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概要

地域の人口投影に関して，移動行列に Lesie 行列をかけてコウホート変

化行列を考え，Leslie 行列が given なら，コウホート変化行列からMoore-

Penrose の擬似逆行列を用いて移動行列を計算する．この方法により，よ

り統一された手法により，より簡便に地域人口の投影計算ができる．
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1 投影モデル

行列モデルを採用する．ある地域の人口の変化は，その地域の出生と死

亡と移動で決まると仮定する．ここでは，0歳〜100歳までの年齢階級を

考えることとする．

したがって，年齢別の出生率fと死亡率mからなる Leslie 行列[3]Lと

L = 
f f ⋯ f f

1−m 0 ⋯ 0 0

0 1−m ⋯ 0 0

0 0 ⋯ 0 0

⫶ ⫶ ⫶ ⫶ ⫶

0 ⋯ 1−m 0 0

0 0 ⋯ 1−m 0
 (1)

年齢別移動率をbとすれば，主対角要素を 1−bとする当該地域滞留マト
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リックス S

S = 
1−b 0 ⋯ 0 0

0 1−b ⋯ 0 0

0 0 ⋯ 0 0

0 0 ⋯ 0 0

⫶ ⫶ ⫶ ⫶ ⫶

0 0 ⋯ 1−b 0

0 0 ⋯ 0 1−b

 (2)

との積─すなわち，コウホート変化行列 Cと初期人口ベクトル Pの積を

投影人口と考えることができる．なお，便宜上 b100＝ 1 とする．Leslie 行

列では 100歳以上の人の死亡が明示されていないが，これを全移動とする

ことで代替して表現する．

ここで重要なのは積の順序である．出生・死亡はその地域に滞留する人

口によってはじめて可能なので，Sに左から Lを掛けたものが，コウホー

ト変化率と出生率からなる行列である

C＝ LS (3)

Pt+1＝ CPt (4)

移動せずにその地域に滞留した人口が，出生したり生残していくと考え，

移動率 1− biに生残率 1− miを掛けたものがコウホート変化率 ciと考え

る．したがって滞留行列の成分 siiは 1− biと 1− miとの積となり Leslie

行列はコウホート変化行列へと変化する．

ある地域で出生し，その後（親に伴って）移動するというケースも有り

得ることであるが，それはその地域の出生と考えることに積極的な意味は

無いし，親に移動率がかけられることで表現されている．0歳の移動率が

1以上であれば，他の地域で出生したものが移動して来たと理解し，1 より

小さければ，出生後他の地域へ移動したと考えることができる．それに対

して，Leslie 行列に滞留マトリックスを左からかけるということは，出生・

死亡が発生する場所が特定化されないことを意味する．これは何処で起き

たかわからない出生・死亡を認めることであり，甚だしく空想的である．

− 24 −



その地に親は存在しなければならず，親がその地域に存在しない出生は

有り得ない．その地に存在しない人は，その地で死亡もしないのである．

このコウホート変化率と年齢別の出生率から成る行列 Cを各地区人口

に対して形成し，行列の掛け算により投影を行う．

1.1 コウホート変化率から Leslie 行列の推定

コウホート変化率を観測することは比較的簡単に可能だとすれば，各歳

別の転入転出数─移動数のデータが存在すれば，滞留マトリクスを形成す

ることは容易い．そこから Leslie 行列を計算することができる．

CS−1＝ LSS−1

L＝ CS−1 (5)

このようにして計算された Leslie 行列 Lが，日本全国のものと大きく異

なっていたら，その地域の出生率/死亡率が特に異なっているのか，或いは

移動数のデータが実態と乖離しているかのいずれかである．

現実には，移動データの方に問題があることが多いだろうから，その信

憑性を吟味することにこの手続きは役立つであろうと思われる．

1.2 コウホート変化率から移動行列の推定

しかし，より実用的な計算は，移動行列を計算する方であろう．我々は

全国的にある程度均一な死亡率と出生率の水準にあると仮定すれば，共通

の Leslie 行列を用いることができるので，

L−1C＝ L−1LS

L−1C＝ S (6)

により，Leslie 行列の逆行列が計算できれば，滞留マトリクスが計算でき

る．多くの場合，転入転出の届け出はなされない場合もあり，この計算に

より移動率を把握することの意義はあると思われる．

しかし，Leslie 行列の行列式は 0であり逆行列が存在しない．そこで擬

似逆行列（Moore-Peenrose pseudoinverse）LL＋L＝ Lを用いて，両辺に

左から LL＋を掛けて
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LL＋C＝ LL＋LS

LL＋C＝ LS (7)

それゆえ

S＝ L＋C (8)

と擬似逆行列を用いて滞留行列 Sが計算できる．擬似逆行列は，Leslie 行

列 Lの特異値分解から

L＝ UΣ Vt

L＋＝ VΣ＋Ut (9)

という関係を利用して計算することができる．問題は 100× 100 のかなり

の疎行列である Leslie 行列に対して精度のよい特異値分解が数値計算と

して可能なのかということである．

届け出に依存する転入─転出データは，それほど当てにならないので，

国勢調査などから転入─転出を計算するには，従来の方法と比較すると行

列計算だけで済むので，行列計算のツールさえあれば簡便である．

2 従来の移動の考え方との比較

これまでの標準的な地域人口の移動率の推定は，人口学の基礎方程式に

発想を同じくする以下の数式に因っていた．siを i歳の生存率とすると，

p(i＋ 1, t＋ 1)＝ si p(i, t)＋M(i, t) (10)

i＋ 1歳の人口数は，1 年間の間に生存した数とその地域に移動してきた

（マイナスの移動も含む）数M(i, t)の和とされる．

具体的に移動率を推定するには，封鎖人口（移動がまったく無い）をひ

とまず仮定して，生残率のみ si p(i, t)から仮の人口 p(i＋ 1, t＋ 1)を計算

し，観測された値からの差を以ってM(i, t)を計算し，それを純移動数とし

て

m=
M (i, t)
p(i, t)

(11)

上記のように miという年齢別純移動率を計算し，si＋ miでコウホート変

化率を計算するというものである．上記の(11)式を変形して(10)式に代入
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すれば，

p(i＋ 1, t＋ 1)＝ si p(i, t)＋mip(i, t) (12)

となり，一見，整合性は取れているように見える．

筆者も長年何の疑いも感じてこなかった．しかし，行列モデルを考える

過程で方程式(10)の妥当性に大きな疑問を感じ始めた．行列モデルは，明

らかに方程式(10)とは別の考え方である．

方程式(10)の第 1 の問題点は，M(i, t)の部分にMortality（死力）がまっ

たく関与していないことである．移動する人口は死とは無関係だからと主

張することもできようが，膨大な小地域が累積されれば移動が如何に少数

であったとしても，死力と無関係な大きな人口を仮定することになり矛盾

を生ずる．実際，移動中にも人間は死ぬし，移動してからも死ぬものであ

り，方程式(10)は厳密には正しくない．

第 2 の問題点は，ある地域人口を「生残する人口」と「移動する（してき

た）人口」とに数式上でも峻別できるのであろうかという問題がある．こ

れは方程式(10)が，時点 t＋ 1 という起きてしまった時点から過去を遡及

するという視点で書かれていることに起因する．

「人口投影」とは，ある時点 tから，次の時点 t＋ 1 にどのようなことが

起きるのかという可能性から書き下されるべきである．来るべき将来にお

いて，ある地域人口 p(i, t)は，移動する可能性もあるし，死亡する可能性

もあると考えるべきであろう．つまり，人口のすべては移動と死亡の可能

性について開かれているべきである．我々は，人口投影を計算する時点で

は，将来誰がどう移動しどう生き長らえるかを知らない．それゆえ，人口

投影はそのように計算されなければならない．

次の時点でその地域に留まっていなければ，その人はその地域では死な

ないのである．

2.1 修正された地域人口方程式

上述の考察から，地域人口に関する方程式(10)は，年齢別生残率を si，

年齢別移動率を bi（慣例に反し，その地域から出て行く人口が正の移動率
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とする）とするなら，

p(i＋ 1, t＋ 1)＝ si(1− bi)p(i, t) (13)

と書かれるべきである．一見まったく異なっているが，それほど方程式

(10)とは違わない．(13)を変形すると

p(i＋ 1, t＋ 1)＝ si p(i, t)− si bi p(i, t) (14)

と書くこともできる．つまり biの符号を逆に考えれば，siが移動率に掛け

られている点だけの修正といえる．しかし，行列演算を考えれば，(13)式

の方が便利である．(13)式の siを年齢別死亡率 1−miで表現すれば，

p(i＋ 1, t＋ 1)＝(1−mi)(1− bi)p(i, t) (15)

となり，(1−mi)(1− bi)は LSという行列の 0 でない要素である．厳密

さと計算の簡便さと数理的な統一性を，行列モデルの移動の扱いは実現し

ている．

2.1.1 移動行列に Leslie 行列をかける意義

実は，本稿で提案している方法は，従来のコウホート変化率法に微細だ

が重要な変化を与えている．従来のコウホート変化率法では，出生は t＋

1 年の女子人口─つまり生き残ったか或いは移動してきた人口に関して計

算される．

しかし，(3)式のように移動行列 Sに Leslie 行列 Lを掛けることは，そ

こに留まっている人口に関して出生が計算されるに過ぎない．女性は生き

残ってから子どもを産んでいるのではない．出産中に死に，産んだ後に死

んでいる．それゆえ生き残った女性に限定して出生を計算することは厳密

には正しくないだろう．

2.1.2 僅かな移動の過小評価

方程式(10)による移動率の計算では，si＜ 1 であるから，僅かであるが

従来の移動率miでは真の移動率の過小評価が生じている筈である．そし

て移動数も過少に評価されている．このような過小評価は siが小さくな

る高年齢では相対的に大きくなるだろう．実際の人口の地域移動を精度よ
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くとらえることは困難であるが，高齢者の移動量が相当大きいことは住民

基本台帳からも伺える．例えば，立川市の住民基本台帳年齢別人口では，

平成 21 年 1月 1 日現在の 84歳人口が 396人であった．平成 22 年 1月 1

日現在の 85 歳人口は 375 人と変化した．84 歳から 85 歳の死亡率を 0.

06316 として計算すると，371 人が生残人口であるから，1 年間に 4 名

（0.0101）の転入移動があったと推測される．厚生労働省人口問題研究所

は，80〜84歳と 85歳以上の 5年間の純移動率を 0.04151 と計算している．

1−(1− 0.0101)5＝ 0.04949であるから，0.7％の移動率の過少評価と推

測される．

3 行列モデルによる投影と実際の値と立川市の推計の比較

1 年間隔での人口投影を行う場合には，1 年間隔での男女別・年齢別人口

を知らなければならない．このようなデータは実質的には住民基本台帳以

外には有り得ない．衆知のように，届け出により形成される住民基本台帳

は，国勢調査で明かにされる人口（より実際の人口に近いと推測される）

とは差異が大きい．

しかし，地方自治体は住民基本台帳に基づいて住民サービスを行うので

あるから，住民基本台帳に記載される人口の変化が予想できればよいと考

えることもできる．また，住民基本台帳に記載された人口の変化は，その

地域の人口の変化のある程度よい目安と考えることもできる．
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-0.0247201-0.0224664910.01249730.012175880

pseudo-inverse
Matrix

existing
method

Age
pseudo-inverse
Matrix

existing
method

Age

0.04132580.036552693-0.0018386-0.001776782
0.03311840.029723192-0.0090428-0.008776681

0.03532900.0302162950.01485710.014209984
0.03359110.0292313940.01702320.016370083

0.03701190.0305356970.00294400.002779786
0.02815530.0236600960.03145350.029901685

-0.0967715-0.076783399-0.0055330-0.005137189
-0.0316245-0.025596298-0.0293685-0.027513687

-0.0057805-0.0044927100-0.0003366-0.000309490

表 1：Estimations of age specific mobility rartes of a city (in the suburbs of Tokyo) from

80 to 100 years old by two methods



立川市は平成 21 年の住民基本台帳に基づく人口を基準人口として，コ

ウホート要因法により人口投影を実施している．これは平成 22 年，23 年

の実績値との比較もできるし，平成 21 年と 22 年の変化からの投影と比較

することもできて，好都合である．

実績値と比較すると，実績値は女子総人口は 87,445 人であり，立川市の

投影は 88,048人である．平成 22 年を基準年とした行列モデルによる投影

では，87,345 人である．投影された各年齢の人口を理論度数として，実績

値を観測度数として χ2を計算した値が，それぞれ 63.5788と 26.1133 で

あった．

実際，立川市の推計では，投影 1 年目の平成 22 年から差異はかなり大き

い（とは言っても，度数の適合度検定では有意な差ではないのである）．

これらの差異は，想定されたコウホート変化率が実績の変化率とかなり

大きく異なっているからである．これは致し方ないことではある．とはい

え，移動率の予想が非常に困難であることがわかる．

移動率の推定がコウホート変化率と生残率に依存したものである場合に

は（ほとんどの地域人口の投影はそうならざるを得ないのであるが），投影

の結果は，実質的には大部分が移動を反映しているコウホート変化率に大

きく依存せざるを得ない．しかし，この値は，社会経済的な要因に因って

も変化するし，更にはかなり気紛れな“ゆらぎ”を本来有しているようであ

る．

出生力に関しては，平成 21 年から 22 年の間にそれまでの趨勢からのか

なりの低下があったことにより，過大に評価することになっている．これ

は，社会保障・人口問題研究所がそれ以前（2000〜2005 年）の傾向に基づ

き出生力を過少に評価したことと対照的である．我々が出生力の決定に関

する信頼に足りる理論を持たない以上，これらの乖離は必然的であると言

う他無い．

これらの移動や出生の変動によって生ずる乖離は，投影の間隔を 5年と

大きくしても小さくすることはできないと思われる．また，投影の間隔を

更に小さくしても，解決できないであろう．何故なら，住民基本台帳から
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推測されることは，時間間隔を小さくしても，移動のゆらぎは小さくなら

ないことが観察されるからである．

それゆえ，これらの乖離をできる限り回避する具体的な方策は，現時点

では具体的には一つしかない．それは，愚直ではあるが，基準年を常に更

新し投影を直近のコウホート変化率に基づいて実施することでしかない．

それゆえ簡便かつ機械的な投影システムが求められるのである．

現に，平成 22 年を基準年とした 21 年から 22 年のコウホート変化率に

基づく行列モデルによる投影は，より実績値に近い投影値を計算している．

この計算では，基準年よりもコウホート変化率の方が重要であるらしい．
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