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近、ビッグデータの一種である「企業間取引情報」を用いた地域経済分析への関心が高ま

っている。企業間取引情報は既存の統計データと異なり、行政区域にとらわれることなく個別

企業同士の取引関係に着目して、売上高や雇用、取引先といった経済の動きを分析することが

可能となる。本報告では企業間取引情報を用いた道路のストック効果分析として、道東道直結

による十勝圏および釧路圏の企業活動の変化を分析した事例を紹介する。 
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1. はじめに 

近、道路の調査業務においては「ストック効果」が

キーワードとなっている。ストック効果とは、公共事業

による景気浮揚のような一時的な効果（フロー効果）に

対する語であり、社会資本がストックとして本来の機能

を発揮することによって国民生活の質や経済活動の生産

性、安全・安心を向上させるなど継続的に得られる効果

のことである（図-1）。国土交通大臣からも、内閣の経

済財政政策に関する重要事項について調査審議する場で

ある「経済財政諮問会議」において、アベノミクス第 3

の矢「民間投資を喚起する成長戦略」を支えるための

「ストック効果を重視した社会資本整備」1)や人口減少

下でも生産性を向上させるための「ストック効果の 大

化」2)についてプレゼンテーションがされており、国土

交通省にとって「ストック効果」は重要な視点となって

いる。 

ストック効果には、走行時間短縮や走行経費減少、交

通事故減少といった道路の利用者に直接発生する効果

（直接効果）だけではなく、直接効果から二次的に波及

する効果（間接効果）がある。そのため、ストック効果

の調査業務は地域経済や産業、国民生活など幅広い分析

が求められる。 

一方、近年のインターネットの普及やコンピューター

の処理速度の向上などに伴い膨大なデータ、いわゆる

「ビッグデータ」を扱える時代になった。ビッグデータ

は従来の調査とは異なり、分析目的を事前に限定せずと

もデータが収集・蓄積されていくため、その活用は収集

された分野とは異なる分野にまたがることもある。道路

の調査業務では、例えば、携帯電話の位置情報やカーナ

ビデータから得られるビッグデータを用いた人流や物流

分析がなされている。 

本報告では、従来、企業の信用調査として蓄積された

ビッグデータの一種である「企業間取引情報」を用いて、

企業の取引関係の変化に着目した道路のストック効果を

分析した事例を紹介する。 

 

図-1 社会資本整備の効果 3) 

 
 

2. 企業間取引情報とは 

 

(1) 企業間取引情報の概要 

日本の商取引の多くは「信用取引」という形で行われ

ている。信用取引とは、商品の納入が代金と引き換えで

はなく、締め日に対する支払日または約束手形の期日を

もって初めて現金が手元に入る仕組みである。このとき、

商品を売った後から現金化されるまでの間に、売り先が

倒産して回収できなくなる危険性が常につきまとうこと

となる。そこで、相手方の資産状態や営業成績、対外信
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用などの実態、すなわち「支払い能力」を調査する必要

性が生じる。 

こうした中、信用調査会社は商取引を行う企業に代わ

って、個々の企業にヒアリング調査等を実施して支払い

能力に関して報告書を作成する。日本のような信用取引

社会においては、企業信用調査が商取引の可否判断やリ

スクを算出する基準や材料となっており、また商取引を

支える潤滑油としての役割を果たしている。 

こうして収集された企業の情報がデータベース化され

たものが「企業間取引情報」のビッグデータである。表

-1 に大手信用調査会社のデータベースの項目例を示す。

個別企業毎に業態、業績、規模・資本、取引関係等の項

目が整理されている。大手信用調査会社では、過去 12

年間分がデータベース化されており、全国で約 128万社、

北海道内の企業では約 6万 5千社が収録されている。こ

れは、平成 26 年経済センサス 4)の企業数と比較すると、

それぞれ全国では 64%、北海道では 73%をカバーしてい

ることになる（表-2）。 

 

表-1 大手信用調査会社のデータベースの項目例（抜粋） 

基本項目 会社名、所在地 

業態 産業分類 

業績 売上高、利益、自己資本比率 

規模・資本 資本金、従業員数、事業所数 

取引関係 仕入先、販売先 

 

表-2 大手信用調査会社データベースの登録企業数 

 H26経済 
センサス 

大手信用 
調査会社 

DB 

カバー率 

全国 2,008,568社 1,283,094社 64％
北海道 89,451社 65,571社 73％

※経済センサスの企業数は、「個人経営」を除く「会社企業」

および「法人」の数 

 

(2) ビッグデータとしての企業間取引情報の活用例 

企業信用調査は従来、個々の企業の支払い能力を把握

し、企業戦略を立てるために活用されてきた。しかし、

ビッグデータとして統合された企業間取引情報では、

個々の企業だけでなく、膨大な数の企業と企業の取引関

係を把握することができる（図-2）。 

 

 

図-2 従来の活用方法とビッグデータのイメージ 

3. 企業間取引情報のストック効果分析への導入 

 

(1) 企業活動に対する道路のストック効果 

道路整備による直接効果としては、速達性（時間短

縮）、円滑性・定時性、安全性、代替性、結節性、快適

性等が向上することが挙げられる。これらは、商品の配

送や営業活動といった「モノ」や「ヒト」の流れを多く

伴う企業活動の在り様を変えるインパクトを持っている。

図-3に道路整備による企業活動の変化の概念図を示す。 

 
図-3 道路整備による企業活動の変化の概念図 

 

(2) 企業間取引情報のストック効果分析への導入 

企業間取引情報を用いた道路のストック効果分析とし

ては以下の4つが考えられる。 

分析① 取引数の増加 

道路のストック効果として、ある地域における企業の

取引数が増加することが想定される（図-4）。 

 

分析② 取引エリアの拡大 

道路のストック効果として、ある地域における企業の

取引エリアが拡大することが想定される。その際、道路

で直接結ばれた地域だけではなく、空港・港湾アクセス

の向上等により更に離れた地域へ取引エリアが拡大する

ことも想定される（図-5）。 

 

分析③ 個別企業の業績変化 

道路のストック効果として、企業の業績向上が想定さ

れるが、企業間取引情報から個別企業を特定した上で、

売上高や従業員数を分析することができる（図-6）。 

 

分析④ 取引先企業の業績変化 

道路のストック効果として、道路で直接結ばれた地域

だけではなく、企業間取引の拡大により、新たな取引先

企業の業績への波及を分析することができる（図-7）。 

 

図-4 アウトプットイメージ（分析①：取引数の増加） 

 

図-5 アウトプットイメージ（分析②：取引エリアの増加） 
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図-6 アウトプットイメージ（分析③：個別企業の業績変化） 

 

図-7 アウトプットイメージ（分析④：取引先企業の業績変化） 

 

ここで、道路のストック効果を分析する上では論理的

に説明できることが求められる。たとえば、企業間取引

や企業の業績が伸びていたとしても、道路整備によるも

のではなく、産業政策による効果であるかもしれない。

こうした課題は既存統計を用いる際と同様、ビッグデー

タを用いる際にも留意が必要である。すなわち、ビッグ

データだけに頼るのではなく、「ビッグデータの強み」

とそれを補うための「ヒアリングの強み」を組み合わせ

ることが重要となる。図-8に調査方法を示す。 

 

 

図-8 企業間取引情報を用いた調査方法 

 

(3) 既存の調査手法との相違点 

表-3に企業間取引情報と既存統計との相違点を示す。 

調査対象エリアについては、既存統計では自治体単位

での集計に限定されているのに対して、企業間取引情報

では個別企業毎に集計できるため、自在に設定が可能で

ある。調査対象時期については、既存統計では公開に1

～2年程度の遅れがあるのに対して、企業間取引情報は

新年次のデータを入手することが可能である。企業間

取引の変化については、そもそも既存統計では計測され

ておらず把握ができない。取引先企業への波及効果につ

いても同様に既存統計では把握できないが、企業間取引

情報を用いることで道路整備で直接結ばれた地域だけで

はなく、その取引先を紐付けることで波及効果を分析す

ることが可能である。 

表-3 企業間取引情報と既存統計との相違点 
 企業間取引情報 

（ビッグデータ） 
既存統計 

調査対象 
エリア 

○ 
自在に 
設定可能 

△ 
自治体単位での集

計に限定 
調査対象 
時期 

○ 
新年次が 
入手可能 

△ 
公開には1～2年程

度の遅れ有り 
企業間取引 
の変化 

○ 
定量的に 
把握可能 

× 
把握 
不可能 

取引先企業への

波及効果 
○ 

取引先企業の業績

が把握可能 

× 
把握 
不可能 

 

 

4.  企業間取引情報を用いた道東道直結によるスト

ック効果分析 

 

(1) 分析エリアの概要 

 道東自動車道（以下、道東道）は、平成23年10月に夕

張IC～占冠IC間が開通し、これまで飛び地となっていた

十勝圏が道央圏と直結した（図-9）。道東道直結により、

北海道の経済の中心である札幌市や物流や人流の拠点で

ある苫小牧港、新千歳空港へのアクセスが向上するため、

十勝圏やその東の釧路圏の企業活動へストック効果が発

現していると考えられる。 

 

図-9 道東道の開通区間 

 

(2) 取得データ 

表-4に取得データの概要を示す。道東道の直結効果を

計測するため、対象エリアは十勝管内、釧路管内、対象

期間は道東道の開通前平成22年と開通後平成27年とする。

対象業種は表-5に示す道路のストック効果として想定さ

れる業種とする。データ項目は、対象エリアの企業情報

および販売先の企業情報である。 

ここで抽出された企業数は、十勝管内482社、釧路管

内401社の合計883社であった。これに対する取引先企業

数は、十勝管内では開通前3,496社、開通後4,134社、釧

路管内では3,625社、開通後4,320社であった。 

伸びている個別企業の
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表-4 データ抽出条件 

項目 抽出条件 
対象エリア 十勝管内、釧路管内の企業 
対象期間 ・開通前（平成 22年 2月までの調査結果） 

・開通後（平成 27年 7月までの調査結果） 
対象業種 道路のストック効果として想定される業種

（表-5） 
データ項目 ・対象エリアの企業情報（会社名、所在地

※1、業種、販売先※2） 
・販売先企業情報（会社名、所在地※1） 

※1：所在地は本社の所在地 

※2：調査対象先企業が主な販売先と判断している企業 

 

表-5 データ抽出の対象とした業種 

産業分類 
抽出 

対象 
備考 

A 農業 ○   

B 林業、狩猟業 ○   

C 漁業 ○   

D 鉱業 ○   

E 建設業 ×   

F 製造業 ○ 
武器製造業、たばこ製

造業を除く 

G 
卸売・小売業、飲食

店 
○   

H 金融・保険業 ×   

I 不動産業 ×   

J 運輸・通信業 ○ 
郵便業、電気通信業を

除く 

K 
電気・ガス・水道・

熱供給業 
×   

L サービス業 ○ 
旅館、その他宿泊所の

み 

M 公務 ×   

 

(3) 分析結果 

a) 道東道直結による企業間取引数の増加および取引エ

リアの拡大（分析①・分析②） 

図-10に十勝管内の企業の取引関係（花火図）を示す。 

十勝管内からの企業間取引は、道東道開通前後で、札幌

都市圏へは11%、東日本（東北、関東）へは17%、西日

本（中部、近畿、中国、四国、九州）へは12%それぞれ

増加している。同様に釧路管内からの企業間取引は、道

東道開通前後で、札幌都市圏へは25%、東日本へは17%、

西日本へは17%それぞれ増加している。 

 

b) 道東道直結によるストック効果の発現が大きい業種

の特定（分析③） 

企業間取引情報を用いることで、道東道直結前後で取

引が増加している企業の業種、すなわち、道東道直結に

よりストック効果が大きく発現している業種を把握する

ことができる。例えば、十勝・釧路管内の企業で取引の

増加が大きい業種は、生鮮魚介卸および水産食料品製造 

図-10 地域別企業間取引数（十勝管内企業） 

 

図-11 生鮮魚介卸および水産食料品製造業の 

企業間取引件数増加率（十勝・釧路管内） 

 

業であることが示された。特に、水産食料品製造業の札

幌都市圏への取引や、生鮮魚介卸および水産食料品製造

業の西日本への取引の増加が顕著である（図-11）。実

際に、大手輸送事業者へのヒアリング調査結果からは、

道東道直結により、道東地方の水産品輸送に際して、新

千歳空港から道外への 終便の飛行機に余裕を持って搭

載できるようになり、遅延による翌日発送となるリスク

が軽減されたなどの効果が報告されており、道東道の整

備による速達性の向上が安定した企業間取引に寄与して

いると言える。 

 

c) ICからの距離別企業間取引数の伸び（分析③） 

企業間取引情報を用いることで自治体単位ではなく、

個別企業毎に集計することができる。例えば、個別企業

の所在地を把握することができるため、ICからの距離別

の企業間取引数を分析することができる。 

図-12に、十勝管内の企業の取引件数について、ICか

企業間取引数（件） 増減率

開通前 開通後 （%）

札幌都市圏 455 506 11%

東日本 557 651 17%

西日本 196 220 12%

37%

17% 18%

5%
8%

19%18% 18%
14%

0%

10%

20%

30%

40%

札幌都市圏 東日本 西日本

取
引
件

数
増
減

率

生鮮魚介卸（31社） 水産食料品製造業（41社） その他全業種（811社）
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らの距離（5km圏内、5～10km圏内、10km圏外）で区分

した増増減率を示す。IC付近に立地する企業の企業間取

引がより活性化している傾向が分かる。 

 
図-12 ICからの距離別企業間取引数の増減率（十勝管内企業） 

 

d) 道東道直結による十勝・釧路管内の水産品関連企業

の業績およびその取引先企業の業績への波及効果（分析

③・分析④） 

図-13に十勝・釧路管内の水産品関連企業の業績推移

を示す。道東道直結後の平成23年以降の十勝・釧路管内

の水産品関連企業は、道内のその他の地域に比べ、安定

して高い売上高を上げている。平成26年の売上高は平成

22年に比べ、約1割増加している。 

 
図-13 水産品関連企業の売上高の推移（十勝・釧路管内） 

 

次に、図-14に十勝・釧路管内の水産品関連企業と新

たに取引を開始した企業の業績推移を示す。札幌都市圏、

東日本、西日本の企業は、いずれも道東道が直結した平

成23年以降に売上高を伸ばしていることが分かる。平成

26年の売上高は平成22年に比べ、札幌都市圏は12%、東

日本は20%、西日本は4%の増加を示しており、これら

の合計では15%の増加である。 

 
図-14 十勝・釧路管内の水産品関連企業と新規取引を 

開始した企業の売上高の推移 

5.  本報告の成果と今後の発展可能性 

 

(1) 本報告の成果 

本報告の成果については以下のようにまとめられる。 

・従来、企業の信用調査として蓄積されたビッグデータ

である企業間取引情報を道路のストック効果分析に導

入した。 

・分析のアウトプットとして、分析①：企業間取引数の

増加、分析②：取引エリアの拡大、分析③：個別企業

の業績変化、分析④：取引先の業績変化を設定した。 

・道東道直結によるストック効果分析として、企業間取

引数の増加および取引エリアの拡大、ストック効果の

発現が大きい業種の特定、ICからの距離別企業間取引

数の伸び、水産品関連企業の業績およびその取引先企

業の業績への波及効果について分析を行った。 

 

(2) 今後の課題と発展可能性 

企業間取引情報を用いたストック効果分析の今後の課

題と発展可能性として以下が挙げられる。 

・企業間取引情報は、事業所単位ではなく本社単位の調

査となるため、厳密にはモノの流れではなくカネの流

れを表していると言える。今後、事業所単位のデータ

が利用できれば、より精緻な分析が可能となると考え

られる。 

・今回の企業間取引情報は、1次取引のデータであるが2

次取引、3次取引、ひいてはエンドユーザーまでの流

れを明らかにすることが望まれる。 

・企業間取引情報を用いたストック効果分析では、道路

整備で直接結ばれた地域だけではなく、企業と企業の

つながりから日本全国への波及効果を計測することが

可能である。例えば、北海道における道路整備が全国

の企業へも波及しているといった姿を示すことが期待

される。 

・企業間取引情報を用いたストック効果分析の手法とし

ては、企業間取引情報というビッグデータから道路の

ストック効果が発現している地域や業種といった切り

口を掴みつつ、併せて個別企業へのヒアリングを行う

ことで、よりきめ細かく、丁寧なストック効果分析が

可能となると考えられる。 
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