
大都市圏住宅政策評価のための
シミュレーションモデル(その 2)

小栗幸夫

前稿では大都市圏住宅住み替えモデル (Metropolitan

Residential Relocation Model) の開発意図とその全

体フレームを概説した.本稿では， この住み替えそデノレ

を構成する各プロックをやや詳細に説明する.

4. 第 1 ブロ・y ク(移動世帯数の推計)

このブロックの主な役割はシミュレーションの母集団

となる移動世帯(転居希望世帯と新世帯とからなる)数

を属性別に推計することで，これは簡単な行列演算で行

なわれる.

4.1 転居希望世帯数の推計

先に述べたように，本研究ではモテツレの開発に先立つ

て，東京圏居住世帯を対象とした大都市圃住宅住み替え

調査(Metropolitan Residential Relocation Survey) 

を実施した.この住み替え調査によれば，住み替え希望

の強さは世帯のライフサイクルステージや住み替え前の

住宅の種類に依存するυ. これは，住み替えモデルの概

念に置き換えれば，世帯のライフサイクノレステージを示

す期末(K)年の世帯タイプ (KHL) と期首(J)年の住宅タ

イプ(JHT) の組み合わせごとに，転居希望率， PRMV 

(KHL， JHT)，が異なることを意味している.この転居

希望率は住み替え調査から推計することができるが，こ

れを利用して転居希望数を求めるためには KHL， JHT 

日IJの世帯数を得ることが必要である.

住み替えモデルには，初期条件として， J 年の居住ゾ

ーン (JRZ) 別，住宅タイプ .(JHT) 別世帯数， HLDO 

(JHT， JRZ) ，が与えられる2l J 年の各タイプの住宅

に住む世帯のタイプ別分布確率， PRAF (JHL , JHT) , 

J 年から K年にかけての世帯タイプの推移確率， PRFF 

(KHL， JHL)，が与えられ， これらの確率が各居住ゾ

ーンに共通で、あると仮定すれば， KHL, JHT 731]の世帯

数は，

(4) HLDT2 (KHL, JHT) 

おくやり ゆきお筑波大学

1980 年 1 月号

前稿 (1979年 12月号)目次

1. 都市計画と OR

2. 問題の所在とモデルの対象

3. 大都市圏住宅住み償えモデノレの構成

3. 1 モデル対象の定義

3.2 モデノレのプロック構成

3.3 政策評価のためのアウトプット

NHL r rNZN 
L: 1 1 L: HLDO (JHT, JRZ) 1 

JHL=l L しJRZ=l

権 PRAF(肌， JHT) * PRFF(KHL，肌)] 

と求められる 3) かくして， KHL， JHT 別の転居希望世

帯数は，

(5) HLDTRl (KHL, JHT) 

=HLDT2 (KHL,JHT)*PRMV(KHL,JHT) 

である. PRAF (JHL , JHT) , PRFF(KHL， JHL) が各

ゾーンに共通であると仮定したから， JHT， JRZ 別の転

居希望世帯数は，

(6) HLDRl (JHT, JRZ) 
r NHL -, 

=1 L: HLDTRr (KHL , JHTll 
LKHL=l .J 

* [ HLDO (JHT, JRZ) 

NZN -, 
/ L: HLDO (JHT, JRZ) 1 

JRZ=l .J 

と求めることができる.以上のプロセスで重要な役割を

果たす世帯タイプ分布および推移の確率は住み替え調査

から推計された.

4.2 新世帯数の推計

新世帯は新規形成世帯と転入世帯とからなる.新規形

成世帯は大都市圏内世帯から生まれるものである.タイ

プ JHLの世帯からタイプ KHLの新規世帯が形成される

確率を PRFH (KHL， JHL) として住み替え調査から推

計すれば，タイプ KHL の新規形成世帯数は，
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(7) HLDF(KIまL)

N廷L N琵T NZN , 
L L r: i HLDO (JHT, JRZ) 

JHL=l J廷T=l JRZ司、

* PRAF (JHL, J即)時RFH(KHL， JHT)J 
である.タイプ別の転入世帯数，日LDE (KHL)，が外

生的に与えられれば， タイプ別新t投手持数は，

(8) HLDN(KHL) =HLDF(KHL) +HLDE(KHL) 

となる.

期間内には嵐外に転出するt投機があり，転居希望世帯

や新世帯の一部はこの転出没携となる.住み替えモデル

はこのことを考慮に入れたルーチ γを組み込んでいる

が，本稿ではこの部分の談拐を翁密葬する.

4.3 移動世帯罵桧の確軍事分布

以上で推計された移動世併がシミュレーションの母集

問となるが，住宅・居住地探索過繰のシミュレーション

はモンテカルロ法を採るので，織性別の移動世帯数を集

計し，それから属性の確率分布を求める必要がある.移

動世情総数は，

(9) HLD乱ifV=HLDRT十NLDNT

NZN NHT 
L L HLDRl (JHT,JRZ) 

JRZ=l JHT=l 
NHL 

十 L HLDN(KHL) 
KHL=l 

であるから，移動世帯が転居希議投手持である確率，新世

帯である確率は，それぞれ，

(10) PRRN(I)=HLDRT/HLDMV 

(11) PRRN(2)=HLDNT/HLDMV 

である.同様な手続きによって，車長居希望世帯について

はその J 年の居住ゾーンがJRZである確率， JRZを所与

とした場合に住宅タイプがJHTである確率，およびJHT

を所与とした場合に位帯タイプが KHL である確率が推

計され，新世帯についてはその没後タイプが KHL であ

る穣率が推計される.

4.4 住み替え開始前のゾーン別法帯数等

大都市圏内での住み替えあるいは新世帯の転入がまっ

たくない段階では，各ゾーンの世帯数は世帯消滅および

転出によって減少する. J 年から K年にかけての世帯

消滅は世帯タイプ推移マトリックスの最終列， PRFF 

(NHL+ 1, JHL)，で表わされ，使全信タイプ別消滅世帯数

はパ4)式によって HLDT2 (NHL十 I ， JHT) と表わされ

る.またモデルにとって外生約に与えられるタイプ別の

転出没帯数， HLDX(KHL)，から，各タイプの住宅から

転出する愛帯数， HLDXH(JHT)，が推計される{計算手

)1演は省略ふかくして，住み替え衡の JHT， JRZ Jjlj世帯数

f1, 
(12) HLDKlI (JHT， JRZ) コ=HLDO (JHT, JRZ) 

48 

一(弘前2 (NHL+l ,JHT) 

十HLDXH(附)J

ベHLDO (即， JRZ)
NZN 

/ L HLDO (JHT,JRZ): 
JRZ=l 

と計算される.一方，住み替え開始前のゾーンJj lj人口は

KHLタイヅの 1世帯当たり家族人員数をFS(KHL) とし

て，

(13) POPKI(JRZ) 
NHL NHT 〆
L L I HLDT2 (KHL, JHT) 

KHL=l J廷T=l、

作LDO (JおりまZ)
NZN\ 、

/ L HLDO (JHT, JRZ) i ホ FS(KHL) I 
JRZご)ノ

と計算されるのである.さらにこの段階では，住み替え開

始前のゾ…ン別住宅タイプ別~屋戸数， HSVCI (JHT, 

JRZ) ，がt!!:幣消滅，転出，空屋取り壊しを考慮して推計

される.対象期間内の各種公的住宅，給与住宅態綾戸数

は，外生的に与えられて空屋戸数に加えられ，第 2 プロ

ックでは，これらのタイプの住宅に対する簿婆が~!霊戸

数を超過しないようにチェッグされる.また，伎み替え

~号始苦言のゾーン1.11)都市的利用土地濁稜， AUKI (JRZ) , 

は空蜜取り簸し，各種公的住宅・給与住宅建設，産量潟者

数変化合ヨ智雄監して推計される.

以上のゾーン値 (HLDKI1 (JHT, JRZ) , POPKI 

(JRZ) , HS VCI (KHT , JRZ) , A UKI (JRZ) )は，住宅・

居住地探紫過程がシミュレートされる第 2 ブロックに初

期値として与えられるものである.第 2 ブ世ツグのシミ

ュレーシ a ンは，第 3 プロックで調整された住宅価格の

もとに繰り返し行なわれる.これは前回 (t 問に対する (t

-1)図筏}のシミュレーションが，仮の住宅鑓務のもと

での宮互の室長務行動を記述したにすぎないことを滋味ず

る.ゆえに，各沼のシミュレーションの初めにはすべて

の事長経希議役者千がもとの住宅にもどされ，いずれの新程;

併もまだ取得住宅・居住ゾーンを決定していない状態に

もどされることになるから，ゾーン値もこれらの初期値

にもどされるのである.

5. 第 2 ブロック (住宅および居住地の探緊)

このブロックでは，モンテカルロ法により母集聞とな

る総移動散幸脅から一定数のサンフワレを取り出し，おのお

ののサンプル役'貯の震性を決定し，住宅・居住波探索逃

穫をシミ品レ{トし，その結果を集計する.総サンプル

数をNSMPL とすれば，移動世帯数はHLDMVで、ある

から，ひとつのサンプル世帯は，

(14) RN口HLDMV/NSMPL 

オベレーションズ・リサーチ© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



世帯を代表することになる.

5. 1 i投帯贋性の決定

第 i ブ"''7クで各種の移動没者f展性の確率分布

が推計された.ここではこれらを使って十ンブル

世帯の締役を決定する.まず，サンプルが転居希護

世帯 (IRN=I) であるか新世帯 (IRN=2) である

かは， (1 0) , (11) 式の確喜界分布， PRRN(IRN) , 

(IRN口 1 ， 2) ，によって一様乱数 XR を発生させ

て決定する周

これを簡単化のために，

(15) XR• PRRN(IRN)• IRN 

と表記することにする. もし，サンプルが車長崎希

望世帯，すなわち IRN=1であれば，転居希肇食事替

の J 鶏の続往ゾーン分布， PIえJRZ (JRZ) ，を使っ

て JRZ が，

(16) XR• PRJRZ (JRZ)• JRZ 

と決定ðれる.さらにJRZ役所与として J年の住

居タイヅ JHTが，つぎにJHTを所与として K塁手

の世帯タイプKHLが，そしてKHLを所与として

所得クラス KYMがつぎつぎと決定される.また，

サンプノレの就業ゾーン KBZ は J 年の通勤 OD淡

を確率分布表として使うことによって決定され

る.

転経章特選言主寺普の属性が以上のようにJRZ，JHT，

KHL , KYM, KBZについて決定されるのに対し，

サンフツレ数が新世帯，すなわち IRN=2 の場合，

その属性は KHL， KYM , KBZ について決定される.

5.2 俊宅・居住地探索ルーチンの段計

住み終えそデんにおける役宅・居住地探索ルーチンは

諸積で述べたように，移動後殺が「往宅および磨俊ゾ{ン

を選好の強さのJI闘に識別し，経済的制約を満たす最初の

住宅および居住ゾーンを選択対象とするJ という概念に

もとづいて設計されている(関 3参照).このルMチン設

計にあたって考慮された葵件，ルーチンの利点，特徴な

どについては処務{小栗[ 1 J) で詳述したので，ここで

はルーチン設計の手順を悶 4 合参照しながら簡明に記す

ことにする.

5.2.1 選好対象住宅グループの識7.l1J

[住宅および居住ゾー γ合選好の強さの)1僚に識別j ず

る第 i の霊堂潜として， ここでは住宅タイプ KHT と遜勤

時間の範関(最小: DSMIN (KHG) ~最大: DSMAX 

(KHG)) の組合せによって伎!'f:lグループ KHG (=1~ 

NHG) 安定義し，住宅グループを選好順に識別させる

ことにする，表4ì主，住み替え調査において住宅選好の

認査のために定義された住宅タイプと住宅グループを示

す.さまざまな世帯属性の組合せから世帯グループKST

1980 年 l 月号

「1
1
1
1
1
1
I
!
i
i
L

NO 

5議 3 住宅ー居住地探索ルーチン設計の概念

を長官畿し， KSTに鼠ずる世帯がKHGを最初に選好対象

とずる確率の分布表， PRHGS (KHG， KST) ，を住み替

えま努ままから縫計しベ これを使って，第 i 選好対象グル

ープをつぎのように決定する.

(17) XR• PRHGS (KHG, KST)• KHG 

さらに，世帯グループKTP( これも世帯属伎の組合せで

定義される)に属する世帯が， KHGのつぎにKHGNXT

を選択する確率の分布表 PRHH(KHGNXT， KHG，

KTP) を住み替え務釜から推計し，これを利用して，第

2 の選好対象住宅グループをつぎのように決定する.

(18) XR• PRHH(KHGNXT, KHG, KTP)• 
KHGNXT 

さらに，

(19) KHG=KHGNXT 

の重量~換えを行なえば， (18)によって第九第 4 の選好対

象グループがつぎつぎと識別できる.ここで NHGl=

NHG十 l とすれば， PRHH(NHGl， KHG， KTP)によ

って佼宅グループ探索打、切りの確率を表わすことがで

き， K沼GNXT=NHGl の場合tこグループ探索が打ち

切られることとなる.
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KHG=KHGNXT 

NZN=ゾーン数

NHG=住宅グループ数
NSMPL=サンプル数

XR=乱数

0=サブルーチン

MSMPL (サンプル番号)=1

世帯属性の決定

no 

KBZ-KRZ問 \\yes
の時間距離は最大許容
通勤時間内か?

no 

図 4 住宅・居住地探索ルーチン

yes 

オベ l ーションズ・リサーチ© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



表 4 住宅タイプと住宅グループ

持 家 貸 家

ノι、‘} 集( 給 y占t占、 民

戸 ヰ土 -マ
戸

社 間
合ン

賃建 ".ii:、 シ〆 建

公等回の 宅住賃貸持 団 {主ョ
貸

与 貸
ン f主

家 等 宅) 家 宅
σ3 

分 f主
床面積 t長
100m' 100m' {主 50m' 50m' 75m' 75m2 25m2 25m' 15m' 15m' 

以上 未満 宅
以上 未満 以上 未満 宅

以上 未満 以上 未満

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (1却

-60分 -60分 -60分 -45分 -45分 -60分 -60分 -60分 -60分 -60分 -30分 -30分
通勤・通学時間小

l 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 

61分~ 61分~ 61う:r- 46分~ 46分~ 61分~ 61分~ 61分~ 61分~ 61分~ 31分~ 31分~
同 大

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

注: (1) -(14)は住宅タイプ， 1-27は住宅グループの番号である.

5.2.2 選好対象居住ゾーンの識別

ひとつの住宅グループは一定の通勤時間の範囲内

にあるいくつかの居住ゾーンを含むから，ある住宅

グループ KHGが選好対象と決まれば，それに対応

する居住ゾーンを選好順に並べてつぎつぎと探索し

てし、かねばならない.ここでゾーンの選好順位は通

勤時間によって一意的に決められるものとする.こ

の場合， ゾーン聞の通勤時間の測定方法が重要な問

題となる.通常，ゾーン間距離はゾーンの重心聞の

距離で代表され，それは定数である(図 5. a). しか

し本モデルでは，各ゾーンをより小さな地区に分割

し，地区の組合せごとの距離を測定し，その平均値

と標準偏差を求める.そしてゾーン問距離が正規分

布する確率変数であると仮定して，乱数によって各

サンフツレごとに距離の決定を行なうのである. これ

は，ひとつのゾー γは本来無限個の地点の集合であ

り，それゆえ， ゾーン間距離は無限個の地点間距離

の集合であることを考慮したもので，この操作によ

ってゾーン内距離を決定することもできるし， ま

た，就業ゾーンが同ーの世帯も異なる順序で居住ゾ

ーンを探索してゆくことになる(図 5. b). 

十 I 5品通常の方法

n~-'.M間離
の測定

l 
ゾーン間距離は定数である

5.b.住み替えモデノレの方法

G 
ゾーン間距離を

確率変数として

ι 
ゾーン間距離はサンプノレごとに異なに

間{昔

事

宿4寄". 
寮

(13) 

-30分

25 

31分~

26 

5.2.3 住宅・居住地決定条件と住宅費支出額

の決定

居住ゾーンの探索順位もサンプルごとに決まる.

図 5 ゾー γ間距離の決定

店

舗

f井

用

住

，司~

(14) 

27 

世帯が居住ゾーンKRZの住宅KHTを取得対象と
一一一一一一一一一一一一
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所得クラス :KYM

(問 :RTI (K町) I 

金融資産: SAV 

住宅売却収入;

CSTH (JHT,JRZ) 

司ピ. 

資家

家主雪支払い頗:
ABPAY (KHT) 

持家への支Jムい額:

ABPAY (KHT) 

=AMLN (KHT) +SAV 
4トCSTH(JHT，JRZ)

話器 S 住宅費支出額の決定

• 
決する条件は，上記の方法で，住宅と厨依ゾーンを選好

に従ゥて次々と探索していく過程で， 伎!4:;費支出額，

ABPAY(KHT)，が住宅の市場価格， CSτ沼(KHT， KR

Z) ，電ê'KHT， KRZにおいて最初に上回ること，すなわち，

(20) ABPAY(KHT);とCSTH(KHT， KRZ) 

の条件が最初に満たされることである.

住宅の市場儀格は第 3 プロックで決定されるが，住宅

費支出績の決定は第 2 プロ γ クの課題である.この決定

プロ-I!:スは，図 6 に示す通りである.サγヅル世帯の属

する所得クラスKYMの上限，下限をそれぞれYNCMH

(KYM) , YNCML(KYM) とすれば，世帯年収は，

(21) YNCM=YNCML(KYM) 

十(YNCMH(KYM)-YNCML(KYM)) * XR 

と決定される.これは栓帯が各所得クラス内で一様分布

すると仮定していることを意味する，一方. (住宅費支出

額/設構造手i波}の比率， ALFA(KHT)，は役努ごとの差
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を考慮して確率的に決定されるものとし，

(22) ABPAY(KHT)=YNCM ホ ALFA(KHT)

によって住宅費支出額が決まる.選好対象が貸家の場合

は，これがそのまま家賃支払い額となるが，持家の場合

はこれが住宅宮町ンの償還額となり，義者用可能な住宅担

-:Y額は，

(23) AMLN(KHT) 

=ABPAY(KHT)/AMT(KHT) 

となる.ここで AMT(KHT) は元利均等方式によるロ

ーン償還率であり，ぞれはロ{ン利子率， RTI(KHT) , 

と償還期間， NAMT(KHT)，に依存して決まる 5) 持家

の取得には，住宅開問ンの他に金融資産， SAV，や住宅

売却による収入， CSTH(JHT, JRZ) (1日住宅が持家の

場合)，が充てられるから，

(24) ABPAY(KHT)=AMLN(KHT)+SAV 

+CSTH(JHT, JRZ) 
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の置き換えが行なわれ， (20)の不等式において持

家のストック価格との比較が行なわれるのであ

る.

以上の住宅取得に関する条件は， r需要があれば

供給が行なわれる j ことを前提としてこのモデル

が設計されていることを示すものだが，公的に建

設される住宅の戸数は政策的にコントロールされ

るものだから，取得条件が満足されてもそれらの

住宅に余裕がなければ世帯は他の住宅を探さなけ

ればならない.また住宅取得から派生する土地需

要面積がゾーンに残された開発可能地の面積を越

えれば，世帯は他のゾーンを探索しなければなら

ない.一方，サンプルの世帯が新世帯であれば，

上記の取得条件がどの選好対象住宅についても満

たされない場合も，何らかの形で住宅を決めなけ

ればならない.そこでこの場合に新世帯は，通常

最も好まれないタイプの住宅(モデルでは床面積

の小さい民間賃貸住宅)を就業ゾーンと同じゾー

ンで取得するものと仮定する.住宅・居住地探索

ノレーチンは， これらの附加的な条件を加えて設計

されているのである.

5.2.4 住宅・居住地探索結果の集計

住宅・居住地探索ルーチンでは，さまざまな属性を付

与された個々の世帯の意志決定行動がシミュレートされ

ているから，必要な情報の組合せとその集計によって，

多様なアウトプットを得ることができる.たとえば， J 

年からK年の期間にタイプJHTの住宅からタイプKHT

の住宅に住み替えた世帯数は，各サンプル世帯(この場

合は転居希望世帯)の住宅・居住ゾーン決定後に，

(25) HLDRLl (KHT, JHT) 
=HLDRLl (KHT, JHT) +RN 

という加算を行なうことによって集計される.ここで

RN は (14) で定義されるようにひとつのサンプルで代表

される世帯の数である.居住ゾーンの変更，床面積の変

化，通勤時間の変化など住み替えに関する情報や，人口，

世帯数，都市的土地利用地面積などゾ{ンに関する情報

も同様の手続きによって集計される.

6. 第 3 プロ '"1 ク(土地および住宅価格の決定)

8.1 住宅価格の決定

第 2 プロックで取得対象住宅と居住ゾーンを決定する

ためには，ゾーンごとのタイプ別住宅の価格， CSTH 

(KHT， KRZ)，を決定しなければならない.持家の価格

は上物の建設費と土地取得費用からつぎのように計算さ

れる.

(26) CSTH(KHT, KRZ) 

1980 年 1 月号

c: 地価変化率

v: 都市的利用地
面積需要量変化率

L_ーー町四ー・ーー崎山」ー1.0

注 :vは第(i-l)回目の演算から第(i)回目の演算にかけての変
化率であり. cは第(i)回目から(i+ l)回目にかけての変化
率である.

図 7 地価反応関数

=FA(KHT) * (1.0+SRT(KHT)) 
本 CSTF(KHT)

+SL(KHT, KRZ) * PLNDO (KRZ) 
ここで FA(KHT)=タイプ KHT の住宅床面積， SRT 

(KHT) = (共用床面積/専用床面積)比率， CSTP 

(KHT) =単位床面積あたり建設費， SL(KHT, KRZ) 

=ゾーン KRZ，タイプKHTの住宅の敷地面積， PLNDO

(KRZ)= ゾーン KRZ の単位面積あたり土地価格(前回

の演算の結果推定されたもの.式 (27)参照).一方，貸

家の建設には利子率 RTI(KHT)，融資期間 NAMT

(KHT) のローシが充てられ，そのローン償還額に等し

い家賃が設定されるものと仮定する.

8.2 土地価格の決定

以上のように，住宅価格の構成要素として土地価格が

含まれているが，第 1 回目の演算における住宅価格はJ年

の土地価格が与えられて計算される.この住宅価格は，

シミュレーション期間中の住宅需要あるいはそれから派

生した土地需要から何らの影響も受けていないものであ

る. ミクロな世帯行動とマクロな市場状態との相互依存

関係を記述するには，需要水準の変化に応じて土地価格

を改定しそのもとで世帯行動を再度シミュレ{トし，こ

れを繰り返していくというモデル化の構造が望ましいで

あろう.そこでここでは，各ゾーンにおける都市的土地

利用地面積の変化率， V(第 (i-1)回目の演算から第 (i)
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