
12 II 安定人口モデルとその拡張

1. 安定人口モデルの基礎

人間人口における最も基本的な内部構造は年齢構造である。実際、人間個体の死亡や再生産行動は年齢、す

なわち個体出生からの経過時間をパラメータとすることによって明確な規則性をもつからである。そこで年

齢構造をもつ均質的な十分に大きな人口集団の状態は、時刻 tにおけるその年齢密度関数 p(t, a), a ∈ [0, ω]
によって記述される。ここで0 < ω ≤ +∞は最大年齢である。それ故積分∫ a2

a1
p(t, a)da は時刻 tにおける

年齢階級 [a1, a2] にある人口数を与え、P (t) =
∫ ω

0
p(t, a)da は時刻 tにおける総人口である。初めに性別や

両性の相互作用を考慮せず、人口移動のない封鎖状態にある単性人口の再生産が時間的に一定の出生率と

死亡率のもとで行われると想定する。このとき安定人口モデル (stable population model)は以下のような
マッケンドリック方程式の初期値・境界値問題として定式化される：





(
∂
∂t + ∂

∂a

)
p(t, a) = −µ(a)p(t, a)

p(t, 0) =
∫ ω

0
β(a)p(t, a)da

p(0, a) = p0(a)

(1)

ここでp0(a)は初期人口分布、β(a)は年齢別出生率、µ(a)は年齢別死亡率である。上記のモデルは人口と時
間を連続量として扱うモデルであるが、これらを離散量としてモデル化を行えばレスリー行列モデル (Leslie
matrix model)を得る。また安定人口モデルは決定論的なモデルであるが、確率論的なモデルも考えるこ
とができる ([4] [7] [[15] [20] [21] [24] [26] 等を参照)。

(1)においてB(t) := p(t, 0)とおけば、B(t)は単位時間あたりの出生児数であって、システム (1)は以下
の再生方程式 (renewal equation)あるいはロトカの積分方程式 (Lotka’s integral equation)に還元される：

B(t) = G(t) +
∫ t

0

φ(a)B(t− a)da (2)

ここでG(t), φ(a)は以下のように与えられる既知の関数である：

G(t) :=
∫ ω

t

β(a)
`(a)

`(a− t)
p0(a− t)da, φ(a) := β(a)`(a) (3)

ただし `(a) := e
−

∫ a

0
µ(σ)dσは新生児がa歳まで生き残る生残率 (survival rate)であり、ω < +∞であれば

t > ωではG(t) = 0であると仮定する。G(t)は初期時刻に生存している人口から生まれる単位時間当たり
の新生児数である。またφ(a)を純再生産関数 (net reproduction function / net maternity function)とよ
び、その全年齢にわたる積分値

R0 =
∫ ω

0

φ(a)da (4)

を純再生産率 (net reproduction rate)あるいは基本再生産数（比）(basic reproduction number/ratio)と
呼ぶ。R0は一個体が生涯に生むと期待される子供数、あるいは親世代とその子供世代のサイズの比をあら

わす基本的パラメータである。安定人口理論の基本命題は再生方程式 (2)の解B(t)が

lim
t→∞

e−λ0tB(t) =

∫ ω

0
e−λ0tG(t)dt∫ ω

0
ae−λ0aφ(a)da

(5)

をみたすという主張（Sharpe-Lotka-Fellerの定理）にある [13] [31]。このとき漸近的成長率λ0はロトカの

特性方程式 (Lotka’s characteristic equation)
∫ ω

0

e−λaφ(a)da = 1 (6)
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の唯一つの実根として与えられる。

t > ωにおいてはp(t, a) = B(t − a)`(a)であるから、安定人口モデルにおける人口のサイズは時間と
ともに漸近的に成長率λ0で指数関数的に増大し、その年齢構造係数ないし年齢プロファイル (age profile)
C(t, a) = p(t, a)/

∫ ω

0
p(t, a)daは一定の分布w0(a)に収束することがわかる。これを強エルゴード定理 (strong

ergodic theorem)という。
lim

t→∞
C(t, a) = w0(a) = be−λ0a`(a) (7)

ここで終局的年齢分布w0(a) = be−λ0a`(a)を安定年齢分布 (stable age distribution)、成長率λ0を真の自

然成長率 (intrinsic rate of natural increase)またはマルサス径数 (Malthusian parameter)とよぶ。b :=
1/

∫ ω

0
e−λ0a`(a)daは安定人口出生率 (stable birth rate)と呼ばれ、安定年齢分布のもとでの粗出生率に他

ならない。このとき安定人口死亡率 (stable death rate)はd = b − λ0で与えられる。一般に単に安定人口

(stable population)といった場合にはシステム (1)の安定年齢分布をもつ指数関数的成長解（マルサス型人
口）eλ0(t−a)`(a)（定数倍の不定性を含む）を指すか、あるいは安定人口モデルに従う人口一般を意味する。
安定人口モデルではひとたび人口の年齢分布が安定年齢分布に一致すれば、それ以後は全く人口の年齢構

造は不変なまま人口規模だけが自然成長率で指数関数的に増加ないし減少する。初期条件が安定年齢分布

でなければ一般解は漸近的に指数関数的成長解と複素数の特性根に対応して現れる振動解の重ね合わせで

表される。

フィッシャー (R. A. Fisher)によって導入された安定人口の繁殖価 (reproductive value)は以下のように
定義される。

v0(a) =
∫ ω

a

e−λ0(s−a) `(s)
`(a)

β(s)ds (8)

繁殖価は安定成長を行っている人口において、年齢aの個体がa歳以後に生むと期待される子供数を成長

率λ0で割り引いたものであるから、a歳の個体の全体人口のマルサス的成長への寄与度（現在価値）を表

していると解釈される。V (t) :=
∫ ω

0
v0(a)p(t, a)daを人口p(t, a)の総繁殖価 (total reproductive value)と

よぶ。p(t, a)が安定人口モデルに従うとき、V (t) = eλ0tV (0)となることが示される。すなわち総繁殖価は
常にマルサス的に増大または減少する。さらにQ := V (0)/bκを安定同値人口 (stable equivalent)と呼ぶ。
ここでκは安定人口における平均出産年齢 (the mean age of childbearing in the stable population)であっ
て、以下で与えられる：

κ :=
∫ ω

0

ae−λ0aβ(a)`(a)da (9)

安定同値人口を用いれば安定人口モデルの解は

p(t, a) = Qeλ0tw0(a)(1 + ε(t)), (10)

と書ける。ただしここでε(t)はε(t) → 0 (t →∞)となる関数である。すなわち安定人口モデルにおいては
総繁殖価が零でない初期人口から出発する任意の人口は初期人口がQw0(a)であるマルサス型人口に漸近
すると言える。総繁殖価が零である人口は有限時間で自然消滅する。

人口の動態率が時間的に不変であるという安定人口モデルの仮定は非常に厳しいものであり、動態率の

時間変動を考えた場合には強エルゴード定理は成り立たないが、コール [6]は、そのような場合でも一般
に年齢分布が時間とともに初期人口の年齢分布から独立になるという弱エルゴード定理 (weak ergodicity
theorem) が成り立つであろうことを示唆した。これは封鎖人口の年齢分布は長期的には出生・死亡という
動態率の歴史によってのみ決定されていて、過去の年齢分布の影響は過渡的なものにとどまることを意味

している。ロペス [23]はレスリー行列モデルを用いて弱エルゴード定理を証明したが、ロトカの連続時間
モデルに関してはその弱エルゴード性は早くも 1920年代にノートン [25]によって示されていた。現在では
弱エルゴード定理は正値発展作用素のもつかなり一般的な性質と考えられており、確率モデルへも拡張さ

れている [9] [17]。弱エルゴード定理によれば年齢別出生率・死亡率の無限時系列と共立する年齢分布の時
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系列は唯一つに定まることがわかる。したがってある時刻における年齢分布はそれより過去の十分に長い

出生・死亡の歴史によって一意的に決定されている。もし動態率が時間変動をしながら一定の極限に収束

する場合には再び強エルゴード定理が成り立つことが示される（一般化安定人口モデル [2] [15])。
2. 再生産指標

安定人口モデルに従う人口が終局的に増加するか減少するか、定常状態に達するかは自然成長率λ0の符

号に依存しているが、R0 > 1であればλ0 > 0、R0 < 1であればλ0 < 0、R0 = 1であればλ0 = 0となる。
したがってR0は人口増加の基本的動向を決定するものであるが、R0は再生産のタイミング要因を全く反

映していないことに注意しなければならない。例えば、φ(a)で表されている再生産スケジュールの時間遅
れ（高齢化）が発生すると、R0の値は不変であってもR0 > 1であればλ0は減少するし、R0 < 1であれば
λ0は増加する。

λ0の近似公式としてはダブリン・ロトカによる以下の公式が有名である [11]：

λ0 ≈ µ−
√

µ2 − 2σ2 log R0

σ2
. (11)

ここでµは定常人口での平均出産年齢 (the mean age of childbearing in the stationary population)、σ2は

その分散を表す：

µ :=
∫ ω

0

a
φ(a)
R0

da, σ2 :=
∫ ω

0

(a− µ)2
φ(a)
R0

da. (12)

ダブリン・ロトカの公式は純再生産関数に正規分布を当てはめた場合に得られるものであるが、分散をゼ

ロとしたより粗い近似式λ0 ≈ log R0/µによってもエラーは５パーセント程度である。ただし自然成長率の

計算法としては今日では計算機による反復計算による方法が容易かつ正確であろう。

純再生産率が与えられた場合、平均世代間隔 (the length of generation)はT = log R0/λ0で定義される。

Tは増加率λ0でマルサス的成長状態にある安定人口の人口規模がR0倍になるのに要する時間に他ならない

が、定常状態（λ0 = 0）の場合は意味がない。そこで (12)において定義したµや (9)で定義されたκを世代

間隔と考える場合もある。Tは近似的にµとκの算術平均に等しいことが示される [21]。
安定人口モデルは単性モデルであるから、現実の人口に適用する場合は男女の一方の人口に適用せねばな

らない。女性の女児出生率をβff (a)、男性の男児出生率（男児を男親に帰属させた場合の出生率）をβmm(a)、
女性の生残率を `f (a)、男性の生残率を `m(a)とすれば女子の純再生産率がRf

0 =
∫ ω

0
βff (a)`f (a)da として

計算され、男子の純再生産率はRm
0 =

∫ ω

0
βmm(a)`m(a)da となるが両者は一般に一致しない。従ってクチ

ンスキー (R. R. Kuczynski)が夙に指摘したように、極端な場合には一方の性は増加の傾向を示し、他方
の性は減少の傾向を示すということがありうる [26]。このとき全体人口の再生産力の指標としていずれを
用いるべきかは安定人口論の範囲では答えることができない。これを両性問題 (two-sex problem)という。
この問題は両性を同時に考えて、その相互作用をモデルのなかに取り入れた両性モデル (two-sex model)
を考察する以外に本質的には解消できないが、実際の人口統計では女性人口に安定人口モデルを適用し、

男性人口については女性によって従属的に再生産されると仮定することによってこの問題は回避されてい

る (female dominant model)。すなわち通常は女子の再生産を基本的なものと考えて、単に人口の純再生
産率ないし自然成長率といえば女子人口のそれを指すものと解釈する。

さらに女性の男児出生率をβmf (a)とするとき、女子人口の出生率の合計値
∫ ω

0
[βmf (a) + βff (a)]daを合

計出生率 (TFR: total fertility rate)と呼ぶ。また女子人口の臨界出生率 (CFR: critical fertility rate)ある
いは人口置き換え水準 (population replacement level)はCFR := TFR/Rf

0 と定義され、TFR > CFRで
あればRf

0 > 1、TFR < CFRであればRf
0 < 1、TFR=CFRであればRf

0 = 1となる。すなわち人口増加
の趨勢は合計出生率が臨界出生率を越えているかどうかで判定される。臨界出生率は時間的に不変ではな

く出生性比と死亡率に依存し、特に乳幼児死亡率が高い場合には３を越える場合もある。しかし現代日本

のように死亡率が十分に低い水準にある場合にはその変動はきわめて小さく、ほぼ定数 (≈ 2.08)とみなす
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事ができる。従って実用的には計算の容易なTFRとCFR=2.08の比較によって人口増加の趨勢が判定で
きる。

一般に国家規模における人口制御（調整）の問題においては、増加中ないし減少中の人口の再生産力を

調整して最終的には定常人口を実現することに関心がもたれるが、その場合、個体の純再生産率がただち

に置き換え水準になったとしても、最終的に出現する定常人口の規模は初期人口サイズとは異なるものと

なる。この比を計算するために以下のような単純なケースを想定しよう。すなわち初期時刻においては人

口は安定分布をしており、その分布をk(a) = B0e
−λ0a`(a)とおく。そして時刻 t = 0以後は純再生産関数

のパターンはそのままでR0が１に瞬間的に調整されると仮定する。このとき最終的に出現する定常人口

のサイズN(∞)と初期人口規模N(0)のMp := N(∞)/N(0)を人口成長のモーメント (the momentum of
population growth)とよぶ。このとき以下（キーフィッツのモーメント公式）が成り立つ：

Mp =
be0

λ0µ

(
R0 − 1

R0

)
(13)

ここで bは初期安定人口の安定人口出生率、e0は平均寿命、µは定常人口での平均出産産年齢である [22]。
3. 人口高齢化の数理

人口の高齢化はベビーブームのエコー効果等の一時的な歴史的事象によっても起こるが、通常はそうし

た過渡的な効果を除いた長期的な趨勢が問題とされる。そうした初期条件の影響を除いて考えるためには

考えている人口動態率から導かれる安定人口構造の比較静学的分析が有効である。初めに自然成長率の変

化に対する年齢構造の応答を考えよう。(7)で得た正規化された安定年齢分布w0(a)から以下を得る：

dw0(a)
dλ0

= w0(a)(A− a) (14)

ここでAは安定年齢分布の平均年齢で、A :=
∫ ω

0
aw0(a)daで与えられる。したがって平均年齢よりも高齢

の年齢層においては年齢別人口分布は自然成長率の減少関数であるが、平均年齢よりも若い年齢層におい

てはその逆である。したがって自然成長率が低下すれば、高齢化が進む。このことは以下の観察からもわ

かる：
dA

dλ0
= −

∫ ω

0

(a−A)2w0(a)da (15)

すなわち安定人口年齢分布の平均年齢は自然成長率の単調減少関数であって、自然成長率が小さいほど安

定人口の平均年齢は増加（高齢化）することがわかる [7]。
次に出生率と死亡率の変化の安定人口構造への影響を考えよう。アーサー [1]は摂動論的方法で以下のよ

うな近似公式を提起した。
∆w0(a)
w0(a)

=
(A− a)

κ

∫ ω

0

e−λ0a`(a)∆β(a)da (16)

∆w0(a)
w0(a)

=
(A− a)

κ

∫ ω

0

e−λ0aβ(a)∆`(a)da− b

∫ ω

0

e−λ0a∆`(a)da +
∆`(a)
`(a)

(17)

ここで∆β(a), ∆`(a)は出生率、生残率における変化量を示し、∆w0(a)は安定人口分布における変化量を
表す。(16)から明らかなように出生率低下 (∆β < 0)の場合は、平均年齢以上の高齢層では∆w0 > 0で、平
均年齢以下の若年層では∆w0 < 0であるから年齢構造は高齢化する。一方、死亡率の低下 (∆` > 0)の場合
は、(17)の第一項において出生率の場合とは逆に若年化の効果があるが、この項は再生産年齢以下の年齢
層における死亡率の変化がなければゼロである。第二項は全年齢に一様に効果を及ぼすので、エイジング

に関しては中立的であるが、第三項は高齢層で増加する。死亡率の改善が乳幼児と高齢者において進行す

る通常の変動パターンの場合は安定人口構造の若年化が観察されるが、再生産年齢以降の高年齢層のみに

おける死亡率の低下は人口高齢化を促進することがわかる [1] [7]。しかし一般に死亡率の低下の人口高齢
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化への効果は微弱であって、死亡率が低水準で安定的であるような近代的人口における年齢構造の高齢化

の主因はもっぱら出生率の低下にあると言える。

4. 人口学的推定

安定人口モデルは時間的に不変な出生率と死亡率をもつ封鎖人口を仮定しているが、現実の人間人口は

厳密に封鎖状態にあることはなく、また出生率、死亡率は常に変動している。従って一見すると安定人口

モデルの現実的適用性は低いと考えられるかもしれないが、出生率の安定がある程度持続した人口転換初

期までの歴史的人口や発展途上諸国の人口などの年齢分布は安定人口分布によって非常によく近似される。

この事実は不完全な人口データから未知の人口動態率などを推定する手がかりとなる。

人口統計が整備されていない発展途上諸国などにおいてはしばしば不定期におこなわれる人口センサス

が唯一のデータソースである場合がある。その場合観測された年齢構造係数をC(a)として、これを安定年
齢分布であると仮定して、C(a) = be−λa`(a)とおけば、５歳児の生存率などの他のデータからモデル生命
表 [8]を利用して `(a)が推定される場合には関係式

log
(

C(a)
`(a)

)
= log b− λa

に線形回帰を行うか、あるいは二乗誤差
∑

a

[C(a)− be−λa`(a)]2

を最小化するように反復計算をおこえば成長率λや粗出生率 bが推定できる。また成長率λが別のデータに

よって推定されるのであれば、ブラス (W. Brass)のロジット変換 (logit transformation)によって `(a)を標
準生命表 `s(a)によって表現すれば

log
(

1− `(a)
`(a)

)
= α + β log

(
1− `s(a)

`s(a)

)
(18)

ここでα, βは未知パラメータである。(18)とC(a) = be−λa`(a)を結びつけると以下の関係を得る：

e−λa

C(a)
=

1
b

+
eα

b

(
1− `s(a)

`s(a)

)β

(19)

(19)において左辺はセンサスデータから実測され、右辺のかっこ内は標準生命表から得られるから、この
式は b, α, βを未知パラメータとする一つの回帰方程式として見ることができる。特にβ = 1とおいてもロ
ジット変換の適合度は高いとされているから、そう仮定すれば (19)は線形の回帰方程式になり、1/b, αは

容易に推定される。従って (18)にもどれば、未知の `(a)が推定される。
上記の人口学的推定法はマッケンドリック方程式を利用することによって、安定人口という仮定をはず

した全く一般の時間に依存した動態率をもつ人口に適用可能な方法へ拡張できる。封鎖人口に対する時間

依存のマッケンドリック方程式を以下のように書き換えよう：

1
p(t, a)

∂p(t, a)
∂a

= −µ(t, a)− r(t, a) (20)

ここで右辺の r(t, a)は人口の年齢別成長率 (age-specific growth rate)であり、

r(t, a) =
1

p(t, a)
∂p(t, a)

∂t
(21)

と定義される。年齢別成長率は二時点のセンサスがあれば計測できるから、比較的そのデータが入手しや

すく統計的に頑健なパラメータである。(20)を年齢変数に関して積分して、両辺を時刻 tにおける総人口で

割れば、正規化された年齢分布C(t, a)、粗出生率 b(t)、年齢別成長率 r(t)が満たす一般的な関係式を得る：

C(t, a) = b(t)`p(t, a) exp
(
−

∫ a

0

r(σ, a)dσ

)
(22)
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となる。ここで `p(t, a) := e
−

∫ a

0
µ(t,σ)dσは時刻 tにおいて観測される死亡率によって決定される期間的生残

率に他ならない。(22)は封鎖人口であれば任意の人口に対して常に成り立っていなければならない関係で
あるから、データの整合性のチェックに利用することができる [3]。また例えば二時点のセンサスから r(t)
が得られていれば、C(t, a)に観測された人口分布を代入して、安定人口による間接推定の場合と同様にロ
ジット変換によって `p(t, a)を標準生命表と結びつければ、回帰方程式によって b(t)や `p(t, a)を推定する
ことができる (two census method) [28]。さらにβ(t, a)を年齢別出生率、v(t, a)を母親の出産年齢別の新生
児分布とすると

v(t, a) =
β(t, a)p(t, a)

p(t, 0)
= β(t, a)`p(t, a)e−

∫ a

0
r(σ,a)dσ (23)

従って v(t, a)をサンプル調査によって得たとすると、期間的な純再生産率は以下のように推定されること
になる：

NRR =
∫ ω

0

v(t, a)e
∫ a

0
r(σ,a)dσ

da (24)

これらの推定法は動態統計データのない人類学的集団などの研究に利用されている [14]。上記の表現は封鎖
人口において成り立つ諸関係であるが、純移動率などを導入すれば人口移動のある場合にも拡張は可能であ

る [26]。こうした方法をvariable r methodまたはプレストン・コールシステム (Preston-Coale system)
等と称する。

5. 多地域安定人口モデル

人口移動を考慮した安定人口モデルの拡張としてルブラ (H. LeBras)、ロジャース (A. Rogers) [29] は
多地域安定人口モデルを提起した。いま人口がn個の状態ないし地域に分割されているとして、状態（地

域）j (1 ≤ j ≤ n)における年齢密度関数をpj(t, a)とする。p(t, a) = (p1(t, a), ..., pn(t, a))Tを人口ベクトル

（縦ベクトル）とおくと、多地域（多状態）安定人口モデル (multiregional/multistate stable population
model)は以下のような連立マッケンドリック方程式系で定式化される：





(
∂
∂t + ∂

∂a

)
p(t, a) = Q(a)p(t, a)

p(t, 0) =
∫ ω

0
M(a)p(t, a)da

p(0, a) = p0(a)

(25)

ここでQ(a) = [qij(a)]1≤i,j≤n、M(a) = [mij(a)]1≤i,j≤nはn× n行列で、qij(a) (i 6= j)は年齢aにおいて

j−状態（地域）にいた個体が i−状態へ移動する推移強度であり、qii(a) = −µi(a)−∑
j 6=i qji(a)となるが、

ここでµi(a)は i−状態（地域）における死亡力である。mij(a)は年齢aにおいて j−状態（地域）にいた個
体が i−状態の子供を生む出生率である。従って状態として居住地域を想定する場合はmij(a) = 0, i 6= jで

ある。L(a)を行列微分方程式L′(a) = Q(a)L(a), L(0) = Iの解行列とすれば、その各 (i, j)−要素は j−状
態に生まれた個体がa歳で i−状態に生残する多地域（状態）人口生残率になる。行列∫ ω

0
M(a)L(a)daを純

再生産行列 (net reproduction matrix)とよぶが、これが分解不能である場合には多地域（多状態）システ
ム (25)も古典的な単一状態の安定人口モデルと同様に漸近的にマルサス的成長を行い、その年齢別状態別
（地域別）分布は初期条件から独立な一定の分布に収束することが示される。その際の漸近的成長率は特性

方程式

det
(

I −
∫ ω

0

e−λaM(a)L(a)da

)
= 0 (26)

の最大実根として得られる。ただしここで Iはn × nの単位行列である。多地域人口モデルは分割された

地域間の移動を問題にしているが、考えている居住地域の外部から移民がある場合は非同次のマッケンド

リック方程式を扱う必要がある [16]。
6. 結婚とパリティ

結婚が出生を強くコントロールしている状況では、出生力の変動を結婚力の変動と夫婦出生力の変化に

分解したうえで、人口構造への影響を明らかにするような理論的フレームが必要とされる。こうした方向
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へのモデルの拡張の努力は第二次世界大戦直後、ポラード (A. H. Pollard)やカーメル (P. H. Karmel) 等
によって積極的に取り上げられたが、発展途上諸国における人口転換 (夫婦出生力の制御）の促進という政
策課題に主導された戦後の人口学においては重視されなかった [30] [32]。我が国においても伊藤 [19]が結
婚という次元を明示的に取り入れた再生産指標の提出という先駆的業績をあげたが、出生力低下の問題が

深刻化する90年代に至るまでそれ以上の理論的進展はなかった。しかし 1970年代以降における日本や南
欧における「第二の人口転換」が結婚力の低下に主導されていることが明らかになるにしたがって結婚現

象への関心は復活してきている。Inaba [18] は初婚夫婦のみが出産を行うという単純化された仮定のもと
で、女子を未婚、初婚、離死別の３状態に分割したモデルによって安定人口モデルを構成し、純再生産率

が以下のように与えられることを示した：

R0 =
∫ ∞

0

∫ ∞

0

m(τ ; ζ)`(τ + ζ)e−
∫ τ

0
δ(s;ζ)ds

dτφ(ζ)dζ (27)

ここでm(τ ; ζ)はζ歳で結婚した有配偶女性が結婚持続期間τで女児を出生する率であり、δ(τ ; ζ)は離・死別
率、φ(ζ)は初婚発生の確率密度である。こうしたモデルによって結婚力の変動が出生力や年齢構造に与え
る影響を定量的に理解することができる。しかし結婚のモデル化において男女のペア形成過程を考慮した

場合は、前節で述べたように非常に困難な非線形の両性人口モデルを扱うことになり、理論的に未解明な

部分が多い。

女性の出生力を決定するパラメータとしては年齢、配偶状態のほかにパリティ（既往出生児数）が重要

である。このときパリティの拡大過程や配偶関係の状態遷移は年齢依存的であると同時に各状態における

持続時間に強く依存していることに注意せねばならない。持続時間、配偶構造、パリティ構造を取り入れ

て多次元安定人口モデルを構成することは理論的には困難ではないが、必要とされるパラメータが多数に

のぼり、データの利用可能性とパラメータ推定の問題がネックとなって実用化は遅れている [5] [10]。
そのなかでもパリティ拡大モデル (parity progression model) [12]は年齢と配偶関係を無視して各パリ
ティ状態における滞在時間を唯一つの時間パラメータとして採用するという思い切った単純化によって、

比較的少数のデータによって利用が可能となったモデルである。今Bi(t)dt (i ≥ 1)を時間 [t, t + dt]におけ
る出生順位 iの出生児数、B0(t)dtは総出生児数を表すとする。パリティi ≥ 1の親が i番目の出産からτ時

間後に i + 1番目の出産を行う確率をψi(τ)とおき、ψ0(τ)は出生からτ時間後に第一子を産む確率であると

する。複産がないと仮定すれば出生数と親の数は一致しているから以下のシステムを得る：

Bi+1(t) =
∫ ∞

0

Bi(t− τ)ψi(τ)dτ, B0(t) =
∑

i≥1

Bi(t) (28)

このとき
∫∞
0

ψi(τ)dτが iから i + 1へのパリティ拡大率を与える。システム (28)についてはやはり強エル
ゴード定理が成り立ち、安定人口モデルと同様の性質が得られる。パリティ拡大モデルは年齢依存性を反

映させていないが、出産の段階的発生という性格をうまく捉えている点でリアリティがあり、出生間隔分

布やパリティ拡大率を通じて表現される個体の再生産に関わる意思決定が出生数の変動に及ぼす影響を考

えるための有力なツールとなる。
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[31] F. R. Sharpe and A. J. Lotka (1911), A problem in age-distribution, Philosophical Magazine, Series
6, Vol. 21: 435-438.

[32] D. Smith and N. Keyfitz (1977), Mathematical Demography: Selected Papers, Springer-Verlag,
Berlin.

9


