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Abstract: Achieving the SDGs requires an understanding of the synergies and trade-off interactions among the 

SDGs. Since these interlinks in practice depend on many contexts, such as geography and socio-economic situation, 

analysis includes national and regional differences is necessary. The purposes of this study are 1) to visualize the 

structure of synergies and trade-offs among SDGs in Japan and 2) to analyze which indicators are influential on 

other indicators in order to support policy decision-making by the government and local governments. I analyzed 

network centralities by deriving partial correlation coefficients by graphical lasso using the latest Japanese local 

level indicators. The results suggested the existence of synergies and trade-offs among indicators, and identified 

indicators with large interactions and indicators play a central role in the interlinkages among indicators. The results 

support policy decision making by national and local governments to maximize synergies and minimize trade-offs. 
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1. 研究背景 

持続可能な開発目標 (Sustainable Development Goals: SDGs) は 17のグローバルゴールと 169 のターゲ

ットから構成され、相互に影響を及ぼしている (Waageほか, 2015)。SDGs の取り組みを効果的に促進す

るためには、SDGs間のポジティブとネガティブ両方の相互作用の理解が重要である (Nilssonほか, 2016)。

しかし、実際の相互作用は地理やガバナンス、経済など様々な文脈に依存しており、国や地域ごとに分

析が必要である。日本でも相互作用を分析した事例があるが (松井ほか, 2019)、47の広域自治体レベル

で 58 の指標のみを使用した分析に限られている。本研究では、政府や自治体の政策意思決定を支援す

ることを目的に、日本の最新の SDGs ローカル指標を用いて、相互作用の可視化と分析を行った。 

2. 分析手法 

2.1. データの取得と前処理 

「地方創生ＳＤＧｓローカル指標リスト（2022 年 9 月改定版）」で定義された 257 の SDGs ローカル

指標のデータを取得した。前処理では重複する指標や 50%以上が欠損した指標を除去し、欠損値を最頻

値で補完することで、1741の基礎自治体が 121の指標を保持するデータフレームを構築した。 

2.2. グラフィカル Lassoによるスパースモデリング 

このデータフレームに対して、以下の式 (1) で示すスパースモデリングの一種であるグラフィカル

Lasso により、線形回帰を用いて SDGs ローカル指標間の偏相関係数を算出し、指標間の相互作用を特

定した。ここで、Xと yは標準化の後に Yeo-Johnson 変換により対数変換したもので、𝑿 ≡ [𝒙(1), … , 𝒙(𝑁)]、

𝒚 ≡ [𝑦(1), … , 𝑦(𝑁)]、||𝜷||
1

= ∑ |𝛽
𝑖
|𝑁

𝑖=1  (N=121) とした。スパース化の強度を制御する正則化項であるハイパ

ーパラメータ ρは、5回のクロスバリデーションによって決定した。 
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2.3. 4つのネットワーク中心性による重要な指標の特定 

2.2 で導出した偏相関行列からネットワークグラフを作成した。また、次数中心性、固有ベクトル中心

性、ページランク、媒介中心性の 4つの中心性を導出し、重要な相互作用を持つ指標を分析した。 



 

 

結果と考察 

Lasso回帰による変数選択では、ρは 0.15となった。偏相関係数が 0.1以上のリンクは全組み合わせの

121C2=7260 のうちの 3%である 202 個となり、図 1 のようなネットワーク構造となった。楕円周上のノ

ードの色はグローバルゴールの色を示し、青と赤の線はそれぞれ正と負の偏相関係数のリンクを示した。 

図 2の散布図は、X 軸は偏相関係数の絶対値、Y 軸は次数中心性、固有ベクトル中心性、ページラン

ク、媒介中心性の 4つのネットワーク指標のランクの平均、各プロットは SDGs ローカル指標を表す。

赤色の破線は X 軸 Y 軸のそれぞれ上位 10 番目の指標の値を示す。赤色の破線で分割された領域のう

ち、右上の領域の偏相関も中心性も同時に高い指標は特定されなかった。次に、表 1は右下の領域に分

布する指標を示し、エネルギー、経済、健康に関する指標が多かった。左上の領域に分布する指標は、

SDG1 や SDG3、SDG5が多く、貧困や健康、ジェンダーに関する指標の中心性が高かった。政府や自治

体が独自に上記の結果を活用できれば、SDGs ローカル指標の優先順位付けを行うための支援となる。 

3. 今後の課題 

シナジーやトレードオフの因果関係の特定と、分析結果を可視化するツールを開発することにより、

政府や自治体がシナジーを活かしトレードオフを解消する施策を検討する支援を行うことができる。 
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図 1 ネットワーク図 

 

 
図 2 偏相関係数と中心性の関係 

 

表 1 偏相関係数の絶対値が上位の指標対 

 

偏相関係数

0.689 8.1.1.2 人口1人当たりの県内総生産対前年増加率 8.2.1.2 就業者当たりの県内総生産対前年増加率

0.686 7.3.1 県内総生産あたりのエネルギー消費量 12.c.1 県内総生産当たりの化石燃料使用量

0.547 7.2.1.3 太陽熱を利用した温水機器等がある住宅の割合 7.2.1.4 太陽光を利用した発電機器がある住宅の割合

0.533 8.1.1.1 人口1人当たりの県内総生産 8.2.1.1 就業者当たりの県内総生産

-0.43 6.4.2 水資源利用率 6.6.1 自然的土地利用割合

0.429 9.2.1.1 人口1人当たりの製造業粗付加価値額 9.2.2 製造業労働者割合

0.349 3.8.1 １人当たり年齢調整後医療費 3.c.1.2 人口10万人当たりの看護師数

0.349 3.x.7 BMIの平均値（男性） 3.x.8 BMIの平均値（女性）

0.345 3.7.2.2 19歳以下の女性の出生率 8.7.1 15-17歳の就業者割合

-0.341 3.a.1 喫煙率 8.x.1 「くるみん」認定企業割合
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