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都市における公共政策
サボーティングシステムの開発
一一一西宮市のケースを中心に一一一

安田八十五・小林登

1. 公共政策サポーティングシステム開発の背

景と目的

都市における公共政策サボーティングシステム

開発のひとつとして西宮市におけるケース・スタ

ディをマクロ的な都市システムシミュレーション

モデルのプロトタイプを中心に紹介することにし

よう.

これは適応型の政策形成システムの選択をめざ

すべく，公共政策サボーティングシステムの開発

を行ない，政策形成過程で活用しようとするきわ

めて実験的な試みである.昭和49年度から一応昭

和52年度までの 4 カ年計画ではじめた長期的かっ

総合的なシステム開発の西宮市における実験であ

る.

(財)地方自治情報センター，西宮市役所および

神戸商大経済研究所公共政策研究ク引ループの三者

の共同研究として昭和49年にはじめられたもので

あり，現段階で提示できるのはその中間報告であ

る.シンクタンク，行政，研究者というそれぞれ

目的や利害の異なる集団の共同研究ではあるが，

そのめざす最終日的は公共政策サボーティングシ

ステムの開発とその実行である.

このシステム開発は，どちらかといえば研究者

側の理論的視点から提示されたものであるが，シ

ステム開発は行政側の担当者のプロジェクトチー

ムが中心となって行なわれた.

研究者側からの問題提起とはし、え，行政側にニ
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のような問題提起をうけとめる風土がなければ，

システム開発に着手することはできない.まず，

行政側のシステム開発の背景をあげてみよう.

1 ) 伝統的な総合計画策定方法への反省

わが国の地方自治体における政策決定過程は，

計画→予算→実施→管理→評価とし、う一連のプロ

セスとして展開されることが建て前となってお

り，計画の政策決定における本来の役割はきわめ

て大きい.とくに計画は長期的な総合計画→中期

的な実施計画→短期的な個別事業計画という階層

的な計画策定が行なわれることになっており，総

合計画は政策プログラム(共通の目的を達成する

ための施策の集合)そのものであるべきである.

ところが，計画には予算のような制約条件が存在

しないために，ビジョンではなく実現不可能なイ

ルージョンをえがきがちである.また，計画策定

の方法も目標指向型ではなく，各部課からの案を

単に積み上げて，全体的な計画と称しているケー

スがほとんどであった.このような背景から，政

策プログラムを提出できるような総合計画策定に

するニーズがあったといってよい.

2) 電子計算機の高度利用への模索

西宮市の場合，わが国の自治体としてはコンビ

ュータは比較的早く導入され，すでに十数年の経

験を有していた.しかしながら，コンピュータの

使い方は，税金計算・給与計算などのいわゆる大

型ソロパンとしての使い方が中心であり，計画づ

くりなどの戦略的意思決定への利用は行なわれて
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いなかった.電子計算機を高度利用し，あわせて

行政に直観・経験型のみではなく，モデル分析を

用いた理論・実験型の意思決定のニーズが存在し

てい7こといってよい.

このような行政側の 2 つを基本的な背景として

いたので，研究のプロジヱグトチームは企画と電

算，それに財政の人聞を中心に編成することにな

り，とりあえずSD手法によるマグロ的な都市シ

ステムシミュレータの開発に着手にした.そこで

このプロジェクトをPPSS(Public Policy System 

Simulator) と称した.後に PPSS は Public Policy 

Supporting System と発展した.

計画づくりの改善と Computer の高度利用と

いう 2 つの視点から，システム開発の目的をつぎ

のように 4 つ設定した.

1 ) 総合計画サボーティングシステムとしての

位置づけ

2) 予測・計画へのComputer 適用分野の拡大

企画・財政側

~長ム二入
人イングシ山リ

しての位置づけ / 
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地域環境情報の整
備←データ・ベー
スの劉商ーの推進 ノ

図 1 システム開発の 4 つの目的

1977 年 9 月号

3) 地域環境情報の整備一一地域データベース

の整備の推進

4) 職員の教育一一on the job training 

システム開発の目的を図示すると図 1 のように

なる.

このような 4 つの目的にしたがってシステム開

発の作業は開発されたが，それはシステムズアプ

ローチにもとづく繰り返し型の開発プロセスとし

て展開された.開発プロセスの全体フレームを図

示したものが図 2 であり，そのうちマグロモデル

の開発作業プロセスを図示したものが図 3 であ

る.

この作業プロセスは後の滋賀県の場合にも取り

入れられ，研究者側と行政側のマンツーマン方式

なと。はきわめて有効であった.

システム開発の背景

システム開発の目的

目標の設定(修正) 目標の設定

開発体制と開発方法の決定
(修正)

開発の体制

研究開発チーム編成(整備) I 開発の体制

以下開発作業のプロセス

i Yes. 

図 2
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2. 総合計冨と都市シミュレーション

それではマグロモデルを中心に計画との関係か

らシステム開発について述べることにしよう.

市に総合計画というものがある.根拠は地方自

治法第 2 条第 5 項， r市町村は， その事務を処理

するにあたっては，議会の議決を経てその地域に

おける総合的かつ計画的な行政の運営をはかるた

めの基本構想を定め，これに鰐して行なうように

しなければならないj とある.この基本構想をう

けて，目標と施策を体系的にまとめたのが基本計

画(長期計画)，これを現実の行財政の中に位置づ

けて具体化したものが実施計闘(短期計画)であ

る.ふつうこれら 3 つをひっくるめて総合計画と

かマスター・プランとよんでいる.

GF  
ザJむの脚明確化コ

10 いろいろのチヱツク

図 3 開発作業のプロセス
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西宮市の場合，基本宮擦に f文教住宅都市会基

調とする個性的な都市j づくりをすえ，昭和46王子

に現行の総合計画が策定された.こうし、った計画

の策定は，市の意思決定としては最高度のもので

あるから，さまざまな調査や分析の上に検討が，

重ねられるのだが，その過程にはなお多くの問題

をかかえている.たとえば，

CD rおの将来像を播く場合，なぜそうなるかと

いう点について，論理的究明が十分にされていな

し、.

@ 対話の場に共通の情報・道具がないため，

住民と行政の聞の(行政内部においても各階腐・

各部門間の)目的達成のための合意形成がばかり

にくい.

③ 計闘を実施に移す際の管理方法(トレード・

オフ関係の調整，効果の事前評価，進行管理，結

果の評儲号事)を確立できなかったため，必婆な統

裁を行なうことが罰菱重である.

@ rtïの自然的・社会的な環境容量や行政能力

から都市規模を設定するとし、う発想に弱く， トレ

ンドによる推計に:若干の計画的要素を加味する程

度である.

これらの問題点は西宮市特有というよりは多く

の市に共通のようであるが，ここに行政と ORの

かかわりさど生じる可能性があり， PPSS 開発の動

機があった.つまりシミュレーションによって都

市の将来動向を記握し，政策の事前評揺を行な

い， J:の問題点を多少なりとも改善しようという

わけである，

3. マクロモデルの構造

ここのそデルでは都市システムを臨 4 のよう

にとらえ，これをシステム・夕、、イナミックス

の手法で表現し， DYNAMO 言語でシミ且

レ…ションを?子なう，

このうち公共サービス部門は後述の理出

で，現段階では (Version-ID) そデルに組み

込んでいない.そのほかデータの制約等から
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図 4 都市システムの枠組み

システム

環境

モテ、ルから除外した部分があり，結局つぎのよう

に 5 セクターから成るモデ、ルとなっている.因果

フロ{のあらましは図 5 のとおりで，実質的な変

数は216個， DYNAMO プログラム・カードは約

450枚となった.

(1) 人ロセクター

商宮市の人口はつぎの特性をもっている.すな

わち阪神大都市圏に属する」都市であってきわめ

て開放的で、流動性が高い，しかし昭和何年以後は

転入・転出ともに減少すると同時に社会減となっ

て現在の人口増を支えているのは自然増である，

年齢構成は青壮年層の多い都市型で高出生率・低

死亡率を示す，など.

モデルでの年齢区分は幼少年，生産年齢，老齢

の 3 段階，このうち独立に転入出するのは生産年

齢とし， 他はこれに従属して移動すると見てい

る.移動の要因となるのが，一般的な移動傾向

(出入ともに同様に作用)と都市の魅力(出と入に

逆方向に作用)である.土地利用と住宅は重要な

要因であるが内生化していない.

(2) 環境セクター

ここでいう環境は狭義のもとで，原因としては

自然的に対する人為的，発生形態としては非定常

的に対する定常的な環境破壊現象 要するに公

害一ーを取り上げている.産業活動の活発化(生

産)，人口集中(生活)，それらを支える交通活動

(移動)に伴うものとして大気汚染，水質汚濁，

1977 年 9 月号

交通騒音から成る.自然環境，資源，廃棄物問題

等は含んでいない.公害セグターとよびかえても

よいが，フロー要因(気象・地形等)を含まず，

ストッグ要因のみを考慮しているので公害発生ポ

テンシャルの予測ということができょう.

(3) 交通セクター

今日の都市交通問題は，交通に対する需要が供

給をはるかに上回ることに起因する矛盾と障害に

ある.西宮市の特殊事情としては，自動車交通の

半分が幹線道路による京阪神への通過交通だとい

うa点である.

交通の需要は人や物が移動する際に発生するの

で，人口と経済と密接な関係がある.人口増や経

済成長は車の台数を増加させ，混雑・事故・騒音

をもたらす.これらは駐車需要をも増すが，駐車

混雑は購入意欲を減退させ交通量を減らす要因と

もなる.さらに長期的には自動車公害が人口を減

少させ，車は減る.また，パスについてはその利

便性がパス利用率・乗客数を決定するとともに都

市魅力にも結びついている.

このセクターはこれらの問題について住区内道

路，幹線道路，駐車場，パスの 4 つのサブ・セク

ターで構成する.なお鉄道は取りあつかっていな

し、.

(4) 経済セクター

IJ.13宮市の経済の特質としてつぎのことがあげら

れる.生産額・就業者とも第三次産業が圧倒的に

多いのは都市として当然であるが，そのほか，人

口のうち市内で就業する者が少なく他市へ流出就

業する者が多いこと，分配所得が市内純生産を大

l隔に上まわっていること，などがある.つまり生

活都市型であって広域都市圏への依存度が高く，

西宮市をひとつの経済圏と見ることは理論的に無

理がある.したがって各種の地域間移動や波及効

果について留意しなければならない.モデルでは

これらはデータの制約等から，外生的に取りあっ

かっている.

経済セクターを構成する柱はつぎの 3 つであ
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る.

① 基本的生産活動である第二次・第一次産業

② 生活活動のもとでを得るための家計

③ 生活活動への財やサービスを供給する第三

次産業

第二次産業は工業，第一次産業は農業で代表さ

せ，家計では所得と個人消費が中心となる.第三

次産業は小売業，卸売業および商業以外の産業の

合成である.

(5) 財政セクター(および公共サービス・セク

ター)

一般に公共サービスとそれに要する費用の見積

り，およひ、それをまかなう財源の見積りとから構

成されるべきであろう.ところが財政収支の均衡

と公共サービスの需給の均衡とがともに達成され

るようなモデルをつくることは至難である.公共

財・公共サービスが市場機構の支配外にあるから

である.そこで， 一般財源以外はモデ、ルの外で考

えることにしている.一般財源は，安定した主要

財源に重点をおいたので，地方交付税を除いて他

の主要税を回帰分析等により求めて総合した.

4. 政策シミュレーションの結果とその考察

昭和45年を基準年次かつ初年次とし年刻み

で昭和65年までのシミュレーションを行なった.

多数ケースを設定している.その理由は，第 1 に

モデルが本来もつ不完全性ゆえ，第 2 Vこ外生変数

のもつ不確実性ゆえ，第 3 に政策シミュレーショ

ンのためである，他に，市の理想像としての水準

や限界としての容量を所与としてそれに至る道を

探るというやり方もあろう.

ケース設定はつぎのように行なった.まず内生

変数以外の変数を 3 種に分類する.

① 外生変数(行政では直接左右できないもの)

② 規制(主として国や県の政策できまる.政

策変数ではあるが市にとっては外生的かつ財政負

担を伴わない)

③ 政策変数(市の政策で動かせ，費用を要す

1977 年 9 月号

るもの)

これらの中から代表的な，しかも変動の可能性

の高い変数を選ぶ.外生変数として経済成長率，

大都市圏人口などの 4 変数，規制として重油いお

う分含有率，幹線道路制限速度などの 3 変数，政

策変数として公共施設，下水道整備など 4 変数が

それである.

つぎに，外生変数の組合せに抑制型，中間型，

成長型の 3 つの場合を仮定し，政策変数の組合せ

にAから J まで 10タイプを想定する.型とタイプ

の合成の上に規制の強弱による差をつけ加えたも

のが各ケースとなる.ケースの種類は数学的には

120種となるが， 現実的に無意味なものも多いの

で， 一応 19ケースにかぎった. ベース・ランに

は， r中間型 xA タイプ×通常の規制J という場

合(ケース 20) を採用している.ここで， A タイ

プの政策というのは過去の延長よりやや低水準の

場合である.

シミュレーション結果の詳細をここに記すこと

は不可能だが，おおむね穏当といおうか，とにか

く MIT のワールド・ダイナミッグスのような劇

的な動きはない.一般にもっとも関心の高いであ

ろう総人口について見ると図 B のとおりである.

ケース 14 と 31 の聞きが大きすぎるが，これは極端

(万人)

60 

50 

30 

ケース 31

J ケース 10

ケース 20
、(ベース・ラン)

ケース 30

ケス 14

一一」一一 60 ~両手7

函 B 人口のシミュレーション

a 総合計画(昭和46年)

b :総合計画改訂資料(同50年 3 月)

c 要因積上法(同51年 3 月)

d: 統計係の推計(同51年 4 月，計画人口合まず)
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な条件設定のためである.地の方法による推計五査

も併記したが，比較してあれこれ考えをめぐらす

と興味深いものがある.

5. 今後の方向

このよをデ、んは PPSSにおけるマグロ・モデルと

して開発された.いわば総論的モデルなのでトッ

プ・マネジメントの戦略にはともかく，実務家に

はアどーんしにくい揺苦どもっている.そこで各論

としてのミグ戸・モデルが必要となる.現主主，地

i玄関{年齢J)Jl)人 1] の推計，市民意識調査にもと

づく行政需要の分析等について研究を進めてい

る.

また，このマグ口・モデル自体も未解決の部分

を残しており， われわれ自身まだまだ不満は多

い‘教育効果は絶大だったが，バイ口ヅト・モデ

/レの域を出ておらず，行政の Eわにしかとどルト・

インされたとはいい難い.これらを克醸して，前

述のような所期の白的に沿うにいたるには，まだ

かなりのヱ裂を喜きするであろう，ぞれを推進する

のに必婆なものは，データの整備，体制の確立，

人材の養成等もさることながら，最重重姿なものは

トッブ・マネジメントないし金闘部門のニニーズ

と参画である.それも長期的展望と広い視野に主義

うわされた，切実感、のあるものでなければならな

し、.
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