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空 間 経 済 学 に お け る 秩 序 形 成 :産 業 ・ 人 口 集 積 の コ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン と 都 市 規 模 ・
空間パターン におけるフラクタル構造の創発

研究課題代表者 森知也（京都大学経済研究所）
概要 多くの国の間で国内の都市の人口規模分布が類似したべき乗則を示すことが知ら
れている。さらに、この秩序は、国内の空間的に近接した都市群で構成される地域経済
圏において、空間的なフラクタル構造を持って発現することが、研究課題代表者らによ
って実証されている。本研究は、異なる規模の経済に従う多数の産業を含む空間経済を
モデル化し、これらの集積行動の相互作用の結果として、この事実を理論的に再現する。
特に、このような高次非線形モデルでは多数の安定均衡が存在するため、大型計算機を
用いてそれらの内から多数を無作為に抽出し、同秩序形成が、抽出された安定均衡群の
一般的な性質であることを示す。

1.

森らは、一国内の都市システムが、大都市の周囲
に小都市群が集積する、都市の｢空間結束性｣の再
帰的生起による空間的フラクタル構造と、国・地
域レベルの都市規模分布が極めて類似した冪乗則
に従う秩序形成で特徴づけられることを、日米独
のデータを用いて示している。
都市経済学では、都市の多くの経済的性質が、
その人口規模と極めて高い相関を持つことが知ら
れている。従って、都市規模分布に関して、上述
のような冪乗則を伴う空間フラクタル構造が安定
的に維持される事実は、産業構造や人口構成と強
く相関する都市の人口規模が、極めて安定的な内
生的秩序に支配されていることを意味し、それは
経済政策の策定において無視できない事実である。
都市経済学を含むより一般的な空間経済学にお
いて、1970年代より、規模/外部経済を集積の主要
因とする実証結果が蓄積され、対する理論モデル
が提案されてきた。しかし、殆どの場合、立地空間
の単純化で集積は極端に抽象化され、 現実の集積
規模の多様性は十分に説明されない。その理由は、
集積規模の多様性を内生化するには、異なる規模
の経済に直面する多様な経済活動と多数の地域を
含む高次非線形モデルを要し、解析が困難なため
である。
本研究では、異なる規模の経済に従う多様な経
済活動を含む多地域モデルに円環立地空間と適切
な均衡探索規則体系を組み合わせた上で、大型計
算機を用いることで、従来不可能であった高次非
線形モデルの下でモンテカルロ実験を実現する解
析環境を整備し、この問題を解決する。この解析
環境により、上述の、都市規模分布の冪乗則を伴
う空間経済のフラクタル構造を、ミクロレベルか
ら理論的に再現することを目的としている。
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開発･研究統括・実証分析
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ム開発･数値解析

中島浩 (京都大学･学術情報メディアセン
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2.

研究の目的と意義

「集積」は今日の経済立地の代表的形態であり、
先進国、及び、途上国における先進地域において
は、人口の80%以上が都市に集中する。この事実
は、国内に限らず、国際地域における経済地理を理
解する上で、経済集積原理の解明が鍵であること
を意味している。経済集積の特徴的な性質は、その
規模の多様性である。例えば、2010 年の日本では,
人口の90%以上が住む200余りの都市の人口は、平
均が55万人であるのに対し、3500万人の東京から
2万人の倶知安まで幅広い。
1

学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点 平成 28 年度共同研究 最終報告書 2017 年 5 月

3. 当拠点公募型共同研究として実施した意義

5. 今年度の研究成果の詳細

本研究が対象としている高次非線形モデルの解析
は、経済学においては前例が少なく、効率的な計
算を実現するためのプログラムのチューニング、
及び、基本ケースにおける均衡のサンプリングを
終了させるために、1 年間の個人レベルの研究費
では不可能であった計算資源を利用できたことは、
極めて有益であった。また、既存の最先端の大型
計算機において、現実的な時間で計算可能な仮想
経済の規模について具体的な見当をつけることが
できた点も、今後の研究で対象とし得る仮想経済
の規模の決定において、多いに参考になり、意義
があった。

理論面では、多地域円環立地空間とフーリエ解析
を用いて、規模の経済･輸送費用と経済集積の空間
周期の関係に関する解析枠組を構築し、特に、個々
の産業の集積形成が、規模の経済の程度により決
まる産業固有の空間的周期を示し、規模の経済の
程度が大きい産業ほど集積の空間的周期が大きく
なる実証事実に対して、ミクロ経済学的基礎を築
いた。研究成果は、本年8月を目処にディスカッシ
ョン・ペーパーとしてまとめる予定である。
また実証面では、経済集積に特化した統計的ク
ラスター検出手法により同定した産業集積群を用
いて、個々の産業が異なる空間的頻度で集積し、
かつ、異なる産業間で共集積する傾向が統計的に
極めて顕著であることを示した (Mori, 2017)。こ
れらの結果は、大型計算機を用いた経済地理モデ
ルの理論･実証的基礎となっている。
大型計算機を用いた数値解析では、1次元円環立
地空間の下で、現実の国レベルの現象として最も
一般的な、(日本･アメリカ･ドイツなどのような)
一極経済において約1000の都市形成が起こるケ
ースを基本ケースとして、プログラムの高度化･
チューニングを行い、安定均衡の無作為標本を
1000個算出した。さらに、これらについては、上
述の冪乗則を伴う空間フラクタル構造の発現に成
功している。より現実的な2次周期境界空間につい
ても計算を試みたが、現状、現実的な計算時間で、
実経済と同等な規模の仮想経済を扱える水準に至
っていない。

4. 前年度までに得られた研究成果の概要

理論面では、一国内の都市システムが、大都市の周
囲に小都市群が集積する、都市の｢空間結束性｣の
再帰的生起による空間的フラクタル構造と、 国･
地域レベルの都市規模分布が共通の冪乗 則に従
う秩序形成で特徴づけられることを、日米独のデ
ータを用いて示し、本研究で検証する基本的仮説
に関して、実証的な根拠となっている(Hsu他,
2014) 。
実証面では、地図上で個々の産業の集積群を同
定するクラスター検出手法を開発し(Mori and
Smith, 2014)、これを用いて、個々の産業が固有の
空間的周期で集積し、複数の産業の集積周期が同
期することにより、フラクタル構造が生ずること
を示す実証結果を得た (Mori他, 2008, 2011)。これ
らは、現実の都市の規模･空間配置及び産業構造が、
規模の経済による内生要因で決まることを示唆し、 6. 今年度の進捗状況と今後の展望
本研究でチューニングした数値解析プログラムを
本研究で用いた理論モデルのミクロメカニズムの
定式化において、実証的基礎を与えている。
用いて、1 次元円環立地空間の下で、(中国･インド
のような)複数極経済の場合を含め、基本ケースの
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