい.具体的には，京都府宇治市を対象とし

た街路の系統・配置の定量的取得を試み，数量化 1

類分析結果から，その適用可能性を検証する．以下，

2章では固定資産税の路線価評価方法と問題点，研

究対象地域と使用データ，3章ではネットワークト

ポロジによる地価要因の取得方法と数量化Ⅰ類分

析結果，4章では研究の成果と今後の課題について

述べる． 

 

2．固定資産税の評価方法 

2．1．路線価評価における問題点 

固定資産評価基準では，固定資産税路線価（以下，

路線価）は次のような評価フローにて算定される．

まず，地域全体を商業，住宅，工業地区に区分し，

さらに宅地利用上の便等の類似する地域毎（状況類

似地域）に分割する．次に，それぞれの状況類似地

域において，その地域の価格事情及び街路の状況が

標準的な標準地を選定し(図-1)，その価格を不動産

鑑定士により鑑定する．また，標準地の鑑定価格の

７割を主要街路（標準地の正面道路）の路線価とす

る．最後に，主要街路以外のその他街路における路

線価を，主要街路の路線価を基に土地価格比準表を

用いて，状況類似地域毎に算出する．この比準表作

成は，標準地における地価形成要因を説明変数とし

た数量化 1類分析による地価モデルにより，作成し

ている． 

一例として，住宅地区での地価形成要因には，交

通・接近条件，環境条件，街路条件がある．交通・

接近条件には，最寄り駅への距離，最寄りバス停へ

の距離，市役所・公共施設への距離などがあり，GIS

によるネットワーク距離の計測により，容易に要因

取得ができる．また，環境条件での上水道，下水道，

都市ガスの有無なども，GIS によるオーバレイによ

り，要因取得が容易である．さらに，街路条件での

道路幅員，舗装の有無なども，定量的な数値による

要因取得が容易である．しかし，街路の系統・連続

性は，他の路線とのつながりを把握する必要がある

ため，これまで客観的な定量測定が困難であった． 

2．2．研究対象地域と使用データ 

研究対象地域は，京都府宇治市である．宇治市は，

京都府南東部に位置し，市域面積 67.55k ㎡を有し，

2005 年国勢調査では人口 189,591 人を有する京阪

神大都市圏の衛星都市である．宇治市では，2009

年度には土地 87,764 筆を評価・課税している．そ

図- 1 固定資産税の土地評価方法 
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のうち，市街化区域内 24.42k ㎡を対象として，約

6,000 本の路線価を付設して，土地の価格算定をし

ている．使用データは，2009 年度の全標準地 309

地区のうち，市街化区域内の住宅地区である 205 地

区を対象とし，その地価形成要因データを使用した.

住宅地区の評価では 1 街路区分，2 評価幅員，3 最

寄り駅迄の距離，4 土地利用，5 供給処理施設，6

都市計画用途地域の 6 つの地価形成要因を使った

路線価比準表により価格算出をしている． 

 

3．ネットワークトポロジによる地価要因の取得 

3．1．街路の系統 

まず，都心，主要駅等への利便性を示す幹線街路，

区画街路などの街路の系統を GISにより，定量的に

取得することを試みた．まず，同一系統の幹線街路

をグループ化して，大きく幹線街路と区画街路に区

分した(図-2)．その際，各路線の接合角度が 20度以

内の路線を GIS によりグループ化した．その中で，

一定距離以上で他の幹線に接続するまでの延長距

離が 5,000ｍ以上の路線グループは(1)通過交通主体

幹線街路，3,000ｍ以上は(2)通過局地併用幹線街路，

2,000ｍ以上は(3)その他幹線街路，1,000ｍ以上は(4)

地区内交通主体幹線街路とした． 

それ以外の路線は区画街路として，(6)1方向のみ

通り抜け区画街路，(7)行止り接続区画街路，(8)行

止り区画街路に区分した．また，幹線街路で他の幹

線街路と交差しない場合，すなわち，幹線街路での

行止り路線は，幹線街路とせず区画街路とした． 

3．2．街路の配置 

整然と均衡がとれた街路網，一方，行止りや T字

路が多く雑多な街路網の違いは，地価に与える影響

が大きい．次に幹線道路からの街路網の派生状況を

示す街路の配置をネットワークトポロジの概念を

援用して 6 種類に区分した(図-3)．ネットワークト

ポロジとは，トポロジ理論によりハブやスイッチな

どのコンピュータネットワークを構成するノード

の接続形態を示したものである(タネンバウム，

2003)．代表的なネットワークトポロジには，Line

型，Bus型，Mesh型，Ring型，Tree型などがある．

区分では，幹線街路を(a)Line型とし，区画街路のう

ち，1本の路線による行止り区域を(b)Bus型，幹線

道に区画街路が挟まれた区域を(c)Mesh 型，1 幹線

に付帯する区域を(d)Ring 型，複数路線で構成され

る行止り区域を(e)Tree 型とした．また，路線が P

字形状を構成している転回可能な一箇所出入り区

域は，転回できる Ring型と行止り区域の Tree型が

複合する地域として，(f)Tree Ring型と定義した． 

3．3．数量化Ⅰ類分析結果 

この 2 項目の定量的測定結果の適合度を検証す

るため，205 地区の標準地を対象とした数量化Ⅰ類

分析を実施した．標準地を対象とした分析では，

(b)Bus 型，(e)Tree 型に該当する地域が存在しな
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図- 2 街路の系統に関する区分方法 図- 3 街路の配置に関する区分方法 
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かった．そのため，分析では 2つの地価形成要因を

組み合わせて，街路の系統・連続性を示す 7区分の

街路の系統・配置という路線価比準項目を作成した． 

(a-1)通過交通主体街路 

(a-2)通過局地併用街路 

(a-3)その他幹線街路 

(a-4)地区内交通主体街路 

(c)幹線に挟まれた区域 

(d)幹線道路に付帯する区域 

(f)転回可能な一箇所出入り区域 

分析の結果，重相関係数は従来の街路区分による

分析結果 0.805から，街路の系統・配置区分による

分析結果では 0.815へと改善されている(表-1，表-2)．

レンジは 5位から 4位へ，単相関係数は 6位から 5

位へと改善され，偏相関係数は同じ 5位であるが値

が改善されている．この結果，街路の系統・配置区

の定量的な要因取得による地価モデルへの適用可

能性が確認できた． 

 

4．おわりに 

本研究では，これまで定量的に取得することが難

しかった固定資産税路線価評価に必要な地価形成

要因の 1項目である街路の系統・配置区分の客観的

取得方法を提示し，定量的な要因取得を可能にした．

さらに，街路の系統・配置区分を要因とした数量化

Ⅰ類分析では，従来の地価モデルよりも適合度が向

上する結果となった．この結果，街路の系統・連続

性の要因について，定量的データ取得に基づく固定

資産税路線価評価への適用可能性を示した． 

今後は街路の系統・配置区分による全路線価算出

を試み，実務への適用可能性を高めていく予定であ

る．さらに，構造区分した状況類似地域の切断数や

地域の結合度合いを示すガンマ示数による地域性

の把握，標準地の選定時における位置の中心度合い

を示す有値最短パス行列などの適用を検討して，固

定資産税評価実務への適用精度をさらに上げて行

きたい． 
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表- 1 従来の街路区分による分析結果 

重相関係数 0.805
項目名

1街路区分 6612.0  5位 0.1219  6位 0.2288  5位
2評価幅員 9641.1  4位 0.2817  4位 0.3683  3位
3最寄り駅迄の距離 20053.3  3位 0.4346  2位 0.6661  1位
4土地利用 24838.3  1位 0.4502  1位 0.5934  2位
5供給処理施設 4930.4  6位 0.3612  3位 0.1878  6位
6都市計画用途地域 24791.4  2位 0.2617  5位 0.2969  4位

単相関係数レンジ 偏相関係数

表- 2 街路の配置区分による分析結果 

重相関係数 0.815
項目名

1街路の系統・配置 17113.6  4位 0.2799  5位 0.3003  5位
2評価幅員 15553.6  5位 0.2935  4位 0.4336  3位
3最寄り駅迄の距離 21048.2  3位 0.4362  1位 0.6553  1位
4土地利用 22526.6  1位 0.4264  2位 0.5503  2位
5供給処理施設 6135.2  6位 0.3583  3位 0.2340  6位
6都市計画用途地域 22421.8  2位 0.2408  6位 0.3039  4位

レンジ 単相関係数 偏相関係数


