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東京都における COVID-19による人口動態変化の基礎的研究

A Basic Study of Demographic Changes Due to COVID-19 in Tokyo

大西 暁生*・深井 智史**

Akio Onishi*･Tomofumi Fukai**

It has been announced that the demographic of Tokyo has been changed due to spread of COVID-19. However, it is
unclear which demographic factors (birth, death, moving-in and moving-out) COVID-19 influences. Therefore, we
conducted a basic study of Tokyo for the purpose of quantitatively understanding the relationship between each
demographic factor and COVID-19.
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1. はじめに

新型コロナウイルス（COVID-19）感染が流行したことによっ

て、東京都では転出者数が転入者数を上回ったことが報道された。

また、COVID-19感染禍における出生数の低下などについても報

道がある。このような状況の中、大島 1)は、COVID-19の感染拡

大が人口移動に及ぼす影響について検討している。また、平原

2)はCOVID-19の感染拡大による社会変動とこれによる都市空間

への影響について分析しており、この中で都道府県を単位として、

2020 年 1 月から9 月までを対象に、人口あたりの感染者数と転

入者数の増減率および転出者数の増減率について相関分析を行

っている。本研究では、これら既存研究を参考としつつ、東京都

を対象に、出生や死亡を含む人口動態の要因を扱い、また最近の

データも加味する。さらに、COVID-19の感染拡大と人口動態の

どの要因が影響されているのか定かではないため、東京都を対象

に人口動態とCOVID-19の相関関係をみることで把握する。

2. 使用したデータと分析方法

月ごとの出生数、死亡数、転入者数、転出者数のデータは、東

京都の統計「人口の動き 3)」を用いた。ただし、2021年1月から

のデータについては、「東京都の人口（推計）4)」を用いた。

COVID-19 の感染者数と死者数のデータは、NHK の特設サイト

である「新型コロナウイルス 5)」から取得した。

ここで、人口動態については、例えば春先の引っ越しシーズン

は転出入者の増加など、季節による変動が大きいため、そのまま

データを用いると、COVID-19 以外の影響を強く受けてしまう。

そのため、2015年から2019年の過去5年間の月別平均を用いて、

過去5年平均の同月比としてデータを加工することで、季節の影

響を除去する。また、前年同月比を用いることが多いが、5年間

で平均をとることで年ごとの変動も軽減させられると考えられ

る。入手可能な人口動態のデータは、2021 年 3 月までであるた

め、COVID-19のデータも2020年1月から2021年3月までを用

いることにした。

分析方法については、それぞれ人口動態の要因である出生数、

死亡数、転入者数、転出者数の過去5年平均同月比とCOVID-19

の感染者数と死者数の相関をみる。

3. 結果

3-1. 出生数・死亡数と感染者数・死者数との関係

【図-1】出生数と死亡数の過去5年平均同月比の推移

図-1は、東京都における出生数と死亡数の過去5年平均同月比

の推移を示している。例えば、2020年1月の値とは、2020年の

1月の値を過去5年間の1月の平均値で除したものである。これ

によって、同じ月と比較して増加したのか、もしくは減少したの

かが比率として分かる。この図から、まず出生数は過去5年と比

較すると「1」を下回っている月が多いが、特に外出自粛のあっ

た2020年5月、また2021年1月と2月は例年を大きく下回って

いる。特に、2021年1月と2月は、COVID-19が流行して以降、

結婚や出産を控える傾向にあったことが反映されたと考えられ

る。ただし、2021年3月には「1」を下回っているものの、減少

のスピードが鈍化したことが伺える。他方、死亡数は「1」を超

えて推移しており、2020年10月から若干の増加傾向が伺える。

表-1に、出生数・死亡数とCOVID-19の感染者数・死者数の

相関を示す。ここでは、外出自粛を伴った2020年4月と5月の

データを含む場合と、このデータを除外した場合の各々の結果を

示している。これは、人口動態が外出自粛の影響を受けていると
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仮定したためである。この結果、出生数はCOVID-19の感染者

数・死者数と負の相関を、死亡数とは正の相関の傾向を示すこと

が分かった。また、外出自粛期間のデータを除外した相関係数は、

含んだデータの相関係数より顕著になった。これは、前述した外

出自粛による影響が反映されているものと考えられる。ただし、

外出自粛期間のデータを含む場合も除外した場合も、母相関係数

の無相関の検定において、死亡数はP値が有意水準0.05（5％）

より大きいため、有意な相関があるとは言い難い。

【表-1】出生数・死亡数と感染者数・死者数の相関係数

外出自粛期間のデータを含む（n=15）

出生数 死亡数

COVID-19の感染者数 -0.64** 0.25

COVID-19の死者数 -0.55* 0.34

外出自粛期間のデータを除外（n=13）

COVID-19の感染者数 -0.83** 0.25

COVID-19の死者数 -0.62* 0.49

*: P<0.05, **: P<0.01

3-2. 転入者数・転出者数と感染者数・死者数との関係

【図-2】転入者数と転出者数の過去5年平均同月比の推移

図-2は、東京都における転入者数と転出者数の過去5年平均

同月比の推移を示している。この図から、転入者数と転出者数は

特に2020年5月の外出自粛の影響を受けて、低下が著しいのが

分かる。転入者数は2020年7月頃から継続的に前年同月比「1」

を下回り、転出者数は2020年8月頃から継続的に「1」を上回っ

ていることが分かる。つまり、この時期は、転入者数は例年より

増加の傾向を、一方で転出者は例年より減少の傾向を示している

ことが分かる。ただし、2021年3月は転入者数が過去5年平均

とほぼ同水準まで回復しており、今後の推移が気になる。

【表-2】転入者数・転出者数と感染者数・死者数の相関係数

外出自粛期間のデータを含む（n=15）

転入者数 転出者数

COVID-19の感染者数 -0.13 0.52*

COVID-19の死者数 -0.21 0.17

外出自粛期間のデータを除外（n=13）

COVID-19の感染者数 -0.57* 0.58*

COVID-19の死者数 -0.20 0.42

*: P<0.05, **: P<0.01

表-2に、転入者数・転出者数とCOVID-19の感染者数・死者

数の相関を示す。この結果、転入者数はCOVID-19の感染者数・

死者数と負の相関を、転出者数とは正の相関の傾向であることが

分かった。また、外出自粛期間のデータを除外した相関係数は、

含んだデータの相関係数より多少顕著になることから、この自粛

の影響がある程度含まれているものと考えられる。特に、転入者

数とCOVID-19の感染者数の間で、また転出者数とCOVID-19

の死者数の間で顕著であった。ただし、外出自粛期間のデータを

除外した母相関係数の無相関の検定において転入者数・転出者数

共に、COVID-19の死者数との相関が有意水準5％より大きい。

4. おわりに

本研究では、東京都における COVID-19 と人口動態の関係に

ついて把握した。この結果、以下のような特徴が判明した。

【全体】人口動態は、多少なりとも外出自粛の影響を受けている。

そのため、人口動態の継続的な特徴を把握するためには、このデ

ータを除外した相関係数を参考にすると、COVID-19 の感染者

数・死者数との関係が明確になると推察される。

以下、人口動態の要因ごとのまとめについては、外出自粛期間

のデータを除外した結果をもとに記述する。

【出生数】負の相関が比較的顕著である。ただし、出産までには

一定期間を有るするため、感染状況が即座に出生数に反映される

とは限らない。今後、この時間差を考慮する必要がある。

【死亡数】正の相関の傾向がみられたが、P値が有意水準5％よ

り大きいため、有意な相関があるとは言い難い。これについては

今後、さらに検討が必要である。

【転入者数】COVID-19の感染者数との間で、負の相関が伺える。

【転出者数】COVID-19の感染者数との間で、正の相関が伺える。

この結果は、あくまでも東京都の人口動態のデータ 3), 4)をもと

に、COVID-19との関係についてみただけであり、一定の関係性

はみられたものの、その特徴を断定できるものではない。今後、

データの補充等を進めることで分析を改善していきたい。また、

2021 年の人口動態のデータは推計値を用いており、これも留意

する必要がある。さらに今回、前年同月比といったある特定の年

を基準とするのではなく過去5年平均とした。これは、年次的・

季節的な影響を除去する目的であったが、基準が変わることで結

果も変わる恐れがあり、これも再検討する必要がある。

参考文献

1) 大島博文：新型コロナウイルス感染拡大が人口移動に及ぼ

す影響に関する考察、政策創造研究、15巻、pp.65-89、2021.

2) 平原幸輝：COVID-19 感染拡大に伴う社会変動と都市空間

への影響、都市計画報告集、No.19、pp.352-353、2021.

3) 人口の動き、東京都総務局統計部、

https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/jugoki/ju-index.htm

4) 東京都の人口（推計）、東京都総務局統計部、

https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/jsuikei/js-index.htm

5) 新型コロナウイルス 都道府県ごとの感染者数の推移、

NHK、https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

- 132 -




