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概要： 

空間的応用一般均衡（SCGE）モデルは国際貿易から国内交易まで多様な空間スケールを対象とした政策

分析手法として実証的に活用されている．このように空間を扱った分析を行うためには，国家／地域間の

財の流動及び，そのための意思決定メカニズムを具備した交易モデル（International / Interregional 

trade model）の構築が求められる．交易モデルの構造は，政策効果の計測に大きな影響を及ぼすことか

ら，実証分析にあたっては，そのモデル構造の特性を十分に踏まえた活用が必要となる．本稿では，国内

地域間を対象とした交易モデルをSCGE モデルに実装するにあたっての既往研究において活用されている

モデルの現状及び課題を整理するとともに想定される対応策を示す． 

 

キーワード: spatial computable general equilibrium, inter-regional trade model 

 

 

１．はじめに 

本稿は，SCGEモデルの結果に大きな影響を及ぼす地域

間交易モデルの定式化にあたり理論面・実証面の両面か

ら特性を分析することを目的とする． 

SCGEモデルにおける交易モデルの代表的な理論体系を

表-1に示す．初期の交易モデルはSamuelson (1952)1)によ

り提示された「空間価格均衡（Spatial Price 

Equilibrium：SPE）アプローチ」であり，国家間・地域

間の財取引の完全代替性を前提に決定論的な意思決定を

行うモデル体系となっている．しかし，このような決定

論的モデルによる交易パターンは，All-or-Nothingの選

択行動となるため，理論分析としては明快であるが実証

分析を行う上では非現実的な行動モデルとなる．現実に

は，費用 小となる国・地域以外からの財購入が存在し，

同じ部門に分類される財についても交易は双方向

（Cross-hauling）で行われるため，交易モデルの構築に

あたっては，これらの要素を考慮したモデルが必要とな

る． 

そのため，その後の研究では，大きく2つの方向性での

拡張が行われている．1つ目の拡張は，決定論的フレーム

の中で財の代替性を不完全としたArmington (1961)2)に

よるArmington アプローチでありCES (Constant 

Elasticities of Substitution) 型モデルにより交易を

表現するものである．2つ目の拡張は，SPEモデルの決定

論的な意思決定メカニズムを確率論的意思決定メカニズ

ムに変更したHarker (1987)3)による「確率型空間価格均

衡アプローチ（Dispersed Spatial Price Equilibrium: 

DSPE）」であり交通工学の分野でも多用されている集計

Logitモデルに基づく地域間交易係数により交易を表現

するものである． 

そこで，本稿では，この2つの地域間交易モデルについ

て，理論面の課題を整理するとともに実証分析を通して

その特性を分析する． 

 

表-1 交易モデルの代表的な理論体系 

 

 

 完全代替型 

(Perfect Substitution) 

不完全代替型 

(Imperfect Substitution) 

決定論的 

Deterministic

空間価格均衡アプローチ 

(Spatial Price Equilibrium: SPE)

by Samuelson (1952)1) 

Armington 統合アプローチ 

by Armington(1961)2) 

SCGE への適用論文 

【理論分析】 

・Takayama and Judge(1971)4) 

・Mun (1997)5) 等 

SCGE への適用論文 

【理論分析】 

・Shoven and Whalley (1984)6) 

【実証分析】 

・Bröcker (1998)7) 

・宮城（2012）8) 等 

確率論的 

Probabilistic

(Dispersed) 

 確率型空間価格均衡アプローチ 

(Dispersed Spatial Price Equilibrium: DSPE)

by Harker(1987)3) 

SCGE への適用論文 

【理論分析】 

・奥田（1994）9) 

【実証分析】 

・文（1998）10) 

・小池等（2006）11) 等 
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２．Armingtonアプローチ 

(1)CES型モデル 

Armingtonアプローチは「同じ財であっても異なった地

域で生産されたものであれば不完全代替であるとみなす」

としたものであり，この仮定を設けることで

All-or-nothingのような非現実的な現象を避けるととも

にCross-haulingの問題を解消することが可能である． 

 CES型の地域間交易需要は， 適化問題の解として次式

で与えられる． 
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なお，ラグランジュ乗数の逆数より合成財の価格

（C.I.F価格）は式(5)の通りとなる． 
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CES 型モデルの同定のためには，基準均衡時の地域間

交易データ ijx ，地域別財価格 jq ，地域間所要時間 ijt を

用いることで，地域間代替弾力性 ，時間に関するパラ

メータ を統計的に推定した上で，基準均衡状態を再現

するようシェアパラメータ をキャリブレートする必

要がある． 

しかし，国内の地域間交易において適用する際には，

いくつかの課題が指摘されている．以下では，地域間代

替弾力性の推定およびシェアパラメータの設定について，

現状の課題および，その対応策を示す． 

 (2)実証分析における課題 

a）地域間代替弾力性に関する課題 

地域間代替弾力性とは「ある地域における財の価格変

化に対して，その消費需要がどの程度変化するのか」を

規定するものであり，SCGEモデルの計算結果を大きく左

右する重要なパラメータである．しかし，既往研究では，

主に国際貿易（例えばHertel（1997）等）を対象とした

推定は多くなされているものの，国内交易を対象とした

推定は極めて少ない．地域間代替弾力性は，地域特性に

応じて異なることが想定されることから，国内地域間交

易を対象とした分析を行う際には，対象地域別に当該パ

ラメータを推定することが望ましい． 

b）シェアパラメータの設定に関する課題 

地域間代替弾力性を統計的に推定した後，シェアパラ

メータをキャリブレーションにより求める（例えば，

Shoven and Whalley (1992) 6), 細江ほか（2004）12)など）．

式(3)の 適化問題に対応するシェアパラメータは式(7)

により導出される． 
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国内地域間交易を対象に分析する際，空間スケールの

細分化とともに，地域間交易の基準均衡データ内にゼロ

OD もしくはシェアの非常に少ないOD が存在することに

なる．このような状況下では，政策実施により所要時間

ijt に変化が生じたとしても対応する ij が基準均衡時に

ゼロであれば，当該ODでは政策効果は発現しないことに

なる．例えば中山間地域のように基準均衡時点では限ら

れた地域間での交易しか存在しないような地域において

道路整備を行うようなケースでは，所要時間の変化によ

る取引のシフト，新規取引の発生等の現象をモデル内で

十分に表現できない危険性がある．このような問題に対

して，国際貿易モデルにおいて Hanslow (2001)13) , 

Phillipidis et al. (2012) 14)等が4S問題 (Small Share 

Stay Small problem)として対応策の必要性を指摘してお

り，基準均衡状態で関税障壁が高いなどの経済的理由に

より輸入を行っていない場合，当該財のシェアパラメー

タはゼロとなるため，仮に関税撤廃により財を輸入する

可能性があったとしても，そのような現象をモデル内で

表現することは出来ない．このように国際貿易では産業

の細分化による4S問題の議論が中心であるが，国内地域

間交易の分析にあたっては，産業分類のみならず空間ス

ケールを細分化した際に 4S 問題が顕在化するおそれが

ある．  

(3)対応策 

 本稿では，地域間代替弾力性について，既往統計デー

タおよび企業信用調査データ内に収録されている企業間

取引データを活用することで，国内地域間交易を対象に

パラメータ推定を行う． 

また，シェアパラメータについては，キャリブレーシ

ョンによる設定に加えて，統計的に推定することで，4S

問題の緩和に資する対応策を示す．具体的には，下式で

示すようにシェアパラメータを生産地の規模に関する指

標により代替する手法を採用する．  
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３．確率型（分散型）空間価格均衡アプローチ 

(1)集計Logitモデル 

地域間交易の意思決定を決定論的ではなく確率的に決

定するメカニズムを導入したものがHarker (1987)3)の一
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連の研究において示されている確率型（分散型）価格均

衡（Dispersed Spatial Price Equilibrium: DSPE）であ

る． 

国内地域間交易において，このような確率的概念を

SCGEモデルに導入する取り組みは，わが国では，文（1998）
10)，孟・安藤（2004）15)など多くの実証分析が行われて

いる．これらの既往研究における基本的なモデル構造は

交通工学の分野で多用される集計Logitモデルを選択確

率にもつ構造となっている．ここで，C.I.F 価格を CES

型モデルと同様に式従価型で定義した場合，地域間交易

需要は，式(5)および式(6)のようになる．消費地価格に

ついては既往研究（例えば文（1998）10)）と同様，式(7)

のように合成財価格の加重平均値として定義される． 

iijij dsx      (5) 
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ただし， ip ：地域iでの財価格（C.I.F価格）， ijx ：地域iに
おける地域 j の選択確率， id ：地域iにおける総需要， jq ：

地域 j におけるF.O.B価格， ijt ：地域ij 間の所要時間， ijx ：

地域ij 間の交易需要， jY ：地域 j の生産規模， ：地域間の

代替弾力性パラメータ，：時間に関するパラメータ，：生

産規模に関するパラメータ 

(2)実証分析における課題 

a）所要時間減少下でのC.I.F価格の増加 

 上述の定式化において，時間短縮に伴いF.O.B価格の

減少と消費シェアの拡大が同時に生じるためC.I.F価格

が増加するケースが存在する．これは，需要関数は理想

合理的行動を前提に定式化されているのに対して，消費

地の選択確率については限定的合理性下での意思決定を

前提に定式化されている点に起因する． 

b）ゼロ次同次性を満たさない式型 

 一般均衡体系は，本来，価格に対してゼロ次同次性を

確保する必要があるが式(10)の集計Logitモデルは，価

格（F.O.B，C.I.F）に対してゼロ次同次体系となってい

ないため一般均衡解の収束可能性を担保できない． 

(3)対応策 

a)については，パラメータ推定時に消費地価格が減少

するよう制約を課すことで対応する．このことは，限定

合理性に基づいて定式化されている集計Logitモデルの

理論的な不整合性を実証的に分析する際に緩和する効果

を有している．また，b)については，Bröcker (2014)16)

による抜本的な式型の変更の提案等がなされているが，

実証分析として活用は難しい．そのため本稿では SCGE

モデルの収束結果を確認することで対応する． 

 

４．地域間交易モデルの挙動検証 

(1)検討ケース 

 本稿では，中間投入財を考慮しないSCGEモデルを定式

化し，上述のCES型モデルおよび集計Logit型モデルを

地域間交易モデルとして採用した場合の，結果の挙動に

ついて確認を行う． 

 対象とする空間スケールは，表-2で示すような設定と

した． 

 

表-2 対象とする空間スケール

 

CES 型モデルおよび集計Logit モデルのパラメータ推

定ケースは紙面の都合上掲載しないが， CES型モデルに

ついては，採用する推定式および 適化する指標による

結果の相違を検証し，集計Logitモデルについては，消

費地価格減少制約の有無，ダミー変数の設定および 適

化する指標による結果の相違について検証を行った． 

(2)SCGEモデルによる各ケースの算出結果 

 46 都道府県ケースおよび37 市町村ケースの結果は下

図に示す通りである． 

  

図-1 SCGEの結果（46都道府県ケース） 

空間スケール 産業分類 検討内容 

46 都道府県ケース 3 分類 全国 46 都道府県（沖縄県除く）を対象 

37 市町村ケース 3 分類 

大規模な道路整備がなされた広島県および

島根県内の 37 市町村を対象．46 都道府県ケ

ースとゾーン数を概ねそろえることで，空間

スケール細分化による影響を検証 

145 市町村ケース 18 分類 
実務での活用を念頭に，空間スケール，産業

分類を細分化したケースでの影響を検証 

 

5,252

1,872

6,963

4,337

4,321

12,412

9,741

15,854

13,367

11,551

10,291

0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000

SCGE‐1

集計Logit：制約無・ダミー無：誤差

SCGE‐2

集計Logit：制約無・ダミー無：尤度

SCGE‐3

集計Logit：制約無・ダミー無：尤度

（交易固定）

SCGE‐4

集計Logit：制約有・ダミー無：誤差

SCGE‐5

集計Logit：制約有・ダミー無：尤度

SCGE‐6

集計Logit：制約有・ダミー有：誤差

SCGE‐7

集計Logit：制約有・ダミー有：尤度

SCGE‐8

CES：非線形：誤差・ｼｪｱﾊﾟﾗﾒｰﾀ推定

SCGE‐9

CES：非線形：尤度・ｼｪｱﾊﾟﾗﾒｰﾀ推定

SCGE‐10

CES：非線形：尤度・ｼｪｱﾊﾟﾗﾒｰﾀ・ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ

SCGE‐11

CES・線形・OLS・ｼｪｱﾊﾟﾗﾒｰﾀ推定

総便益（億円／年）
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図-2 SCGEの結果（37市町村ケース） 

 

パラメータの推定方法について，尤度 大化が誤差二

乗和の 小化に比べて交易状況の再現性は高くなる傾向

にあることから尤度 大化の採用が望ましい．  

 便益総額については，CES 型モデルは，集計Logit モ

デルに比べて便益額が相対的に高めに算出される傾向に

あることが分かる．これは，CES 型モデルにより推定さ

れる時間価値パラメータが集計Logitに比べて大きいこ

とに起因する．また，CES 型モデルの中でもシェアパラ

メータをキャリブレーションで設定したケースについて

は都道府県では統計的に推定したケースと大きな差異は

ないが，市町村レベルでは2倍近く差が生じている．つ

まり，空間スケールの細分化によりシェアパラメータの

設定方法が結果に対して非常に大きく影響を及ぼすこと

になる．上述でも指摘した4S問題への対応を前提とする

場合，キャリブレーションによるシェアパラメータの設

定は望ましくないため，対象とする事業の特性，地域特

性を勘案し，政策効果の説明責任の観点から望ましい設

定方法を採用する必要がある． 

 集計Logitモデルの結果に着目すると，全ケースにつ

いて SCGE モデルにおける収束計算は可能となっている

ことからゼロ次同次性を満たさないことによる収束計算

への影響は限定的であるものの，計測されている結果は，

あくまで均衡解の近似値である可能性がある点に留意す

る必要がある．次に，消費地価格減少制約を課さないケ

ースの結果をみると，負の便益が帰着するケースもあり，

消費地価格減少制約を課す必要性がある．その際，シェ

アの大きいペアの再現性が低下することから内々ダミー

変数を考慮することで再現性を担保することが可能とな

る． 

 

 次に，以上の結果をふまえて， 145 市町村および 18

産業分類のケースについて，集計Logitモデルについて

は消費地価格減少制約有り・内々ダミー変数有りのもと

で尤度 大化により推定を行ったものを，CES 型モデル

については非線形式のもとで尤度 大化により推定を行

ったものについて，それぞれSCGEモデルへインプットし

た場合の結果の差異について比較した．算出結果は図-3

の通りであり，他のケースと同様に，CES 型モデルの便

益が集計Logitモデルよりも大きくなる傾向にある．な

お，当該ケースにおいては，H17～H25までの整備事業の

概算事業費を公表ベースで把握可能であることから，事

業費と本検討で算出した便益の総額を比較すると，事業

費約1兆円に対して，集計Logitモデルの場合は，50年

便益で約2.7兆円，CES型モデルの場合は約7.7兆円の

総便益となっている． 

  

 

図-3 SCGEの結果（145市町村ケース） 

  

３．まとめ 

 本稿では，CES 型モデル及び集計Logit モデルについ

て理論背景を整理するとともに実証分析を行う上での課

題を整理し特性比較を行った．その結果，空間スケール

を細分化したケースでは，両者の便益帰着特性に大きな

差異は無いものの，総便益ベースでは，CES 型モデルの

方が集計Logitモデルよりも大きな値になる傾向にある

ことが分かっている．これは，推定される時間価値によ

る影響が大きいことから，今後は，推定されている時間

価値の意味合いについて，産業連関表で設定される輸送

マージン率等との比較を通して検証が必要である． 
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