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空間経済学に基づく輸送技術進展の影響評価手法の開発
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近年，空間経済学に基づく理論の計量分析への応用が進められている．しかしその分析枠組は，我が
国の長期的な人口分布変化の傾向（e.g., 大都市の人口増加）とは真逆の “輸送技術進展は必ず地方都
市の人口を増加（大都市の人口を減少）させる”という結果しか出力しない 1)．これは，輸送技術進展
の影響の適切な予測が不可能であることを意味する重要な課題である．本研究は，企業間の価格競争
を考慮できる最新の経済理論 6) を応用することで，この課題を解決する計量分析手法を開発する．
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Abstract Recently, the theory based on spatial economics has been applied to quantitative analysis.

However, a quantitative analysis using this framework can only yield that “the development of

intercity transportation networks increases the population of local cities (decreases the population of

large cities)”, which is inconsistent with the changes in population distribation in Japan1). This is

an important issue because it means that an appropriate prediction of the impact of transportation

technology development is impossible. The purpose of this study is to solve this problem by applying

the latest spatial economy theory6) which can consider the price competition among firms.
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1. はじめに

我が国の 2018年における人口移動の動向の中で，特
に愛知県，大阪府，福岡県に着目すると，東京圏へ転
出超過である一方で，それ以上に近隣県を中心とした
転入超過であった (国土交通白書，2020)．人口減少社
会に突入していることに加え，東京圏と同時に愛知県，
大阪府，福岡県等への人口集中が進み，地方衰退が深
刻な社会問題となりつつある．このような人口の空間
的偏りを軽減させる政策の一つとして，交通基盤整備
が挙げられる．輸送技術が進展することで，輸送費用
が低下し物流・人流の効率が向上するため，短期的に
は地方活性化が期待できる．しかし，人口・経済活動
の空間的集積・分散メカニズムは複雑かつ多様であり，
長期的には期待通りの効果が得られない可能性がある

(e.g., ストロー効果による地方衰退)．土木計画学分野
において，上記のような地域・都市政策案の長期的影
響 (e.g., 人口分布・経済集積の変化やそれに伴う経済
効果)の評価に応用可能な分析を行うための理論的枠組
み・モデルの構築が，重要な課題の一つとなっている．

この背景のもと，新経済地理学 (New Economic Ge-

ography: NEG)分野で膨大に蓄積されてきた，経済活
動の空間的集積現象を説明できる一般均衡モデルに関す
る理論研究が注目されている．近年では，計量分析への
NEG理論の応用が急速に進められ，それら一連の研究
が定量的空間経済学 (Quantitative Spatial Economics:

QSE) と呼ばれるようになっている 7)．QSEで用いら
れる NEG理論に基づくモデルは，“経済活動の空間的
集積メカニズム”と “人口の地域間移動”の両者を考慮



Table 1 NEGモデルの類型化 (高山・杉山 2) から一部抜粋)

モデルクラス 集積パターン 輸送費低下の影響
クラス I 広がりを持たない多峰型 集積の発達

e.g., Krugman3)

クラス II 広がりを持つ単峰型 分散

e.g., Helpman4)

クラス III 広がりを持つ多峰型 集積の発達+集積内の分散

e.g., Pflüger and Tabuchi5)

しているという特徴を有する．したがって，その研究
成果は交通基盤整備や地域・都市政策の長期的効果の
予測・評価にも応用できる可能性がある．
また，Akamatsu et al.1) は，既存の NEGモデルが
経済活動の “分散メカニズム” の種類に依存して 3つ
の種類に類型化できることを明らかにしている．具体
的には，“集積からなるべく離れたい”ことを意味する
分散力のみがモデル化されているものはクラス I，“集
積している地点に居たくない”ことを意味する分散力
のみがモデル化されているものはクラス II，両者を考
慮したモデルはクラス IIIに分類される1．さらに，モ
デルクラスごとに “説明可能な人口集積パターン”と “

輸送費用の変化が人口分布に与える影響”が大きく異
なることがわかっている (表 1)．さらに，Akamatsu et

al.1) は，クラス IIIのモデルで見られる輸送費用低下に
伴う人口集積パターンの変化の特徴が，1970～2015年
の日本の人口変化傾向と整合することを確認している．
一方で，NEG分野の理論研究 1)により，QSEで実
施されている分析の問題点が指摘されている．具体的
には，QSE研究における分析結果は “輸送技術進展は
必ず地方都市の人口を増加（大都市の人口を減少）さ
せる”という結果しか出力せず，これは先述した我が
国の長期的な人口分布変化の傾向と真逆の結果である．
分析結果が実現象と整合しない要因として，QSEで採
用されている NEGモデルに関して，分散力のモデリ
ングが限定的であることが挙げられる．つまり，実用
性の観点から，クラス II に分類されるモデルを採用し
ているためである．
上記の問題を解決するため，本研究では，最新の経済
理論 6)を用いて政策効果分析に応用可能な都市集積モ
デルの構築を行う．方向性としては，QSE研究で採用

1Akamatsu et al.1) で示されているように，モデルクラスの分
類は，モデル化されている経済活動の集積メカニズム (集積力)では
なく，分散メカニズム (分散力)の種類のみに依存して決まる．クラ
ス I，クラス II の持つ分散力は，それぞれ大域的分散力，局所的分
散力と呼ばれ，クラス III は両方の分散メカニズムを持つ．

されている，クラス II に分類されるモデルの分散力の
モデリングを拡張し，実現象と整合の取れるクラス III

モデルに改良する2．ここで，本研究が着目した分散力
は，価格競争効果である．価格競争効果とは，価格競
争を避けるため企業同士ができるだけ離れようとする
ことを意味するが，既存のクラス II モデルはこの挙動
を考慮できていない．本稿では，構築した理論モデル
の概要と，このモデルを用いた計量分析に必要となる
パラメータの推定方法について説明する．分析手法を
簡潔にまとめることは，今後QSE研究において，実都
市を対象とした反実仮想実験を行う際に大いに役立つ．
本稿の構成は以下の通りである．第 2章では，本研
究で構築した，Helpman4) に基づくモデルの概要を説
明する．第 3章では，均衡状態を定式化した上で，輸送
費の低下に伴い創発する安定均衡状態の導出方法を示
す．第 4章では，計量分析を実施するために必要とな
るパラメータの設定方法を説明する．第 5章では，本
論文の結論と今後の展開について述べる．
2. モデル
本章では，解析に使用するHelpman4)に基づくモデ
ルを示す．
2.1 地域・経済環境の設定
本モデルでは，Kか所の離散的な地域が存在する経
済システムを考える．企業は，独占的競争下で収穫逓
増の技術により，労働を生産要素として，差別化された
財を生産する．本モデルでは，規模の経済，消費者の
多様性選好，並びに供給できる財の種類 (バラエティ)

に制限がないことから，どの企業も必ず他企業とは異
なる種類の財を生産する．そのため，地域 iで生産を行

2本研究では，クラス I に分類されるモデルの改良は行わない．
これは，表 1で示している通り，クラス I モデルには “広がりを持
たない集積” が形成されるという特徴があるためである．この特徴
は，理論解析上は問題にならないものの，計量分析には適さない極
端な (e.g., わずかなパラメータ値の変化で 殆どの地域の人口がゼロ
となる) 結果を出力する要因になる．



う企業の数は，供給される差別化財の種類数 nij に等
しい．そこで以降では，地域 iにおいて財 kを生産す
る企業を地域 iの企業 kと呼ぶ．またこの財は，地域
間輸送ネットワークにより任意の地域に供給でき，そ
の際の輸送費用は氷塊費用の形をとる．
消費者は，地域全体に固定的にN 存在し，また，居
住する地域 i ∈ K ≡ {1, 2, · · ·,K}を選択することがで
きる．各地域 i ∈ Kに立地する消費者の数を hi ≥ 0で
表現する．これらの消費者は，所有する 1単位の労働
を非弾力的に供給する．
2.2 消費者行動
本研究では，地域 i ∈ Kに居住する消費者の効用関
数が Cobb-Douglas型であると仮定する:

Ui =

(
ai

α

)α(
Qi

1− α

)1−α

. (1)

ここで，α ∈ (0, 1)は土地への支出割合を表すパラメー
タ，ai は土地の消費量，Qi は差別化財の消費により
得られる部分効用を表す．Helpman4) はこの部分効用
Qi を財バラエティ間の代替弾力性 σ を用いて Qi =[∑

j∈K
∫ nji

0
qji(k)

σ−1
σ dk

] σ
σ−1 と表現している．本研究

では，Translog型 6)であると仮定することで，価格競
争効果をモデルに導入することができる．しかし，こ
れは直接的に決まらず，消費者の支出関数Eiを満たす
関数として以下のように定義される:

lnEi = lnQi +
1∑

j∈K nji

∑
j∈K

∫ nji

0

ln pji(k)dk

−
β

2

∑
j∈K

∫ nji

0

(ln pji(k))
2
dk

−
1∑

j∈K nji

∑
j∈K

∫ nji

0

ln pji(k)dk

2
 . (2)

消費者の予算制約式は以下の通りとなる:

yi = riai +
∑
j∈K

∫ nji

0

pji(k)qji(k)dk. (3)

ここで，rj は地代，qji(k)は地域 jで生産され地域 iで
消費される財バラエティ kの消費量を表す．本研究で
は，すべての土地が全消費者により均等に所有されて
いると仮定する (i.e., public ownership)．このとき，消
費者の土地収入は以下で与えられる:

w̄R =

∑
i∈K riaihi

H
. (4)

効用最大化問題は，次の 2段階の問題へと変換できる:

[下位問題]

Ei = min
qij(k)

∑
j∈K

∫ nji

0

pji(k)qji(k)dk s.t. Qi = Q∗
i .

(5)

[上位問題]

max
ai,Qi

(
ai

α

)α(
Qi

1− α

)1−α

s.t. yi = riai + PiQi.

(6)

ここで，Pi は地域 iでの差別化財の価格指数であり，
PiQi = Ei が成立する．
shephadの補題より，補償需要関数 qji(k)は以下の
ような関係を持つ:

qji(k) =
∂Ei

∂pji(k)
. (7)

これを用いると，地域 j で生産され地域 iで消費され
る財 kへの支出シェア sji(k)は

sji(k) =
∂ lnEi

∂ ln pji(k)
=
pji(k)

Ei
qji(k). (8)

となる．したがって，qji(k)は以下のように求められる:

qji(k) =
Ei

pji(k)
sji(k),

=
Ei

pji(k)
{ci − β ln pji(k)} . (9)

ここで，ci は財 kの種類に依存しない項であり，次の
ように定義する:

ci ≡
1∑

j∈K nji

1 + β
∑
j∈K

∫ nji

0

ln pji(k)dk

 . (10)

さらに，上位問題より，差別化財の支出額Eiは以下で
与えられる:

Ei = (1− α) yi. (11)

2.3 企業行動
地域 iにおいて企業 kが財バラエティ kを生産する
には，労働を固定的に１単位と，生産量 xi(k)に応じて
ψxi(k)単位投入する必要がある．地域 iの企業 kの労
働需要量を li(k)で表すと次の関係が成立する:

　 li(k) = 1 + ψxi(k). (12)

財の地域間輸送には，氷塊型の輸送費がかかると仮定
する．すなわち，地域 iから地域 j へ１単位の財を輸
送すると，最初の１単位のうち 1/τij < 1単位だけが実



際に到着し，残りは解けてしまうと仮定する．そのた
め，地域 iで生産された財 kの地域 j における需要量
qij(k)と供給量 xi(k)との間に，次の関係が成立する:

xi(k) =
∑
j∈K

τijqij(k)hj . (13)

このとき，地域 iの企業 kの利潤最大化行動は，次の
ように定式化できる:

max
pij(k),li(k)

πi(k), (14a)

s.t. (9), (12), (13), qij ≥ 0 ∀j ∈ K. (14b)

ここで，πi(k)は地域 iの企業の利潤を表し，収入から
労働の費用を引いた，以下の形で表される:

πi(k) =
∑
j∈K

pij(k)qij(k)hj − wili(k). (15)

利潤最大化問題と (11)より，次の関係が得られる:

pij(k)
(1− α)yjhj

{pij(k)}2
[ψwiτij {cj − β ln pij(k)}

+βψwiτij − βpij(k)] = 0. (16)

本研究では，支出関数が translog関数であるため，必
ず pij > 0である．これをふまえて (16)を整理すると，
以下の関係が得られる:

cj − β ln pij = β
pij − ψwiτij

ψwiτij
. (17)

この関係で示されているように，財 kの価格 pij(k)は
財の種類 kに依存しない．したがって，財 kの需要量
qij(k)，生産量 xi(k)，生産要素の投入量 li(k)もバラエ
ティ kに依存しない．そこで以降では，各変数の kを
省略し，pij，qij，xi，li と表記する．
ここで，(9)，(17)の関係から明らかなように，qij は
ゼロとなる可能性がある．具体的には，

qij =
(1− α)yj

pij
β
pij − ψwiτij

ψwiτij

> 0 if pij > ψwiτij ,

= 0 if pij = ψwiτij .

(18)

これは，輸送費が非常に高い場合，財の都市間輸送が
行われない可能性があることを示している．
3. 均衡条件
3.1 短期・長期均衡条件
差別化財・労働市場は，消費者が居住地を変更できな
いほど短期で均衡し，長期的には消費者は効用を最大
化する居住地を選択できると仮定する．すなわち，均
衡状態を，消費者の空間分布 (i,e.,人口分布)h=(hi)i∈K
を与件とした状況下で差別化財・労働市場が均衡する
“短期均衡状態”と，消費者の居住地選択均衡条件を満
たす“長期均衡状態”の２段階に分ける．そこで本節で
は，これらの均衡状態が満足する均衡条件を順に示す．

3.1.1 短期均衡条件
短期的には，消費者が地域間を移動できないという条
件下で，差別化財・労働市場が均衡する．この短期均衡
条件が満たす条件は，各市場の清算条件・企業の利潤ゼロ
条件から与えられる．まず，差別化財の価格 pij は財市
場の清算条件 (13)の下での利潤最大化行動の結果とし
て定まる．この条件は，(16)より，∆pij ≡ pij−ψwiτij
と定義すると，以下のように表される:

ψwiτij [cj − β ln(∆pij + ψwiτij)]− β∆pij = 0

if ∆pij > 0,

ψwiτij [cj − β ln(∆pij + ψwiτij)]− β∆pij ≤ 0

if ∆pij = 0.

(19a)

この結果から，pij = ∆pij + ψwiτij が得られる．
労働市場の清算条件は，地域 iにおける労働供給量
は hi で与えられ，需要量は

∑
j∈K njili となることか

ら，次の条件で与えられる:

hi −
[∑

j∈K nji

+(1− α)ψ
∑

j∈K njiτij
cj−β ln pij

pij
yjhj

]
= 0

if wi > 0,

hi −
[∑

j∈K nji

+(1− α)ψ
∑

j∈K njiτij
cj−β ln pij

pij
yjhj

]
≥ 0

if wi = 0.

(19b)

条件 (19b)は，供給と需要が一致するなら賃金が正と
なり，供給が需要を上回る場合は賃金がゼロになるこ
とを意味している．最後に，企業の利潤ゼロ条件より，
(11), (15),を用いて次の関係が得られる:

(1− α)
∆pij

pij
(cj − β ln pij) yjhj − wi = 0

if nij > 0,

(1− α)
∆pij

pij
(cj − β ln pij) yjhj − wi ≤ 0

if nij = 0.

(19c)

条件 (19c)は，利潤がゼロとなるまで企業が参入し続
けるため nij > 0であれば πij = 0，利潤が負となる場
合は企業が参入しないため nij = 0であれば πij < 0と
なることを意味している．
以上の関係より，∆p=(∆pij)i,j∈K，w=(wi)i∈K，

n=(nij)i,j∈K は，(19a), (19b), (19c)の連立方程式か
ら定まる．なお，ワルラス法則の存在により，これら
の条件式は 2K2 +K− 1の独立な方程式にしかならな
いため，∆p，w，nは一意には定まらない．そこで，



本研究では消費者の土地収入 w̄R を 1に基準化する:

w̄R =

∑
i∈K riaihi

H
= 1. (20)

以上の関係から得られる p，nを用いて (2)の支出
関数を変形すると，地域 iの部分効用Qiが，人口分布
h= (hi)i∈K の関係で間接的に与えられる:

lnQi(h) = ln(1− α)yi +
1∑

j∈K nji

∑
j∈K

nji ln pji

−
β

2


∑
j∈K

nji(ln pji)
2 −

1∑
j∈K nji

∑
j∈K

nji ln pji

2
 .

(21)

この部分効用を用いると，地域 i の効用水準 (間接効
用)vi は人口分布 h= (hi)i∈K の関係で与えられる．よ
り具体的には，間接効用 viは (1)に (21)を代入するこ
とにより得られる:

vi(h) = −α ln
hi

Ai
+ (1− α) lnQi(h). (22)

ここで，Ai は地域 iの土地面積である．
3.1.2 長期均衡条件
長期的には，消費者は効用の高い地域に移動するこ
とができ，その居住地選択行動が落ち着く状態が長期
均衡状態である．具体的には，長期均衡状態は，どの
消費者も自らの居住地を変更するだけでは効用を改善
できない状態と定義する．この長期均衡状態は，以下
の非線形相補性条件を満たす状態 h∗ である:v∗ = vi(h) if hi > 0,

v∗ ≤ vi(h) if hi = 0,
(23a)

∑
j∈K

hi = H. (23b)

ここで，v∗ は均衡効用水準を示す．
本モデルにおける長期均衡状態には，安定・不安定
なものが複数存在する．そこで，長期均衡の安定性を
次の replicator dynamic3によって判定する:

ḣi = Fi(h) ≡ hi{vi(h)− v̄(h)}, (24a)

v̄(h) =
∑
j∈K

vi(h)
hi

H
=
∑
j∈K

vi(h)hi. (24b)

このダイナミクスの下での均衡状態 h∗ の安定性は，
F (h∗)=(Fi(h

∗))i∈K の Jacobi行列 ∇F (h∗)の固有値
により判定できる．より具体的には，均衡状態 h∗ は
∇F (h∗)の固有値の実部がすべて負であれば安定であ
り，実部に正の固有値が存在すれば不安定である．

3この方法は，微分可能，消費者の人口増加率が効用と正の相関
を持つ，という望ましい性質を持つため，新経済地理学分野で標準
的に利用されている．

3.2 均衡状態の解析手順
本研究で解析するモデルには，安定・不安定な複数
種類の均衡状態が存在し得る．そこで本節では，パラ
メータを変化させた場合に創発する安定的な均衡状態
を導出するための手順を示す．
前述した通り，短期均衡状態における財の価格 p，差
別化財のバラエティ数 n，賃金率wは，非線形連立方
程式 (19)を解くことにより得られる．ただし，ワルラ
ス法則の存在により，これらの条件式は 2K2+K−1の
独立な方程式にしかならないため，p，n，wは一意に
は定まらない．そこで，本研究では (20)のように，消
費者の土地収入を 1に基準化した．これはニュメレー
ルであることを意味している．
パラメータの変化に伴い創発する安定的な均衡状態
は，微分方程式 (24)により得られる．しかし，（24)を
直接解くことは不可能であるため,高山・杉山 2) と同
様，ダイナミクス方向に徐々に人口分布 hを更新する
ことで，安定均衡状態を調べることとする．具体的には
n回目の更新で得られた人口分布を h(n) = (h

(n)
i )i∈K

と表記すると，人口分布の更新は以下で表される形で
行う:

h
(n+1)
i = h

(n)
i + ζFi(h

(n)). (25)

ここで，ζ はダイナミクス方向への人口分布の変化の
度合いを示す正のパラメータである．
4. パラメータの設定方法
2，3章で説明した理論モデルは，政策効果分析手法
として有効な，実都市を対象とした反実仮想実験にも
応用することが可能である．ただし，計量分析を実施
するにあたり，いくつかのパラメータを設定しなけれ
ばならない．本章では，分析に必要となるパラメータ
hi, Ai, α, τij , ūi の設定方法を説明する．
上記のパラメータのうち，hi, Ai, αは，既に過去の
分析例から妥当な値がわかっているものである．各地
域の消費者数 hi，土地面積Ai は，国勢調査データから
得られる就業者数・面積により与える．土地への支出
シェアを表すパラメータ αは，Allen and Arkolakis10)

で用いられる，実証研究の知見と整合する値に設定す
る．具体的には，家計の住宅への支出割合を基礎に設
定された，α = 0.3 を使用する．
一方で，交通ネットワークに関わる輸送費用 τij と，
アメニティ水準 ūiは実データから直接推定することが
できない．しかし，本研究には，杉本ら 8)で用いられ
ている方法を引用することで，これらのパラメータを
簡単に推定できるという分析上のメリットが存在する．
以下の節では，その具体的な方法について説明する．
4.1 輸送費用パラメータの推定
本節では，複数の輸送モード (道路，鉄道，航空)を
考慮した輸送費用パラメータ τijを考える．先述したよ
うに，このパラメータは実データから直接推定できな
い．そこで，本研究では Redding and Venables 9) に
よる推定方法を参考にした．具体的には，まず，輸送
モードの選択に関する推定 (第一段階)を行い，次に，



輸送費用の推定 (第二段階)を行う．また，複数の輸送
モードを考慮すると同時に，物流・人流を考慮した輸
送費用の推定を行う．
4.1.1 第一段階: 輸送モード選択に関する推定
各輸送モードの選択確率を推定する．物流 (t = F)，
人流 (t = P)における各輸送モードの選択効用 V t

m,ij

を次のように定義する:

V t
m,ij = atmdisttm,ij + btm. (26)

ここで，mは輸送モードの種類であり，m = 1, 2, 3は
それぞれ道路，鉄道，航空を表している．また，disttm,ij

は地域 i, j 間の距離に関する項であり，物流では総距
離，人流では所要時間を表す．
次に，物流，人流における各輸送モードの選択確率

πt
m,ij，尤度関数 Lt を次の式で定義し，最尤推定法を
用いて各輸送モードのパラメータ atm, b

t
m を推定する:

πt
m,ij =

exp(V t
m,ij)∑

k exp(V
t
k,ij)

, (27)

Lt =
∏
k

{πt
m,ij}N

t
m,ij . (28)

ここで，N t
m,ijは輸送モードmによる地域 i, j間の交易

シェアを表し，物流では物流センサスによる交易量，人
流では旅客純流動調査による旅客量を用いて推定する．
4.1.2 第二段階: 輸送費用の推定
地域 i, j 間の取引額 Xij と距離に関する項の以下の
関係により，重回帰分析を行うことで輸送費用に関す
るパラメータ Θt ≡ 1/θt を推定する:

ln [Xij ] = FXi +ΘF ln

[∑
k

exp
(
V F
k,ij

)]

+ΘP ln

[∑
k

exp
(
V P
k,ij

)]
+ FMj . (29)

ここで，FXi は生産地 iに関する項，FMj は需要地 j

を表す項である．また，∑k exp(V
t
k,ij)は地域 i, j間の

アクセシビリティの高さを表している．
以上の方法で推定したパラメータを用いて，地域間
輸送費用 τij を以下の式から求める:

τij =

[∑
k

exp
(
V F
k,ij

)]ΘF [∑
k

exp
(
V P
k,ij

)]ΘP

. (30)

4.2 アメニティ水準のキャリブレーション
各地域のアメニティ水準 ūiは，データにより与えら
れる hが基準均衡状態 (i.e., 政策を実施していない状
態での均衡状態)となるように設定する．なお，この方
法は，QSE研究と同様のアプローチである．具体的に

は，既に与えられている α,Ai, hi の下で，条件 (19b)

を満たすように賃金wiを設定する．そして，すでに得
られている hi, wiが長期均衡条件 (23)を満たすように
アメニティ水準 ūiを設定する．ただし，この条件のみ
では (ūi)i∈K が一意に定まらないため，ū1 = 1と基準
化する．
5. おわりに
本稿では，集積経済理論，特に都市間の人口移動を表
現可能なNEG理論の枠組みを応用した近年の実証分析
の課題の指摘と，政策効果分析に応用可能な都市集積モ
デルの構築を行った．具体的には，既存の Helpman4)

に Thisse and Ushchev6) の支出関数を導入すること
で，価格競争効果を考慮可能なモデルに改良した．ま
た，杉本ら 8)と同様の，モデルに物流・人流および複
数の輸送モード (道路，鉄道，航空)を考慮した都市間
輸送ネットワークを導入し，交通基盤整備や技術革新
に伴う輸送効率の向上効果を分析するための手法をま
とめた．この枠組みは，様々な地域・都市政策の長期
的影響を合理的に評価するための有効な基礎となるこ
とが期待される．
構築した理論モデルの特徴と実現象との整合性を確
認するため，今後は，本稿で示した手法に倣い，輸送
効率向上に影響を与えうるいくつかの状況を想定した
反実仮想実験を行う．
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