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A restricted randomization test for determining the statistical significance of the relative increase in 
population in the vicinity of urban facilities 
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This paper proposes a restricted randomization test for determining the statistical significance of the relative increase 
of population in the vicinity of urban facilities. First, we develop a method for simulating realizations of the spatial 
distributions of change in population under the null hypothesis, which is that there is no relationship between the 
spatial distribution of change in population and the distribution of facilities. Second, based on the method, we propose 
a restricted randomization test for determining whether the relative increase in population around facilities is 
statistically significant. Third, we develop a method for correcting multiple testing problems when the proposed test 
is repeatedly executed using different parameters. Finally we conclude with suggestions for future study. 
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1. はじめに 

 この論文は、都市施設の周辺で統計的に有意な相対的人口増加

があったかどうかを分析する制約付きランダマイゼーション・テ

スト（restricted randomization test）1), 2) を提案するものであ

る。制約付きランダマイゼーション・テストとは、一言で言えば、

帰無仮説下においては、一定の制約にしたがうような値の並べ替

えが実現すると考える統計的検定である 
 都市計画研究において、人口あるいはその増減の空間分布と他

の何かとの関係を分析する試みは、絶えずなされてきた。少し時

代を遡ると、このように試みた研究には、まず、高度経済成長期

に都市へ人口が集中し、その結果として様々な都市問題が発生し

たことを背景とする研究がある（大村ら 3）など）。また、都市中

心部における人口減少に関する研究がある（中林4）など）。その

他には、人口分布を所与とみなし、その施設立地への影響を分析

する研究がある（三木 5）など）。近年では、まず、コンパクトシ

ティを巡る議論に端を発し、都市施設周辺で人口が大きくなるか

どうかを問う研究がある（橋本ら6）、内川・吉川7) など）。また、

近年急速に進む高齢化を背景とし、高齢者人口密度が、他の年齢

層と比較して、生活利便施設周辺で顕著に高いかどうか分析を試

みた研究がある8）, 9)。 
 このように、人口分布に関する 近の研究では、都市施設はそ

の周辺において人口を大きくするかどうかを問うものが多いよ

うに見受けられる。この問いに答える道具立ての一つたるべく、

一種の制約付きランダマイゼーション・テストを、増山 10) では

提案している。このテストでは、以下の四つのステップを経る。 
 
Step 1: 施設周辺での人口の多寡を表すと解釈できるパラメー

タを含み、人口分布が都市施設へのアクセシビリティに

よって規定されるというモデルを考える 
Step 2: モデルパラメータを推定する 
Step 3:“他にありえたかもしれない、今のものとは違う人口分

布”を生成する確率的プロセスを考え、モデルパラメー

タの確率分布を導出する 
Step 4: Step 3で導かれた確率分布の下で、推定されたパラメー

タの統計的有意性を吟味する 
 
Step 4をより詳しく説明すると、ここでは、“施設から離れても、

人口密度は減衰していかない”という帰無仮説が吟味される。 
 四つのステップのうちのStep 3における“他にありえたかも

しれない、今のものとは違う人口分布”について少し踏み込んで

考えてみよう。人はどこにどのように住んでいるか考えてみると、

空間的にランダムなパターンを呈するように住むのではなく、あ

る程度集まって住んでいるということが普遍的に観察される。こ

のことは、空間分析の用語を使えば、“人口密度に関する正の空

間的自己相関が存在する”と言い換えられよう。すると、“他に

ありえたかもしれない”人口分布は、“人口密度に関する一定水

準の（正の）空間的自己相関を持つ”という要件を満たすべきだ

ろう。この要件を考慮し、Step 3 においては、一定の空間的自

己相関を持つ空間分布をシミュレートする方法11) に幾分アレン

ジを加えた方法を提案し、それを用いている。 
 文献 10) は、このランダマイゼーション・テストを、青森県

弘前市中心部における人口分布データと商業施設分布データに

適用している。そして、先に挙げた帰無仮説は有意水準5%で棄

却されるという結果を得ている。 
この結果からは、ともすれば、上記分析対象地区において、商

業施設に近い場所では人口が顕著に大きくなると結論付けたく

もなる。ただし、その結論を完全に納得して受け入れるのには、

いささか抵抗感があろう。 
 仮に、多かれ少なかれ現実の施設立地がそうであるように、人

口が多い場所に施設が立地するとしよう。このような場合でも、

文献 10) で提案されている分析方法は、帰無仮説を棄却するだ

ろう。先に述べた抵抗感が生ずるとすれば、こうした考えが容易

に浮かぶためだろう。そこで、こうした抵抗感を減じ、施設はそ

の周辺で人口を大きくするかという問いに対し、より確信的に答
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えられそうな分析方法を考えてみよう。 
 都市施設がその周辺で人口を大きくするかを問うということ

は、施設分布が人口分布に対して与える影響だけを考えるのであ

って、逆向きの影響は考えない。また、人口分布が施設分布に影

響を与えるにせよ、その逆にせよ、一方の分布が他方の分布に対

して一方向的に影響を与えたとすれば、ある期間中において、そ

の一方は不変であり、他方は変化することになろう。したがって、

施設分布が不変であった期間に、施設周辺で人口増加が大きいか

どうかを吟味すればよいだろう。 
ここで二点ほど注意しておこう。第一に、この後に提案する分

析方法は、基本的には、施設周辺での「人口増加」を吟味するも

のであり、「人口増減」を吟味するものでもなければ、「人口減少」

を吟味するものでもない。一般には、施設周辺で顕著な人口減少

が生ずることはありうる。ただ、ここまでの話の流れの中で、施

設周辺での人口の増加と減少のうち、増加の方に関心の比重が傾

いてきた。そこで、話の流れに沿い、この論文では、施設周辺で

の「人口増加」を吟味する分析方法を提案する。ただし、「人口

減少」は「人口増加」の裏返しであるから、ごく簡単な修正を行

うことで、この論文で提案する分析方法を、施設周辺での「人口

減少」を吟味するのにも用いうる。第二に、この論文で「人口増

加」と言ったとき、特に断りのない限り、絶対的な人口増加を指

すのではなく、相対的な人口増加を指すということである。一般

的には、ある空間的範囲内で一人でも人口が増えれば、「人口増

加」と言うのが通常であろう。しかし、この論文では、分析対象

地区内のすべての空間単位における人口増減の平均を基準とし、

ある空間単位において人口増減がその平均を上回るならば、「人

口増加」と言うことにする。したがって、例えば、分析対象地区

全体で人口が大きく減少しているならば、ある空間単位において

若干人口が減少していたとしても、（いささか違和感はあろうが）

その空間単位では「人口増加」があったと言うことになる。なお、

「人口減少」と言ったときも、特に断りのない限り、相対的な人

口減少を指すことにする。以上、二つの注意点を述べたところで、

話を本筋に戻そう。 
 都市施設周辺での人口増加を吟味する分析を、一般的な仮説検

定型データ分析の枠組みで行うとなれば、以下の四つのステップ

を経る方法が考えられる。 
 
Step 1: 人口増加が都市施設の近くにおいてどの程度大きいか

を表す指標を考える 
Step 2: 実際のデータにおける上記指標を算出する 
Step 3: “他にありえたかもしれない、人口増減の空間分布”を

生成する確率的プロセスを考え、Step 1で考えた指標の

確率分布を導出する 
Step 4: Step 3で導かれた確率分布の下で、Step 2で求めた指標

値の統計的有意性を吟味する 
 
ここで、Step 3 における“他にありえたかもしれない、人口増

減の空間分布”について考えてみよう。ごく局所的に著しい人口

増減が生じることも観察されることはあるが、一般的には、人口

増加が大きい場所のすぐ近くでは、人口増加が大きく、逆に人口

が減少する場所のすぐ近くでは、やはり人口減少があるだろう。

そのため、人口増減の空間分布は、一定の正の空間的自己相関が

あるという要件を満たすべきだろう。また、詳しくは後ほど述べ

るが、ある人口増減の空間分布が実現したときに、どこかで人口

がマイナスになるということはあってはならず、至る所で人口は

ゼロ以上であるという要件も満たさなければならないだろう。 
 この四つのステップは、文献 10) が提案するテストにおける

四つのステップと極めて類似している。また、三つ目のステップ

における“他にありえたかもしれない”空間分布に関して、“一

定の正の空間的自己相関が存在すべき”という要件が共通してい

る。そこで、この論文では、文献10)  を拡張し、施設周辺で人

口増加が顕著かどうかを判別する制約付きランダマイゼーショ

ン・テストを提案する。 
 
2. 都市施設周辺での人口増加の統計的有意性を吟味する制約付

きランダマイゼーション・テスト 

 この章では、都市施設周辺での人口増加の統計的有意性を吟味

する制約付きランダマイゼーション・テストを提案する。まずは、

いくつかの記号を定義しておこう。 
 今、n 個の空間単位 nSSS ,...,, 21 からなる領域S がある

とする。空間単位 iS の面積を iA とする。空間単位 iS の中に適

当な代表点を取ったとき、その位置を表すベクトルを ix とする。

二時点 1t , 2t （ただし、 1t が 2t に先行する時点である）にお

ける iS 内の人口を、それぞれ 1iP , 2iP とする。空間単位 iS に

おける、時点 1t から 2t にかけての人口増減量を iδ とする。つ

まり、 

12 iii PP −=δ , (1) 

とする。以下、この iδ を「単位内人口増減」と呼ぶ。 
S 内には、ある特定のタイプの施設がm 個分布しているとす

る。施設 j の位置を表すベクトルを jy とする。二地点x , y間

の距離を yx − と表すことにする。 
 
2.1 有可能性分布 

 仮に、分析対象地域内で実際に起こったように人口増減が起き

なかったら、どのような人口増減が起きていたか考えよう。つま

り、“他にありえたかもしれない、人口増減の空間分布”につい

て考えよう。以下では、この“他にありえたかもしれない、人口

増減の空間分布”を「有可能性分布」と言うことにする。 
 

 
図1 空間単位と単位内人口増減値の組み合わせ 
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 それらしい一つの考え方として、空間単位と単位内人口増減値

の組み合わせが変わったものが有可能性分布になるという考え

方がありえよう。つまり、実際の人口増減分布においては、

{ }nSSS ,...,, 21 と{ }nδδδ ,...,, 21 の間で、 iS と iδ がペア

となって一対一に対応しているが（図1(a)）、このペアが組み替

え ら れ て 、 有 可 能 性 分 布 で は 、 iS と jδ
（ { } { }njni ,...,2,1,,...,2,1 ∈∈ ）がペアとなるように一対

一に対応する（図1(b)）という考え方がありえよう。この論文で

は、基本的には、この考え方にしたがうとしよう。ただし、この

考え方に関しては、以下の二点に注意する必要がある。 
第一に、既に述べているように、有可能性分布は、「単位内人

口増減の正の空間的自己相関が存在する」という要件（以下、「自

己相関要件」と呼ぶ）を満たすべきであろう。人口増減が一般に

どのように起こるのか考えてみると、空間的に全くランダムに起

こるのではなく、ある程度“固まって”起こるだろう。つまり、

人口が増加した空間単位の周辺の空間単位では、やはり人口が増

加し、逆に、人口が減少した空間単位の周辺の空間単位では、や

はり人口が減少するだろう。また、その増加ないし減少の大きさ

も、距離的に互いに近い空間単位同士では、近いだろう。そのた

め、単位内人口増減には、一定程度の正の空間的自己相関が存在

すると考えるべきだろう。具体的にどの程度存在すべきかについ

ては、2.4.1節で考える。 
第二に、有可能性分布が実現したとしたときに、「時点 2t にお

いて、すべての空間単位における人口はゼロ以上になる」という

要件（以下、「非負人口要件」と呼ぶ）を満たすべきだろう。今、

ある有可能性分布が実現し、 iS と jδ がペアになっているとす

る。このとき、時点 2t において空間単位 iS で実現するはずの人

口は、 

2111 jjiji PPPP −+=+δ , (2) 

となる。一般に、 iS と jδ のペアによっては、 

112 jij PPP +> , (3) 

となることは十分ありうるが、もし、この不等式が成り立つと、

式(2)で与えられる値はマイナスとなり、時点 2t における空間単

位 iS での人口がマイナスであることを意味する。これは、明ら

かに不自然であるので、有可能性分布は、あらゆる空間単位にお

いて、式(3)の不等式を成立させないものでなければならない。

なお、時点 2t における人口がマイナスとなることを意味するよ

うな空間単位と単位内人口増減値のペアがあったとき、このペア

のうちの空間単位の方を、「負人口空間単位」と言うことにする。 
 自己相関要件と非負人口要件を考慮すると、有可能性分布にお

いて、空間単位と単位内人口増減値は、いかようにでも組み合わ

されうるということにはならない。空間単位と単位内人口増減値

を組み合わせたペアの作り方は、一定の制約にしたがうことにな

る。この制約が満たされるように、空間単位の集合と単位内人口

増減値の集合の間に一対一対応が作られたとしよう。つまり、有

可能性分布の一つが実現したとしよう。このときに iS とペアに

なる単位内人口増減値を、 iδ ′と表すことにする。 
 
2.2 施設周辺における人口増加の程度を表す指標 

 時点 1t から 2t にかけて、施設周辺で人口増加がどの程度大き

かったかを表す指標を考えよう。以下では、これから考える指標

を、「周辺増加指標」と呼ぶ。 
 特定の場所の周辺で空間的集積がみられるかどうかを検定す

る方法として、フォーカスト・テスト（focused test）と呼ばれ

る方法がいくつか提案されている 12) 。これらのうち、Tango13) 
で提案されたフォーカスト・テストに倣うと、一般に、空間的集

積の程度を表す統計量として、以下のようなものが考えられる。 
その周辺で空間的集積がみられるかどうかが興味の対象とな

っている場所を、「焦点場所」と呼ぶことにしよう。また、任意

の場所から焦点場所までのアクセシビリティを表すのに適切な

指標を定義したとしよう。こうした上で、分析対象領域内のすべ

ての場所において、おのおのの場所に関連付けられる量（その空

間的集積が興味の対象となっている量）から、その場所における

量として期待される値との差を求める。そして、この差と焦点場

所へのアクセシビリティ値を乗じる。この乗算された値を、すべ

ての場所について合計する。この合計値を、空間的集積性をみる

統計量とする。 
この考え方を踏襲すると、周辺増加指標としては以下のような

ものが考えられる。まず、空間単位 iS （の代表点 ix ）から都

市施設へのアクセシビリティを ia とする。特に、 ia がパラメー

タλ に依存するとき、 )(λia と表す（以下、単に「パラメー

タ」と書いたとき、このλ のように、 ia に関するパラメータを

指す）。次に、 iδ の平均をΔとする。つまり、 

n

n

i
i∑

==Δ 1
δ

, (4) 

とする。ここで、実際に起こった人口増減における周辺増加指標

を *c としよう。また、有可能性分布における周辺増加指標をC
としよう。すると、先に述べた考え方にしたがえば、 *c ,C は

それぞれ 

∑
=

Δ−=
n

i
iiac

1
)(* δ , (5) 

∑
=

Δ−′=
n

i
iiaC

1
)(δ , (6) 

と書ける。なお、その性質上、C は離散型確率変数であり、そ

の実現値をc と表すことにする。また、C のしたがう確率分布

を )(cf とする。 
 
2.3 施設へのアクセシビリティ 

 周辺増加指標値を計算するためには、 ia を具体的に与える必

要がある。考えられうる一つの与え方は、以下のようなものであ

ろう。 
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 (7) 

この式で与えられるアクセシビリティを、「0-1 型アクセシビリ

ティ」と呼ぶことにしよう。0-1型アクセシビリティは、 寄り

の施設から一定距離r 内にあれば“近い”と考え、そうでなけ

れば“離れている”とする考え方に基づく。 
 こうした ia の与え方は、ごく自然に思いつくものである一方、

感覚的に不自然に思える点もある。通常、私たちの感覚では、施

設が“近く”にあるか、あるいは、“離れている”か、という判

断を、ある一定距離r を境にして、急に切り替えることはない。

また、周囲に一つだけしか施設がないよりも、複数ある場合の方

が、その種類の施設に対して“近づきやすい”とも考えられよう。

そこで、以下のような ia の与え方が考えられる。 

∑
=

−−==
m

j
jiii aa

1
)exp()( yxββ ,  (8) 

この式で与えられるアクセシビリティを、「距離減衰型アクセシ

ビリティ」と呼ぶことにしよう。 
 アクセシビリティの与え方は、他にもさまざまなものが考えら

れるが 14)、この論文では、差し当たり、この二種類のいずれか

を用いることを提案しよう。 
 
2.4 周辺増加指標の確率分布の導出とパラメータを一つに定め

た場合におけるランダマイゼーション・テスト 

周辺増加指標の実現値 *c の大小を統計的に吟味するには、確

率分布 )(cf を得る必要がある。文献10) で提案されている方

法での考え方を流用すると、以下のようにして、 )(cf を近似

的に得られる。 
 )(cf の近似的導出の概略は、次のようになる。まず、一つ

の有可能性分布をランダムに生成する（シミュレートする）。次

に、生成された有可能性分布における周辺増加指標を算出する。

このような算出を繰り返すことで得られる数値列が、求めたい分

布となる。この後の2.4.1節から2.4.3節では、この近似的導出

の過程をさらに詳しく述べよう。 
 
2.4.1 有可能性分布が呈すべき空間的自己相関の程度 

 2.1節でも述べたように、この論文では、有可能性分布は自己

相関要件を満たすものとしている。ただし、この要件では、有可

能性分布において、具体的にどの程度の（人口増減の）空間的自

己相関が程度存在すべきかまでは規定していない。さまざまな考

え方はあろうが、この論文では、「有可能性分布においては、実

際の人口増減の空間分布と同程度の空間的自己相関が存在すべ

き」と考えることにしよう。この考えをより明確化すると、以下

のようになる。 
まず、単位内人口増減の空間的自己相関の程度を、MoranのI

統計量を用いて表すことにしよう。そして、実際の人口増減にお

いては、 I 統計量値が *I であるとしよう。すると、先ほど述

べた考え方は、「有可能性分布におけるI 統計量値も、 *I と同

程度になる」と言い換えられよう。ここで、“同程度”をさらに

明確化すると、ε を微少な正数とした上で、「有可能性分布にお

ける I 統計量値は、 ε±*I の範囲内にある」とも言い換えら

れよう。このように、有可能性分布が持つべきI 統計量の値の

範囲を決めることにより、続く2.4.2節で述べるように、有可能

性分布をシミュレートすることが可能となる。 
 
2.4.2 一つの有可能性分布を生成（シミュレート）する方法 

 自己相関要件（より具体的には、 I 統計量値が、 ε±*I の

範囲内になければならない）、および、非負人口要件を満たす有

可能性分布を解析的に表現することは、いかにも容易ではない。

ここでは、有可能性分布を数値的にシミュレートする方法を考え

よう。 
 

 
図2 有可能性分布をシミュレートする方法 

 
文献 10) では、文献 11) で提案された方法を一部修正するこ

とで、I 統計量値が一定程度となる空間分布を数値的に得る（シ
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ミュレートする）方法を提案している。この方法をそのまま用い

て、自己相関要件を満たすことはできる。ただし、そのままでは

非負人口要件を満たすことはできない。そこで、文献 10) にお

ける方法を、非負人口要件を満たすようにさらに修正し、有可能

性分布をシミュレートする方法を提案しよう。このすぐ後に提案

する方法を、単に「シミュレーション方法」と呼ぶことにしよう。

以下に述べるように、シミュレーション方法は、非負人口要件を

満たすための前半部分と（非負人口要件に反しないようにしなが

ら）自己相関要件を満たすための後半部分からなる（図2）。 
 前半部分は、以下の通りである。まず、空間単位と単位内人口

増減値の組み合わせを、全くランダムに変える。このランダムな

組み合わせ変更がなされたときに、空間単位 iS に与えられる単

位内人口増減値を iδ ′′ とする。次に、あらゆる i について

iiP δ ′′+1 とゼロとの大小関係を調べ、負人口空間単位の数を求

める。さらにその次に、二つの空間単位 iS と jS をランダムに

選び、これらの間で単位内人口増減値の交換を行うことを考える。

つまり、 iS における単位内人口増減を jδ ′′ とし、 jS における

単位内人口増減を iδ ′′ とすることを考える。ここで、仮に交換を

行ったとすれば、負人口空間単位の数が減少するとしよう。例え

ば、 01 <′′+ iiP δ かつ 01 ≥′′+ jiP δ であれば、空間単位 iS
はこの交換によって負人口空間単位ではなくなり、（さらに、 jS
に関しては、交換の前後で負人口空間単位であるかどうかが変化

しないならば）負人口空間単位の数が減る。このように負人口空

間単位数が減少するならば、実際に交換する。逆に、そうでなけ

れば、交換しない。また、実際に交換を行ったならば、ここまで

iδ ′′ , jδ ′′ と表してきたものを、その表記を入れ替え、それぞれ

jδ ′′ , iδ ′′ とする。以後、負人口空間単位がなくなるまで、こう

した“交換”を繰り返す。 
後半部分は、以下の通りである。まず、負人口空間単位が無く

なるまで“交換”が行われた（前半部分が終了した）ときのI 統

計量を算出し、それをI ′とする。次に、先ほどと同様、二つの

空間単位 iS と jS をランダムに選び、これらの間で単位内人口

増減値の交換を行うことを考える。すなわち、 iS における単位

内人口増減を jδ ′′ とし、 jS における単位内人口増減を iδ ′′ とす

ることを考える。ここで、仮にこの交換を行った場合におけるI
統計量を算出する。この値を、I ′′ と書くことにする。ここで、

この交換を行うことで、I ′′ の方がI ′よりも *I に近くなり、

なおかつ、 iS と jS のどちらも負人口空間単位にならないのな

らば、実際に iS , jS 間で単位内人口増減値を交換する。また、

交換に伴い、 iδ ′′ , jδ ′′ と表してきたものを、その表記を入れ替

え、それぞれ jδ ′′ , iδ ′′ とする。さらに、ここまでI ′′ と表して

きた値を、今後新たに I ′と表す。以下、 I ′が ε±*I の範囲

に収まるまで、空間単位間での“交換”を繰り返す。この“交換”

の繰り返しが終了すると、一つの有可能性分布が得られる（シミ

ュレートされる）。なお、 iδ ′とは、“交換”の繰り返しが終了し

た時点での iδ ′′ に他ならない。 
 
2.4.3 パラメータを一つに定めた場合におけるランダマイゼー

ション・テスト 

 0-1型アクセシビリティを用いるにせよ、距離減衰型アクセシ

ビリティを用いるにせよ、パラメータ（r あるいはβ ）を一つ

の値λ に定めたとしよう。このパラメータ値λ を用い、シミュ

レーション方法を繰り返し実行し、有可能性分布の生成を

)1( −N 回行ったとしよう。各回における周辺増加指標を算出

し、そのとき得られる数値列を
)1()2()1( ,...,, −Nccc としよう。

この数値列が、 )(cf を近似的に導出したものに他ならない。 
ここで、「パラメータ値がλ のとき、人口増減は都市施設位置

と無関係である」という帰無仮説 0H を立て、また、「パラメー

タ値がλ のとき、都市施設周辺で人口増加が大きい」という対

立仮説 1H を立てる。また、以下の式で与えられる確率（p 値）

を、 )(cQ とする。 

∑
≥

=
cu

ufcQ )()( . (9) 

このように定義される )(cQ は、パラメータλ に依存するが、

その依存関係を明示する際には、 )( λcQ と書くことにする。 
ここで、帰無仮説 0H を有意水準α で検定することを考える。

そして、
)1()2()1( ,...,,*, −Ncccc を降順にソートしたときの

*c の順位をR とし、 

N
R

, (10) 

を求めたとする。この式(10)で与えられる値は、 *)(cQ を近似

的に求めたものとなる15)。これがα を下回るならば、帰無仮説

0H は棄却され、対立仮説 1H が支持される。 
この節の 後に、二つほど補足しておく。第一に、ここで提案

したテストをわずかに修正するだけで、施設周辺での人口減少の

吟味にも用いうる。具体的には、次のようになる。まず、帰無仮

説はこれまでと同様とし「都市施設周辺で人口減少が大きい」と

いう対立仮説を立てる。次に、式(11)で求められる *)(cQ の近

似値と α−1 を見比べる。そして、もし、 *)(cQ の近似値が

α−1 を上回るならば、帰無仮説を棄却する。第二に、ここで

は、自己相関要件と非負人口要件を満たすような制約付きランダ

マイゼーション・テストを提案したが、微修正することで、これ

ら要件を外したランダマイゼーション・テストに“デチューン”

したものを考えることも容易である。自己相関要件を外すのであ

れば、シミュレーション部分の後半部分を省略し、両要件を外す

のであれば、前半部分における交換プロセスを一切省略すればよ

い。 
 
2.5 複数のパラメータを用いるランダマイゼーション・テスト 

 2.4 節で提案したランダマイゼーション・テストを用いれば、

パラメータ値を一つに定めると、都市施設周辺で人口増加が顕著

かどうかという問いに対し、一応の答えを与えられる。では、こ

のようなパラメータの値が具体的にいくつであるべきか考えて

みよう。なお、人々がどのような移動手段を用いると想定するか

によって、然るべきパラメータ値も大きく変わりうると思われる。

以下では、移動手段は徒歩を想定し、然るべきパラメータの値に

ついて考えよう。また、距離の単位はメートルとしよう。 
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 まず、r について考えよう。今、二地点間の距離を道路距離

で表すとしよう。日常生活で買い物先となる商業施設であるとか、

かかりつけ医のいる医療機関であるといった施設に関し、r と

して自然な値は、10の1乗のオーダーでもなければ、10の3乗

のオーダーでもないだろう。いくつかの先行研究など16), 17) を見

る限り、500前後であるように思われる。ただし、このことから

r =500として間違いないということではない。せいぜい、“500
前後である”ということに留まろう。なお、二地点間の距離を直

線距離で表すものとしよう。腰塚・小林18)  が明らかにしている

ように、都市内において、道路距離は直線距離のおよそ1.3倍程

度になる。500を1.3で除すると、400弱の値となるから、直線

距離を用いる場合には、先ほどまでの500という値を400に置

き換えることになろう。 
 次に、β について考えてみよう。先述のように、r が400な

いし 500 前後であって然るべきだとするならば、このことを出

発点として、妥当なβ の大きさについて検討しよう。 )(βia  
は、指数関数の和として定義されており、また、（その和の各項

にあたる）個々の指数関数が取る値は、空間単位と施設までの距

離の増加に応じて減衰する。言うまでもなく、その減衰の程度は

β によって決まる。先ほど定めた議論の出発点を踏まえると、

距離が400ないし500メートルになるまでは徐々に値が減衰し、

一方で、400 ないし 500 メートルに達したときにはある程度小

さな値に達しているのが適当と思われよう。図3は、β =0.001, 
0.0025, 0.005, 0.01とし、この指数関数の振る舞いを表したもの

である。この図をみると、β として0.001から0.01程度の値を

用いるのが適当に思われる。ただし、ここでも、およその範囲を

定めることはできなくないが、ある特定の値に決められる決定的

な理由も見出し難い。 

 
図3 パラメータβの違いによる指数関数の振る舞い方の違い 

 
 ここでの話をまとめると、r にしても、β にしても、パラメ

ータの具体的な値を、ある程度の範囲に絞ることは不可能ではな

いが、どれか一つには決めがたい。すると、ありうる値の範囲内

でいくつかのパラメータ値を試すということになろう。つまり、

M 個の異なるパラメータ値 Mλλλ ,...,, 21 を考え、それぞれ

を用いた検定を行うことが考えられる。 
 ただし、いくつかのパラメータ値を用いるとなれば、検定の多

重性の問題に直面する。つまり、あるk （ Mk ≤≤1 ）にお

いて、 )|*( kcQ λ が近似的に求められたとしても、この

)|*( kcQ λ と有意水準α を単純に見比べられなくなる。ある

程度検定を繰り返せば、帰無仮説が偶然棄却されることも必然的

に起こるためである。 
 そこで、M 個のパラメータ値 Mλλλ ,...,, 21 を用いること

で )|*(),...,|*(),|*( 21 McQcQcQ λλλ が近似的に得

られたとき（以下、「近似 p 値列」と呼ぶ）、これをどのように

利用（もしくは解釈）した分析ができるか考えてみよう。思いつ

く限りでは、以下の二通りの方法がある。 
 一つは、施設分布および人口増減分布のデータを探索的

（exploratory）に分析するのに、近似p 値列を用いるという方

法である。つまり、帰無仮説ないし対立仮説が棄却もしくは採択

されるかどうかに強く拘泥せず、データに内在するパターンや分

析を深めていく方向性を見出すのに役立てるという方法である。

例えば、 Mλλλ ,...,, 21 と ),...,|*(),|*( 21 λλ cQcQ  
)|*( McQ λ の関係を表すグラフを作成し、そのグラフが呈す

る全体的傾向や )|*(),...,|*(),|*( 21 McQcQcQ λλλ
の中の 小値あるいは 大値に目を向け、なにがしかの解釈を与

える、あるいは、分析を深めていくということが考えられる。 
 二つ目は、何らかの多重比較法を利用するという方法である。

つまり、パラメータ kλ の下での帰無仮説「パラメータ値が kλ の

とき、人口増加は都市施設位置と無関係である」を
)(

0H k
と書

く こ と に し た と き 、 帰 無 仮 説 の フ ァ ミ リ ー

{ })(
0

)2(
0

)1(
0 H,...,H,H M

のうちの少なくとも一つの帰無仮

説が誤って棄却される確率（type I familywise error rate）が、

有意水準α 以下になるようにコントロールするという方法であ

る 19)。具体的な多重比較法としては、ボンフェローニ

（Bonferroni）の方法がよく知られている。この方法では、個々

の帰無仮説
)(

0H k
に対する検定における有意水準を補正し、α

ではなく、 Mα を用いる。つまり、ここでの帰無仮説のファ

ミリー{ })(
0

)2(
0

)1(
0 H,...,H,H M

に対しては、あらゆるk
（ Mk ≤≤1 ）において、 )|*( kcQ λ が Mα を下回る

かどうかを調べ、
)(

0H k
が棄却されるか、あるいは、採択され

るかを吟味する。 
た だ し 、 こ こ で の 帰 無 仮 説 の フ ァ ミ リ ー

{ })(
0

)2(
0

)1(
0 H,...,H,H M

に対して、ボンフェローニの方法

は適切とは考えられない。ボンフェローニの方法は、個々の仮説

検定結果は独立しているときに適切な方法であり、検定結果同士

が独立でない場合には検出力が過小であることが知られている。

ところが、{ })(
0

)2(
0

)1(
0 H,...,H,H M

に関しては、その前提

が成り立つとは考えられない。 kλ と 'kλ が近い値であれば、
)(

0H k
と

)'(
0H k

の検定結果は似通ったものになると考えられ

る。そのため、個々の検定における有意水準として Mα は過

小であると考えられ、ボンフェローニの方法がここでの適切な多

重比較法だとは言いがたい。 
 個々の検定における有意水準を、 Mα から妥当な大きさに

緩めるにはどうすればよいかを考えると、Tango 20) で提案され

ている方法が、この論文でも利用できよう。この後、まず、文献

20) における多重比較法について説明し、次に、これを
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{ })(
0

)2(
0

)1(
0 H,...,H,H M

に対して利用する具体的計算法を

示す。 
 文献 20) では、まず、仮説検定を繰り返し行うときに、一連

の検定における 小のp 値（以下、単に「 小p 値」と呼ぶ）

というものを考える。つまり、帰無仮説のファミリーを

{ },...H,H 0201 、帰無仮説 i0H に関する p 値を ip 、

{ },..., 21 pp の中の 小値を minp としたとき、この minp が

「 小p値」である。ここで、あらゆるi に対して i0H が真で

あるとしよう。このとき、 minp は確率変数となる。これがした

がう確率分布において、ある 小p 値を下回る 小p 値が実現

する確率を考える。つまり、一種の“p 値の p 値”を考える。

この“p 値のp 値”を「調整p 値」を呼ぶことにしよう。ここ

で、調整 p 値の値をφ とし、また、 minp がしたがう確率分布

における下側 φ100 パーセント点を
φp と書くことにしよう。

小 p 値や調整 p 値の定義より、いずれかのi において、
φppi ≤ となる確率はφ である。そこで、調整p 値の実現値

を求め、これと帰無仮説のファミリー全体に対して設定した有意

水準α と大小比較するという多重比較法が考えられる。

{ })(
0

)2(
0

)1(
0 H,...,H,H M

に対してこの多重比較法を実際に

適用する手順を、以下に示そう。 
今、{ })(

0
)2(

0
)1(

0 H,...,H,H M
に対する 小 p 値 

)(min
},...,,{ 21

λ
λλλλ

cQ
M∈

, (11) 

を、 ( )McQ λλλ ,...,, 21′ と書くことにする。さまざまな有可

能性分布が“あり得たかもしれない”と考えると分かりやすいが、

( )McQ λλλ ,...,, 21′  は（離散型）確率変数である。

( )McQ λλλ ,...,, 21′ が従う確率分布をg と書くことにしよ

う。 
ここで、 ( )McQ λλλ ,...,,* 21′  が求められたとする。そ

して、 

( )
∑

′≤ McQv
vg
λλλ ,...,,** 21

)( , (12) 

が求められたとしよう。この値が、調整 p 値の実現値である。

数値的方法によって、調整 p 値の実現値を近似的に求める手順

は、四つのステップに区切って述べると、以下のようになる。 
 
Step 1：個々のパラメータにおける周辺増加指標値の計算 
パラメータがλ のときの *c （周辺増加指標の実現値）を、

)(* λc と書くことにする。このように記号を定義したときの

)(*),...,(*),(* 21 Mccc λλλ  を計算する。 
 
Step2：シミュレーション方法の繰り返し利用による周辺増加指

標値の確率分布の近似的導出 
シミュレーション方法を用い、有可能性分布をランダムに生成

することを )1( −N 回繰り返す。第i 回目に生成された有可能

性分布で、パラメータをλ としたときの周辺増加指標値を、

)()( λic と書くことにする。 ),...,(),( 2
)(

1
)( λλ ii cc   

)()(
M

ic λ を求める。 
 

Step 3：個々のパラメータにおけるp 値の計算 
)(),...,(),(),(* )1()2()1(

j
N

jjj cccc λλλλ −  
（ Mj ≤≤1 ）を降順にソートする。 )(* jc λ の順位を

)( jR λ とし、 )()(
j

ic λ の順位を )()(
j

iR λ  とする。 
 
Step 4： 小p 値の実現値の近似的算出、 小p 値の確率分布

の近似的導出、および、これらに基づく調整p値の実現

値の近似的算出 

)(min*
,...2,1 jMj

Rs λ
=

= , (13) 

)(min )(

,...2,1

)(
j

i

Mj

i Rs λ
=

= , (14) 

とし、
)1()2()1( ,...,,*, −Nssss を昇順にソートする。このとき

の *s の順位を *sR と書くことにしよう。そして、 

N
Rs* , (15) 

を求める。これが、調整p 値の実現値の近似値となる。 
 
式(15) によって与えられる値と有意水準α を見比べ、前者が

後者を下回るならば、{ })(
0

)2(
0

)1(
0 H,...,H,H M

のうちの少

なくとも一つが棄却されると判断される。 
 

3. まとめと今後の課題 

 この論文では、文献 10) で提案されているものを拡張し、都

施設周辺での人口増加の統計的有意性を吟味する制約付きラン

ダマイゼーション・テストを提案した。このテストを実際のデー

タに適用することで、その利点や限界、および、さらなる拡張の

方向性が明らかになると期待される。近い将来にも、そうした適

用結果を報告したい。 
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