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我が国では，若年者の地方から都市への人口流出が，量の観点から問題視されているが，質に関して議

論が行われていない．海外への頭脳流出は問題視されても，それより身近な国内における地方からの頭脳

流出の深刻さは看過されているのである．本稿では，大学入試偏差値を用いて地方からの頭脳流出の実態

を分析し，その累積的影響を推計する方法を提案した．まず，大学進学者と大卒就職者を都道府県間移動

の有無で集計し，地方別に各偏差値の学生が占める割合を分析した．次に，地方別・偏差値別の大卒残留

者数を推計した．分析から，高偏差値の大卒者が首都圏に集中する構造を定量的に明らかにした．また，

現在の大学入学・卒業者の人口移動が続いた場合，頭脳流出に伴って地方から高偏差値の大卒残留者が累

積的に大幅に減少していくことを示した．  
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1. はじめに 

 

我が国では，人口減少や都市への人口集中を背景とし

た地方の衰退に歯止めをかけるべく，地方創生に関する

取り組みが行われている．特に近年は，若者の育成とそ

の地方定着という観点から，大学を焦点とした施策が多

数行われている．例えば「地方大学・地域産業創生事業」

として，地方大学の振興や若年者の雇用創出支援が行わ

れている 1)．また，地方への若年者の定着を目的とした

「地方創生枠奨学金」が設定された 2)． 

施策の焦点である大学や大学生に目を向けると， 4年

制大学への進学率は，1990 年の 24.6%から 2016 年には

52.0%と急激に増加した3)．これにより，18歳人口が1992

年の 205万人をピークに減少しているにもかかわらず，

それ以降も大学生の数は増加し続けた．一方で，大学数

の急増によって定員割れの大学が増加し 4)，選り好みし

なければ誰もが大学に進学できるようになったため，大

学生の中でもかつてないほど学力に差が生まれている 5)．  

以上のような状況にもかかわらず，大学への進学と大

学生の就職に伴う地方から都市への人口流出や，地方の

大学生の減少について，その量（人数）は問題視されて

きた 6) 7)ものの，質に関しては議論が行われていない． 

また，近年は海外への頭脳流出が問題視されている 8)

一方で，地方で育成された高い学力を持つ者が，進学や

就職を機に都市へ大量に流出している可能性があるにも

かかわらず，国内における地域間の頭脳流出については

看過されているという問題がある． 

以上の背景から本研究では，国内における大学への進

学と大卒者の就職に伴う大学入試偏差値（以下，偏差値）

別の人口移動を定量的に分析し，地域間の頭脳流出の実

態を明らかにするとともに，その累積的影響を推計する

ことで，地方創生に資する参考情報を得ることを目的と

する． 

 

 

2. 研究の位置付け 

 

(1) 人口移動・定着に関する既存研究 

人口移動に関わる主要なライフイベントとして，大学

への進学や大学生の就職に着目した人口移動・定着に関

する研究がこれまでにも多数なされてきた．本稿では，

高校を卒業し大学へ進学する者を「大学進学者」，大学
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を卒業し就職する者を「大卒就職者」，大学卒業後に当

該地域に残った者を「大卒残留者」，一定期間における

大卒残留者の総和を「大卒総残留者」と定義する． 

人口移動に関する研究としては，森尾ら 9)が進学・就

職時期の県別の人口移動を国勢調査の人口移動集計を元

に分析している．また，田村 10)が大学進学者の都道府県

間移動について重力モデルを用いた分析を行っている． 

地元定着に関する研究としては，山口ら 11)が大学を卒

業した者と高校を卒業した者の地元残留率に関する分析

を行い，学歴のほか，コーホートや兄弟構成と残留率の

関係について論じている．また，谷本ら 12)が大卒就職者

の地元定着に着目したモデルの開発と分析を行っている． 

また，大学の属性を考慮し，人口移動を分析した既存

研究としては，李ら 13)が，大学を上位・中位・下位に分

けて大学進学者と大卒就職者の移動を分析しているが，

分析対象は東北地方と東京圏を出身地とする者に限定さ

れている． 

以上のように大学進学者や大卒就職者の人口移動や人

口定着に着目した研究は行われているものの，移動者や

大学の属性を考慮している研究は稀であり，これらの属

性を考慮した既存研究 13)は，分析対象が特定の地方出身

者に限定されている． 

そこで本研究では，全国を対象とし，属性として偏差

値を考慮した人口移動の推計方法を提案する． 

 

(2) 学歴・学力に関する既存研究 

学歴に関する既存研究から，高学歴の親を持つ子供は

高学歴となる可能性が高いことが「学歴格差の再生産

（以下，再生産）」として知られている 14) 15)．また，安

藤 16)は，生物学的遺伝に関して国内外の既存研究をレビ

ューし，性格や学力等に遺伝と環境が及ぼす影響を整理

している．その結果によれば，学業成績の 5割以上が生

物学的遺伝に左右される．  

これらの既存研究から，両親の学歴や学力がその子供

に及ぼす影響は無視できないほど大きく，偏差値や学力

に関係した人口推計を行う際は，再生産を考慮すること

が不可欠であると言える．そこで本研究では，再生産の

影響が全く無い場合と，大学進学者の偏差値が前世代の

大卒残留者により決定される（再生産の影響が極めて大

きい）場合の 2通りについて検討を行うことにした． 

 

(3) 研究の構成 

本稿の構成は次の通りである．3 章において，提案す

る偏差値別人口移動の分析・推計方法を述べる．4 章に

おいて，地方別の大学進学者と大卒就職者の各偏差値の

学生が占める割合（以下，偏差値割合）の分析結果を示

す． 5章において，推計結果の一例として東北地方の大

卒総残留者数を示す．6章において，結論を述べる．  

(4) 研究の特長 

本研究の特長は以下に示す通りである． 

1） 国内の地域間における頭脳流出の実態を定量的に

分析し，その累積的影響を推計する方法を提案し

た，新規性の高い研究である． 

2） 大学キャンパスの所在地等を用いて収集したデー

タを個別に精査し，再生産の影響まで考慮して分

析と推計を行った，信頼性の高い研究である． 

3） 流出入超過人口の大半を占める，大学進学時と大

卒就職時の人口移動について分析と推計を行うこ

とで，地方創生に資する施策の参考となる情報が

得られる，有用性の高い研究である． 

4） 大学進学率が 50%を超えた我が国の人口移動は，

大学生の属性まで考慮して分析する重要性が高ま

っており，発展可能性を有する研究である． 

 

 

3. 分析・推計方法 

 

本研究では，就職後における大卒者の偏差値別人口移

動は地域間で均衡しているものとし，大学への進学と，

大学を卒業し就職することに伴う地域別の人口移動と残

留者数を，次式の考え方に基づき分析・推計する． 

 

𝑅𝑃𝑠𝑡2𝑡1𝑖 = ∑ 𝑟𝑝𝑠𝑇𝑖
𝑡1
𝑇=𝑡2        

𝑟𝑝𝑠𝑇𝑖 = 𝑢𝑠(𝑇−4)𝑖 + ∑ (𝑢𝑠(𝑇−4)𝑗𝑒𝑠𝑗𝑖)𝑛
𝑗=1   

                − ∑ (𝑢𝑠(𝑇−4)𝑖𝑒𝑠𝑖𝑗)𝑛
𝑗=1   

𝑢𝑠𝑇𝑖 = 𝑝𝑠𝑇𝑖𝑎𝑠𝑖𝑖 + ∑ (𝑝𝑠𝑇𝑗𝑎𝑠𝑗𝑖)𝑛
𝑗=1   

− ∑ (𝑝𝑠𝑇𝑖𝑎𝑠𝑖𝑗)𝑛
𝑗=1   

 

𝑅𝑃𝑠𝑡2𝑡1𝑖：𝑡2年から𝑡1年の地域𝑖における偏差値𝑠の大卒

総残留者数 

𝑟𝑝𝑠𝑇𝑖：𝑇年の地域𝑖における偏差値𝑠の大卒残留者数 

𝑢𝑠𝑇𝑖：𝑇年に地域𝑖に立地する大学に進学した偏差値𝑠の

大学進学者数 

𝑒𝑠𝑖𝑗：就職時に地域𝑖から地域𝑗に移動する偏差値𝑠の大卒

就職者の割合 

𝑎𝑠𝑖𝑗：進学時に地域𝑖から地域𝑗に移動する偏差値𝑠の大学

進学者の割合 

𝑝𝑠𝑇𝑖：𝑇年における地域𝑖の偏差値𝑠の大学進学者数 

𝑛      ：地域の総数 

 

(1) 進学時における偏差値別人口移動割合 （𝑎𝑠𝑖𝑗） 

進学時における偏差値別の人口移動を把握するにあた

り，図-1に示すように，大学進学者を県内進学と県外進

学及び地域間の移動の有無で区分して考えた．このとき

𝑎𝑠𝑖𝑗は次式から求められる． 

 

(1) 

(2) 

(3) 
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𝑎𝑠𝑖𝑗 = 𝑅AO𝑠𝑗  𝑎′
𝑖𝑗  (𝑖 ≠ 𝑗) 

𝑎𝑠𝑖𝑖 = (
𝑅AI𝑠𝑖𝑃AIN𝐵𝑇𝑖+𝑅AO𝑠𝑖𝑃AON𝐵𝑇𝑖

𝑃AIN𝐵𝑇𝑖+𝑃AON𝐵𝑇𝑖
) 𝑎′𝑖𝑖  

 

𝑅AO𝑠𝑖：地域𝑖に立地する大学に，他県の高校を卒業して 

入学した者のうち，偏差値𝑠の者が占める割合 

𝑅AI𝑠𝑖：地域𝑖に立地する大学に，県内の高校を卒業して

入学した者のうち，偏差値𝑠の者が占める割合 

𝑃AON𝐵𝑇𝑖：𝐵𝑇年に地域𝑖に立地する大学へ，地域𝑖の他県

の高校を卒業して入学した者の数 

𝑃AIN𝐵𝑇𝑖：𝐵𝑇年に地域𝑖に立地する大学に，県内の高校を

卒業して入学した者の数 

𝑎′
𝑖𝑗     ：進学時に地域𝑖から地域𝑗に移動する大学進学者

の割合 

 

ここで，𝐵𝑇年とは移動推計の 1 年目である．また，

𝑅AO𝑠𝑖と𝑅AI𝑠𝑖は，次式から求められる． 

 

𝑅AO𝑠𝑖 =
∑ ((1−𝑅𝐴𝑎𝑠𝑖)𝑃𝑎𝑖)

𝑚𝑠𝑖
𝑎=1

∑ ((1−𝑅𝐴𝑏𝑖)𝑃𝑏𝑖)
𝑚𝑖
𝑏=1

  

𝑅AI𝑠𝑖 =
∑ (𝑅𝐴𝑎𝑠𝑖𝑃𝑎𝑖)

𝑚𝑠𝑖
𝑎=1

∑ (𝑅𝐴𝑏𝑖𝑃𝑏𝑖)
𝑚𝑖
𝑏=1

  

 

𝑅A𝑎𝑠𝑖：地域𝑖に立地する偏差値𝑠の大学𝑎で県内から進学

した者が占める割合 

𝑅A𝑏𝑖：地域𝑖に立地する大学𝑏で県内から進学した者が占

める割合 

𝑃𝑎𝑖：地域𝑖に立地する大学𝑎の学生数 

𝑚𝑠𝑖：地域𝑖に立地する偏差値𝑠の大学数  

𝑚𝑖：地域𝑖に立地する大学数 

 

(2) 就職時における偏差値別人口移動割合 （𝑒𝑠𝑖𝑗） 

就職時における偏差値別の人口移動を把握するにあた

り，図-2に示すように，大卒就職者の偏差値は出身大学

の所在地域に依存すると考えた．このとき𝑒𝑠𝑖𝑗は次式か

ら求められる． 

 

𝑒𝑠𝑖𝑗 = 𝑅GE𝑖𝑅EO𝑠𝑖  𝑒
′
𝑖𝑗  (𝑖 ≠ 𝑗)   

 

𝑅GE𝑖：地域𝑖に立地する大学に進学した者のうち，大学

卒業時に就職した者が占める割合 

𝑅EO𝑠𝑖：地域𝑖に立地する大学を卒業し，他県で就職した

者のうち，偏差値𝑠の者が占める割合 

𝑒′
𝑖𝑗    ：就職時に地域𝑖から地域𝑗に移動する大卒就職者の

割合 

 

ここで，𝑅GE𝑖と𝑅EO𝑠𝑖は，次式から求められる． 

 

𝑅GE𝑖 = 𝑃EN𝐵𝑇𝑖/𝑃AN(𝐵𝑇−4)𝑖 

 𝑅EO𝑠𝑖 =
∑ ((1−𝑅𝐸𝑎𝑠𝑖)𝑃𝑎𝑖)

𝑚𝑠𝑖
𝑎=1

∑ ((1−𝑅𝐸𝑏𝑖)𝑃𝑏𝑖)
𝑚𝑖
𝑏=1

  

 

𝑃EN𝐵𝑇𝑖：𝐵𝑇年に地域𝑖に立地する大学を卒業し，就職し

た者の数 

𝑃AN𝐵𝑇𝑖：𝐵𝑇年に地域𝑖に立地する大学に入学した者の数 

𝑅E𝑎𝑠𝑖：地域𝑖に立地する偏差値𝑠の大学𝑎において県内で

就職した者が占める割合 

𝑅E𝑏𝑖：地域𝑖に立地する大学𝑏で県内において就職した者

が占める割合 

 

なお，同一県内で就職した偏差値𝑠の者の割合につい

ても，次式から求められる． 

 

𝑅EI𝑠𝑖 =
∑ (𝑅𝐸𝑎𝑠𝑖𝑃𝑎𝑖)

𝑚𝑠𝑖
𝑎=1

∑ (𝑅𝐸𝑏𝑖𝑃𝑏𝑖)
𝑚𝑖
𝑏=1

   

 

𝑅EI𝑠𝑖：地域𝑖に立地する大学を卒業し，県内で就職した

者のうち，偏差値𝑠の者が占める割合 

 

(3) 偏差値別の大学進学者数 （𝑝𝑠𝑇𝑖） 

大学進学率が𝐵𝑇年以降一定であるとすると，偏差値

別の大学進学者数𝑝𝑠𝑇𝑖は次式から求められる． 

 

𝑝𝑠𝑇𝑖 = 𝑘𝑇𝑅𝑠𝑇𝑖𝑃𝐵𝑇𝑖  

 
図-1 進学時の偏差値別人口移動の考え方  

 

 
図-2 就職時の偏差値別人口移動の考え方 

進学時の地域i
への流入者

進学時の地域i
からの流出者
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他県への進学者
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地域j 地域k

県内

県外

県内

県外

県内

県外

県外からの進学
者のうち偏差値
の割合

県内からの進学
者のうち偏差値
の割合

進学時の地域i
への流入者

※県内には，都内・道内・府内を含む
県外には，都外・道外・府外を含む

地域i

地域j 地域k

県内

県外

県内

県外

県内

県外

県外で就職する
大学生のうち偏差
値 の割合

県内で就職する大
学生のうち偏差値
の割合

就職時の地域i
への流入者

就職時の地域i
への流入者

就職時の地域i
からの流出者

※県内には，都内・道内・府内を含む
県外には，都外・道外・府外を含む

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(11) 

(10) 

(12) 

第 58 回土木計画学研究発表会・講演集

 3



 

𝑘𝑇：𝐵𝑇年に対する𝑇年の 18歳人口の割合 

𝑅𝑠𝑇𝑖：𝑇年に地域𝑖に立地する高校を卒業し，大学に進学

する者のうち，偏差値𝑠の者が占める割合 

𝑃𝐵𝑇𝑖：𝐵𝑇年に地域𝑖に立地する高校を卒業し，大学に進

学した学生数 

 

 ここで，𝐵𝑇年における地域𝑖からの大学進学者の偏差

値割合 𝑅𝑠𝐵𝑇𝑖は次式から求められる． 

 

𝑅𝑠𝐵𝑇𝑖 = {∑ (𝑅AO𝑠𝑗𝑃𝐵𝑇𝑖𝑗) − 𝑅AO𝑠𝑖𝑃𝐵𝑇𝑖𝑖
𝑛
𝑗=1 +

                 𝑅AI𝑠𝑖𝑃AIN𝐵𝑇𝑖 + 𝑅AO𝑠𝑖𝑃AON𝐵𝑇𝑖}/𝑃𝐵𝑇𝑖  

 

𝑃𝐵𝑇𝑖𝑗：𝐵𝑇年に地域𝑖に立地する高校を卒業し，地域𝑗に

立地する大学に進学した者の数 

 

次に，再生産の影響が極めて大きく， 𝑇年に大学を卒

業し，地域𝑖に残留した者の偏差値割合が，𝑇𝑅年後に同

地域の高校を卒業し，大学に進学する者の偏差値割合を

決定する場合，𝑅𝑠(𝑇+𝑇𝑅)𝑖は次式から求められる． 

 

𝑅𝑠(𝑇+𝑇𝑅)𝑖 = 𝑟𝑝𝑠𝑇𝑖/𝑃𝑇𝑖  

 

𝑃𝑇𝑖：𝑇年の地域𝑖における全偏差値の大卒残留者数の和 

 

ここで，再生産が有る場合の地域𝑖の偏差値別人口を

求める場合に， 他地域で生じる再生産が地域 𝑖の人口に

及ぼす影響と，地域 𝑖の再生産が他地域の人口に及ぼす

影響が十分小さいと仮定する．このとき，式(2)と式(3)

の代わりに，再生産に関わる計算を簡略化した次式を用

いて，より簡易的に推計を行うことができる． 

 

𝑟𝑝𝑠𝑇𝑖 = 𝑢𝑠(𝑇−4)𝑖(1 + 𝑒𝑠𝑖𝑖 − ∑ (𝑒𝑠𝑖𝑗) 𝑛
𝑗=1 )  

+ ∑ (𝑢′
𝑠(𝑇−4)𝑗𝑒𝑠𝑗𝑖)𝑛

𝑗=1 − 𝑢′𝑠(𝑇−4)𝑖𝑒𝑠𝑖𝑖  

𝑢𝑠𝑇𝑖 = 𝑝𝑠𝑇𝑖(1 + 𝑎𝑠𝑖𝑖 − ∑ (𝑎𝑠𝑖𝑗)𝑛
𝑗=1 )  

+ ∑ (𝑘𝑇𝑅𝑠𝐵𝑇𝑗𝑃𝐵𝑇𝑗)𝑛
𝑗=1   

𝑢′𝑠𝑇𝑖 = 𝑘𝑇𝑅𝑠𝐵𝑇𝑖𝑃𝐵𝑇𝑖𝑎𝑠𝑖𝑖 + ∑ (𝑘𝑇𝑅𝑠𝐵𝑇𝑖𝑃𝐵𝑇𝑖𝑎𝑠𝑗𝑖)𝑛
𝑗=1  

 − ∑ (𝑘𝑇𝑅𝑠𝐵𝑇𝑖𝑃𝐵𝑇𝑖𝑎𝑠𝑖𝑗)𝑛
𝑗=1   

 

𝑢′𝑠𝑇𝑖：再生産が無い場合，𝑇年に地域𝑖に立地する大学

に進学した偏差値𝑠の大学進学者数 

 

(4) 移動推計より前の大卒残留者数（𝑟𝑝𝑠𝑇𝑖） 

 移動推計より前の地域𝑖における各年の大卒残留者数

の現状は，地域𝑖からの大学進学者の偏差値割合𝑅𝑠𝐵𝑇𝑖が

良く反映していると考えられる．そこで，移動推計より

前の大卒残留者数𝑟𝑝𝑠𝑇𝑖を次式で定義する． 

 

𝑟𝑝𝑠𝑇𝑖 = 𝑅𝑠𝐵𝑇𝑖𝑅(𝑇−4)𝑃(𝑇−4)𝑖   

𝑅𝑇：𝑇年の大学進学率 

𝑃𝑇𝑖：地域𝑖の𝑇年に 18歳を迎えた人口 

 

 

4. 大学進学者と大卒就職者の偏差値割合 

 

表-1に分析と推計に使用したデータを示す．各大学は，

大学入試難易予想ランキング 17)から求めた全学部の平均

偏差値で 4つ(45未満，45-50，50-55，55以上)に区分して

いる．分析の精度を高めるため，大学本部と全てのキャ

ンパスが同一都道府県内に存在しない大学は，全国学校

総覧2018年版18)のキャンパス所在地住所を用いて分析か

ら除外した．その結果，分析に使用可能な大学数の合計

は(𝑚 =)399 校となった．次に，既存調査 19)の地方区分

と各地方の大学数を考慮し，全国を 9地方に区分して，

推計に必要な𝑅AO𝑠𝑖，𝑅AI𝑠𝑖，𝑅EO𝑠𝑖，𝑅EI𝑠𝑖を分析した． 

𝑅AO𝑠𝑖と𝑅AI𝑠𝑖の分析結果を図-3，𝑅EO𝑠𝑖と𝑅EI𝑠𝑖の分析結

果を図-4に示す．これらの図から次のことがわかる． 

1) 図-3から，全ての地方で，都道府県外から当該地方

の大学に進学した者は，出身高校と同一の都道府県

内に立地する大学に進学した者と比較して偏差値50

以上の割合が大きい． 

2) 図-4から，首都圏以外の地方において，道府県外就

職者は，道府県内就職者と比較して偏差値 50 以上

の者が占める割合が大きい．一方，首都圏において

は，都県内就職者が都県外就職者と比較して偏差値

50以上の者が占める割合が大きい．また，首都圏に

おける都県内就職者の偏差値 55 以上の割合は，全

地方の都道府県内就職者及び都道府県外就職者の中

で最も大きい． 

 

 

5. 地方における偏差値別大卒総残留者数の推計 

 

 4 章の分析結果を用いて(𝐵𝑇 =)2017 年から 2100 年ま

(13) 

(14) 

表-1 使用データ一覧 

 

記号 データ概要 データ年次 出典

,

,
,

,
高卒進学者の都道府県間移動 2017

学校基本調査

大卒就職者数 2017

都道府県別大学入学者数 2013

４年生大学(学部)への進学率 2017 学校基本調査(年次統計)

大卒就職者の都道府県間移動 2017

リクルートキャリア
就職みらい研究所

「大学生の地域間移動に関
するレポート2017」

, 大学別入学者の地元占有率 2017
大学ポートレート

旺文社「2018年度用 大学の
真の実力情報公開BOOK」大学別総学生数 2017

, 大学別県内就職率 2017
日本経済新聞社

「大学の地域貢献度調査」

日本の将来推計人口
(出生率中位・死亡率中位）

2017
社会人口問題研究所

「日本の将来推計人口」

都道府県別各歳別人口 2015 国勢調査(18) 

(16) 

(17) 

(15) 
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での偏差値別の大卒総残留者数の推計を行った．なお，

2016 年以前の推計には，2017 年に最も近い国勢調査

(2015年)の結果を使用している．また，退職年齢 20)と大

学卒業時の年齢を考慮し𝑡2 = 𝑡1 − 43，出産時の両親の

平均年齢 21)を考慮し𝑇𝑅 = 29としている．計算を簡略化

するため，再生産が有る場合の推計は式(2)と式(3)の代

わりに，式(15)，式(16)，及び式(17)を用いた． 

一例として，頭脳流出が確認された東北地方の推計結

果を図-5と図-6に示す．これらの図から，東北地方の大

卒総残留者数について次のことがわかる． 

1) 再生産の有無によらず，偏差値 50 以上の大卒総残

留者が占める割合と全偏差値の大卒総残留者数は

2100年まで減少の一途を辿っている．  

2) 再生産が有る場合，偏差値 50 以上の大卒総残留者

数が占める割合は，2017 年の 44％に対し 2100 年に

は36％と，再生産が無い場合（2100年時点で39％）

と比較して，減少幅が大きくなる．特に，再生産が

有る場合の偏差値 55 以上の大卒総残留者が占める

割合は，2017年の 25％に対し 2100年には 15％(再生

産が無い場合 18％)と減少幅が非常に大きい．  

 

 

6. おわりに 

 

本研究で得られた成果は下記の通りである． 

1) 国内における地方からの頭脳流出の実態を分析し，

その累積的影響を推計する方法を提案した．提案す

る方法は，既存の調査データを用いて偏差値別の人

口移動を定量的に分析・推計することが可能であり，

学歴格差の再生産（再生産）を考慮することも可能

 
図-3 都道府県内・外からの大学進学者の偏差値割合 

 
図-4 都道府県内・外への大卒就職者の偏差値割合 

    
図-5 偏差値別の大卒総残留者数 (東北地方・再生産無)    図-6 偏差値別の大卒総残留者数 (東北地方・再生産有) 
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であるという特長を持つ． 

2) 各偏差値の学生が占める割合（偏差値割合）の分析

結果から，全ての地方において，都道府県外からの

進学者の方が，都道府県内からの進学者よりも，高

偏差値の者が占める割合が大きいことが定量的に明

らかとなった．北海道のように大学への進学に伴い，

他の地方から高偏差値の者が多数流入する地方では，

同一地方内での就職を支援する取り組みが，頭脳流

出の抑制に有効であると言える． 

3) 首都圏は他の地方と異なり，都県内就職者が，都県

外就職者よりも高偏差値の者が占める割合が大きい

ことが明らかとなった．偏差値を大卒者の質を表す

一指標とすれば，首都圏では人口の量的一極集中だ

けでなく，質的一極集中も発生していると言える．  

4) 推計結果の一例として，2100年までの東北地方の大

卒総残留者数を示した．推計結果から，我が国では

地方から累積的に高偏差値の者が大幅に減少してい

くことを示した．また，再生産の影響は頭脳流出を

深刻化させることを明らかにした．これらの結果か

ら，現在行われている「東京 23 区における大学の

定員抑制」22)だけでは地方からの頭脳流出抑制の対

策として不十分であり，就職時における地方への移

住や定着を促進する施策も必要であると言える． 

 本推計の限界として，就職後の移動を把握できないこ

と，及び県外移動の分析において地域間の偏りを考慮で

きないことが挙げられる．前者により，就職後に都市か

ら地方へ高偏差値の大卒者が移動することで，頭脳流出

が抑制される可能性がある．一方後者により，大学進学

時と大卒就職時に都市から地方へ移動する高偏差値の大

卒者が推計よりも少なくなることで，地方から都市への

頭脳流出が深刻化する可能性がある． 

 今後の課題として，各地方の再生産が他の地方に及ぼ

す影響を考慮して大卒総残留者数の推計を行い，各地方

の創生に資する施策を検討すること等が挙げられる． 
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の地域貢献度調査」の結果を提供していただいた．さら

に，旺文社「2018年度用大学の真の実力情報公開BOOK」，

河合塾「2018年度入試大学入試難易予想ランキング」，

リクルートキャリア就職みらい研究所「大学生の地域間

移動に関するレポート2017」の記載情報を分析に使用す
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