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概要– 本研究では，実際の都市と同じ規模のマイクロシミュレーションやエージェントシミュレーションを行う
ために，Simulated Annealing（SA）法を用いて，日本全体を都道府県毎に同じ規模の世帯構成の合成を行う．よ
り具体的な社会シミュレーションを行うためには，現実のデータを用いることが望まれるが，現実のデータは個
人情報であるため安易に用いることはできない．本研究では，統計データを用いて対象地域と同じ規模の世帯構
成の合成を行う際に，従来手法において検討されていない 3点の問題を検討する．第一は合成する最大世帯人員
数，第二は夫や妻の血族関係，最後に「夫婦，子供とひとり親」の世帯における子供とひとり親の性別決定法で
ある．これらの手法を用いた数値実験を行い，最も誤差を削減可能な手法と最も多い地域において誤差を削減可
能な手法が異なることを示す．前者は，従来手法から統計との誤差を 25.1%削減でき，後者の手法は 47都道府県
中 46都道府県において統計との誤差を削減可能であった．

キーワード: 世帯合成手法, 統計データ, シミュレーティッドアニーリング法, 47都道府県．

1 はじめに
計算科学は，理論科学，実験科学と並ぶ第 3の科学
として認められるようになっている 1)．物理学や化学，
天文学などの分野で計算科学は利用されているが，近
年では，経済学や政治学，社会学の分野においても，社
会シミュレーションという形で活用されるようになっ
ている．人間をモデルに内包する社会シミュレーショ
ンは，物理学や化学などと比較して，不確定要素が多
く，モデルの妥当性を確認する上で課題が残る場合が
少なくないが，多様なシミュレーションを行うことに
より，極端な事例（シナリオ）を発見し，それらの極
端な事例から，避けなければならないシナリオや，望
ましいシナリオを抽出し，それらのシナリオの発生メ
カニズムをモデルの範囲内で調べることにより，実世
界で起こりうる現象の説明ができることが期待される．
社会シミュレーションの技法の一つにマイクロシミュ
レーション 2)やエージェントシミュレーション 3)があ
り，それらのシミュレーションモデルでは，モデル化
する社会における市民の属性を個別に生成することが
必要になる．単純化した人工社会における市民の生成
の際には，市民の生成においても，単純化された方法
を用いて生成されることが多いが，モデルの対象とな
る社会をより現実的なものにしようとする場合，その
人工社会における市民の属性も，実際の社会における
市民の属性と同様のものになることが期待される．
市民の属性の再現を行うにあたって，政府や行政が
収集している戸籍や納税のデータを用いることができ
れば，それらの情報源に格納されている情報について
は，正確に再現することができるが，市民のプライバ
シーへの配慮から，それらの情報源が個票レベルで公
開されることはない．また，仮にそれらの情報源が試用
可能な場合でも，そのデータを直接用いることにより，
ある個人のシミュレーション結果が特定されないよう
に配慮しなければならない．このような状況から，公
開されている統計データから，仮想的な属性を持つ市
民で構成される人工社会を生成し，その人工社会の中
でどのような事象が発生するかを観察する社会シミュ
レーションが行われるようになっている．

統計データに基づく，個々の市民の個票データの合
成に関する研究の歴史は古く，Synthetic Reconstruc-
tion method (SR 法) 4) として知られている．SR 法
は，個票データのサンプルをもとに，Iterative Propor-
tional Fitting Procedure (IPFP) 5)を用いて個票デー
タを合成している．その後，数多くの個票データ合成
法が提案されているが，基本的に SR法に基づく，個
票データのサンプルを用いたアルゴリズムとなってい
る．Barthelemyら 6)は，IPFPの弱点として，個人の
統計と世帯の統計のどちらかに適合する合成ができた
としても，両方に適合する合成が困難であることを指
摘している．この課題を解決するため，Gargiuloらや
Barthelemyら 7) は，サンプルを用いない合成手法を
提案している．LenormandとDeffuanは 8)，サンプル
を用いない合成手法と SR法と比較し，前者が個人と
世帯をよりよく合成できていることを示した．
本研究が用いる合成手法もサンプルを用いない手法
である．池田らは 9種類の家族類型を対象に，SA法
（Simulated Annealing法）を用いて 9つの統計データ
への適合を目的とした世帯集団を合成する手法 9)を提
案した．家族類型とは，一般世帯1を世帯員と世帯主の
続柄により区分した分類である．枡井ら 10, 11, 12) は，
池田らが提案した合成手法を基に目的関数や合成手法
の改良を行った．
しかし，池田らや枡井らの合成手法は日本の統計デー
タを 500世帯や 1000世帯に縮小した合成手法であった．
枡井らの手法を用いて現実と同じ規模の世帯集団を合
成する際には，家族類型毎の世帯数を統計データに基
づき，確率的に合成していたため，合成した家族類型毎
の世帯数と統計データに相違が発生した．また，Fig. 1
に示す合成対象の 9種類の家族類型のうち，「単独」世
帯と「夫婦のみ」世帯のみ人口分布を用いて最適化を
試みている．他の 7種類の家族類型は，全ての家族類
型を含んだ男女別の人口分布を用いて最適化を行って
いる．そのため，結婚できない年齢の夫婦が発生する

1一般世帯とは，住居と生計を共にしている人の集まりや一戸を
構えて住んでいる単身者，間借り，下宿，独身寮に住んでいる単身
者の世帯である．
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単独 夫婦のみ 夫婦と子供

男親と子供 女親と子供 夫婦と両親

夫婦とひとり親 夫婦，子供と両親 夫婦，子供とひとり親

Fig. 1: 合成対象の家族類型

可能性があった．
著者らは，これらの問題を解決するために，初期世
帯の世帯の合成方法と最適化に用いる統計データの数
を変更した合成手法を提案した 13)．また，SA法によ
る最適化の過程で市民の年齢を変更する際の確率分布
を変更した．山形県を対象に評価実験を行い，従来手
法に比べ統計データとの差異を 27分の 1に削減した．
しかし，著者らが提案した初期世帯の合成方法につ
いて，3点問題があった．1点目は，合成する世帯人員
の問題である．著者らの手法では初期世帯合成時に，家
族類型，世帯人員別一般世帯数の統計データを用いた．
世帯人員の項目は 1～6人と 7人以上である．7人以上
を 7人と設定し合成を行うと，合成した世帯構成の人
口は統計データの人口より少なくなる．そのため，著
者らは世帯人員の 7人以上の項目を家族類型別人口の
統計データを用いて，7人と 8人に分離した．しかし，
統計データの人口が適合するように単純に分離したた
め，初期世帯合成手法を用いることができない地域が
あった．
2点目は，「夫婦，子供とひとり親」世帯における子
供とひとり親の男女の数である．これらを判断できる
統計データが存在しない．そのため，著者らは男女の
数を配偶関係の項目を用いて確率的に設定したが，十
分に検討できていない．
3点目は，夫婦の両親やひとり親が存在する家族類
型について，夫の直系尊属2のみを考慮している．すな
わち，同居している両親やひとり親の子供が夫のみで
ある．現実社会には，同居している両親やひとり親の
子供が妻の場合もある．より現実社会に適合した世帯
構成の合成を行うためには，夫と妻双方の両親および
ひとり親を考慮すべきである．
本研究では，日本全体の 47都道府県を同じ規模かつ

都道府県単位で世帯構成の合成を行い，合成結果にお
ける地域差を検討する．47都道府県の世帯構成の合成
を行うに当たり，初期世帯の合成手法を改良する．ま
た，「夫婦，子供とひとり親」世帯における子供とひと
り親の男女の数及び夫と妻双方の両親を考慮し世帯構
成の合成を行った際の影響を検討する．

2 SA法を用いた世帯構成合成手法
著者らが提案した世帯合成手法 13) は，統計データ

を基に作成した仮想の世帯構成を，複数の統計に適合
させる手法である．市民の年齢や親子の年齢差の統計
データに対する，コンピュータ上で合成した世帯構成
のデータ集合（合成データ）の誤差を計算し，SA法を
用いて誤差を最小化した．

2父母，祖父母，曾祖父母等，直径の関係．

Fig. 2: 合成データのモデル

合成データは複数の世帯とその構成員である市民に
よって構成しており，世帯数H を設定することで合成
データの規模が設定する．合成データのモデルをFig. 2
に示す．著者らの手法は，山形県を対象に，山形県の統
計データに基づく世帯構成の合成を試みており，家族
類型は実統計 14) に掲載されている Fig. 1の 9種類の
家族類型を用いている．なお，これらの 9種類の世帯
数で日本全体の全世帯数の約 95%，山形県については
約 90%を占めていることが知られている．その他の世
帯数の家族類型は，他の親族を含む世帯や兄弟姉妹の
みからなる世帯，非親族を含む世帯，他に分類されな
い世帯である．これらの家族類型は，公開されている
複数の統計データに整合させることが困難である．例
えば，他の親族を含む世帯において，親族と他の親族
を結びつける統計がない．兄弟姉妹のみからなる世帯
については，兄弟間の年齢差を設定することは可能だ
が，基準となる年齢を結びつける統計が存在しない．そ
のため，著者らは 9種類の家族類型のみを対象として
いた．
世帯の中には構成員として世帯の構成員が存在して
いる．それぞれの市民は年齢，性別，所属する家族類
型，世帯の役割，親族関係の 5つの属性を持っている．
世帯の役割は，所属する世帯の中での役割を表してい
る．例えば，「夫婦と子供」の世帯の場合，夫，妻，子供
の 3つの役割がある．親族関係は親―子と夫―妻の相
互関係を表すための属性であり，一般的な家系図で記
述される人と人を繋ぐ線を表現している．例えば，自
分の妻の属性を確認する時は，この親族関係を用いて
妻の情報を参照する．
著者らは，対象地域と同じ規模の世帯構成を合成す
るために，対象地域の世帯数や人口などの統計データ通
りに初期世帯を生成する．著者らの初期世帯合成法 13)

は，家族類型，世帯人員別に世帯を合成し，その後に
市民の性別と初期の年齢を設定する手法である．家族
類型，世帯人員別に世帯を合成する際には，国勢調査
人口等基本集計 14) 表 11を用いる．表 11は 16区分の
世帯の家族類型，7区分の世帯人員別世帯数が記されて
いる．しかし，表 11には年齢不詳の単独世帯が含まれ
ているため，国勢調査 人口等基本集計 表 16–1を用い
て，年齢不詳の単独世帯を取り除いた．表 16–1は 16
区分の世帯の家族類型，3区分の配偶関係，1歳階級の
年齢，男女別一般世帯人員が記されている．
表 11の世帯人員の項目は 1人，2人，. . .，7人以上

である．7人以上を 7人とすると，現実社会に存在す
る 8人以上の世帯を 7人として合成するため，実際の
人口と相違がでる．そのため，7人以上の世帯数を 7人
と 8人と仮定して，8人の世帯を以下の式を用いて求
める．

Ĥt8 = popt −
7∑

m=1

(Htm ×m) (1)

また，以下の式を用いて 7人の世帯を求める．

Ĥt7 = Ht7 − Ĥt8 (2)

ここで，Htm は家族類型 tの世帯人員mの世帯の数，
popt は家族類型 t の人口である．式（1）では，右辺
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で得られた残りの人口を全て 7人世帯に上乗せし，式
（2）でその残りの世帯を 7 人と定めている．しかし，
Ht7 < Ĥt8の場合，Ĥt7がマイナスになる地域があり，
全ての地域において式（1）と式（2）を用いることが
できない．解決方法は 3.1節で説明する．
市民の性別と初期の年齢を設定する際には，国勢調
査 人口等基本集計 14) 表 16–1を用いる．市民の性別
は統計データの男女の数に相違が発生しないように設
定する．「単独」世帯は，表 16–1から年齢不詳を除いた
男女別人口通りに性別を設定する．「夫婦のみ」世帯は，
1世帯に男性と女性を 1人ずつ配置する．「男親と子供」
世帯における子供の性別は，「男親と子供」の男性の人
口から「男親と子供」の世帯数を引いた数と女性の人
口を基にランダムに設定する．「夫婦，子供と一人親」
を除く他の家族類型についても同様に世帯構成員の性
別を設定する．例えば，「夫婦，子供と両親」世帯の子
供は，「夫婦，子供と両親」の男性の人口から「夫婦，子
供と両親」の世帯数の 2倍を引いた値と「夫婦，子供
と両親」の女性の人口から「夫婦，子供と両親」の世
帯数の 2倍を引いた値を基にランダムに設定する．「夫
婦，子供と一人親」の子供と一人親の性別の設定方法
は 3.2 節で説明する．
家族類型，世帯人員，世帯構成員の性別が設定した
後に初期の市民の年齢を設定する．「単独」世帯を除き，
初期の市民の年齢は表 16–1を用いて家族類型，性別に
基づきランダムに設定する．「単独」世帯の市民の年齢
を表 16–1の人口分布通りに設定する．これにより，「単
独」世帯は初期世帯合成時に統計データとの差異なく
合成可能である．
著者らは，SA 法を用いて合成データと複数の統計
データの差を最小化する．著者らが用いた 21種類の統
計データを以下に示す．

(1) 父子の年齢差（人口動態職業・産業別統計出生 15)

表 1）
(2) 母子の年齢差（人口動態調査 確定数 保管統計表

16) 出生 5–2）
(3) 夫婦の年齢差（国勢調査人口等基本集計 14) 表 17）
(4) 単独世帯の男性の人口分布
(5) 単独世帯の女性の人口分布
(6) 夫婦のみ世帯の男性の人口分布
(7) 夫婦のみ世帯の女性の人口分布
(8) 夫婦と子供世帯の男性の人口分布
(9) 夫婦と子供世帯の女性の人口分布
(10) 男親と子供世帯の男性の人口分布
(11) 男親と子供世帯の女性の人口分布
(12) 女親と子供世帯の男性の人口分布
(13) 女親と子供世帯の女性の人口分布
(14) 夫婦と両親世帯の男性の人口分布
(15) 夫婦と両親世帯の女性の人口分布
(16) 夫婦とひとり親世帯の男性の人口分布
(17) 夫婦とひとり親世帯の女性の人口分布
(18) 夫婦，子供と両親世帯の男性の人口分布
(19) 夫婦，子供と両親世帯の女性の人口分布
(20) 夫婦，子供とひとり親世帯の男性の人口分布
(21) 夫婦，子供とひとり親世帯の女性の人口分布

本研究も上述の統計データを用いる．全ての統計デー
タは年齢不詳の項目を除いて調整した．統計データ (1)，
統計データ (2)の形式をTable 1に，統計データ (3)の

Table 1: 父子の年齢差
条件X 条件 Y 割合 (%)
父子関係 年齢差　～19 0.269
父子関係 年齢差 20～24 7.556

. . . . . . . . .
父子関係 年齢差 70～44 0.000
父子関係 年齢差 75～　 0.023

Table 2: 夫婦の年齢差
条件X 条件 Y 割合 (%)
夫婦関係 年齢差～−70　 0.000
夫婦関係 年齢差　 −69　 0.000

. . . . . . . . .
夫婦関係 年齢差　 − 1　 6.957
夫婦関係 年齢差　 − 0　 13.144
夫婦関係 年齢差　 + 1　 13.831

. . . . . . . . .
夫婦関係 年齢差　 +69　 0.000
夫婦関係 年齢差　 +70～ 0.000

形式をTable 2に，統計データ (4)～統計データ (21)の
形式を Table 3に示す．
著者らが用いた SA法では，以下の目的関数を用い
て最適化を行った．

fs(A) =

Gs∑
j=1

|csj(A)−Round(rsj ×msj(A))| (3)

ここで，Aは合成データ，sは統計データの種類，Gs

は統計データ sの項目数，csj は統計データ sの条件
Xsj と条件 Ysj を満たす合成データの市民の数，rsj は
統計データ sの項目 j の割合，msj は統計データ sの
条件Xsj を満たす合成データの市民の数を表している．
上記の目的関数を統計データ s = 1, 2, . . . , S に対して
行い，その総和の最小化を SA法を用いて行う．著者ら
が用いた統計データ sの項目数 Gs を Table 4に示す．
統計データ (4)～統計データ (21)の項目数Gsは全て 0
歳から 100歳までの 1歳区分の 101である．
著者らが用いた SA法では以下の手続きにより最適
化を行った．

Step 1 合成データを初期生成
Step 2 探索回数が規定数に達すれば探索を終了
Step 3 合成データ内の市民をランダムに 1人選択し

年齢を変更
Step 4 解の遷移判定
Step 5 探索回数を更新して SAの温度を冷却
Step 6 Step 2の処理に戻る

Step 3 の年齢の変更には，国勢調査 人口等基本集
計 14) 表 16–1を基に作成する，家族類型，世帯内の役
割，性別の人口分布を用いる．表 16–1には世帯内の役
割の項目はないため，配偶関係（未婚，既婚，離別・死
別）の項目を用いて世帯内の役割を仮定する．例えば，
「夫婦と子供」の世帯において，未婚者の市民は子供，
有配偶は夫婦と予想できる．しかし，「男親と子供」の
世帯において，死別・離別の市民は男親と子供の両方
の可能性がある．そのため，配偶関係のみを根拠とし
て最適化を行うことは問題である．

- 115 -



Table 3: 単独世帯における男性の人口分布
条件X 条件 Y 割合 (%)

単独世帯の男性 年齢 0 0.000
単独世帯の男性 年齢 1 0.000
単独世帯の男性 年齢 2 0.000

. . . . . . . . .
単独世帯の男性 年齢 99 0.007
単独世帯の男性 年齢 100 0.002

Table 4: 統計データ sの項目数 Gs と年齢階級
統計データ Gs 年齢階級
統計データ (1) 13 5歳
統計データ (2) 9 5歳
統計データ (3) 141 1歳
統計データ (4) 101 1歳
統計データ (5) 101 1歳

. . . . . . . . .
統計データ (21) 101 1歳

3 初期世帯合成法の改良
3.1 世帯人員別世帯数の推計
日本全国，全ての地域において世帯構成の合成を行

うために，世帯人員別世帯数の推計を行う．国勢調査
人口等基本集計 14) 表 11の家族類型，世帯人員別世帯
数の統計データを基に，国勢調査 人口等基本集計 14)

表 16–1 の家族類型別人口の統計データと，国勢調査
人口等基本集計 14) 表 7の 10区分の世帯人員別世帯数
を用いて推計を行う．表 11から作成した家族類型別 7
人以上の世帯数と表 16–1から作成した家族類型別 7人
以上の人口を Table 5に，表 7から作成した世帯人員
別世帯数を Table 6に示す．
Table 5から Table 6を満たす解を探索するために，
本研究では SA法を用いた．SA法では以下の式を用い
て最適化を行う．

gs =

Gs∑
j=1

|dsj −Rsj | (4)

ここで，dsj は統計データ sの条件 Xsj を満たす世帯
数もしくは人口，Rsj は統計データ sの項目 j の実数
である．本研究では，対象地域と同じ規模で世帯構成
を合成するため，合成する世帯数や人口とそれぞれに
対応する統計データの値は同数として統計データの実
数を用いることができる．
世帯人員別世帯数の推計を行う SA法は以下の手続
きにより最適化を行う．

Step 1
∑

s gs = 0，もしくは探索回数が規定数に達す
れば探索を終了

Step 2 家族類型と 7人以上の世帯をランダムに 1世
帯選択し，世帯人員数を 7からMmax間でランダ
ムに変更

Step 3 解の遷移判定
Step 4 探索回数を更新して SAの温度を冷却
Step 5 Step 1の処理に戻る

これらの操作により，世帯数から算出する人口と統計
データの人口の差異の削減を目指して最適化を行う．す
なわち，家族類型 tについて

popt −
Mmax∑
m=1

(Htm ×m) = 0 (5)

を目指して最適化を行う．

Table 5: 家族類型別 7人以上の世帯数と人口
条件X 世帯数 人口
夫婦と子供 123 904
男親と子供 0 0

. . . . . .
非親族を含む世帯 87 702

不詳 1 10

Table 6: 世帯人員別世帯数
条件X 実数
1人　 86,654
2人　 95,246
. . . . . .

10人～ 215

3.2 「夫婦，子供と一人親」の世帯構成員の性別設
定法

「夫婦，子供とひとり親」世帯における子供とひと
り親のそれぞれの男女の数は，国勢調査 人口等基本集
計から決定できない．著者らは「夫婦，子供とひとり
親」世帯における男女別未婚の人口分布を基にこれら
の性別を決定した．「夫婦，子供とひとり親」世帯にお
ける性別の決定方法を以下に示す．

1. 「夫婦，子供とひとり親」世帯における未婚の男
女比に基づいて確率的に子供の性別を決定

2. 以下の男女の数に基づき，重複なしにひとり親の
性別を決定する

• 男性：P9,male − EC9,male −H9

• 女性：P9,female − EC9,female −H9

ここで，P9,male は「夫婦，子供とひとり親」世帯に
おける男性の人口，P9,female は同じく女性の人口，
EC9,maleは 1.で決定した「夫婦，子供とひとり親」世
帯における男性の子供の数，EC9,femaleは同じく女性
の子供の数，H9は「夫婦，子供とひとり親」の世帯数
である．世帯数は夫もしくは妻の数と等しいため，上
述の式により未設定の男女の数を計算できる．
本研究では，上記に加え新たに 2点の手法を提案し，
比較検討する．1点目は「夫婦とひとり親」世帯のひ
とり親の男女比に基づいて確率的に「夫婦，子供とひ
とり親」世帯のひとり親の性別を決定する方法である．
「夫婦とひとり親」世帯におけるひとり親の男女比を考
慮した性別の決定方法を以下に示す．

1. 「夫婦とひとり親」世帯におけるひとり親の男女
比に基づいて確率的にひとり親の性別を決定

2. 以下の男女の数に基づき，重複なしに子供の性別
を決定

• 男性：P9,male − EP9,male −H9

• 女性：P9,female − EP9,female −H9

ここで，EP9は 1.で決定した「夫婦，子供とひとり親」
世帯における男性のひとり親の数，EP9female は同じ
く女性のひとり親の数である．
2点目は「夫婦，子供と両親」世帯の子供の男女比
に基づいて確率的に「夫婦，子供とひとり親」世帯の
子供の性別を決定する方法である．「夫婦，子供と両親」
世帯における子供の男女比を考慮した性別の決定方法
を以下に示す．

1. 「夫婦，子供と両親」世帯における子供の男女比
に基づいて確率的に子供の性別を決定
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Table 7: 世帯人員の増加による合成誤差への影響

両親との関係 性別決定法
最大世帯人員数

8人 16人

夫の親
A 未婚男女比 450.8 451.0
B ひとり親 3,503.2 3,503.8
C 子供 293.5 293.8

夫と妻の親
D 未婚男女比 288.1 283.2
E ひとり親 3,089.3 3,087.6
F 子供 381.9 388.2

2. 以下の男女の数に基づき，重複なしにひとり親の
性別を決定する

• 男性：P9,male − EC9,male −H9

• 女性：P9,female − EC9,female −H9

3.3 夫と妻双方の両親を考慮した世帯合成法
従来の両親やひとり親について夫の親のみ考慮して
いた．本研究では，夫と妻の双方の親を考慮するため
に，世帯数を SA法を用いて推計する．世帯構成員に両
親もしくはひとり親が存在する家族類型について，世
帯人員別世帯数を夫もしくは妻の親に分離する．適合
させる統計データは国勢調査 人口等基本集計 14) 表 10
を用いる．
SA法を用いて最適化を行う際は式 ( 4)を用いた．
夫もしくは妻の親の分離を行う SA法は以下の手続
きにより最適化を行う．

Step 1
∑

s gs = 0，もしくは探索回数が規定数に達す
れば探索を終了

Step 2 家族類型と世帯をランダムに 1世帯選択する
Step 3 選択した世帯の世帯人員，もしくは夫か妻の

親をランダムに変更する．
Step 4 解の遷移判定
Step 5 探索回数を更新して SAの温度を冷却
Step 6 Step 1の処理に戻る

4 実験結果
本章では，提案手法の導入による統計との誤差の影
響と 47都道府県の合成による地域差の検討を行う．世
帯人員の増加による影響を 4.1節で，「夫婦，子供と一
人親」の世帯の性別決定法や夫と妻の両親を考慮した
世帯合成法，及び地域差の検討を 4.2節で行う．

4.1 世帯人員の増加による誤差の影響
世帯人員の増加による統計との誤差の影響を検討す
る際には，山形県を対象とする．また，統計は平成 22
年国勢調査 人口等基本集計，人口動態調査（2010年），
人口動態職業・産業別統計（2010年）を用いた．山形
県を選んだ理由は，平均世帯人員が 3.01（平成 22年
国勢調査）と 47都道府県で最も高く，世帯人員が多い
ため，世帯人員を増加させる合成による効果を測定し
やすいと考えたからである．なお，本研究が用いた計
算機の CPUは，Intel Xeon Processor E5–2687W v4
（3.0 GHz，12コア）のデュアル構成で，メモリはDDR-
4 2400 8 GB×16である．
世帯人員別世帯数の推計を行う際に，最大世帯人員
数Mmaxは 16とした．また，世帯人員別世帯数の推計
と同時に 3.3節において提案した，夫と妻双方の両親
が存在する世帯の世帯人員別世帯数を推計する．推計
を行う際の設定は，探索回数を 100, 000, 000回，初期
温度 0.5，収束温度 0.1，冷却関数は指数とした．推計
の結果，統計との誤差

∑
s gsは 1分程度で 0となった．

Table 8: 47都道府県の合成誤差
両親との関係 性別決定法 誤差の合計

夫の親
A 未婚男女比 32,931.18
B ひとり親 190,318.34
C 子供 27,617.82

夫と妻の親
D 未婚男女比 27,023.40
E ひとり親 154,995.58
F 子供 24,659.46

山形県の合成結果をTable 7に示す．探索回数は 1人
あたり 1,000回3，初期温度 0.5，収束温度 0.01，冷却
関数は指数とし，100回実験を行った．Table 7の両親
との関係とは 3.3節において提案した手法である．夫
の親は従来手法，夫と妻の親は提案手法である．性別
決定法とは，3.2節において提案した，「夫婦，子供とひ
とり親」世帯構成員の性別決定法である．未婚男女比
とは「夫婦，子供と両親」世帯の未婚の男女比に基づ
き子供の性別を決定する従来手法である．ひとり親と
は「夫婦とひとり親」世帯のひとり親の男女比に基づ
き「夫婦，子供とひとり親」のひとり親の性別を決定
する手法である．子供とは「夫婦，子供と両親」世帯
の子供の男女比に基づき「夫婦，子供とひとり親」の
子供の性別を決定する手法である．
Table 7から，最大世帯人員について 8人と 16人に

おいて，大きな差はない．6つの手法について，最大世
帯人員の 8人と 16人の統計との誤差に対し，Welchの
t検定を行ったところ，6つの手法全てにおいて有意な
差はなかった．山形県においては，最大世帯人員の増
加による統計への誤差の影響はなかった．

4.2 47都道府県の合成結果

47都道府県について，各都道府県毎に合成し，各手
法毎との誤差の総和を Table 8に示す．探索回数は 1
人あたり 1,000回，各手法毎に 100回試行をし，その
統計との誤差の平均値を示した．
Table 8から最も統計との誤差を削減できた手法は夫
と妻の双方を考慮し，「夫婦，子供と両親」世帯の子供
の男女比に基づいて子供の性別を決定する手法である．
両親の関係と性別決定法の 6種類の手法のうち，最も
統計との誤差が減少した手法は灰色のセルである夫と
妻の双方を考慮し，未婚の男女比に基づいて子供の性
別を決定する手法 Fである．
ところで，山形県において最も誤差を削減できた手
法と 47都道府県毎の誤差の総和を削減できた手法は異
なる．そのため，合成地域によって誤差を削減可能な
手法が異なる．
47都道府県のうち最も多い地域において統計との誤
差を削減可能な手法を判断するために，都道府県毎に 6
つの手法に対してWelchの t検定を行った．t検定の結
果をTable 9に示す．Table 9の分母は統計との誤差が
行の手法<列の手法である都道府県数を，分子はその
うち 5%の有意差があった都道府県数である．例えば，
3行 1列の「31/35」とは，夫の親のみ考慮し，「夫婦，
子供と両親」世帯の子供の男女比に基づき子供の性別
を決定する手法と，夫の親のみ考慮し，「夫婦，子供と
両親」世帯の未婚の男女比に基づき子供の性別を決定
する手法について，前者が後者より削減できた都道府
県数が 35，うち 5%の有意差があった都道府県は 31で

3著者らが提案した手法 13) において，単独世帯は初期世帯合成
時に誤差 0 で合成でき，単独世帯は SA 法を用いて探索する必要が
ない．そのため，本研究では探索回数を合成対象の 9 種類の家族類
型のうち，単独世帯を除く 1 人あたり 1,000 回と設定した．
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Table 9: 47都道府県における各手法の検定結果（5%有意）
両親との関係 夫の親 夫と妻の親

平均
性別決定法 A 未婚 B 親 C 子供 D 未婚 E 親 F 子供

夫の親
A 未婚 – 47 /47 9 /12 1 / 1 47 /47 5 / 7 21.8/22.8
B 親 0 / 0 – 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0.0/ 0.0
C 子供 31 /35 47 /47 – 24 /28 47 /47 3 / 7 30.4/32.8

夫と妻の親
D 未婚 42 /46 47 /47 17 /19 – 47 /47 10 /14 32.6/34.6
E 親 0 / 0 47 /47 0 / 0 0 / 0 – 0 / 0 9.4/ 9.4
F 子供 37 /40 47 /47 33 /40 29 /33 47 /47 – 38.6/41.4

平均 22.0/24.2 47.0/47.0 11.8/14.2 10.8/12.4 37.6/37.6 3.6/ 5.6 –

ある．各行と列の平均は行および列ごとの分母，分子
それぞれの平均値である．
Table 9の手法 A（夫の親を考慮し，「夫婦，子供と

ひとり親」世帯の未婚男女比に基づいて子供の性別を
決定する手法）の列から，従来手法 13) である手法 A
と比べ最も多い地域において誤差を削減できた手法は，
灰色で示されている手法 D（夫と妻双方の親を考慮し，
「夫婦，子供とひとり親」世帯の未婚男女比に基づいて
子供の性別を決定する手法）である．東京都以外の 46
道府県において統計との誤差を削減できていた．
Table 8で最も統計との誤差を削減できた手法 Fと，

Table 9で最も多い地域において誤差を削減できた手
法 Dが異なっていることがわかる．両手法の検定結果
を観察すると（Table 9の水色のセル），手法 Dより手
法 Fがより多い地域において誤差を削減できている．
手法 Dは従来手法 13) である手法 Aより安定して

誤差を削減できている．手法 Fは手法 Dと比べ従来
手法 13)である手法 Aより誤差を削減できる地域数は
少ない（Table 9の灰色のセルと赤のセル）．しかし，
Table 8から手法 Fは手法 Dに比べより多くの誤差を
削減できている．なお，手法 Fより従来手法 13) であ
る手法 Aが誤差を削減できた地域は，和歌山県，香川
県，福岡県，佐賀県，長崎県，大分県，鹿児島県の 7県
である．

5 おわりに
本研究では，初期世帯の合成方法について 3点の問
題を解決する手法を提案した．それぞれ，合成する世
帯人員数，「夫婦，子供とひとり親」の世帯における子
供とひとり親の性別決定法，夫及び妻双方の両親の考
慮である．また，47都道府県毎に合成を行い，地域差
の検討を行った．実験の結果，人口や世帯が多い地域
ほど統計との誤差は増加する傾向にあるが，1人あたり
の統計との誤差は減少する傾向にある．また，最も誤
差を削減可能である手法と従来手法より最も多い地域
において誤差を削減できた手法が異なる．これは，「父–
子」と「母–子」の関係の組み合わせ数が変化したこと
により，最適化過程の父子年齢差や母子年齢差の統計
との誤差に影響を及ぼしたことが原因である．
本研究では 47 都道府県において世帯構成の合成を
行ったが，市民の属性は年齢，性別，所属する家族類
型，世帯内の役割，親族関係の 5つの属性である．こ
れら 5つの属性のみを用いてあらゆる社会シミュレー
ションを行うことは困難である．今後，合成データを
用いた多種多様な社会シミュレーションが行えるよう
に，新たな市民の属性を付加する手法や 9種類の家族
類型以外の家族類型の合成手法を検討する．
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