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ク ロスセ クシ ョン分析 における共変 関係 の検証

加 茂

英 司

Analysis of Covariant Relation in Cross-sectional Analysis

Eiji Kamo
ABSTRACT
Covariance is decided by correlation coefficient and standard

deviation. In cross-sectional analysis, the standard deviation of
market growth rate becomes larger with long term data, and
covariant relation of market-slack hypothesis becomes stronger

with long term data. Covariance does not reflect average of
samples, and the level of market growth rate is not the source of
strength of covariance.
Labor elasticity of self-employment hypothesis has standard

deviation of market growth rate in its denominator, and the
strength of covariance becomes stronger with short term. Its
covariance also does not reflect average of samples, and the

level of labor elasticity is not the source of strength of
covariance.

In order to make average be reflected on the covariance, we
should not use cross-sectional analysis, but we should use
sequential analysis.
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なぜ動学クロスセクション分析は答えを見つ けることが上手なのか

経済発展度 (Cundiff)が 流通システムの発達に重要な変数であるとい う一
元的経済発展仮説は、変数間の共変関係 を観測することはなかった。その他に
も流通 システムのほ うが経済発展度 に貢献す るとい う「逆因果連鎖仮説」
(Drucker、 McCarthy、 Moyers and Hollander)、 経済発展度 と流通 システ

ムの構造には、企業 の規模 と組織、経営者の態度などの複数の介在変数が存在
して い る とい う 「 介 在 変 数説」 (Douglas)、

また「 包 括 的 な枠 組 み」

(Liander)と 変数間の「ウエ イ ト」 (Bames)で も、ついに変数間に共変関
係 を発見することはなかった

(Sethi)。

静学変数 を使 ったク ロスセ クシ ョン分析 はことごと く成功 しなかったので、
我が国では動学変数を使 うことによって容易 に変数 間の共変関係 を発見す るこ
とになる (風 呂1960、 田村 1986)。 あたか も動学 クロスセ クシ ョン分析 に真理
を発見する効 果的な役割が存在す るよ うに見 えるが、ひとたび共変関係 を相関
係数 と標準偏差 に分けてみれば、単 に動学変数が持 つ特殊 な性格 によることが
判明す る。 い わば標準偏差 の拡大 によるみせか けの共変関係 で あることが本稿
の検証 で分か ったので ある。
本稿 は半世紀以上に もわたって明 らかにされなかった動学変数にまつ わる特
殊 な メカニ ズム を明 らかに し、比較分析研究 の 問題点は どの よ うにすれば改善
で きるかを指摘す ることを目的 とした もので ある。
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市 場 成 長 率 を使 う と標 準 偏 差 が 拡 大 す る

共変関係 を表す共分散
共変 関係 の強 さを表す共分散 は、式 1‑1の よ うに相関係数 と標準偏差で決定
される°。
式 1‑l

Cov(M,Y)=Corr(M,Y)×

√ I Var(M)￨× √ I Var(Y)￨

M Jヽ 売店数変化率

Y 市場成長率
Cov(M,Y)小

売店数変化率 と市場成長率の共分散

Corr(M,Y)小 売店数変化率 と市場成長率の相関係数
√ i Var(M)1 自己雇用率 の標準偏差
√ I Var(Y)1 雇用弾力性 の標準偏差

1)共 変関係に関する指数には相関係数、偏回帰係数、共分散がある。
共変関係は相関係数だけで表 されるわけではな く、標準偏差 の情報 も必要である。相
関係数が高 くても標準偏差が小 さい と共変関係は弱い し、相関係数が低 くても標準偏差
が大 きい と共変関係は強い。それだけ共変関係の判断には多 くの情報量が必要になる。
重回帰分析か ら算出される偏回帰係数は相関係数 と標準偏差 の両方の情報を反映 して
いる代 わ りに、他の変数が所与 とい う限定付 きの共変関係である。実際の共変関係を表
すわけではない。
共分散 は相関係数 と標準偏差 の双方を反映 している うえに、他の変数を所与 としてい
ない という意味では共変関係を判断するうえで最適な指数であるといえる。 しか し共分
散 は単位が異なるだけで値が変わ り、数値だけでは比較できないとい う欠点がある。
相関係数、偏回帰係数、共分散はどれも限定された条件のもとで しか使 えない。 した
がって各指数が使えるどうかの前提条件の検証 もせずにこれ らの指数を使 う論文があれ
ば、ほぼ間違っているといっても良い。本稿で共分散を使 っての検証が可能である理由
は、共分散 として算出された数字を使 っているわけではな く、単にその傾向だけを使っ
て検証をしているからである。

″ θ〃
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商業統計 の実施年毎 における小売店数変化率 と市場成長率 の共分散 の推移 に
つい てはグラフ 1を 見て もらい たい。 なお本稿 にお いては、 と くに断 りが ない
限 り、標準偏差や共分散 な どの比較分析研究はすべ て商業統計か らの業種別 ク
ロスセ クシ ョン分析を使 っている。
高度経済成長期で も共分散が大 きい わけで もない し低成長期 で も小 さい わけ
で もない。そ もそ も相 関係 数は平均 も標準偏差 も持たない指数Dで あ り、標準
偏差 もまた平均か らは独立 してい る。共分散が市場成長率 の高 さや低 さを反映
しないの は 当然 である。
の市場成長率
グラフ 1 商業統計実施年毎
と小
商業統計実施年毎の
市場成長率と
Jヽ 売店
売店数変化率の共分散は安定している
数変化率 の共分 散 は安定 してい る
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2)例 えば64‑66年 のデ ー タを使 って、小売店数変化率 と市場成長率 の相 関係数 を計算す る
と標準化前 も後 もどち らの場合 も0.84と なる。
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共変関係がデ ー タの平均 を反映 しない とい うメカニズムについては、次のデ
モ デー タを使 って説明 した い。表 1は 変数 1と 変数 2の デー タを示 したもので
あ り、左表 で も右表で も標準偏差 は同 じだが平均 だ けを変えてい る。両変数 と
も右表にお いて平均 を高 くしてい るので、例 えば左表が低成長期のデ ー タ、右
表 が高度経済成長期のデー タに相当すると考 えて もらえばよい。 もしくは左表
が不況期、右表 が好況期のデ ー タに相当する ことに なる。
グラフ 2と グラフ 3は それぞれ左表 と右表 を散布図に した もので あ り、両変
数間の共変 関係 の強 さが左表で も右表で も同 じであることがわかる。異なって
い るのは平均 だけなので、単 に近似 直線 の位置が上下や左右 に移動 してい るだ
けである。 したがってクロスセ クシ ョンデー タを使 って比較分析研究 をして も、
高度経済成長期や景気変動 の ような平均値 を反映す ることはない。
表1

デモデータ

左表

右表

変数

変数 2

1

変数

1

サ ンプル A

1

3

サ ンプル B

2

4

サ ンプル C

3

5

サ ンプル D

4

6

サ ンプル E

5

7

平均

3

5

変数 2

標準偏差
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グラフ 2

表

1(左 表 )の 散布図

左表の数値
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表 1(右 表 )の 散布図
右表 の数値
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計測期間 を変 えなが ら検証する共変関係
そ こで動学 クロスセ クション分析 を行 う際、 デー タの何が共分散を決定 して
い るのかを、 これ まで誰 も試みなかったまった く異 なる方法 を使 って検証 した
い。商業統計実施年毎ではな く、 1964年 を基点に して計測期間を長 くしなが ら
共分散 を計測す るとい う方法 である。
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最初 に1964‑66年 の「 2年 間」 のデー タ、次に1964‑68年 の「 4年 間」 のデー
タとい うよ うに しだ い に長 くす る。 グラフ 4は 短期デ ー タよ りも長期デー タに
お いて共分散が拡大す る様子 を表 している。
グラフ 4 市場成長率と小売店数変化率の共分散は長期データほど拡大する
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では共分散 がなぜ長期デー タで拡大す るのか。小 売店数変化率 と市場成長率
の各標準偏差 (グ ラフ 5)、 そ して相関係数 (グ ラフ 6)に 分 けて調 べ ると、
市場成長率 の標準偏差 が きわめて顕著 に計淑1期 間 に依存す ることがわかる。 つ
ま り市場成長率 の標準偏差 の変化が原因 となって、共分 散 は計測期 間依存型 に
なるので ある。

″ θ″
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グラフ 5

市場成長率 と小売店数変化率 の標準偏差
０
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グラフ 6

小売店数変化率 と市場成長率 の相関係数は安定 している
計測期 間別 の相関係数
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一般的に静学変数の標準偏差が安定す るとい う性格は、古 くか ら「平均回帰」
とい う言葉 で説明されている。フランシス・ゴル トンが身長の高い親から生ま
れる子 どもの身長 は、親 ほど高 くない とい うことを発見 したのは、今か ら100
年以上 も前 の話である。平均に近 くなるとい うことから平均回帰 と名付けたも
のである。平均回帰のおかげで身長 とい う変数 の標準偏差 は、世代が変わって
も一定 になるのである。他にも気温や成績など、身の回 りの多 くの変数の標準
偏差が安定 しているのはこの原理のおかげである。
グラフ 7は 業種別 クロスセ クション分析を使 って各時期の市場成長率の標準
偏差を調べ たものだが、市場成長率の標準偏差 もまた平均回帰によって安定 し
ていることがわかる。それにもかかわらず、長期デー タによって拡大するのは
動学変数が持つ特有のメカニズムのせいである°。
このメカニズムがわからないと、共分散の変化する原因を安易に平均 に求め
てしまうことになる。そ こで「た またま」高度経済成長期のデー タを使 って変
数間の共変関係が強ければ、高い市場成長率 とい う平均を原因だと考えてしま
う。反対 に「たまたま」低 い市場成長率 の時期 のデータを使って共変関係が強
い と、低 い市場成長率に原因を求めることになる。その結果、因果関係は「偶
然性」に影響 され、仮説は「理論無 き理論化」のプロセスを辿ることになる。
この現象 は市場 ス ラック仮説 と自己雇用モデルに見 られ、市場 ス ラック仮説
は「 日本経済の異常な経済成長率 (=市 場成長率 :著 者注釈)」 。とい う平均に

業種 Aの 2年 間の市場成長率を a、 業種 Bの 2年 間の市場成長率をbと しよう。両業種
間の市場成長率の差異は64‑66年 、66‑68年 とも 2年 間では (a― b)だ が、 4年 間にな
ると市場成長率の差異は (a― b)2に なる。 2年 間を 1期 とすれば、t期 では (a― b)t
になる。a>bの もとでは (a― b)>(a― b)1で あ り、市場成長率の差異は長期デー
タほど拡大 し、標準偏差 もまた長期デー タほど拡大する。反対に標準偏差が拡大 しない
ためには、成長業種の成長率が平均を下回 らなければならないが、 ここまでの急激な変
化は平均回帰が想定する以上のものである。
田村正紀 (1986)、 「日本型流通システム」、千倉書房、p.651.9‑10
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強 い共変関係 の原因を求め、 自己雇用 モ デ ルは「不況」 とい う平均 に弱 い共変
関係 の原因を求める ことになる。
グラフ 7 各時期の市場成長率の標準偏差は安定 し、平均回帰が見られる
市場成長率 の標準偏差
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自己雇用 モデル もまた市場成長率の標準偏差 を使 つている
市場成長率 の標準偏差 のメカニズム を使 う とい う意味 では、 自己雇用 モ デル
も市場 ス ラック仮説 とまった く同 じ内容である。 自己雇用 モ デ ルが使 う変数に
雇用弾力性 9が あるが、同仮説では雇用弾力性 は就業者数変化率 を市場成長率
で除 した もの として定義付 けてい る。雇用弾力性 の標準偏差は就業者数変化率

5)雇 用弾力性 には 2通 りの計算方法が あ る。一般 的 には雇用弾力性 は「 (今 回調査 の 就業
者変化数 ―前 回調査 の就業者数)■ (前 回調査 の就業者数 )」 ■
「 (今 回調査 の年間販売額 ―
前 回調査 の年 間販売額)÷ 前 回調査 の年 間販売額」」であ る。 しか しもともと自己雇用モ
デルは単純 に就業者数変化率 ■市場成長率 としているので、 本稿で はその単純方式 を採
用 している。

"
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)

の標準偏差 を市場成長率 の標準偏差 で 除 した もの として計算す ることがで きる
ので、共分散 の計算式 に市場成長率の標 準偏差 を含む。
両仮説 に差異があるとすれば、市場 ス ラック仮説では市場成長率 の標準偏差
は分子 にあるので長期デー タほ ど共変 関係が強 くな るが、 自己雇用 モ デ ルでは
市場成長率 の標準偏差 は分母 にあるので、短期デ ー タであるほ ど共変関係が強
くなる とい う点 だけである。式 2‑3は 、 自己雇用率が仮説 の証明に使 っている
ところの 自己雇用率 と雇用弾力性 の共分散の式 であるが、市場成長率 の標準偏
差は分母 にあることがわかる。
式2‑l

Cov(S,E)=Corr(S,匡 )× √ I Var(s)￨× √ I Var(匡 )￨
式2‑2 Cov(S,Z/Y)=Corr(S,X/Y)× √ I Var(s)￨× √ I Var(x/Y)￨
式2‑3 Cov(S,Z/Y)=Corr(S,X/Y)× √ I Var(s)￨× √ I Var(x)￨
÷√ I Var(Y)￨

X
S

就業者数変化率

匡

雇用弾力性

Cov(S,E)
Corr(S,匡 )

自己雇用率 と雇用弾力性の共分散

√ I Var(S)1

自己雇用率の標準偏差

自己雇用率

自己雇用率 と雇用弾力性の相関係数

√ I Var(匡 )1 雇用弾力性 の標準偏差
√ I Var(Z)1 就業者数変化率 の標準偏差

市場成長率 に依存する仮説 を「ア ドホ ックな仮説」° (石 井)と 呼 んで批判 し

6)石 井淳蔵 (1996)、 「商人家族と市場社会』、有斐閣 p.651.19‑20

r52の

"

大阪学院大学流通・経営学論集

第37巻 第 2号

たのは自己雇用モデルの支持者だが、 自己雇用モデルも同 じなのである。反対
からみれば市場成長率の標準偏差が持つ特殊な性格 を利用 しない と研究者が期
待す るような共変関係 を得 られないとい うことで もあ り、流通研究におけるク
ロスセ クション分析は結局のところ同 じ内容の仮説にならざるをえないのであ
る。
自己雇用 モ デ ル における共変関係のメカニズム を確認す るために雇用弾力性
の標準偏差 の変化 を表 した ものが グラフ 8で ある。そ して 自己雇用率 と雇用弾
力性 の共分散 の変化 を表 した ものが グラフ 9で ある。 グラフ 9を みると右肩上
が りの形になっているが、共分散 の数値が マ イナスであることに注意 して もら
いたい。つ ま り絶対値 は短期デー タの方が大 きく、共変関係 も短期デー タで強
くな ってい るのである。
グラフ 8

雇用弾力性 の標準偏差は短期デ ー タで大 きい
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)

自己雇 用率 と雇用弾 力性 の共 分散 の絶対値 は短期 デ ー タで大 きい
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共変関係 の強 さの原因を平均 にあると考 えて しまうのは 自己雇用 モ デ ルで も
同 じである。市場 スラック仮説 の市場成長率 に相当す るのは景気変動である。
その結果、 自己雇用 モ デル もまた、市場 ス ラック仮説 と同 じく「理論無 き理論
の
化」 とい うプ ロセス を辿 ることになる 。

7)市 場 スラック仮説 と自己雇用 モデルの違 いは、市場スラック仮説では市場成長率に依存
し、自己雇用モデルでは市場成長率に依存 しないとい う見方が一般的だが、そ うではな
い。市場 スラック仮説は高度経済成長期 のデータだけを使って検証 しているので、小売
店数変化率 と市場成長率の共変関係が強 くなるとい う側面 を強調することになる。高度
経済成長期や低成長期 のような「長期的変動」をデー タソース として網羅 しに くいか ら
である。か りに低成長期 のデータを も検証 していれば、低成長期では市場成長率に対 し
て非弾力的だとい う側面をも主張 していたであろう。 自己雇用 モデルは景気変動 とい う
「短期的変動」 を使 うので、好況期 と不況期の両極面を説明することがで きる。その意
味では不況期の非弾力性 と同様に好況期の弾力性 も観察 している。ただ不況期 のメカニ
ズムがあまりにも印象的なためにその側面だけを強調することになっただけである。 し
たがって両仮説 とも弾力的な面 と非弾力的な面の両方を持 っているので同 じである。
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短期デ ー タの限界
長期デー タで あるほど共変関係が強 くなる市場 ス ラック仮説 と異 な り、短期
デー タほど共変関係が強 くなる自己雇用 モデ ルの場合、特有 の 問題が生 じる。
商業統計は最短で も 2年 間 よ りも短期デー タを得 られないために、 どうして も
強 い共変関係 を観 察 で きないの である。
1969年 に荒川が検証 した ときには「 自己雇用率 の高 い小売商業 よ りもむ しろ

己雇用率 の低 い :著 者追記 )卸 売商業にお いて大幅な弾力性 の低下が見 ら
°
れる」
(荒 川)と して、 自己雇用率 と雇用弾力性 に共変関係が見 られないこ と
(自

を指摘 してい る。 また「従業者数弾力性の低 さと自己雇用 とい う経営形態 との
間にか な りに相 関関係 があ る とい う仮説 はス トレー トには確 認 され な い」9
。
(藤 本)、 同様 に石井は共変関係の弱 いサ ンプル を「異常値」 と呼 んでやは り
共変関係 の弱 さを指摘 して い る。
強 い共変関係 を観察で きなければ他の原因を考 える ことに なるの も、 一般的
な誤 った方法 である。 荒川 は「 自己雇用 の ドミナ ン トな作用 の後退 を示唆す
る」"(荒 川)と し、「物的労働生産性」「店舗数 の対雇用弾力性」 (荒 川、藤本)
とい う第 3、 第 4の 新 しい変数 を持 ち出す ことになる。
しか し自己雇用率 と雇用弾力性 の共変関係 は短期デー タさえ手 に入れば、強
い共変関係 を観察することがで きるのはグラフ 7で 確認済 みである。共変関係
を観察す ることだけが 目的であれば単純 に測定期間を短 くすればよいが、商業
統計 を使 う限 りでは 2年 間 よ りも短 いデー タが手 に入 らない。
同 じように商業統計のデー タを使 っている風 呂 もまた自己雇用率 と雇用弾力

8)荒 川祐吉、 (1964)、 『商業構造 と流通合理化 千倉書房 p.120 1.12‑139
9)藤 本寿良、 (1983)、 「わが国商業における就業構造 について」 大 阪経 済 大 学 中小 企業 経
J、

営研究所報 「経営経済」p.311.5‑6
10)石 井 上掲書 p.1471.5
11)荒 川 上掲書 p.1201.19‑20
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性 との間に強い共変関係を観察 できないはずである。いったい どのようにして
風呂だけが強い共変関係を観察 しているかといえば、 どうも単純な勘違 いがあ
ったようである。
簡単 に紹介すると、「織物・衣服 。身回品 (54%)、 自転車・荷車 (67%)な
ど自己雇用率の相対的に小 さなグループの雇用増加反応 (=雇 用弾力性 :筆 者
注)は 高 く、逆に自己雇用率の大 きい家具・建具 。什器 (75%)、 その他 (77

%)な どのグループの雇用増加反応は低 く示された」 となっている。カッコ内
は当時の 自己雇用率であ り、自己雇用率の高い織物や自転車 で雇用弾力性が高
いので、両変数間に負の共変関係を確認 していることになっている。
しか しこの検証方法 には基本的な間違 いがある。グラフ10は 風呂論文の中に
掲載 してい るの ものだが、X軸 が市場成長率 (風 呂の言葉 では販売増加率)、

Y軸 が就業者数変化率

(風 呂の言葉では雇用増加率)の 散布図である。グラフ

の中に書かれた「斜めに引かれた点線」がなぜ存在 しているかを考えて欲 しい。
点線 よりも下にあれば雇用弾力性が低 く、この点線 よ りも上にあれば雇用弾力
性が高いと判断す るためのものである。実際に数字を使 って雇用弾力性 を計算
しているのではなかったのである。
グラフの斜めの線か ら雇用弾力性 を正 しく判断できるかどうかを実際のデー
タで確認 してみよう。風呂が使った時期のデー タではな く1964(昭 和39)年 から
66(昭 和41)年 のデータだが、同様に散布図を作 った (グ ラフ11)。

各業種群 はほぼ垂直の一直線上に並んでいるので、斜 めの線で区切 るとすれ
ばどこにでも引 くことが出来る。例えば飲食料品と織物衣服身回品の間にひい
てみよう。判断材料がこのグラフだけであれば「家具 。什器」、
「その他」、「飲
食料品」、
「織物 ・衣服 。身回品」、「 自転車」の順番に雇用弾力性が高い とい う
ことになる。
しか し実際に雇用弾力性 を計算 してみれば高 い順番に「 自転車0.917」 、「家
具什器0。

621〃
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グラフ10 自己雇用モデルが根拠にした自己雇用率と雇用弾力性の相関関係を示すグラフ
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グラフ11 市場成長率 と就業者数変化率の散布図
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なる。 つ ま り最 も雇用弾力性が低 く見 えていた「自転車」 は実際 には最 も雇用
弾力性 の高 い業種群 で あ り、雇用弾力性が比較的高 く見 えて いた「その他」 は、
実際 には最 も雇用弾力性 の低 い業種群である。雇用弾力性 は散布図か ら目視で
判断 で きる ものではない ことがわかる。
念 のためにこれを当時 の 自己雇用率 のデー タ (1966年 )と 比較 してみ よ う。 自
転車 (81.7%)、
(73.9%)、

織物衣服 身回品 (53.3%)、

家具什器 (52.9%)、

飲食料 品

その他 (54.5%)の 順 に自己雇用率 は高 くな っているので、 自己

雇用率 の高 い 自転車 で雇用弾力性 もまた高 いこ とがわかる。 自己雇用率 と雇用
弾力性 に負の共変関係 はな く、 自己雇用 モデルはち ょっ とした勘違 いか ら始 ま
った と言 えるだろう。

第

2章

雇 用 弾 力 性 よ り も市 場 成 長 率 の 寄 与 率 が 高 い

寄与度 と寄与率
共分散が相関係数 と標準偏差 だ けで決定す るとい って も、あ くまで も真性相
関のそれに過 ぎない。真性相関だけで現実 の共変関係が決定 されるわけではな
く、変数間 には他の変数 を媒介 に した擬似相関による影響 を受けることのほ う
が一般的 である。そ して擬似相関の影響力のほ うが強ければ真性相関の共分散
とは異 なる共変関係になる。例 えば真性相関の符 号 が正で も、擬似相関の符号
が負であれば、共変関係全体 としての符号 は負 になるか もしれない。
実際、筆者が調べ た ところ、小 売店数変化率や就業者数変化率 と市場成長率
との共変関係 は、長期 デー タほ ど共分散が大 きくなるとい う真性相関を反映す
るが、弾力性変数 とは短期デー タほど共変関係が強 くなるとい う真性相関を反
映す るわけではない。そ こで変数間の「寄与率」 とい う考 え方 を導入する必要
が出て くる。
目的変数 に対 してそれぞれの説明変数には寄与率がある。 い わば影響力 の割
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合 を意味す る指数 である。 当該変数 の寄与率が高けれ ば変数間の共変関係 は真
性相関を反映す る。 しか し当該変数の寄与率が低 ければ共変関係 は真性相関を
反映 しない。その結果、市場成長率 の寄与率 は高 い ために市場成長率 との真性
相関 は共変関係に反映 されるが、弾力性変数の寄与率 は低 い ために真性相関は
共変関係 に反映 されない。 とい って も他 の変数 を媒介 に した擬似相関となると
とほ うもない数にのぼ り、 と うてい検証そ の ものが不可能 であるような印象 を
持 って しまう。 しか し動学変数の場合、それ らは きわめて シンプルな構造 にな
っているのである。
式 3‑1を 見 て もらいたい。商業統計 (1964年 か ら66年 )を 使 い、就業者数変
化率 を目的変数、そ して市場成長率 と雇用弾力性 を説明変数に して重回帰分析
を行 った もので ある。注 目して もらい た いの は、 決定係数

(R2)が

0。

999に な

っているこ とである。 0。 999と い うのは事実 上の 1と い う ことで ある。 つ ま り
就業者数変化率 は雇用弾力性 と市場成長率 とい う 2つ の説明変数だけで決定 さ
れることを表 してい る。
式3‑l X=‑1.096+0.851Y+128.539匡
(0.007)

R2==0.999;

(2.883)

F=374.602;

N=27

X=就 業者数変化率、Y=市 場成長率、E=雇 用弾力性
同様 に式 4‑1は 市場成長率 を 目的変数、そ して就業者数変化率 と雇用弾力性
を説明変数 にした ものだが、 これ もまた決定係数は 1で ある。
式4‑l

Y=‑4.887+0.086W‑19.868E
(0.003) (2.628)

R2==0.999;

F=374.602;

N=27

Y=市 場成長率、W=就 業者数変化率、E=雇 用弾力性
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式 3‑1と 式4‑1か ら、就業者数変化 率、市場成長率、そ して弾力性変数の 3つ
の変数だけで完結 して いて、他 の変数 は全 く関係 の無 いこ とが わか る (図

1)。

したが って就業者数変化率 と市場成長率 の共変関係 は両変数 間の真性相関 と、
弾力性変数 を媒介 にした擬似 相関の僅かに 2つ の共変関係だけで決定 されてい
ると言 える。
図

1 3つ の変数 だけで完結 してい る

就業者数変化率 と市場成長率 の真正相関、そ して雇用弾力性 を媒介 に した擬
似相 関、 この 2つ の共変関係 を比較す る。式 5‑1は 就業者数変化率 (X)と 市場
成長率 (Y)の 真性相関 の共分散 (Cov(X,Y))だ が、相関係数 (Corr(X,Y))
に就業者数変化率 (X)の 標準偏差 (以 下、単 に V(X))と 雇用弾力性 の標準
偏差 (以 下、単に V(Y))を 乗 じた ものである ことを表 してい る。
式5‑l

Cov(X,Y)=Corr(X,Y)×

√ I Var(x)￨× √ I Var(Y)￨

=Corr(X,Y)× V(X)× V(Y)
一 方、雇用弾力性 (E)を 媒介 に した擬似相 関は、就業者数変化率 (X)と 雇
用弾力性 (Y)の 真性相 関 (式 6‑1)、 そ して雇用 弾力性 (E)と 市場成長率 (Y)
の真性相関 (式 7‑1)で 構成 されて い る。そ して雇用弾力性 の標準偏差は就業
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者数変化率 の標準偏差を市場成長率の標準偏差で除 したものなので、次のよう
に書 き直す ことがで きる。
式 6‑l

Cov(X,E)=Corr(X,E)× V(X)× (V(X)/V(Y))
=Corr(X,E)× V(X)2/v(Y)

式 7‑l

Cov(匡 ,Y)=Corr(E,Y)× (V(X)/V(Y))× V(Y)

=Corr(E,Y)× V(X)
雇用弾力性 を媒介にした擬似相関は式6‑1と 式7‑1を 乗 じて計算できるが、相
関係数 どうしは就業者数変化率 と市場成長率の相関係数 としてまとめられ、就
業者数変化率の標準偏差の 3乗 と、分母に市場成長率の標準偏差が残る

(式 8‑

1)。

式 8‑l

Cov(X,E)× Cov(匡 ,Y)
=I Corr(x,E)× V(X)2/v(Y)￨×

l Corr(匡

,Y)× V(X)￨

=I Corr(x,Y)× Corr(E,Y)￨× V(X)3/v(Y)

=Corr(X,Y)× V(X)3/v(Y)
真性 相 関 と擬 似 相 関 の比 率 を計算す るため に式 5‑1を 式8‑1で 除す る と、 相 関
係 数 と就 業 者 数変化率 の 標 準偏 差 の 2乗 が相殺 され て消 え、最終 的 に両変数 の
標 準偏 差 の 比 の 2乗 だ けが残 る (式 7‑1)。 つ ま り真性 相 関 と擬 似 相 関 の 強 さの
比 は きわめ て単 純 な式 に な り、就業 者数 変化 率 と市場 成長 率 の そ れぞ れの標 準
偏 差 の比 だ けで決 定 され る こ とにな る。
式 9‑l

Cov(X,Y)/1 Cov(X,E)× Cov(E,Y)￨
= I Corr(x,Y)× V(X)× V(Y)1/1 0orr(x,Y)×

V(X)3/v(Y)￨

=V(Y)2/v(x)2
=(V(Y)/V(X))2

″
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そ こで就業者数変化率 と市場成長率 の標準偏差が測定期間の長 さによって、
どの ように変化す るかを調 べ た ものがグラフ12で ある。 1964年 を起点 に して測
定期 間を長 くした ものだが 、市場成長率の標 準偏差 は長期デ ー タに敏感に反応
して拡大す るが、就業者数変 化率 の標準偏差 の反応 は鈍 い。

グラフ12 市場成長率と就業者数変化率の標準偏差

(測 定期間別)
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この変化 の様子 は単に長期デー タで市場成長率 の標準偏差の方が大 きくなる
とい うだけでな く、短期デー タでは市場成長率の標準偏差の方が小 さくなると
い うことを表 している。そこで両変数の標準偏差をグラフ13の ように表現する
ことがで きる。長期デー タで市場成長率の標準偏差が大 きくなるので、式9‑1
から長期デー タを使えば真性相関が強 くなり、短期デー タを使えば擬似相関の
ほ うが強 くなると判断ができる。その中間には過渡期 と呼ばれる時期があ り、
真性相関 と擬似相関が拮抗 してどちらが強いのかははっきりしない時期がある。
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グラフ13 市場成長率 の標準偏差 と就業者数変化率の標準偏差

就業者数変化率 の
標準偏差

擬似相関が強 い

真性相関が強 い

グラフ14 市場成長率 と弾力性変数の寄与率 の 推移

短期デニタで1癖 力性変数との
共変関係が強い
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真性相関が強 くな るとい うことは就業者数変化率 と市場成長率が強 い共変関
係 にな り、市場成長率 の寄与率が高 くなることを意味 してい る。 グラフ14は 市
場成長率 の寄与率 の変化 をみた ものだが 、長期デー タほ ど市場成長率 の寄与率
が高 くなる様子 を表 した もので ある。
市場成長率 の寄与率が長期デー タで高 くなるとはい え、商業統計か ら入手で
きる最短のデー タである 2年 間にお いて、市場成長率 の寄与率が十分に高 いか
ど うか はまった く不明 である。 2年 間のデー タがグラフ14の 長期デ ー タに相当
す るのであれば、既 に就 業者数変化率 に対 して市場成長率の寄与率 は高 く、長
期デ ー タであるほど共変関係が強 くなるとい う両変数 の真性相関 の特徴 は共変
関係 に反映 される ことになる。 しか し、2年 間 のデー タがグラフ14の 短期デー
タに相当す るのであれば、2年 間のデー タでは市場成長率 の寄与率 が低 いため
に、両変数間の真性相関が長期デー タで強 くなる とい う性格がある として も、
実際 の共変関係がそれを反映 しないの である。
一般 に 2年 間のデー タにおける寄与率が どれ くらい高 いか低 いか を確認する
ことは決 して簡単 な作業ではない。 ところが流通研究の場合、あ る特殊 な事情
の為 に寄与率 の高 さを簡単 に確認す ることがで きる。その事情 とは真性相関 と
擬似相関 の符号が異な って い る とい うことで ある。
再 び式 4‑1を 見 て もらい た いが、市場成長率 を目的変数 に した場合の雇用弾
力性 の偏 回帰係数 の符号 は負 である。 これは就業者数変化率 を所与 にした時に
市場成長率 と雇用弾力性 の共変関係 の符号が負であることを表す。 つ ま り市場
成長率 と雇用弾力性 の真性相関の符号が負 であるとい うことを表 してい る。市
場成長率 の高 い成長業種 は省人材型 の産業構造 をして い たので成長 率 の割 に就
業者数変化率が低か ったか らか もしれない。あるい はあ ま りに高 い成長率のた
めに人材 を確保で きなか ったか らか もしれない。市場成長率 の低 い斜陽産業 で
は人材が多す ぎたため高 コス ト体質にな って成長が抑 え られたか らか もしれな
い。成長 のペースが遅かったために、結果的に豊富な雇用機会 を与 えることに
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なったのか もしれない。
したがって就業者数変化率、市場成長率、そ して雇用弾力性 の 3つ の変数 の
共変関係 は図 2の ように表現す ることがで きる。
図2

市場成長率 と弾力性変数の共変関係の符号は負である

円

蝙

麒
市場成長率 と雇用弾力性 の真性相関が負であるとい うことは、雇用弾力性 を
媒介 に した就業者数変化率 と市場成長率 の擬似相関全体 の符号が負 であるとい
うことになる。
就業者数変化率 と市場成長率 の真性相 関の符号が正 であることは既にわか っ
ているので、真性相関が強けれ ば共変関係 の符号 は正 になる。反対 に真性相関
が弱 くなる と擬似 相関 と拮抗 して無相関、 もしくは負 の共変関係 であ り、少 な
くとも正の強 い共変関係 になることはない。
そ こでグ ラフ15は 1964‑66年 の 2年 間 のデー タを使 って就業者数変化率 と市
場成長率 の共変関係 を調 べ た散布 図であるが、共変関係 は明 らかに正のそれで
ある ことがわかる。 したがって 2年 間のデー タで既 に共変 関係 は真性相関を反
映 してお り、就業者数変化率 に対 して市場成長率の寄与率が高 い状態であると
判断す ることがで きる。
市場成長率 の寄与率 は長期デー タほど高 くなる ことがわかっているので、商

15222)
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)

業統計 を使 う限 りでは就 業者数変化率 は常 に市場成長率 と強 い共変関係 になっ
ていると判断す ることがで きる②。そ して市場成長率の寄与率が高 いか らこそ、
就業者数変化率 と市場成長率 の共変関係が長期デ ー タほど強 くなるとい う真性
相関の性格 は共変関係 に反映 されるので ある。

グラフ15 就業者数変化率 と市場成長率 の散布図

196466年

散布 図
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12)比 較分析研究は、一般的に各デー タソースか ら入手する最 も短期デー タを使 って行 うこ
とが多 い。例えば毎年実施 されるようなデー タソースであれば年単位。あるいは10年 ご
とに実施 されるようなデー タソース を使 う場合には10年 単位で比較分析研究 を行 う。 し
たがって各デー タソースが どれ くらいの短期デー タを提供できるか とい う事実は、 目的
変数が動学変数 と共変関係 を強めるか、それとも弾力性変数 との共変関係 を強めるか と
い うことを決定することになる。あるいは比較的に短期間のデータで動学変数間に共変
関係が生 じるような組み合わせの動学変数 もあれば、20年 、30年 という長期になっては
じめて共変関係が生 じるような組み合わせの動学変数 もあるだろう。就業者数変化率 と
市場成長率 とい う組み合わせは比較的に短期間のデータで も共変関係 となる組み合わせ
の動学変数である。 しか しいずれにせ よ十分に長期デー タを使 うことが出来れば、動学
変数間には必ず強い共変関係が表れることになる。
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なお商業統計が長期デ ー タか ら短期デ ー タまでの全てを網羅 してい るわけで
はない とい うことを視覚化 した ものが グラフ16で ある。
就業者数変化率 を小売店数変化率 に置 き換 えて も、原理 は全 く同 じである。
まず小売店数変化率 と市場成長率、そ して店舗数弾力性 で完結 してい ることは、
式 10‑1、 式 11‑1の 決定係数が共 に0。 999に なって い ることか らわかる。 また小
売店数変化率 と市場成長率、小売店数変化率 と店舗数弾力性 には正の符号 の真
性相 関が あ り (式 10‑1)、 市場成長率 と店舗数弾力性 の真性相 関 の符号 は負
(式 11‑1)で あるところか ら、3つ の変数 の共変関係 の符号 は図 3の

よ うにな

っている。小 売店数変化率 と市場成長率 の真性相関の符号 は正である。 また弾
力性変数 を媒介 に した擬似相関の符号 は負である。

グラフ16 商業統計 から得られるデータでは市場成長率の寄与率が高い
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クロスセ クション分析 における共変関係 の検証

図3

式 10‑l

(加 茂)

小売店数変化 率 、市場成長率 、店舗数弾 力性 の 関係

M=‑1.096+0.803Y+1.283P
(0.009)(0.028)

R2=0.999

M=小 売店 数 変化 率 、Y=市 場 成長率 、 P=′
式 11‑l

Jヽ

売店 数 弾力性

Y=1.291+1.241M‑1.598P
(0.014) (0.030)

R2=0.999
グ ラフ17は 2年 間 の デ ー タを使 った小 売店 数変化 率 と市場 成長 率 の 散布 図 だ
が 、 や は り両 変 数 間 には正 の 共 変 関係 が あ る こ とが わか る。 商業統 計 を使 う限
り、小 売 店 数変化 率 に対 して は市場 成長 率 の 寄与 率 が高 い こ とが わか る。 市場
成 長率 の 寄与 率 が高 い 以上、 長期 デ ー タであ るほ ど小 売 店数変化 率 と市場 成 長
率 の 共変 関係 が 強 くな る とい う真性 相 関 の性 格 が 、共変 関係 に表 れ る こ とに な
る。市場 ス ラ ック仮説 が観 察 して い た小 売店 数変化 率 と市場 成 長率 の 強 い 共変
関係 は、 確 か に両 変 数 間 の真性 相 関 であ つた。
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グラフ17 小 売店数変化 率 も また市場成長率 と強 い共 変関係 にある
1964‑66年

散布 図
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雇用弾力性 を使 つた共 変関係 が表れない原因
就業者数変化率 に対 して市場成長率の寄与率が高 い とい う事実 を反対か ら見
れば、雇用弾力性 の寄与率 は低 い とい うである。そ して寄与率が低 い以上、 い
くら就業者数変化率 と雇用弾力性 の真性相関に短期 デー タで強 くなるとい う性
格があ って も、共変関係 には反映 される ことは ない。
実際、筆者 は就業者数変化率 と雇用弾力性 につい て も計測期間を変 えなが ら
両変数間の共分散 を計算 してみたが、短期デー タほ ど共分散が拡大す るとい う
真性相関の性格 を観 察す ることがで きなかった。む しろ共変関係 らしきものは
一貫 して存在せず、計測期間を変 えて も「無相関」 と言 うべ き状態 にあること
を観察 して い る。就業者数変化率 と雇用弾力性 の共変関係 を業種別 クロスセ ク
シ ョン分析 で確認 した ものが グラフ18で ある。 きわめて無相関の状態である こ
とがわかる。
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グラフ18

2年 間 のデ ータでも就業者数変化 率 と雇用弾力性の共変関係 は弱 い
64‑66年

散布 図
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本研究 の初期段 階では、短期デー タであるほど両変数 の共変関係 は強 くなる
のではないか と考 えて いたので、 この現象が不思議で仕方 なかったのだが、 い
まとなっては雇用弾力性 の寄与率が低 いか らだ とい うことがわかる。
もちろん 2年 間 よ りも短期 間の デー タが得 られれば、就業者数変化 率 に対 す
る雇用弾力性 の寄与率 は高 くな ると思われる。 そ の際 には就業者数変化率 と雇
用弾力性 の正の真性相関 は共変関係 に強 く反映 される可能性がある。
商業統計 を使 う限 り就業者数変化率 と雇用弾力性 は無相関 であるに もかかわ
らず、 自己雇用 モデ ルは何 を根拠 に して両変数間に負の共変関係があると考え
たのだろうか。 とい って も自己雇用 モデルの研究者は就業者数変化率 と雇用弾
力性 の共変関係 の研究にはほとん ど関心がなか ったよ うで一人の研究者 を除 い
ては誰 もその検証 を行 ってお らず、唯 一の例外が風 呂 (1960)論 文 の なかで見 ら
れ る。
表 2は 風 呂論 文か らの引用 で あ る。 デ ー タ としては製造 。商業間、卸 ・小売
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間、そ して業種群 とあるが、比較 をしてい るのは製造業 と商業間 だけである。
業種 間では無 相関だつたか らだ と思われるが、 もともと自己雇用 モ デル とい う
のは製造、商業 とい うセ クター 間の雇用弾力性 の差 異 を利用 して作 った仮説な
ので、その比 較 だけで十分 だ と考 えた ものだ と思われる。 まず は不況期 0だ け
のデー タによって製造業 の雇用弾力性が商業 のそれ よ りも低 い ことを確認 して
い る。
表2

製造業 と商業の雇用弾力性の比較
52‑541F

56‑581「

平

均

製造業

0.45

0.20

0.32

商業

0.19

0.22

0.21

卸売業

0.11

0.14

0.13

小売業

0.49

0.55

0.52

百貨店

0.20

0.21

0.20

衣服 ・織物 ・ 身回

0.69

0.59

0.64

飲食料

0.44

1.02

0。

自転車

0.87

1.58

1.22

家具 ・建具 ・什器

0.62

1.17

0.39

その他

0.50

0.14

0.82

出典

74

風 呂 (1960)論 文か ら引用

13)1954年 1月 か ら1954年 11月 の10ケ 月は朝鮮戦争特需後の「反動不況」であ り、1957年 6
月か ら1958年 6月 の12ケ 月は神武景気後の「鍋底不況」である。54年 実施の商業統計は
9月 1日 、そ して56年 以降の商業統計は 7月 1日 に実施 されているので確かに不況期は
反映されているが、そ もそ も不況期の月数は少ないので好況期 と混在する。 したがって
不況期 だけというよりも、不況期を含む期間を比較対象にしたものである。
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次に製造業 と商業 (卸 小売業)の 各就業者数変化率 を比較す る。 グラフ19に
よれば商業の就業者数変化率が高 い。 つ まり雇用弾力性 の低 い商業 の就業者数
変化率 は高 く、雇用弾力性 の高 い製造業 の就業者数変化率は低 い。 これだけを
みれば確 かに雇用弾力性 と就業者数変化率に は負 の共変関係 が存在 して いる
ことになる。

グラフ19 不況期 におけ る業種別就業者数変化率

０
５

■ 製造業
■ 卸・ 小売業
□ 運輸通信業

０
４
０
３
０
２
０
１

︵
Ｓ︶絆翠黙懸榊 状侭

‐

￨―

￨

‐

1920‑30

―

―8月 ‑1954年 8月

1953年

―

―

1957年 3月 1958年 3月

時期
風 呂 (1960)の p.114の 表 を筆者が グラフ化 した もの

14)自 己雇用モデルでは就業者数変化率 と雇用弾力性 の負 の共変関係は不況期には緩 くなる
と考 えているので、結果的にデー タ上の商業の就業者数変化率は低 くなければならない。
しか し自己雇用モデルの特有の言葉使 いの問題があるか らで、不況期ではどのセクター
で も就業者数は減少すると想定 している。我が国の景気変動に関係な く就業者数は急増
したが、アメリカでは不況期 には失業率が高 くなったか らである。不況期の就業者数
「変化」率 は、就業者数「減少」率 と解釈 しなければならない。不況期 の「就業者数減
少率が低 い」 と状況は、例えば製造業の減少率がマ イナス 5%で 、流通業のそれがマ イ
ナス 2%で あるような状態である。 ところが、このような状況では、普通は就業者数変
化率が高いと呼ぶ。 したがって好況、不況にかかわ らず、商業の就業者数「変化」率は
常に高 くなることを想定 しているのである。
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しか しサ ンプル数が商業 と製造業では、比較分析研究のサ ンプル数は僅かに

2で なる。 これでは無相関であって も 2分 の 1の 確率で負の共変関係になって
しまう。比較分析研究にはならない。
自己雇用率 と雇用弾力性 の共変関係が、雇用弾力性 をサ ンプルから目視で判
断できないに もかかわらず判断できているとい う勘違 いか ら生 じたことは前述
のとお りである。雇用弾力性 と就業者数変化率の共変関係 も勘違 いである。 ど
ちらの共変関係 も勘違 いか ら始まったものが 自己雇用モデルなのである。

最 後 に
本稿 で明 らかに した ことは、商業統計のデ ー タを使 ってク ロスセ クション分
析 で検証す る限 り、小売店数変化率や就業者数変化率 の よ うな流通 システムの
変化 を表す変数 は市場成長率 と強 い共変関係 になるとい うことで ある。
現実 の流通 システムは市場成長率 と無相関 で ある。高度経済成長期には確か
に小売 店数変化率 は高かったが、バ ブル期 に高 い わけでは無か った。 また歴 史
的にはア メ リカの大恐慌で小売店数が激増す るとい う事例 もある。矛盾する と
思われる これ らの事実 は、 ク ロスセ クシ ョン分析 における共変関係 と、 時系列
分析 における共変関係が異 なるものだか らである。
クロスセ クシ ョン分析 における共変 関係 は、単 に変数間の「線形 関係」 を明
らかにす るだけであ り、線形関係 とい うのは平均が存在 しない 関係 のことで あ
る。強 い共変関係 にある 2つ の変数 の平均 をず らして も近似直線が上下や水平
に移動す るだけであ り、共変関係 にはまった く影響 を与 えない。 したがって小
売店数変化率 と市場成長率 にどれだ け強 い線形関係が見 られることを証明 して
も、それぞれ の変数 の平均 間の共変関係 を示 して い るわけではない。
そ こで高度経済成長期や景気変動 とい う平均 の情報 を比較分析研究に反映 さ
せ るためにはク ロスセ クシ ョン分析ではな く、デー タの平均値 その ものをサ ン

解
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プルに した時系列分析 を使 わなければならない。
とい って も従来 の時系列分析が全 く役 に立たないこ とを私たちは経験的によ
く知 って い る。不況期 にも好況期 にも共変関係 を観察 し、む しろ時系列分析が
役 に立たないこ とを知 っているか らこそ流通研究 はク ロスセ クシ ョン分析 を中
心 に発展す ることをあえて選択 して きたのである。
しか し時系列分析 そ の ものの 問題 とい う よ りも、時系列分析が持 っている
「非定常性」 に問題があることが しだい にわかって きた。知 らない うちに標準
偏差が変化す るためにその変化 によって「見せかけの相関」が生 じ、低 い相関
で あ って も高 い 共変 関係 が生 じる。 したが って 非 定常性 の 回避 は、 Fuller
(1976)、

Dickey and Fuller(1979、

1981)、 Nelson and Plosser(1981)、

/Jヽ

瀧

(1988)以 後、時系列分析 にお いて きわめて重要 な問題である ことがわかって き

たのである。
その意味では林周二の『流通革命』は典型的な非定常的な仮 説 になっている。
「販売額」 と「小売店数」 とい った静学変数 を使 った比 較分析研究であ り、静
学変数 は高度経 済成長期や大恐慌 な どの ように、社会が大 きく変化す るときに
標準偏差 が急拡大する。そ して標 準偏差 の拡大 を原因 として販売額 と小 売店数
には見せかけの共変関係が生 じる。 この見せかけの共変関係 を仮説化 した もの
が流通革命である。
あ らためて非定常性 を除去 して筆者 が試算 した ところによれば、販売額 と小
売店数には共変関係は存在せず、無相関である ことがわかって い る。 詳細 は機
会 を改めて発表す ることにす るが、流通 システムの よ うな複雑 なシス テム は単
一の変数 によって決定 されるのではな く、様 々 な原因によって「複合的に」作
られるものであるとい うことが推測 される。 したがって高度経済成長が長期に
渡 って続 い て も、我が国の流通構造が英米のそれに近 い ものに なるとい うわけ
ではないの である。
以上。
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