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本研究では，企業間取引ネットワークが企業の生産性に及ぼす影響について明らかにする．具体的には，2011
年の九州新幹線全線開通に着目し，その前後において企業の仕入れ取引数の増加が企業の生産性に与える影響
の因果効果を推定する．具体的には，企業が取引数を増加させる確率として傾向スコアを推定し，層別化を行
なった上で，差の差分析を用いて因果効果を推定する．推定結果より，交通インフラ整備が企業の取引関係に影
響を及ぼすことがわかった．さらに，仕入れ取引数の増加は企業の生産性に正の因果効果をもたらすことがわ
かった．

Key Words: inter-firm transaction network, productivity, causal effect, difference in difference propensity score
matching (DID-PSM)

1. はじめに

経済活動の中において，企業間取引ネットワークと
企業の業績に深い関係があることは広く認識されてい
る．特に，企業間の強いつながりは企業の競争力の源
泉と考えられる．例えば，自動車メーカーと仕入先の
間には緊密な関係が構築されており，取引先との共同
研究開発なども行われている．また，経済産業省の政
策においても，企業間取引ネットワークの構築によって
生産性を向上させる取り組みは「つながり力」の活用
として議論されている 1)．

企業が取引ネットワークを構築する上では，取引相
手を探すための探索費用や財の輸送費用などの存在が
地理的な障壁 (geographical friction)となる．交通イン
フラ整備はこうした障壁を押し下げ，企業はこれまで
よりも広域な範囲から，より望ましい取引相手を見つ
け出し，多様な財やサービスにアクセスできることを
通じてより効率的に生産を行うことが可能となる．本
研究では，このように交通インフラ整備を契機とする
企業間取引ネットワーク（具体的には，仕入れ取引数）
の変化が企業の生産性に及ぼす因果効果について推定
を行う．

本論文の構成は，以下の通りである．2.では，既存
研究について整理するとともに，因果推論に関する議
論から，本研究の分析方針について述べる．3.では，本

研究で用いるデータおよび指標について述べる．4.で
は，交通インフラ整備などを含む企業の共変量から傾
向スコアを算出する．5.では，差の差分析法を用いて
本研究の目的である企業間取引ネットワークが企業の
生産性に与える因果効果を推定する．最後に 6.で，本
研究の結論および今後の課題と展開について述べる．

2. 既存研究と本研究の分析方針

(1) 既存研究の概要
因果推論アプローチに基づいて，交通インフラ整備の
様々な影響の推定を行う最近の既往研究について整理
する．Holl(2016)4)は，スペインの製造業を対象に 1997
年から 2007 年にかけて，幹線道路整備により企業の
アクセシビリティ（各企業の幹線道路 ICまでの距離と
定義している）と集積の効果 (local density)が企業の生
産性に及ぼす影響について，固定効果操作変数法を用
いて分析を行っている．幹線道路によるアクセシビリ
ティ向上効果は企業レベルにおいては集積の効果以上
に企業の生産性を向上させるとし，幹線道路整備によ
る影響の受けやすさは地理的要因にも起因することを
示している．Xu and Nakajima(2015)5) は，幹線道路が
急速に延伸する中国を対象に，Countyレベルにおける，
幹線道路整備が産業発展に及ぼす影響について分析し
ている．分析方法には，傾向スコアマッチングを用い
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た差の差分析を用いている．1998年から 2007年の期
間を対象としており，地域レベルにおいて，幹線道路
整備は生産量や投資額の多い産業に対し，より産業成
長を促すとし，幹線道路整備の波及効果は，産業や地
域によって異なることを示している．Bernard, Moxnes
and Saito(2015)6) は，2004年に開業された九州新幹線
鹿児島ルートを対象に，新幹線の新駅近くに位置する
企業のパフォーマンスが開通後に向上したかどうかを
Triple difference approachを用いて分析を行った．企業
のパフォーマンスを測る指標として，生産額，労働生産
性，TFPR(Olley and Pakes 1996)を用いており，新設駅
近くの企業の売上・生産性は上昇し，中間投入比率の高
い産業ほど効果が顕著であるとしている．また，日本を
500×500の地域メッシュに区切った上で，それぞれの
地域間の取引量にも注目し，新設駅近くの地域間の取
引量が増加していることも示している．ここで，Triple
difference approachとは，差の差分析法を拡張したもの
で，新幹線整備前後（2004年を基準）・新駅近く (新駅
から 30km圏内）か否か・中間投入比率の高い産業 (the
input intensity of industry)か否かの 3つの differenceを
用いて効果を推定する方法である．

Ushijima(2016)7)は，交通インフラ整備の因果効果を
推定する上で 3 つの問題として，欠落変数バイアス
(omitted variable bias)，立地選択バイアス (location se-
lection bias)，処置のタイミングに関する問題 (the timing
of the treatment)があると指摘している．欠落変数バイア
スとは，本来入っているべき変数がモデルに入っていな
いことで発生するバイアスのことであり，欠落変数が説
明変数と相関している場合や被説明変数に影響を与えて
いる場合に起こる．この問題に関して Ushijima(2016)7)

は他の多くの既存研究と同様に固定効果モデルを利用
することで，地域の時間不変で共通な因子を制御してい
る．立地選択バイアスとは，処置の割り付けがランダム
でなく，処置の選択が被験者自身に委ねられるが存在す
る場合に起こる．つまり，そもそも交通インフラ整備が
行われるのは企業などが集積している地域であるため，
インフラ整備による効果を計測する際，整備効果に加
え地域発展による効果などが含まれてしまう．これに
対処する方法として，Ushijima(2016)7)は，傾向スコア
マッチングを用いている．また，Nakajima(2015)5) も，
countyレベルで高速道路が整備される確率を傾向スコ
アとして推定している．このように既存研究で参考と
したものはどちらも地域レベルでの分析であった．つま
り，地域レベルで傾向スコアの推定を行えば，ある程度
立地選択バイアスを制御することができると考えられ
る．しかし，企業レベルにおいて交通インフラ整備を処
置の有無とする傾向スコアの推定では，立地選択バイア
スを排除することができない．なお，Saito(2015)6)も本

研究と同じく企業レベルで分析を行っているが，傾向ス
コアなど立地選択バイアスを排除するような手法を用い
ていないためこのバイアスが分析結果に含まれている．
処置のタイミングに関する問題とは，例えば，九州新幹
線は 1972年に告示された改正基本絵規格に盛り込まれ
た整備新幹線のうちのひとつであり，2004年に鹿児島
ルート開通，2011年に全線開通となった．この場合，九
州新幹線の開通効果をどの時点からとればそれは新幹
線の効果と言えるのかという問題である．Saito(2015)6)

は，九州新幹線の開通を，「計画は 1973年に始まってお
り，開通の時期は不確かであったため，時期に関する問
題は非常に少ないと考えられる」とし，開通の時点を
処置の時点としている．それに対し，Ushijima(2016)7)

は，対象をリニア新幹線としているためでもあるが，計
画が公表された 2011年時点を処置の開始された時点と
して定義している．

(2) 分析方針
本研究では，交通インフラ整備を契機とする企業間
取引ネットワークの変化が企業の生産性に及ぼす影響
の因果効果を推定することを目的とする．具体的には，
「企業が仕入れ取引数を増加したかどうか」を処置の有
無とし，差の差分析方を用いて企業の生産性に及ぼす
因果効果を推定する．しかしここで，2.??にあった選択
バイアスを考える必要がある．差の差分析では取引数
を増加させた企業と増加させなかった企業の比較を行
うものであるが，取引数を増加させるような企業はも
ともと大きな規模の企業であったりと，生産性を向上
させる要因が取引関係以外にも存在することが考えら
れ，推定した効果が本当に取引によるものなのかを判
断するのは難しい．つまり，比較する企業間での共変
量のインバランスが問題となっているのである．そこ
で，傾向スコアを用いて企業間の共変量をバランスさ
せる．この手法は傾向スコアマッチング差の差分析法
(DID-PSM : Difference in Differences - Propensity Score
Matching)と呼ばれるものである．分析手順は以下の通
りである．
まず，1)交通インフラ整備を含めた企業の属性など
を表す共変量から企業間の仕入れ取引数が増加する確
率として傾向スコアを式 (1)から推定する（ただしここ
では因果関係は見ていない）．

Propensity Scorei = Probit(Zi = 1|Xi) (1)

式 (1)において，Ziは処置の有無を表すダミー変数 (Zi=1：
処置あり，Zi=0：処置なし)であり，Xiには，都市間交
通基盤施設までの直線距離や取引関係ネットワーク中
心性，集積の指標，さらに，企業の共変量（資本金，従
業員数，売上金など）を加える．式 (1)により推定され
た傾向スコアを用いて層別化を行った上で（これによ
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り擬似的な無作為割り付けとなる），2)仕入れ取引数
の増加が企業の生産性に及ぼす影響について，因果効
果の推定を差の差分析法を用いて行う．推定モデルは
以下の通り．

Yit = a+bTREit·AFTit+cTREit+dAFTit+eXit+Fi+vit (2)

式 (2)において，Yitは時間 tにおける企業 iのアウトカ
ム指標，TREit は処置群に 1，対照群に 0をとるダミー
変数，AFTit は介入後に 1，介入前に 0をとるダミー変
数である．TREitと AFTitの交差項のパラメータ bが本
研究で推定したい因果効果である．

3. 指標およびデータ

(1) 集積の指標
本研究では，Graham(2007)9)で用いられた，Effective

Densityを参考に，アクセシビリティ指標 ACCi(γ)を定
義する．Effective Densityは，経済主体（各企業）同士
の距離とその規模（従業員数）を用いて表現されるマー
ケットポテンシャル型の集積の指標である．従来の集
積の指標である都市人口などが，分析対象の地理的単
位によって区切られてしまうのに対して，マーケット
ポテンシャル型の集積の指標は，地理的単位を超えて
影響を与える集積の経済の効果を捉えることができる．
(Melo 2008)10)アクセシビリティ指標 ACCi(γ)定義式は
以下の通り．

ACCi(γ) =
1
N

∑
j.i

n j· f (di j) (3)

ここで，n jは企業 jの従業員数，N =
∑

j ni jは全企業の
従業員数の合計を表す． f (di j)を特定化した例として，
以下の 2種類のアクセシビリティ指標がある．

e − ACCi(γ) =
1
N

∑
j.i

n j· exp(−γdi j) (4)

g − ACCi(γ) =
1
N

∑
j.i

ni

dγi j

(5)

e − ACCi(γ)はエントロピー型アクセシビリティ，g −
ACCi(γ)は重力型アクセシビリティと呼ばれる．γ(> 0)
は距離に関する減衰パラメータである．e−ACCi(γ), g−
ACCi(γ)は企業 iのアクセシビリティが高まるほど大き
な値をとる．

(2) 取引ネットワーク指標
次に，取引ネットワーク上の位置関係を表す社会的

距離指標について，本研究で用いる次数中心性および
PageRank中心性について説明する．
次数中心性 (degree centrality)は，最も簡単かつ適用範

囲の広い中心性指標であるといえる．次数とは，ノード
（本研究では企業を指す）の数である．すなわち，ネッ
トワーク内でより多くのリンクをもつ頂点を高く評価

する中心性指標が次数中心性である．次数中心性 Diは
以下の式で表される．

Di =
∑

j

gi j (6)

ただし，gi j =

 1 (if firm i and j are directly connected)
0 (others)

である．
次数中心性を求めるには，ノードに接続しているリン
クの数さえわかればよく，どのノードとどのノードが
隣接しているかという情報は必要ではない．この点
は，次数中心性の適用範囲を広げる利点である一方で，
ネットワークの全体構造を反映していないため，欠点
ともいえる．本研究では，九州内に限らず日本全国で
の取引数の総和を算出している．

Page Rank 中心性とは，Google 創始者の Brin and
Page(1998)によって提案されたWebページの順位付け
を行うアルゴリズムであり，Googleの検索エンジンに
も用いられている．これは「重要な（中心的な）ノー
ドと隣接しているノードの重要性もまた高い」という
アイディアの指標であり，企業間取引ネットワークで
考えると，取引相手の中心性が自分の中心性に影響を
与えるということである．また，Page Rank中心性は，
ある確率でリンクが別のノードに推移すると仮定する．
これにより，取引ネットワークに連結されていない企
業も考慮した中心性を算出することを可能にしている．
Page Rank中心性 PRi は，以下の式で表される．

PRi =
∑

j

{1 − µ
M
+ µ

gi j

D j
}PR j

=
1 − µ

M
+ µ
∑

j

gi j

D j
PR j (7)

ここで，企業 i, jはいずれも九州内に立地する企業であ
るとし，M は九州内の総企業数である．µはパラメー
タであり，リンクが推移する確率を表している．本研究
では Brin and Page(1998)にしたがって µ = 0.85とした．
gi j はノード i, j間のリンクの有無，Di はノード iの次
数（ただし，ノード iがリンクを持たない場合，Di = 1
とする）を表している．

(3) 生産性指標
本研究では，利用可能なデータの制約から，価値労
働生産性 LP(＝生産額 (sales)÷従業員数 (employee))と
全要素生産性 (以下，TFPと略す)を用いる．TFPとは，
労働や資本を含む全ての要素を投入量として，産出量
との比率を示すものである．具体的には，技術進歩や
効率化，投入要素の質の向上，発明などを表す．
企業レベルでの TFPの計測について，Holl(2016)4)で
用いられている方法を参考に考える．まずコブ・ダグ
ラス型生産関数を考える．コブ・ダグラス型生産関数
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は以下の式で定義される．

Yit = AitK
β1
it Lβ2

it (8)

ここで，Yitは時間 tにおける企業 iの生産額 (sales)であ
り，Kitは資本ストック (capital)，Litは投入労働量 (em-
ployee)，AitがTFPである．式 (8)の両辺に対数をとって，

ln Yit = ln Ait + β1 ln Kit + β2 ln Lit (9)

式 (9)より最小二乗法から年別，業種別に β̂1, β̂2を推定
する．TFPはコブ・ダグラス型生産関数の残差として
定義されるので，これより，

TFPi = ln Yit − β̂1 ln Kit − β̂2 ln Lit (10)

式 (10)より，各企業ごとに TFPが算出される．

(4) データ
本研究では，東京商工リサーチ（以下，TSRと略す）

の企業信用調査データを用いて実証分析を行う．TSR
の調査データに含まれる各企業の属性データとして，企
業コード，法人格コード，企業郵便番号，企業所在地，
業種，設立年月，創業年，資本金，従業員数，工場数，
事務所数，決算年月，売上高，利益金などがある．ま
たそれに加えて，各企業について最大 5社の取引相手
企業の情報が含まれている．取引相手に関する情報と
して，「仕入先」「販売先」「主要株主先」がある．本研
究ではこのうち，「仕入先」「販売先」を取引情報として
扱う．その他の利用データとして，各企業の緯度・経度
情報は，東京大学空間情報科学研究センターが提供す
る「CSVアドレスマッチングサービス」を用いて取得
した．また，鉄道駅や高速道路 ICなどの都市交通施設
や DID人口集中地区などの GISデータに関しては，国
土交通省国土政策局が提供する「国土数値情報ダウン
ロードサービス」を用いて取得した．
本研究の分析対象エリアは沖縄県を除く九州地方と

する．「九州のビジネス環境」8)によれば，九州の人口は
1,323万人（総人口の 10.5%），面積は 4.2万 km2（日
本の面積の 11.2%）である．九州の域内総生産額（平
成 21年度，名目）は，約 43兆円で，日本の国内総生
産 (GDP)の 8.8%を占めている．また，平成 22年の九
州の製造品出荷額は 21.3兆円であり，自動車・集積回
路 (IC)関連産業のウエイトが高くなっている（「平成
22年工業統計」経済産業省）．都市間交通施設につい
ては，2011年 3月 12日に九州新幹線全線が開業とな
り，鉄道網は九州全域に張り巡らされている．また，約
1,000kmに及ぶ高速道路等が整備されている．さらに，
九州地方には島が多数存在しており，九州本土におけ
る交通インフラの影響を受けない企業も存在する．そ
こで，本研究では九州本土からの橋の有無などを調べ，
本土とのつながりがないと思われる島に立地する企業
を排除して分析を行った．

TSR データより，2011 年における製造業に関して，
九州内の 1企業は平均的に九州内の 7.10社と，九州外
の 3.62社との取引関係があることがわかった．また，企
業間取引の距離は，九州企業の全取引数のうち約半数
が 25km以内の相手と取引を行っていた．TSRデータ
内に 2011年から 2014年の時系列データが存在する九
州内の企業数は全業種合わせて 99530社であり，その
うち製造業 (10018社)を本研究の分析対象とする．

4. 傾向スコア推定

(1) 推定モデル
傾向スコアの推定には主に，ロジスティック回帰ある
いはプロビットモデルが利用される．本研究では，プロ
ビットモデルを用いて推定を行う．処置の割り付けを
企業の仕入れ取引数が増加した (Zi=1)か否 (Zi=0)かと
し，都市間交通基盤整備や企業の属性を表す共変量を
Xi で表す．つまり，本研究で用いる傾向スコアは「各
企業の仕入れ取引数が増加する確率」を意味している．
推定モデルは以下の式で表される．

Propensity Scorei = Probit(Zi = 1|Xi) (11)

共変量 Xiには，まず，交通インフラ整備に関する変数と
して，新設された新幹線駅までの距離 (newstationkm)，
最寄りの新幹線駅までの距離 (Sinkansenkm)，最寄り
の鉄道駅までの距離 (Railkm)，最寄りの高速道路 IC
までの距離 (Highwaykm)を用いた．また，取引ネット
ワーク中心性指標である Centrality（次数中心性および
PageRank中心性），集積の指標である Effective Density
（e − ACCi(γ), g − ACCi(γ)），その他，企業の属性を表
す共変量（資本金，従業員数，売上金など）を用いてモ
デル推定を行なった．傾向スコア推定において，重要
なポイントは共変量をいかに選ぶかという点であるが，
ここで様々な意見がある．なるべく多くの共変量を推
定モデルに取り入れるべきという意見や，特にサンプ
ルサイズが小さい場合には，無関係な共変量を取り入
れるとオーバーフィッティングによるみかけの当てはま
りの良さがみられるので適切に変数選択すべきという
意見などがある．しかし，相関の高い変量のモデルへ
の取り込みによる多重共線性 (multicollinearity)は，各
係数の解釈上では大きな問題となるが，予測の観点か
らはそれほど問題は大きくないことや，余分な変数を
モデルに取り込むリスクよりも重要な変数をモデルに
取り込まないリスクのほうが大きいことから，なるべ
く多くの変数を取り入れた方が良いと考えられる．一
方，処置によって影響を受けた変数はモデルに含める
べきではないというコンセンサスはできている．(岩崎
2015)19)
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(2) 推定結果
プロビット推定の結果，新幹線駅までの距離および高

速道路 ICまでの距離が有意に負の値を示し，Effective
Density指標が有意に正の値を示した．したがって，より
新幹線駅や高速道路 ICの近くに立地しており，Effective
Densityの大きい企業ほど仕入れ取引数を増加させやす
い傾向があることが分かる．また，最も有意な値を示
したのは，取引数・資本金・従業員数・創業年数であ
り，それぞれ取引数の多い企業・資本金の大きい企業・
従業員の多い企業・創業年数が小さい企業ほど仕入れ
取引数を増加させやすいことが分かった．

(3) 層別化
次に，取引数の増加した処置群 (treatment group)と増

加しなかった対照群 (control group)における傾向スコ
アの度数分布を図 1に示す．製造業の場合，処置群が
1,693社で，対照群が 6,468社であった．図 1からもわ
かるように大半の企業が傾向スコア 0から 0.5の範囲に
収まっている．そこで，傾向スコアが 0から 0.5の範囲
において層別化 (stratified)を行う．一般に，5つの層を
用いることで，傾向スコアモデルに含まれている変数
によるバイアスのうちの 90%のバイアスを取り除くこ
とができると言われている (Rosenbaum & Rubin 1983)．
したがって，本研究では，0.0から 0.5の範囲で 0.1刻
みに 5つの層に分ける．
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図–1 処置群と対照群の度数分布

(4) バランスチェック
最良の傾向スコアとは，共変量が 2群間で最もバラ

ンスが取れた形にするものであり，2群間でバランスが
得られるということ自体が，その傾向スコアモデルが正
しいということの証明になっている．つまり，バランス
チェックは傾向スコア解析をする上で，非常に重要な作
業である．バランスチェックの方法はいくつかあるが，

その中の一つの方法について結果を示す．表 1は傾向
スコアによる層別前後の平均と分散を比較したもので
ある．表には一部しか表示されていないが，基本的に
はできるだけ全ての共変量の比較を行った．表 1から
分かるように，層別前では処置群と対照群における値
差は大きかったが，層別後は両群の値が比較的近くなっ
ている．さらに層別後の中でも細かく見ると，Stratified
No.2∼No.4が他に比べてより近い値となっている．した
がってこの 3つの層に関して次の差の差分析を行った．

表–1 共変量の平均分散のバランスチェック

Means Variances
control treated control treated

ln(PageRank)
Raw -9.7598801 -9.3534478 0.90895229 1.013759

Stratified 1 -10.206538 -10.202099 0.68985408 0.65630507
2 -9.85362 -9.8392244 0.81480907 0.78726892
3 -9.3629716 -9.3327373 0.84733244 0.82697938
4 -9.0555226 -9.0529899 0.90906419 0.86613671
5 -8.7469175 -8.6240436 0.88239793 0.78718127

ln(capital)
Raw 9.1352235 9.8036133 1.10165 1.3858549

Stratified 1 8.340116 8.4119419 0.73685129 0.71277102
2 8.9268298 8.9376402 0.71727599 0.72970483
3 9.5667226 9.6481266 0.81200975 0.80355645
4 10.276966 10.27019 0.92956418 0.92115313
5 10.987111 11.014225 1.0339211 0.95555974

5. 差の差分析

(1) 推定モデル
差の差分析は，以下の回帰モデルにより定義される．

Yit = a+ bTREit·AFTit + cTREit + dAFTit + eXit + Fi + vit

(12)
ここで，Yitは時間 tにおける企業 iのアウトカム指標を
表す．本研究では生産額 (sales)・労働生産性 (LP)・全要
素生産性 (TFP)を用いる．TREit は処置群に 1，対照群
に 0をとるダミー変数であり，仕入れ取引数が増加し
たかどうかを表す．AFTit は介入後 (2012年)に 1，介
入前 (2011年)に 0をとるダミー変数で，Xit は各企業
の属性を表す共変量，Fi は固有効果，vは残差である．
本研究では，共変量 Xitに高速道路整備によるアクセス
向上 ln(Highway)および集積指標 (Effective Density)の
ln(g-ACC(1))を加えることで，生産性への要因比較を
行う．式 (12)により推定したい因果効果，つまり，仕
入れ取引数の増加による企業のパフォーマンスへの影
響度合いはパラメータ bの推定値となる．また，パラ
メータ cは 2群間で生じる差，パラメータ dは時点間
で生じる差を表している．
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固有効果の推定法については，固定効果モデル (fixed-
effect model) あるいは変量効果モデル (random-effect
model) を用いる．固有効果 Fi と説明変数 Xit に相関
がある場合，固定効果モデルを用い，両者に相関がない
場合，変量効果モデルを用いる．このとき，固定効果モ
デルと変量効果モデルのいずれを選択すべきかを判断す
る検定方法として，Housman検定を用いる．Housman
検定とは，「固定効果モデルよりも変量効果モデルが正
しい」という仮説を検定するものであり，仮説が棄却
されれば，固定効果モデルが正しいと考えられる．な
お，本研究では Housman検定を行った結果，仮説が棄
却されたため，固定効果モデルを用いた分析を行うが，
推定結果には固定効果モデルを用いない場合の分析結
果も示す．推定結果を表 2に示し，考察を行う．

(2) 推定結果
表 2は，傾向スコア 0.2 0.3のグループである．本研

究では固定効果モデルを採用しているため，(2),(4),(6)
の結果が本研究での主な推定結果となる．いずれも
TRE·AFTの係数が有意に正の効果を示している．(4),(6)
で有意に正の値となっていることから，「仕入れ取引数
の増加が企業の生産性に正の影響を与える」というこ
とを示しており，本研究の目的が実証的に示されたこ
とを意味している．また，(4),(6)において，高速道路
ICまでの直線距離で表される ln(Highway)と Effective
Densityを表す指標である ln(g-ACC(1))の効果が有意な
結果を示していない．このことから，取引数増加によ
る効果の方が，直接的なアクセス向上による効果や集
積の効果よりも，企業の生産性に正の効果を示すこと
がわかる．これはHoll(2016)4)の結果と非常に似ている
ところがある．Holl(2016)4) では，高速道路 ICまでの
直線距離で表現されるアクセシビリティによる効果の
方が，Effective Densityによる効果よりも，企業の生産
性を向上させるとしている．これは (3),(5)から同じ結
果が見られる．本研究では，さらに仕入れ取引数を増
加させることによる効果の方が，直接的なアクセス向
上及び Effective Densityによる効果よりも有意に企業の
生産性に正の影響を与えるということが言える．また，
Combes(2010)14)は，TFPを地域特性 Xa(i)と企業特性 µi

に依存すると仮定し，以下の式で定義している．

ln TFPi = Constant + φXa(i) + µi (13)

ここで，Xa(i)として，Employee DensityやMarket Poten-
tialを使用している．本研究では，ここでのMarket Po-
tentialに代わる指標として Effective Density(g-ACC(1))
を用いた．さらに取引数増加による効果を考慮してい
るため，本研究での TFPは以下のように表される．

TFPi = α + β(transaction) + δXa(i) + µi (14)

したがって，本研究で得られた結果は，Combes(2010)14)

の定義した TFPに取引数増加による効果を考慮したも
のとなっている．ただし，本研究のモデルは非常に短
期の効果を扱っているのに対し，Holl(2016)4)は中長期，
Combes(2007)14)は長期の効果を推定している．つまり，
短期では，取引数増加による効果の方が直接的な時間
短縮効果よりも企業の生産性へ及ぼす影響が大きいと
考えられる．

固定効果モデルにおいては，時間を通じて変化しない
変数は個別効果とともに取り除かれるため，(2),(4),(6)
の推定結果では，TRE の係数は推定されていないが，
(1),(3),(5)といった固定効果モデルを用いていない推定
では，TREの係数が推定されており，概ね有意に正の効
果を示している．これは処置群と対照群を比較した際，
処置群に入るような，つまり，仕入れ取引数を増加する
ような企業の方がそうでない企業に比べて企業パフォー
マンスが高いということを表している．また，(3),(4)の
LP（労働生産性）の推定では，従業員数 (employee)に
よる効果が推定されていない．これは，LP算出時に従
業員数を用いて算出しており，二重推定を防ぐためで
ある．同様の理由から，(5),(6)における TFP（全要素
生産性）の推定について，資本金 (capital)および従業
員数 (employee)による効果は推定されていない．

説明変数に多くの変数を用いることは多重共線性が
懸念されるため，各変数に関する相関係数を算出した．
その結果，相関係数が 0.5を超えるものは資本と従業員
に関するものだけであった．また，データ数を変えて
も結果がほぼ同じだったので，多重共線性の問題はな
いと考えることができる．

残りの傾向スコア 0.1∼0.2，0.3∼0.4のグループにつ
いても分析を行った．傾向スコア 0.3∼0.4のグループに
ついては，やや有意水準は下がるものの概ね傾向スコ
ア 0.2∼0.3のグループと同じような結果となった．傾向
スコア 0.1∼0.2 のグループについては，バランス調整
はされたものの，あまり有意な結果は示されなかった．
これは，傾向スコア自体が低いことに起因していると
考えられる．傾向スコアが低いということは，取引数
を増加する確率が低いということである．企業が取引
数を増加させるのは，その企業にとって取引数の増加
が企業の業績の向上に寄与するからであり，生産性の
向上が見込まれない場合は，取引数の増加を行わない．
したがって，傾向スコアが低い企業の取引数の増加に
よる生産性の向上が有意に出ないということは論理的
に整合する結果であると言える．
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表–2 差の差分析結果 2011-2012　製造業－ 1

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Sales Sales LP LP TFP TFP

Score : 0.2 ∼ 0.3
TRE・AFT 23,693** 21,515** 1,741** 1,760** 0.0355*** 0.0348**

(10,249) (10,189) (691.0) (690.4) (0.0137) (0.0137)
TRE 141,603*** 6,308*** 0.164***

(37,227) (2,158) (0.0371)
AFT 34,526 34,279 1,669 1,551 0.00133 -0.0157

(32,684) (33,351) (2,187) (2,263) (0.0429) (0.0448)
ln(Highway) -1,599 -29,311 -1,348* -2,753 -0.0523*** -0.114

(13,864) (79,889) (799.6) (5,422) (0.0137) (0.107)
ln(g-ACC(1)) 10,094 9,784 590.8 525.6 0.000503 -0.00508

(10,617) (10,849) (710.4) (736.2) (0.0139) (0.0146)
ln(Capital) 167,036*** 5,141 8,497*** -650.4

(17,382) (38,831) (1,030) (2,634)
ln(Employee) 217,446*** 114,947***

(17,400) (23,916)
Firm FE No Yes No Yes No Yes
Constant -1.662e+06*** 277,164 -51,919*** 38,661 7.311*** 7.396***

(189,846) (404,482) (11,279) (27,111) (0.108) (0.198)

Observations 4,033 4,033 4,033 4,033 3,992 3,992
R-squared 0.015 0.004 0.005
Firms 2,017 2,017 2,017 2,017 2,003 2,003

Note: Standard errors in parentheses. ***, ** , * : significant at 1%,5%,10%,respectivity

6. おわりに

(1) 結論
本研究の目的は，都市間交通基盤整備に着目して，仕

入れ取引数の増加が企業の生産性に及ぼす因果効果を
明らかにすることである．まず，仕入れ取引数の増加
する確率として傾向スコアを推定した．その結果，製
造業において，新幹線駅までの距離および高速道路 IC
までの距離が有意に負の効果を示した．また，Effective
Densityを表現する集積の指標は有意に正の効果を示し
た．つまり，より新幹線駅や高速道路 ICに近く，大規
模企業の側に立地している企業ほど仕入れ取引数を増
加させやすい傾向があることを示している．ここで，各
企業の共変量のインバランスを調整するため，推定し
た傾向スコアを用いて層別化を行なった．
次に，固定効果モデルを用いた差の差分析により，仕

入れ取引数の増加が企業の生産性に与える影響につい
ての因果効果を推定した．その結果，仕入れ取引数の増
加が企業の生産性に有意に正の影響を与えるということ
が示せた．また，高速道路 ICまでの直線距離を示す指

標および Effective Density指標が有意に推定されなかっ
たことから，厳密な比較ではないが，仕入れ取引数を
増加させることによる効果の方が直接的なアクセス向
上効果および Effective Densityによる効果よりも有意に
企業の生産性に正の影響を与えるということが言える．
この結果はHoll(2016)4)の示した結果と類似するものが
ある．また，本研究で得られた結果は Combes(2010)14)

の定義した TFP計測に取引数増加の効果を考慮したも
のと考えることができる．ただし，本研究のモデルは
短期の効果を扱っているのに対し，Holl(2016)4)は中長
期，Combes(2007)14)は長期の効果を推定している．つ
まり，1年ほどの短期では，取引数増加による効果の方
が直接的な時間短縮効果よりも企業の生産性に大きな
影響を及ぼすと考えられる．

(2) 今後の課題と展開
今後の課題と展開を以下に述べる．まずは，傾向スコ

アモデルの改善である．傾向スコアの利用にあたって，
前提条件を直接確認することは難しい．そこで，間接
的なチェックとして，擬似決定係数 pseudo-R2や c統計
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量が高いなどを示すことでモデルの当てはまりが良い
ことを確かめるというものがある．本研究で使用した
傾向スコア推定モデルでは，擬似決定係数がそれほど
高くはなかったので，今後，モデル式の中に高次項や
交差項を含めるなどして，より当てはまりの良い傾向
スコア推定モデルを構築したい．
本研究における因果推論の枠組みにおいては，「企業

の生産性向上が取引数の増加をもたらす」という逆向
きの因果性について十分に対処できているとは言えな
い．本分析においては，1)顧客側企業の仕入れ取引数
と生産性の関係に着目している点，2)逆向きの因果性
について同様の方法で推定を行なった結果，有意な効果
は認められなかったことから，逆向きの因果は推定結
果にさほど影響を及ぼさないと推察されるものの，よ
り厳密な検討を行うためには操作変数を用いた推定を
行う必要がある．
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