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｜｜報告論文｜｜

測定誤差が脆弱性指標の推計に及ぼす影響に関する

シミュレーション分析

井上領介・中島亨・高橋太郎・鈴木宣弘

（東京大学大学院）

A Simulation Analysis of the Effect of Measurement Error on Vulnerability Index (Ryosuke INOUE, Toru 

NAKAJIMA, Taro TAKAHASHI, Nobuhiro SUZUKI) 

I 背景と目的

開発途上国の特に農村部では，人々は単に貧しい

だけでなく，所得や消費が激しく変動するハイリス

クな環境下で暮らしており，単純な貧困線に基づい

た貧困率では測れない側面が存在する。そのような

背景から，人々がリスクに対してどれだけ脆弱であ

るかを表す脆弱性 (Vulnerability）と呼ばれる指標を

定義する研究が蓄積されている。これまでの研究で

は，期待効用水準の低さ（Ligon& Schechter[l 1J），所

得のショックに対する消費の変動（Glewwe& Halll6l, 

Dercon & Krishnanl5l, Amin et a1.l2l），将来貧困に陥る

確率（Christiaensen & Subbarao l4l, Kamanou & 

Morduch l9l）などとして脆弱性が定義されている。中

でも最も頻繁に使用されている，将来貧困に陥る確

率としての脆弱性は，各家計の消費の時系列方向の

分布に正規分布を仮定して，各家計の消費の期待値

と分散を推計し，貧困に陥る確率を計算している。

しかし，もし消費の測定に誤差が存在すると，分

散が過大評価され，脆弱性の推計にバイアスがかか

るという問題が発生する。途上国の家計調査におい

ては，観測された分散の3分の 1から 2分の 1はア

ンケートに対する回答の際の入力間違いや聞き取

り間違い等による測定誤差に起因するとする研究

もあるため（Pritchettet al. l13l），測定誤差を無視した

脆弱性の推計は開発戦略をミスリードする恐れが

ある。

測定誤差と脆弱性に関する先行研究として，

Ligon & Schechterl'2lはシミュレーションを用いて

様々な脆弱性指標が測定誤差にどの程度影響を受

けるかについて分析を行った。しかし，指標聞の比

較を可能とするため，指標を導出する際のモデルの

特定化に誤りを認めることで各指標の正確さが犠

牲にされており，測定誤差の影響を正しく計測して

いるとは言えない。また， Gi.inther& Harttgenl7lはマ

ダガスカルを対象として脆弱性を推計する際に，測

定誤差が含まれていると仮定した場合の推計値も

示すことで測定誤差の影響を明らかにした。しかし，

分析結果は地域固有のものであり，測定誤差が脆弱

性指標に与える影響を一般化して論じた研究は存

在しない。よって，測定誤差の影響を考慮しないま

ま脆弱性指標の測定が行われているのが現状であ

る。

本研究では，測定誤差が脆弱性に及ぼす影響を明

らかにすることを目的とする。その際，脆弱性を貧

困に陥る確率として捉え， Chaudhuriet al. l3lが用いた

方法に焦点を当てる。同手法はデータの要求の少な

さと解釈の簡便さから，脆弱性の推計法として既に

多くの国・地域に応用されており（Gi.inther& 

Harttgenl7l , Jha & Dangl8l, Alayande & Alayandel'l, 

Kasiryel10l），測定誤差による影響を明らかにする価

値が高いと考えられるためである。
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II 脆弱性の計算方法

家計のリスクを定量化するとしづ性格から，一般

的に脆弱性の推計には同一家計の複数時点のデー

タであるパネルデータが要求されるが， Chaudhuriet 

a1Y1は，途上国でのパネルデータの収集が容易でな

いことを背景に，一時点のクロスセクションデータ

のみから各家計の脆弱性を推定する方法を提案し

た。彼らは，クロスセクションデータを用いて，対

数消費を家計の属性に回帰する式で分散不均一性

を想定することで，各家計で直面する時系列方向の

リスクが異なることを説明する方法を提案した。具

体的には，下記の（1）式と（2）式から Feasible

Generalized Least Squares (FGLS）で対数消費と分散

の予測値を求め，誤差項に正規性を仮定して（3）式で

脆弱性を推計する。背景にある考え方は，家計の属

性で説明出来ない部分Ehを家計が受けるショック

（リスク）とみなし，その分散σi.hは各家計で異な

るが，分散もまた家計の属性に依存するというもの

である注1）。

Inch= Xhβ＋ Eh 

σ"i.h = Xh() 

Vulnh = Prob(chく z)

(1) 

(2) 

一一広
(3) 

ここで， chは消費， zは貧困線， xhは家計の属性

変数， Ehは誤差項， cif,hはらの分散， Vulnhは脆弱性，

φは標準正規分布の累積密度関数を表している。ま

た，添字の hは家計を，ハットは予測値を表す。

注 1）黒崎［14］が指摘するように，この方法では，クロ

スセクションにおいて家計の属性で説明されない

部分の分散が，時系列方向への消費の分散の推定

量として適切であるという仮定が推定の基礎とな

っている。クロスセクションでの推計において説

明されない残差のうちの多くの部分は測定誤差と

観察不能な固定効果によるものと考えられるため

この仮定は非常に強く，ここで脆弱性として定義

している「将来貧困に陥る確率」をこの方法でど

の程度正確に表せているのかについては議論の余

地がある。観察不能な固定効果を含まないこのモ

デ、ルで、推計を行った場合，浪IJ定誤差のバイアスに

加え特定化の誤りによるバイアスが発生する可能

性がある。しかし，特定化の誤りのモテ手ルへの組

み込み方は構造的なものを含め様々あり，それと

測定誤差の影響を同時に明らかにすることは分析

を過度に複雑化させる。本稿では簡単化のため，

測定誤差に焦点を当てることとし，特定化の誤り

を含めた分析については今後の課題とする。

皿方法

測定誤差が脆弱性の推計へ与える影響を調べる

方法として，シミュレーションを用いて数値的にバ

イアスを計算する方法を採用する。その主な理由と

しては，（3）式で表される累積分布関数を分散（また

は標準偏差）で微分することは出来ないため，分散

のバイアスが脆弱性にどう影響するかということ

は解析的に解けないためである。具体的には，下記

手順でシミュレーションを行った。

a.統計ソフト上で架空の家計群（母集回数

=100,000）を作り， xh,p,eを設定した。途上国を

対象とした先行研究における推計では，家計の

属性として家計の長の性別，教育水準，居住地

域などのダミー変数が多く使われていることを

踏まえ，んには定数項と 9個のダミー変数を入

れ，各家計にランダムに発生させた。パラメー

タ{3,（）については， Chaudhuriet al. C3lが分析したイ

ンドネシアの例で貧困者率が 22%であったこと

を参考に，ランダムに発生させた上で，観測さ

れた消費から計算した貧困者率が 22%となるよ

うなβ，Oの値を採用した。



b. (2）式によって各家計の分散σi.hを設定すること

でEhの分布を決定し，そこかららを一度号｜し、てく

ることで、真の消費Inchを（1）式から設定した。

c.真の値に対して，誤差が含まれているとした「観

測された消費」を下記の（4）式で設定した。なお，

測定誤差は全家計で同ーの正規分布に従うとし

注2），平均はO，分散は測定誤差の分散が観測さ

れた分散の 25%を平均的に占めるように設定し

て実験を行った。同様に，測定誤差の分散が観

測された分散の 50%, 75%を占める場合につい

ても実験を行い，結果の比較を行った。

In ch* =Inch+ e (4) 

σ｝ (0.25 
ーァ」＝＝；；＝ = l 0.5 (5) 
σ.；＇＋ σε，h l0.75 

ここで，Inch＊は対数消費の観測値，eは測定誤差，

dは測定誤差の分散，σi.hは誤差項の分散の平均

を表している。

d 母集団からランダムサンプリングで 1000の家計

を抽出し， Inch掌とxhを用いて .(1）式と（2）式を

FGLSで推計することで消費とその分散の推計
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h. cから fの手順を 500回繰り返し，分散の相関係

数については分布を導出し，脆弱性の的中表に

ついては各セノレの人数の 500回の平均を取った。

I. 結果はパラメータ依存であることが予想される

ため，観測された消費から計算される貧困者率

が 22%前後となる複数のパラメータで実験を行

い，結果の頑健性を確かめた。

注 2）家計調査において，回答者全員が同じ方向にパ

イアスをかけて回答してしまうようなシステマテ

ィックな測定誤差が存在するような場合は，正規

分布の想定は妥当ではないが，本研究では単純化

のために正規性を仮定している。

注 3）んには測定誤差は無いものとする。

町結果と考察

1 分散の推計

値を得た注3）。 第 1図に，真の分散と推計された分散の相関係数

e 消費と分散の推計値を用いて，各家計の脆弱性 を測定誤差の大きさ別に示す。測定誤差が小さい場

の推計値を計算した。同時に真の消費と分散を 合はほとんどのサンプリングで 1に近い値を取り ，

用いて真の脆弱性も計算した。 真の分散と推計された分散がほぼ 1対 1で対応し

f. 1000の家計分から，真の分散と推計された分散

のピアソンの相関係数を求めた。これは，測定

誤差がある場合に分散が過大評価されることは

自明だが，それだけでなく分散の順位に変化が

生じているかどうかを確かめるためである。

g 先行研究では，脆弱性がある闇値を超えた家計

を脆弱家計とする脆弱ラインを設定しているた

め，それを使って全ての家計を脆弱家計と非脆

弱家計に分類した。脆弱か否かの判断に成功し

た家計の数を調べるための的中表を作り，各セ

ルに入る人数を計算した。なお，脆弱ラインは

特に決められた設定方法はないが，Chaudhuriet 

al.[31は貧困者率の 22%を脆弱ラインとして使用

しているため，本研究でもそれを踏襲した。

里j 。。

測定誤差なし ｜粧誤差25',
。

1寸

‘。
" 

。 。。2 4 6 .8 。.2 .4 .6 .8 

"' ~ 
測定誤差50九 ｜；理定誤差75°,

司会

" 

"! 

。 。。2 .4 .6 且 。2 .4 .6 8 

第 1図 脆弱性の真の値と推計値の相関係数
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第1表 測定誤差の程度の違いによる脆弱家計の特定精度の違い

真の値

測定誤差なし 測定誤差 25% 測定誤差 50% 測定誤差 75% 

脆弱 非脆弱 ,g.霊ロ」l' 脆弱 非脆弱 ,g. きロLI 脆弱 非脆弱 合計 脆弱 非脆弱 合計

脆弱 220 40 益B 254 89 343 313 160 笠2 287 435 722 

予測 非l胞弱 31 708 739 10 647 657 3 524 527 277 278 

合計 251 748 1000 264 736 1000 316 684 1000 288 712 1000 

注・太字は真実の脆弱家計数，下線部は予測された脆弱家計数を表す。

ている一方，測定誤差が全分散の 50%や 75%を占め

る場合では，相関係数が低くなる場合も多くなって

いる。この結果は，測定誤差が大きい場合の推計で

は，本来相対的にハイリスクな環境下に置かれてい

る家計を正確に特定できていない可能性を示唆し

ている。

2 脆弱性の推計

第 2図は，真の分散から計算された脆弱性を縦軸

に，測定誤差がある状態で計算された脆弱性を横軸

として各家計をプロットした図である。この図より

真の値と推計値の軍離を調べることができ，図中の

45度線上に近いほど推計の当てはまりが良いこと

を示す。垂直の線と水平の線は脆弱ラインとした

0.22の値で引かれており，それらの交点の右上と左
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第2図 脆弱性の真の値と推計値のプロット

下の領域に入る家計が，脆弱か非脆弱かの特定に成

功した家計，左上と右下の領域に入る家計が特定に

失敗した家計を示す。演u定誤差が増えるにつれ， 45

度線からの事離が進み，特に 45度線の下側に多く

の家計が恭離した結果，十字のラインの右下の領域

に含まれる家計が増えていることが伺える。これは

すなわち，本来は脆弱でない家計を脆弱だと判断し

てしまうケースが，測定誤差の増加に伴って増えて

いることを表している。

この現象をより明確に表しているのが第 l表で

ある。これは脆弱ラインを用いた脆弱家計特定の的

中表で，本来脆弱で脆弱と推計された家計，脆弱だ

が非脆弱と推計された家計，非脆弱だが脆弱と推計

された家計，非脆弱で非脆弱と推計された家計の4

つに各家計を分類している。本来非脆弱だが脆弱と

第2表 パラメータ別の脆弱家計特定の精度

ノ司ラメー 予測の 実際の
タ 脆弱家計比率 脆弱家計比率 差

Baseline 47% 32% 15% 

A 45% 24% 22% 

B 46% 26% 20% 

c 41% 34% 6% 

D 48% 17% 31% 

E 36% 23% 13% 

F 23% 17% 6% 

G 38% 10% 28% 

H 41% 17% 24% 

I 44% 7% 37% 

J 45% 11% 34% 

K 48% 31% 17% 

L 40% 32% 8% 

I 平均 41% 21% 21% I 
注額lj定誤差は.50略で統一。



推計された家計数が測定誤差の増加に伴い飛躍的

に増え，測定誤差が全分散の 50%を占める場合では

全体の 32%が真に脆弱であるのに対し 47%の家計

を脆弱と判断してしまっている。Chaudhuriet al. [3l 

はインドネシアでの応用例で， 22%の貧困者率に対

して 45%もの脆弱家計が存在し，貧困に陥る危険性

が高い家計は貧困者率より遥かに多いと結論付け

ているが，測定誤差を考慮するとそれほど脆弱者率

は高くはならない可能性が示された。

続いて，以上の結果が任意に設定したパラメータ

に依存するか調べた（第 2表） 。貧困者率が 22%前

後となる 12ケースのパラメータについて，測定誤

差が全分散の 50%の場合で予測の脆弱家計比率と

実際の脆弱家計比率を比べたところ，バイアスの程

度はパラメータに依存するが，し、ずれの場合も実際

の値よりも相当大きく推計しており，平均して 21%

多く脆弱家計を推計していることが分かつた。

3 脆弱性のバイアスの方向についての考察

第2図の測定誤差が全分散の 75%を占める場合

を見ると明らかなように，測定誤差による脆弱性の

バイアスの方向は 0.5を境に変わっている。これは

脆弱性の定義から生じる問題で，分散の過大評価が

脆弱性に与える影響は，消費の期待値が貧困線を越

えているか否かで変わることに起因する。すなわち，

消費の期待値が貧困線より大きい家計（百五＞ lnz, 

つまり Vulnh< 0.5）は分散の増加に伴い脆弱性（貧

困に陥る確率）が上昇するが，消費の期待値が貧困

線より低い家計（百五lく lnz，つまり Vulnh> 0.5) 

の場合は，分散の増加により脆弱性は減少すること

が原因である（第3図） 。

脆弱性の推計へのバイアスが一様でないために，

脆弱家計特定の過誤の数は，脆弱ラインの値に依存

する。例えば，第2図で 0.5に脆弱ラインを引けば

測定誤差による脆弱家計の特定の失敗はほぼ起こ

らないことが分かる注4）。 したがって，どの程度脆

弱性が高い家計を脆弱と判断するかという目的と，

期待値＜貧鐙線の場合

分散増

脆弱性減

鍛待値＞貧m線

分散増

↓ 
脆弱性増

遁章
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貧臨線

消費

第3図 消費の分布と脆弱性の関係

注色付き部の面積が脆弱性を表す。

予想される測定誤差に応じてラインを設定する必

要性が示唆される。

注4）ただし，脆弱ラインによって各家計が脆弱か否

かを判断する上では問題ないが，この場合も各家

計の脆弱性にはバイアスがかかっている。

V 結論

本研究では，測定誤差が脆弱性指標に及ぼす影響

について，シミュレーション分析を行った。脆弱ラ

インを用いた脆弱家計の特定では，測定誤差がある

場合には多くの非脆弱家計を脆弱と判断してしま

うことが明らかとなった。この結果はパラメータに

依存するが，貧困率が 22%で脆弱ラインを 0.22に

設定し，全分散に対して 50%の測定誤差が存在する

場合については，脆弱な家計の比率を平均的に 20%

以上大きく推計していることが確かめられた。バイ

アスの方向性についての考察より，脆弱ラインを低

く設定したときにこのような測定誤差による脆弱

家計数の過大評価が増加することが分かつたため，

比較的低めの貧困率を脆弱ラインとした既存の研
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究の結果は，予想、される測定誤差の大きさに応じて

割引いて考える必要があることが指摘された。

脆弱家計の特定において，測定誤差によって増大

するのは「本当は脆弱ではないのに脆弱としてしま

う過誤」の Type2 e立orであり，開発の文脈で特に

問題が大きいとされる「脆弱なのに脆弱でないとし

てしまう過誤」の Type1 errorは増大しないことが

明らかとなった。しかし，効率的な援助という観点

からは Type2 errorも無視できない問題である。例

えば今回のシミュレーションにおける全分散の

50%を測定誤差が占める場合では， 32%が真に脆弱

であるのに対し 47%の家計を脆弱と判断してしま

っているため，もし脆弱な家計のための開発プログ

ラムを実施しようとすれば，本来必要なコストの約

1.5倍を割り当てることとなり，他の開発プログラ

ムの実施を潜在的に圧迫してしまう可能性がある。

本研究では，用いたモデ、ルの特定化は正しいとい

う仮定のもとシミュレーション分析を行っている。

しかし，現実には特定化の誤りの可能性があること

を踏まえると，より大きなバイアスが生じている可

能性がある。したがって本研究の貢献は，測定誤差

がある場合に生じる脆弱性へのバイアスの下限を

示したことだと言える。
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