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地域別経済指標 に基づ く静岡 SDモ デル の開発
一地域統計デー タによる地域経 済圏の統計的分析一
上藤一郎・ 浅利一郎・ 山下隆之・ 高瀬浩 二
は じめに
筆者 たちは,県 内地域別 の政策課題 にアプ ロー チするため,過 去数年にわた リシステムダイナ ミッ
クス (system Dynamics,以 下 SD)に よる独 自のモデル 開発に取 り組み,開 発 された 「静岡システ ム
ダイナ ミックス・モデル 」 (静 岡 SDモ デル )を 用 いて様 々な地域経済分析 を行 つてきた。Dそ の研究
経緯 を簡単に振 り返 ると,先 ず 2007年 に最初 の全県版 の静岡 SDモ デル ① を完成 させ,そ れを用 いて
県内各産業 の経済成長やその成長 が静岡県 の環境 問題に与える影響な どを分析 した。その後 この静岡

SDモ デル は,2010年 および 20H年 に更な る改訂 を加 え,デ ー タ更新や経済セ クターの設計変更を行
うな どしてよ り精度 を高めてきた。2)
こ うした静岡SDモ デルの開発 とそれに よる分析 に並行 して,筆 者たちは分析 の基礎 となる地域統計
デー タの整備 にも力 を注いできた。そ の成果 の一つが,総 務省統計局による 「オー ダー メー ド集計」
のサー ビス を利用 して,既 存 の公的統計では得 られない地域表章の集計デー タ (国 勢調査再集計)を
活用 したことで ある。 よ り具体的には,労 働移動 か ら見た静岡県内にお ける経済圏を数量化Ⅳ類 によ
つて分類 し,更 にその分析結果 の精度 を検討 した ことで あ り,こ れ らについては次 のよ うな成果 を得
ることがで きた。
先ず県内経済圏の統計的分類については,労 働力移動 の点か ら見た各市町 間の経済的相互依存関係
を分析す るため,親 近性 の 「近 さJを 分析す る統計手法 (数 量化 IV類 お よびクラス ター分析)を 用
いて,一 つの新 しい知見を見出す こ とができた。 これまで静岡県では,現 行 の総合計画 (2006年 )に
基づ く伊豆半島,東 部 ,中 部,志 太榛原 ・ 中東遠 ,西 部 の 5地 域区分 を基準 として,各 地域の特徴や
課題 を明 らかに してきた。 この 5地 域区分は,主 に歴史的な地域 の結 びつ きを反映 した行政上 の 区分
であるが,そ れに対 し筆者達は前述 の手法 を用 い て再検討を行 い,静 岡県内をより経済的な結びつ き
の強い 5地 域 区分 (伊 豆 ,東 部 ,富 士・ 富士宮,中 部 ,西 部地域)も しくは 6地 域区分 (伊 豆,東 部
富士・ 富士宮 ,中 部 ,志 太榛原 。中東遠 :西 部地域 )に 再編することができることを明 らかに した。
更にそ こで得 られた知 見 に基づ き,新 しい 6地 域 区分 の人 自動態および経済成長 の将来予測を行 うた
,

め,静 岡 SDモ デル(II)を 開発 しその研究成果 を公表 した。
一方 ,オ ー ダー メー ド集計デー タの精度につい ては,上 藤・ 浅利・ 山下 。高瀬 [141で 明 らかに して
い る。 ここでい う精度 とは,オ ー ダー メー ド集計デ ー タを利用する こ とに起 因す る 「誤差」を意味 し
てお り,そ れ は統計表章上静岡県内にお ける市町村問労働移動者数を10人 単位で集計・ 表示す るこ と
か ら生 じる乖離 を意味す る。再集計 されたデー タに この よ うな誤差 が含 まれ るこ とは,デ ー タ保護 を
目的 とす る公的統計 の法的制約により不可避である。 またこの よ うな誤差は,ラ ンダムに発生 してい
るとは言 い難 い く,そ れ故誤差の正規性 を仮定 した推論 が困難 である。誤差 の ランダム性 ,正 規性 を
仮定できない以上 ,「 分析結果 の精度」を検討す るにはオー ソ ドックス な統計的推論 の方法に依拠す る
ことがで きず ,こ のた め上藤・ 浅利・ 山下・ 高瀬 [7]で は,こ の精度問題 を解決す る一つの試み として

,感 度分析 を行 い数量化Ⅳ類による分析結果 の変化 を検討 した。
D SDモ デル の特徴や詳細 については,例 えば,Yanlashita[151,山 下
[161,山 下・ 高瀬 118]等 を参照。
つ この研究経緯 については 山下・ 上藤・ 高瀬
参照。
[191を
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そこで本稿 では,こ のよ うな一連 の研究経緯 の総括 として,上 藤・ 浅利・ 山下・ 高瀬 [19]で 行 つ
た数 量化Ⅳ類による統計的分類 とそ の感度分析 の概要 を示す。つその際,こ れまで取 り上げなかった
地図情報 を付/JBし て,視 覚的な方法 による分析結果 の要約 を試み る。次いで,こ れ らの分析 で用い ら
れたデー タの比率補正法 を取 り上げる。前述 の統計的分類 に用 い られるデー タは,基 本的には各市町
間の労働移動率が用 い られ るが,小 地域区分 で 「比率」 を用 い る場合 ,異 なる人 口規模 による比較可
能性 の問題 が不可避的に発 生す る。すなわち,人 口規模や労働力人 日の規模 が異なる場合 の比率によ
る比較である。例 えば,人 口規模や労働力人 口の規模 が大きい地域 と小 さい地域の労働移動率を比較
す る場合 ,見 かけ上の数値 上は同 じであつて も必ず しも同列 に扱 つて よい とい うものではない。そ こ
で本稿 では,人 口規模 に見合 う比率に補正する試み として経験的ベ イズ推定法を取 り上げる。経験的
ベ イ ズ推定法はもともと人 口動態分析 で しば しば用 い られ る補正法であるが,本 稿 では筆者 たちが問
題 とす る地域経済分析へ の応用拡張 とその問題点を検討す る。

1.労 働力移動か ら見た静岡県内における経済日の統計的分類
一般 に静岡県内にお ける経済圏 は,伊 豆半島,東 部 ,中 部 ,志 太榛原・ 中東遠 ,西 部 の 5地 域 に分
類 され る。 しか しなが ら,県 内地域経済 の特性 をよ り的確に分析 にす るには,経 済圏や文化圏の異 な
る志太榛原・ 中東遠 をさらに分離 し 6地 域 に区分す る方が,実 態 を反映す るとい う意味で有効 である
場合 も多い。 そ こで筆者 たちは,こ れ ら 5地 域 あるは 6地 域 が労働 力移動 の点でおのおの 自立 した経
済圏 を形成 してい るか ど うか統計デ ー タを用いて検証 した。利用 したのは 2005年 における国勢調査 の
オー ダー メー ド集計デ ー タで,そ のデー タを数量化 IV類 とクラス ター分析 に適用する ことによつて
,

静岡県 における経済圏 の統計的分類 を試みた。具体的には,各 市 区町村間の労働力 (総 数)の 流出・
流入 において各市町村間 の親 近性 (依 存度)を 計測 し,更 に親近性 のある市町村をグル‐プ別 けす る
ことによつて,相 互依存関係 の強 い市町村か らなる経済圏を分類 した。先 に指摘 した静岡 6地 域 が こ
の分析結果 に一致すれば,そ の地域分類 の妥当性 が労働力移動 の,点 で検証 された ことになる。 この検
証 のため,先 ず数量化Ⅳ類 を適用 し,親 近性 の「近 さ」を 2次 元 の座標軸 においてスケー リング した。
更に,得 られた 2次 元 の数量化 ス コアをクラス ター分析 によつて分類 し,相 互依存関係 の強い市町村
同士 をグループ化 した。

1.1 地図情報 による分析結果の概要
分析結果 を述べ ると,先 に述べ た静岡県 による 5地 域分類 ,あ るいはより細分化 された 6地 域分類
と完全には一致 していないが,そ の不一致 にはある共通 したパ ター ンが示 された。具体的に述べ ると

,

第一 に, どちらの分類 におい ても,志 太榛原地域 と中東遠地域が静岡市 を中心 とす る中部地域 と浜松
市を中心 とする西部地域 に分断 され ,少 なくとも労働力 の流 出入 とい う点では自立 した経済圏 を確 立
していないこ とが推察できた。一部異なる市町村 も見 られるが,概 ね志太榛原地域 の市町村 が 中部地
域,中 東遠地域の市町村 が西部地域 と相互依存関係 を結 んでいることが確認 された。
第二の特徴 として,東 部地域 が伊 豆地域 における一部 の市町村 と依存関係 にあることが示 された。
しか しその反面,富 士市や富士宮市を中心 とする地域が東部 地域 と中部地域

(由

比町)か ら分離 して

,

独 自の経済圏 (富 士・ 富士官地域)を 形成 していることも確認 できた。 この結果 ,伊 豆地域 は前述 の
ように東部地域 との依存関係 を有す る市町村,伊 豆地域独 自の経済圏 を形成 してい る市町村 に分離 し
てい ることが判明 した。

"感 度分析

の詳細な結果について は上藤・ 浅利 ・ 山下・ 高瀬 [191を 参照。
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なお付言すれ ば,こ こで用いた数量化Ⅳ類 と呼ばれる分析方法は,親 近性 をどの よ うな指標 で計測
す るかによつて分析結果 が異なる可能性 がある。筆者 たちもこの点を考慮 し,い くつかの指標 によっ
て試算を行 つてい る。。しか しなが らいずれ の指標 において も,志 太榛原地域 ・ 中東遠地域 の分散化
と富士市・ 富士官市を中心 とす る 「富 士・富士宮地域Jの 自立性 については,同 様 の結果 が得 られ従
来 の分類 とは異なる独 自の知見を見出す ことができた。
そ こでこれ らの結果 を地図情報 で視覚的 に確認する。それに先立 ち,数 量化Ⅳ類 とクラスター分析
による地域分類 の結果を図 1「 固有ベ ク トルの 2次 元 グラフ」で見ておこ う。

図 1 固有 ベ ク トルの 2次 元 グラ フ
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数量化Ⅳ類 を適用 した数量化Ⅳ類 とは,林 知 己夫 によつて開発 された外的基準 のない多変量デー タ
解析 の方法 であ り,数 学的には計量的多次元尺度構成法 の一つ であると見な し得 る。今,″ 個 の対象
において任意 の対象 jと プの間の親近性 (依 存度 )を 表す指標 を っ とす る。但 し,,ノ =1,2,… ″,,≠ ブであ
り,■ ′
,(′ =プ )は 考慮 されな い。また

は正負 の値 をとり得るどのよ うな統計量であつて もよいが,句
̀ク

が大きいほ ど親近性 が高 く,逆 に小 さいほ ど親近性 が低 くなるよ う定義 されなければならない。 ここ
で対象 jに ついてある未知量 xァ を付与 し

り 新規性 の尺度 の定義 とそれ らの計算結果 について は,山 下・ 上藤 1181お よび 山下・ 上藤・ 高瀬 [19]を 参照。
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ク トル xを 対象 プの座標軸 とし,こ の尺度 に基づ く座標値 ■,(J=1,2,… 2)'に よって対象間 の相互依存関
係 を把握す ることが数量化Ⅳ類 の 目的である。 これは即ち,親 近性 の尺度で測 られた数値 を″次元ユ
ー ク リッ ド空間 にお ける点 と見な し,こ れ ら各点 の距離 か ら見た分布特性 ,つ ま り類似 した対象間の
距離は近 く,類 似 していない対象間 の距離は遠 くに布置す るような特性を,固 有ベ ク トルで尺度化 さ
れた 1次 元 も しくは 2次 元 の座標軸か ら把握す る ことを意味する。0
図 1は この分析結果 を示 してい る。 これは,数 量化Ⅳ類 によつて求められた第 1固 有ベ ク トル と第
2固 有ベ ク トル にヽヽ す る各市町の数量 ス コアを示 した散布図であるが,更 にクラスター分析 によつ
て 5分 類 と 6分 類 した各市町のグループ を楕 円で類別 している。 この図を見ると,市 町名 が重なって
少 々判別 しに くい ものの,大 きく二つの特徴 が明 らかになっていることがわか る。
一つは,前 述 の通 り 5分 類および 6分 類 で見て も,志 太榛原地域 と中東遠地域 が静岡市 を中心 とす
る中部地域 と浜松市 を中心 とす る西部地域に分断 され ,少 な くとも労働力 の流出入 とい う点では 自立
した経済圏を確 立 していないこ とである。また東部地域が伊豆地域における一部 の市町村 と依存関係
にあること,そ の一方で富士市や富士宮市を中心 とする地域が,東 部地域 と中部地域

(由

比町)か ら

分離 して独 自の経済圏 (富 士・富士宮地域)を 形成 していることも示 されてい る。更に 6分 類 で見る
と,5分 類 では東部地区に含まれ る一部 の伊 豆地域 (熱 海市,伊 豆市)が 分離す る こともわかる。
も う一つの特徴は,グ ルー プ分けされ た市町の位置情報 が第 1軸 (第 1固 有ベ ク トル )に 対応 して
い る点である。第 1軸 の上 に位置す るグルー プか ら,西 部地域,中 部市域 ,富 士・ 富士宮地域 ,東 部
地域 ,伊 豆地域 の順 に布 置 されてお り,第 1軸 の上・ 下が静岡県内市町の西 。東 に対応 していること
がわかる。 つ ま りそれは,第 1固 有ベ ク トルが地理情報を表す軸 として解釈 可能である ことを示 して
い る。
以上 の分析結果 を,図 2〜 5の 地図情報で確認 してお こ う。図 2は ,静 岡県が総合計画 (2006年 )
で採用 してい る 5分 類 を,更 に志太榛原地域 と中東遠地域 に細分 して 6分 類 に した もので ある。図 3
は,図 1で 見た数量化 Ⅳ類 による 2次 元 グラフを地 図上で示 した もので ある。この図 3の 地図情報 に

,

労働移動 の手段 となる交通網 の情報 を加 えた ものが図 4と 図 5で ,図 4は 鉄道網 の情報 をカロえた もの

,

図 5は 図 4に 加 えて幹線道路 の情報を加 えた もので ある。 これ らを見れば,数 量化 Ⅳ類 による地域分
類 が交通網 と対応 していることが理解 できよ う。

つ この座標値 を数量化理論では
量化 ス コア」 と呼ぶ。
● 数量化Ⅳ 類 を始 めとす る数量化理論
'数 の基本的な考え方や論理 については,開 発者 自身 による林

[2]・
[191を 参照。ま
た数量化 IV類 は,理 論的には多次元尺度構成法 の一つの ヴァ リエ ーシ ョンで ると見なす こともできる。このよ うな観
点か ら数 量化Ⅳ類 と多次元尺構成法 の関係 を論 じた文献 については,齊 藤・ 宿久 16]を 参照。
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図 2 静 岡県 6地 域分類

図 3 数量化Ⅳ 類 によ る 5分 類
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図 4 数量化 Ⅳ 類 によ る 5分 類 (鉄 道 )

図 5 数量化 Ⅳ 類 に よる 5分 類 (鉄 道 ・ 道路 )
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1.2 オーダーメー ド集計 によ る統計データとその精度
本研究 における統計的分析 は,本 来 ,県 内地域別 の政策課題 にアプ ローチす るため,「 静岡 システム
ダイナ ミックス・モデル 」 (静 岡SDモ デル)を 開発 し,そ れ に付随 してモデル 分析 に必要な統計デー
タを整備す ることに端を発 している。 この研究の一環 として,不 足 していた地域統計デー タの作成作
業 を行 い静岡県の経済成長 をめぐる政策 シミュレーシ ョンを試みてきた。その過程で ,総 務省統計局
による 「オーダー メー ド集計」 のサー ビス を利用 し,既 存 の公的統計 では得 られない地域表章 の集計
デ ー タ (国 勢調査再集計)を 活用 した。本研究の分析結果 はその一つの結果 である。
分析 で必要 とされ るデー タは,「 静岡県 における市町村間 の産業別就業者 の流出・ 流入」であるが

,

公 的統計 でこのよ うな統計情報を含むデー タは,個 票単位 で産業別就業者 の移動先 (勤 務地所在地)
情報 が含 まれてい る『 国勢調査』以外存在 しない。 しか しなが ら,細 分化 された産業別市町村 間の県
内移動 については,人 口 20万 人以上の都市 の場合 を除いてデー タが公表 されてはいない。 このため
この分析 においては,統 計法 の改正に伴 い 2009年 度 より実施 され るよ うにな つた「委託による統計の
,

作成等 (オ ーダー メー ド)」 の制度 を利用 し,そ れによ り得 られた 2005年 度国勢調査 の再集計デ ー タ
を用 い る こととした。 この よ うな独 自のデー タを用 いて分析 を試みた ことが,本 研究 の一つの特徴 で
あると見な し得 る。
主要な結論については前述 の とお りであるが,そ の際 ,看 過 できないのは,オ ー ダー メー ド集計デ
ー タを利用す ることに起 因す る 「誤差Jの 問題である。 この誤差 とは,統 計表章上 ,静 岡県内 におけ
る市町村 間労働移動者数 を10人 単位で集計・表示す ることか ら生 じる乖離 を意味す る。再集計 された
デー タに このよ うな誤差 が含 まれる こ とは,本 研究で扱 つた国勢調査 のオー ダー メー ド集計デ ー タに
限 らず ,細 分化 された地域表章 のオー ダー メー ド集計デー ター般 について も言 えることである。
匿名デ ー タとは異な リオー ダー メー ド集計デー タは,細 分化 された地域表章デー タの利用 が可能 で
あるとい う点で,地 域分析に とつて今後 よリー層 の拡充 が期待 され る。 しか しその一方で,前 述 の よ
うな誤差 が生 じることは,デ ー タ保護 を目的 とす る公的統計 の法的制約上不可避 の問題 である。また

,

このよ うな誤差は,ラ ンダム に発生 してい るとは言 い難 く,そ れ故誤差 の正規性 を仮定 した統計的推
測 が 困難 であることは,オ ー ダー メー ド集計デー タの利用者 に とって受容せ ざるを得 ない問題 となる。
従 つて 「分析結果 の精度 Jを 検討す る場合 ,オ ー ソ ドックスな統計的推測 の方法に依拠 して特定 のパ
ラメー ター (例 えば特定 の市町村間 の労働移動率)の 有意性 を調 べ ることは必ず しも妥当ではない。
問題 は,そ のよ うな誤差 を含 んだことによつて分析結果 が,誤 差を含 まない場合に比べ て どの程度
変化す るのか,と い う点 である。幸 い筆者 たちが利用 した再集計デー タについては,全 産業 の市町村
間労働移動 の場合 ,本 来 の公表 されてい る国勢調査デー タで も利用 できるためその比較 が可能である。
そ こで上藤・浅利・ 山下・ 高瀬 [7]で は,こ のオー ダー メー ド集計デー タの精度問題 を解決す る一つの
試み として,感 度分析 による分析結果 の変化を検討 した。つ
感度分析 とは,デ ー タにある揺 らぎ (摂 動)を 与え,そ れによつて選択 された統計的方法 による分
析結果 が どのように変化す るかを分析す る方法である。本来は回帰分析 を対象に発展 した方法である
が,様 々 な多変量解析 の方法にも拡充 されてい る。特 に本節 で用 い た数量化 の方法に対す る感度分析
については,田 中

[9],Tallaka[101に よる一連 の研究に よつて,い くつかの影響関数 の性質 が明
らかに されてい る。 しか しなが らこれ らの研究は,主 に数量化 Ⅲ類 を対象 とした感度分析であ り,数
[8]・

量化Ⅳ類 については取 り上 げ られてい ない。 また上藤 [111で も,田 中豊 の先行研究を基礎 として
同 じく数量化 Ⅲ類 にお ける振動 の与 え方 と影響関数 の問題 を取 り上げたが,数 量化Ⅳ類 については言
,

η 詳 細 な分析結果 につ いて は ,上 藤 ・ 浅利 ・ 山下・ 高瀬
[19]を 参 照 。
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及 して い な い 。 この た め上藤・ 浅利・ 山下・ 高瀬 [14]で は ,上 藤 [11]で 試 みた分析 を拡 張 して数量化
Ⅳ 類 の影響 関数 を求 めた。
先ず既存 の 国勢調 査 デ ー タに基 づ く 「総数 と して就業者 の市町村 lll県 内移動」 と,オ ー ダー メー ド
集 計 に基 づ く 「総数 として就業者 の 市町村別 県 内移動 」 の 乖離率 を見 てお こ う。 ここで乖離率 とは以
下 の よ うに定義 され る。

再集計値 一国勢調査値
国勢調査値

乖離率 =

0)

表 1の よ うになる。

実際 に本研 究 で使 用 したデ ー タで見 て み る と

,

表 1 全産業における乖離率
項

乖離率

目

全産業非流 出入

02%

全産業流出入

12%

全産 業合計

01%

なお,こ れは全産業 における就業者 の県内市町村移動 を表章 した統計デー タであるが,産 業別 につ
いて も各 々 「10人 単位 の表章J原 則 が存在 してい る。 このため再集計デー タの産 業別合計 と全産業 の
再集計デー タが一致 しない ことも付言 しておかな ければな らない。
そ こで次 に与えた摂動 とそ の影響関数 について見る。 Saltell― Chan― Sco■ [1]は 摂動 の多様性 を指摘
してい るが,こ れは言い換 えれば,摂 動 の与え方 について厳密なル ールが確 立 され ていないことを意
味す る。 このため上藤・ 浅利・ 山下 。高瀬 [14]で は,上 藤 [H]に 基づいて以下の二つの摂動 を与えて
分析 を行 つた。
摂動 (1)
全ての変数 , レコー ドに対 して,(国 勢調 査値 ―再集 計値 )X002の 摂動を与 える。 これは,国
勢調査値 に対す る乖離率が 01%で あることか ら,再 集計値 に対 して毎回 00002%の 摂動を累積的
に与え,最 終的 には国勢調査値 に至ることを意味す る。再集計値 による親近性尺度 の計算 か ら始
ま り,こ の よ うな摂動を逐次与 えなが ら国勢調査値 よる親近性尺度 の計算結果まで合計 50回 の計
算 を繰 り返 し,分 析結果 の感度 を調 べ た。
摂動 (2)
全ての変数 において,静 岡市か ら新居町までの 44市 町村について レコー ドを逐次国勢調査値 に
入れ換 え,合 計 44回 の計算を繰 り返 し,分 析結果 の感度を調べた。
これ ら二つの摂動 を与 えた場合 の影響関数 については,上 藤 [111で 用 いた二つのタイ プの影響関数
を適用 した。 その一つ は,任 意 の固有値 θ(′ )に 着 日した影響関数 で

→
諷)― 。
劉ε
→
‑34‑

(3)

と定義 され る。本稿 で用いた数量化 Ⅳ類 の分析 では二つの固有ベ ク トルを採用 してい るた め,影 響関
数 は,固 有値 θ(1)と θ(2)の 場合 につい て調べ る必要が出て くる。 もう一つは:標 本 ス コア γ(′ )の 変
化 に着 目した影響関数で以下のよ うに定義 され る。

J側
1囲 ε

(4)

(3)式 で定義 される影 響関数 は,特 定 の固有値 に着 目した局所的な影響関数であるのに対 して ,(4)
式で定義 される影響関数は,数 量化Ⅳ類 で分析上必要 とされ る固有値 ,固 有ベ ク トル に基づ く標本 ス
コアに着 目した総合的な影響関数 であると言 えよ う。
再集計値 による親近性指標 の計算 か ら始ま り,逐 次国勢調 査値 による新規性指標 の計算結果 まで摂
動 (1)を 与えなが ら,合 計 50回 の数量化Ⅳ類 の計算を行 い,ク ラス ター分析 によってそれぞれ 6
分類 した所 , 28回 目の感度 か ら 29回 目の感度 を与えた とき,静 岡市を中心 とす るクラス ター と富士
市・ 富士宮市を中心 とす るクラスター に大きな変化が認 め られた。
この感度分析 は,固 有 に着 日した影響関数 については,分 析結果 の変化を よく表 してい る結果 が得
られた。 しか しなが ら,標 本 ス コアの変化 に着 目した影響関数 では,11回 目の感度 と 16回 目の感度
に大きな変化が認 め られたものの,そ れ以外 の感度は全 て一 定で変化 が認 められなか った。一 方 ,実
際の数量化Ⅳ類 とクラス ター分析 の結果 においては,こ れ らの感度 を与えた場合でも,当 初 (出 発点)
の分析結果 と比べて全 く変化はなかつた。つ ま りこれは,標 本 ス コアによる影響関数 が数量化Ⅳ類 の
場合 における感度を十分 に反映 していないことを意味 してい る。
摂動 (2)は ,す べ ての変数 にお いて,静 岡市か ら新居町までの レコー ドを逐次国勢調査値 に入れ
換 え,そ れによつてデー タに揺 らぎを与えるもので ある。従 つてこの場合 は,一 つの市町村 が 国勢調
査値であることを除き,そ れ以外 の市町村は再集計値 であることを原則 とす る。 この振動 を用 いた数
量化 Ⅳ類 による分析結果 は,再 集計値 による分析 と比較 して大きな変化 が認 められず ,静 岡市 と熱海
市 のデー タを入れ替 えた場合に多少 の変化 が認 め られ るに止まった。人 口規模 の大きい静岡市 の場合
,

そ の変化 も大きく,全 ての影響関数 において もの傾向が反映 されたもので あると理解 できる。 しか し
なが ら熱海市 の場合 は,固 有値 θ(1)の 影響 関数 にその感度が示 されてい るものの,固 有値 θ(2)の 影
響関数 においてはそれが示 されなか った。 またいずれ の場合 にお いても,急 激な変化 のパ ター ンは認
め られず ,数 量化Ⅳ類 とクラス ター分析 による分析結果 に大きな変化 は認 められなかつた とす る前述
の指摘を裏付ける結果 となつた。
これ に対 して,標 本 ス コアによる影響関数 では大 きな変化 を繰 り返す感度 のパ ターンを示 してお り
,

実際 の分析結果 の安定性 を十分反映 していない結果 とな つた。 これは,摂 動

(1)の 場合 と同様 ,数

量化Ⅳ類 の場合,こ の影響関数 による感 度評価 に問題 があることを示唆 しているもの と思われ る。 こ
の点 についての理論的解明 について は今後 の更なる検討 が必要 となろ う。
以上の分析結果 をま とめると次 のよ うになる。 オー ダー メー ドの再集計デ ータを利用す ることによ
る分析結果 の精度 につい ては,約 006%の 感度 (28回 か ら 29回 目の感度 )を かけた場合 に分析結果
の変化 が認 められた。 そ の変化は,再 集計デー タを用 い た数量化Ⅳ類 による分析結果 を否定す るほ ど
の ものではなかったが,留 意すべ き問題点も含 まれてい るよ うに考えられ る。例 えば,こ の よ うな変
化 が,再 集計 に伴 う誤差 に基 づ くものなのか,そ うではな く,振 動 の与え方 の問題や感度 による変化
を評価す る影響関数 の問題なの を明 らかにす ることが上 げ られ る。 また仮 にこの変化 が誤差 に伴 うも
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ので あれば,そ れ を補正するために適切 な方法を検討す る必要 もあろ う。

2.経 験的ベ イズ推定法 による市町間労働移動率の補正
小地域 区分 に再集計 されたデー タの精度については,比 率の補正 も重要な問題 として検討する必要
があろ う。前述 の統計的分類に用 い られ るデー タは,基 本的 には各市町間 の労働移動率 にカロエ して利
用 され るが,小 地域 区分 で 「比率」を用 い る場合 ,異 なる人 口規模 による比較可能性 の問題 が不可避
的に発生す る。す なわち,人 口規模や労働力人 口の規模 が異なる場合 の比 率による比較である。人 口
規模 あるい は労働力人 口の規模 が大きい地域 と小 さい地域 の労働移動率を比較す る場合 ,見 か け上 の
数値 上は同 じであつても必ず しも同列 に扱 つて よい とい うものではない。例 えば,表 2は 本研究が分
析 の対象 とした 2005年 の労働流入率の うち,焼 津市 と岡部町か ら静岡市 に流入す る流入率を農業部門
と全部門 について示 した ものである。 この比 率を見ると,全 産業 に比べ て農業部門では両市町の流入
率 はきわめて高 いが,実 際 のところ静岡市へ の農業部門の総流入者数 は 35名 (推 定値)で あ り,こ の
うち焼津市が 10名 (推 定値),岡 部町 が 5名 (推 定値)と なってい るに過 ぎない。ゆ一方 ,表 3を 見
れば明 らかなよ うに,両 市町の全産 業全地域 の流出者数に占める農業部門 の比率は,そ れぞれ 019%
と0.13%と きわめて低 い数値 を示 してい る。
表 2 静岡市 の労働流入率
常住 地
焼津市

岡部 町

静 岡市 の流 入率
全産業
農業
27916
2857%
040%
142911

一
鯖

従 業地

表 3 全地域への流出数
従 業地

じ
地域へ の流 出 数

常住地

:産 業

焼津市
岡部町

27000
3950

全 流 出 数 に 占め
る悪 業 の 割 合

019%
013%

50
5

問題 は,こ の よ うな比率 の数値 を絶対的な情報 と見なす とき,例 えば静岡市へ の流入者数 について
焼津市 では全産 業 では 2.79%を 占めているのに対 して農業部門では 2857%と 1024倍 の高 さであるの
に対 して,岡 部町 では 3573倍 となつてお り,相 対的 に大きな依存性 があると判断 されやす い。 しか
しなが ら,焼 津市 と岡部町 とでは人 口規模や労働力人 日規模 が大きく異な ってい ること,ま た全産業
に占める農業部門の就業者 が相対的 に少ない状況 の下で,こ の ような経済的 に強い 「相互依存関係 J
を認めることには問題 が残 る。 これ らの問題 は,小 地域 で細分類 されたデ ー タを比率 とい う情報 に加
工するとい う事情に起因 している。 このよ うな問題 を回避 し,人 口規模や労働力人 口規模 に見合 った
比率に補正す る方法は統計学的には様 々 な方 法 が提案 されてい るが,本 研究では経験ベイ ズ推定法 を
取 り上げ検討す ることとした。 この研究はあ くまで もまだ試験的な段階 であ り,実 際 の応用には多 く
の検討課題 を残 している。 そこで本稿 では,丹 後 [14]・ [151に 従 つて経験的ベ イズ推定法 の基本的な考
え方を示 し,そ の応用上 の問題点を労働流出率について簡単 に述べ ることとす る。

"

今 ,任 意 の流 出元 (常 住 地)か らの流出先 を ,市 町村 ,任 意 の産業 を ノとす るとき, θJを ノ産業 に
おける J市 町村へ の労働流出量,″ ノを ′産業における流出元の就業者総数, 7fyを ブ産業 の県 内総 労

ゆ 前述 のよ うに,オ ー ダー メー ド集 計値は 10人 単位 の表章によるこ とか ら,総 数 と年齢別区分 の合計 は必ず しも一 致
しない。そ こで本稿 では,便 宜的に推定値を総数 と年齢別 区分合計 の平均値 として求 めた。
9こ れ に関連 して ,ベ イ ズ推測論 の基本的な思想や論理 については松原 [19]を 参照。
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働 流 出量

Ю),Ⅳ

を県内全域 の就 業者総数 とす る。但 し ,=1,2,… α,ノ =1,2,一 カとす る。ここで 流 出元 の ノ

産業 にお け る ′市 町村 へ の 労働流 出率 〈,市 町村 へ の 労働 流入 量 )θ ノま,以 下 の よ うに定 義 され る。

⑤

%=キ

丹後 [11]・ [12]で は,死 亡率 の補 正 を目的 として,事 前分布 にガ ンマ分布 を仮定 してその分布 に含 ま
れ る未知 パ ラメー ター を最尤法によって求め,最 終的には比率 の補正値 としての経験的ベ イ ズ推定量
を求めてい る。同様 の仮定 を置 いて,こ こで問題 とす る労働流出率 の経験的ベイズ推定量を求 めれば
次 の よ うになろ う。
よく知 られてい るよ うにベ イズの定理は,原 因に相 当す るパ ラメー ター をθ,事 前分布 を g(θ ),事
後分布 を g(θ ヽx),結 果 に相 当す る観測値 χの確率密度関数 をスχヽの とした とき,以 下 のよ うな関係
が成 り立つ ことを示 している。
まい つ =品

)/(X｀

⑥

θ)グ θ

ベ イ ズ推測 で しば しば問題 となるは, どのよ うな確率分布 を事前分布 として想定す べ きなのか とい う
点であるが,丹 後 [11]・ [12]で は以下 のよ うなガ ンマ分布 を想定 している。

s@

=

1fiya@e)g

-t

ex1{-al)

(7)

但 しθ≧0で ある。
そ こで筆者 たち も最初 の 取 り組 み として,丹 後 [11]・ [12]と 同様 この分布 を事前分布 と して 仮定す る
こ ととした。(7)式 か らも明 らかな よ うにガ ンマ分布 は ,パ ラメー タ ー θ以外 に も未知 パ ラメー ター α
,

β が含 事れ てい る。 一 方 ,こ の分布 の期待値 は

,,分

散が

プ昇

で あるため ,筆 者 た ち の 問題 と して

い る θ′につい て は,次 の よ うに定式 化 され る負 の 2項 分布 に従 うこ とにな る。

P(0り

｀
α)= F(β)OJ!(α
,β

+″

ブ

)β (z;〔

;￨「

(8)
￨:ケ

1'そ
こで求め ら
この (8)式 か ら,未 知パ ラメー ター α, βは最尤法 によつて求 めることができる。
れたパ ラメー ター α, βの最尤推定量 ∂,β を利用 して、最終 的には以下の ように θ」の経験的ベ イ

ズ推定量 ち が導出され る。

ク
∂
y. =θ

+メ 9ノ

ピ

:)L

(9)

以上が本研究で問題 とす る経験的ベ イ ズ推定法 の概略 である。 なお,筆 者 たちが問題 とす る静岡県
内の産業別・ 市町村別労働移動率へ の適用 とその具体的な問題点 の析出は今後 の課題 として取 り組む
予定ではあるが,そ れに先立ち本稿 では理論的な問題 をい くつか指摘 しておきたい。第一 は,や は り
ベイ ズ推定において常 に問題 となる事前分布 の仮定である。筆者 たちが検討 の対象 としたポワソン・
Ю)自 市町村への流出=非 流出を含んでいるので,こ れは 産業における就業者総数を意味する。
プ
1つ
丹後 [11]に よれば,反 復収東法 によ り最尤推定値 を求めることがで きると しているが ,初 期値 の推定にはモー メン
ト法 を利用する ことを勧 めて い る。
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ガ ンマモ デ ル に よる丹後 [11]・ [12]や 平 ,佐 伯 ,中 田14]の 先行研 究は ,も ともと市町村 間 の死 因別 。年
齢別 死亡率 を補正 す る 目的 で 開発 され た もので あ り,そ こ には死亡率 の地 域特性 はな い とい うことが
前提 でモ デ ル が構 築 され て い る。 しか し筆者 た ちが問題 とす る産業別 の 労働移動 率 は ,地 域特性 の影
響 を大 き く受 ける可能性 が あ り,こ こで示 した ポ ワソン・ ガ ンマモ デ ル の仮 定 に代 えて新 たな確 率分
布 の仮 定 を模 索す る必 要 が 出 て こよ う。 第 二 に,例 え この よ うなベ イ ズ推 定法 を用 い た として も,前
節 で 見た よ うな オ ー ダー メー ド集 計 に関 わ る誤 差 は補正す ることが難 しい とい うこ とである。 も とも

とランダムな誤差を想定できない性質 の誤差 であるため,こ れをどのよ うに評価す るかは理論的にも
経験的 にも難 しい問題 で ある。 しか しなが ら,オ ー ソ ドッタスな統計的推淑」とは異 な り,ベ イ ズ推測
の場合事前分布 に工夫 を加 えれば,こ のよ うな問題 をある程度克服できる可能性 も否定で きない。そ
れ らについては今後応用研究を進 めてい く過程で更なる検討をカロえてい く。
今後 の課題 ―むすびに代えて 一

SDモ デル を地域分析 に応用す るために今後検討すべ き課題 の一つは,小 地域表章 の公的統計を利
用す る際に生 じるデ ー タの精度 の問題 である。繰 り返 しになるが,オ ー ダー メー ド集計デー タを利用
す る場合,統 計法上 の制約 より誤差 が含 まれ ることは不可避である。本稿 で扱 つた事例 で言 うと,こ
の誤差 とは,統 計表章上,静 岡県内 における市町村間労働移動者数 を 10人 単位 で集計・ 表示す るこ と
か ら生 じる乖離を指す。 この誤差に加 えて,小 地域表章故に生ず るデー タの精度 の問題 もある。
例 えば,本 稿 で問題 とした市町村間就業者移動 は,全 産業だけではな く産業別 に検討す る必要があ
るが,農 林業 の よ うな県全体 で も就業者数が相対的に少ない産業部門を取 り上 げる場合 ,一 つの問題
が生 じることは既 に指摘 した。市町村別に この産業部門の労働移動率 (流 出率・流入率)を 見た とき

,

もとも と分子 に相 当す る市町村別労働移動量に対 して,分 母 となる就業者総数 は人 口規模 の大きさに
よつて大きく変化す るため,人 口規模 の小 さい市町村 (従 つて就業者総数 の少ない市町村)で は,労
働移動量 のわず かの変化 で も大きくその比率 の計算値 に影響するか らである。
このよ うな小地域 であるとい う事情か ら生 じる比率 の問題を補正する試み として,本 稿 では経験的
ベイ ズ推定法 を取 り上げた。 この推定法は,こ れまでも 「人 口動態統計」 における市町村別死因別死
亡率 の計算な どで応用 されてい る研究」lJが い くつ か存在 してお り,本 稿 では事前分布 としてガ ンマ分
布 を仮定 したポワソン・ ガ ンマモデル による場合 の基本的な問題点を検討 した。残 された問題 として
は,経 験ベイズ推定法 を実際に応用 し,そ こか ら生ず る経験的な問題点 を探 ることであろ う。仮 定す
べ き確率モデルの妥 当性 も含 めて,経 済デー タの精度 を担保す る方法を今後 も検討 してい きたい。
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