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概要： Deaton-Muellbaur (1980)によって提唱された Almost Ideal Demand System

(AIDS) は，推定の容易さ，需要モデルの制約の検定ができるなどの利点から，多く
の需要分析において用いられているモデルである．需要分析の研究では，価格弾力
性や所得弾力性に興味がある．ところが，これまでの AI 需要システムによる研究
では，パラメータの推定値が与えられ，それを基にして弾力性の点推定値のみが計
算されていた．そのため，弾力性の推定量の分布に関する情報はほとんど提供され
ていなかった (稀に，標準誤差の近似を掲載する研究はある)．本稿では，ブートス
トラップ法を用いることで，弾力性の分布を求める．これによって，推定された弾
力性の標準誤差，p 値，信頼区間などの情報から，弾力性の推定量に対して統計的
な検証を行うことができる．

Abstract: The Almost Ideal Demand System (AIDS), proposed by Deaton-Muellbaur

(1980), has been extensively applied in the empirical analysis of demand. Because

of the ease of estimation, we examine a test of the restrictions of the demand model.
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Researchers are usually interested in price and income elasticities. Past studies, how-

ever, give only point estimates of the elasticities based on the estimated parameters

of the AIDS model. Therefore, statistical inference, such as standard error, p value,

confidence interval, etc., has not been provided for the estimated elasticities (there

are a few studies which show an approximated value of the standard error). In this

paper, we use the bootstrap method to obtain the distributions of the elasticities.

Based on the standard error, p value and confidence interval, we can examine the

statistical test for the estimated elasticities.

1 はじめに
Almost Ideal Demand System (以下，AI需要システム)モデルは，Deaton-Muellbaur

(1980) によって紹介されて以降，需要分析において幅広く利用されている (Rossi

(1988)，Tiffin-Aguiar (1995)，Filippini (1995)，Oladosu (2003)，橋本 (2004))．こ
の Deaton-Muellbaur (1980) において，Stone 価格指数が用いられて以降，AI 需要
システム・モデルの多くの実証研究では，トランスログ型の価格指数ではなく，Stone

型の価格指数が使われるようになった．この Stone 型の価格指数を用いると，モデ
ルが全ての未知パラメータに対して線形となり，推定が容易になるという利点があ
る．この Stone 型の価格指数を用いた AI 需要システム・モデルは，線形近似され
た AI 需要システム (以下，LA-AI 需要システム)モデルと呼ばれている．
多くの需要分析の実証研究において重要なことは，弾力性の大きさである．弾力
性は，AI 需要システム・モデルを推定した後，その推定パラメータから計算する
ことができる (次節の (2.4)～(2.6) 式を参照せよ)．しかしながら，これまでのほと
んどの実証研究では，AI 需要システム・モデルの推定パラメータについての検定
は行っているが，弾力性の値に関しては，点推定値のみが示され，その推定量に対
して何らの検証もされてこなかった．つまり，過去の実証研究では，弾力性の推定
量の有意性を検証せずに，弾力的であるか非弾力的であるかを判断したり，需要構
造や，政策的な分析において，これらの推定された弾力性の値を用いていた．もし，
これらの弾力性の推定量が統計的に有意でなければ，この値に基づいた分析結果は
間違ったものになってしまう危険性がある．
本稿では，ブートストラップ法を応用することによって，LA-AI需要システムの
弾力性の点推定値だけでなく，その標準誤差，p 値，信頼区間などの分布情報を導
出する方法を提案する．
本稿は以下のように構成されている．次節では，LA-AI 需要システム・モデルに
ついて説明を行う．第 3節では，弾力性の検証の問題も含め，LA-AI 需要システム
において，これまでに指摘されてきた問題点を挙げ，その改善方法について述べる．
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第 4節では，推定方法を説明し，第 5節において，実際に日本の家計支出の時系列
データを用いて LA-AI需要システム・モデルの推定を行う．第 6節は結論である．

2 LA-AI 需要システム
wi,t を t 期の総支出に占める i 財への支出比率とする．すなわち，Xt を t 期に
おける総支出，Xi,t を t 期における i 財への支出としたとき，Xt =

∑M
i=1 Xi,t とな

り，wi,t = Xi,t/Xt と表される．ただし，M は財の数とする (5節の実証分析では，
M = 10 としている)．さらに，pi,t を t 期における i 財の価格とする．
このとき，Deaton-Muellbaur (1980) によると，AI 需要システムは次のように定
式化される．

(2.1) wi,t = αi + βi ln
Xt

Pt

+
M∑

j=1

γij ln pj,t + ui,t, i = 1, 2, . . . ,M

(2.2) ln Pt = αi +
M∑

j=1

αj ln pj,t +
1

2

M∑
j=1

M∑
k=1

γjk ln pj,t ln pk,t

ただし，多くの実証分析では，推定の容易さから，Pt は (2.2)式ではなく，以下の
ような Stone 価格指数が近似的に用いられる1．

(2.3) ln Pt =
M∑
i=1

wi,t ln pi,t

ui,t は誤差項であり，異時点間では無相関であるが，同時点 t の i 6= j について ui,t

と uj,t の間には相関があると仮定する．さらに，ui,t は，t について，平均 0 かつ
均一分散 σ2

i を仮定する．

制約条件： AI 需要システムでは，需要理論の諸性質が次のように (2.1) 式のパラ
メータの線形式として表される．

(i) 加法性 (additivity)2：
∑M

i=1 αi = 1，
∑M

i=1 βi = 0，
∑M

i=1 γij = 0

(ii) 同次性 (homogeneity)3：
∑M

j=1 γij = 0

1Buse (1994)，Hahn (1994)は (2.2) 式の価格指数を使うことを提唱しているが，今でも実証研
究では，Stone 価格指数 (2.3) 式が多用されている．

2(2.1)式の左辺はシェアを表すので，すべての t について，
∑M

i=1 wi,t = 1 となる必要がある．加
法性とは，lnXt/Pt と ln pj,t の値に関わらず，

∑M
i=1 wi,t = 1 が満たされるための制約条件である．

3同次性とは，所得と価格が同じ比率で変化しても，需要量は変化しないという性質である．(2.1)，
(2.3)式の需要関数の場合は，

∑M
j=1 γij = 0 が同次性を満たすための条件である．
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(iii) 対称性 (symmetry)4： γij = γji, ∀i, j(i 6= j)

(iv) 負値性 (negativity)5： 第 i, j 要素を ηH
ij とした行列が半負値定符号行列にな

ること (ηH
ij はヒックス価格弾力性または補償需要 (compensated demand) の

価格弾力性と呼ばれ，次節の (2.6) 式を参照せよ)

加法性に関しては，最初の M − 1 個の財の推定を行い，αM = 1−
∑M−1

i=1 αi，βM =

−
∑M−1

i=1 βi，γMj = −
∑M−1

i=1 γij とすれば，自動的に加法性制約は満たされる．

弾力性： LA-AI需要モデルの所得 (支出)弾力性と価格弾力性の計算については，多
くの研究が行われてきた (Green-Alston (1990)，Green-Alston (1991)，Buse (1994)，
Alston-Foster-Green (1994))．これらの研究より，所得弾力性と価格弾力性は次のよ
うに計算される．

1. t 期の所得 (支出) 弾力性 ηI
i,t ：

(2.4) ηI
i,t = 1 +

βi

wi,t

(
1 −

M∑
j=1

wj,t(η
I
j,t − 1) ln pj,t

)
2. t 期のマーシャル価格弾力性 ηM

ij,t ：

(2.5) ηM
ij,t = −δij +

γij

wi,t

− βi

wi,t

(
wj,t +

M∑
k=1

wk,t(η
M
kj,t + δkj) ln pk,t

)
3. t 期のヒックス価格弾力性 ηH

ij,t ：

(2.6) ηH
ij,t = −δij +

γij

wi,t

− βi

wi,t

(
wj,t +

M∑
k=1

wk,t(η
H
kj,t + δkj) ln pk,t

)
+ wj,tη

I
i,t

ここで，マーシャル価格弾力性，ヒックス価格弾力性とは，他の文献 (例えば，Green-

Alston (1991))における “需要 (uncompensated demand) の価格弾力性” と “補償需
要 (compensated demand) の価格弾力性” に対応するものである．

4第 i 財のヒックス需要関数 (または，補償需要関数 (compensated demand function) とも呼ば
れる) とは，費用関数を第 i 財の価格で偏微分したものである．そのため，第 i 財のヒックス需要関
数を第 j 財の価格で偏微分したものは第 j 財のヒックス需要関数を第 i 財の価格で偏微分したもの
に必ず一致するという制約条件である．本稿では，γij = γji という条件が対称性制約になる．
ただし，Chen (1998) において指摘されているように，対称性に関しては，オリジナルの価格指数

(2.2) 式から導出されるものなので，Stone 価格指数 (2.3) 式を使う LA-AI 需要システムでは，この
制約の成立は保証されないと言われている．

5需要関数は費用関数の最小化問題を解くことによって導出される．そのため，費用関数が凹関数
となる必要がある．第 i 財のヒックス需要関数を第 j 財の価格で偏微分したものを第 i, j 要素に持
つ行列が半負値定符号行列となることが，負値性制約である．
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データ wi,t，ln(Xt/Pt)，ln pi,t が与えられると，未知パラメータ αi，βi，γij が推
定される．その推定値をもとにして，i, j = 1, 2, . . . ,M に関する連立方程式を解い
て，(2.4)，(2.5)，(2.6)式から，ηI

i,t，ηM
ij,t，ηH

ij,t を求めることができる．

3 LA-AI 需要システムの問題点とその改善方法

3.1 問題点

LA-AI 需要システムは，その推定の容易さや，パラメータによる需要理論の諸性
質の検定ができるなどの利点から多くの実証研究に用いられている．しかしながら，
以下に挙げるような問題点が指摘できる．

1つ目は，推定法の問題である．AI 需要システム (2.1) 式の従属変数 wi,t は 0

と 1 の間にあるにも関わらず，誤差項 ui,t に正規分布を仮定し，最尤法によって推
定を行っている研究が多いが (例えば，Rossi (1988)，Oladosu (2003))，ui,t に正規
分布の仮定を置くと，wi,t のとる範囲は (−∞,∞) となってしまう．また，他にも
ベイズの方法を用いた研究もあるが (Tiffin-Aguiar (1995)，Xiao-Zarnikau-Damien

(2007))，この場合も同様に正規分布の仮定を用いている．
2つ目は，同時性の問題である．Stone 価格指数 (2.3) 式を用いた場合，AI 需要
システム (2.1) 式の wi,t と ln(Xt/Pt) は共に確率変数で，(2.3) 式の ln Pt は wi,t

の関数となっている．これによって，誤差項と説明変数が相関を持つので，通常の
手法では，推定量に偏りが発生する．この問題は，例えば，Buse (1994) において
も指摘されている．しかしながら，SUR (Seemingly Unrelated Regression)，MLE

(Maximum Likelihood Estimator)，ベイズの方法を用いる過去のほとんどの研究で
は，この同時性の問題を無視して，ln(Xt/Pt) を外生変数として扱い推定を行ってし
まっている (例えば，Hasegawa-Kozumi-Hashimoto (1999))．

3つ目は，弾力性の推定量に関する検証である．需要分析の研究では，(2.1)式の
αi，βi，γij の推定値に興味があるのではなく，需要の所得 (支出)弾力性や価格弾力
性の値に興味がある．多くの実証研究では，これらの値から，需要構造 (財が弾力的
か非弾力的か)や政策的な問題についての分析を行っている．しかしながら，過去の
推定結果のほとんどは所得 (支出) 弾力性や価格弾力性の点推定値のみを示している
だけで，標準誤差，p 値，信頼区間といった重要な情報を示していない．稀に標準誤
差を出している論文があるが (Pashardes (1993))，デルタ法等による近似的な数値を
示しているに過ぎない．Freedman-Peters (1984) では，このような近似による方法
が過少推定をもたらすことを示している．また，Green-Hahn (1987)，Krinsky-Robb

(1991)では，それぞれ LES (線形支出関数)とトランスログ型費用関数を推定し，近
似による方法とブートストラップによる方法によって，弾力性の標準誤差を比較し
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ている．その結果，関数型や推定方法，ブートストラップの標本数にも依存するが，
近似による方法が，過少推定を起こすことを示している．

LA-AI 需要モデルは以上のような問題点を含んでいるにも関わらず，これまでの
実証研究では無視されるか，ほとんど考慮されていないのが現状である6．

3.2 問題点の改善方法

前節で述べたように，LA-AI 需要モデルを用いた過去の研究にはいくつかの問題
点があった．2つ目の同時性の問題点の改善方法として，本稿では，未知パラメータ
の一致推定量を求めるために，(ln p1,t, ln p2,t, . . . , ln pM,t) とその一期ラグ・二期ラ
グ，定数項，対数タイム・トレンドを操作変数とした 3 段階最小二乗法 (3SLS) を
用いて推定を行う．

1 つ目と 3 つ目の問題点の改善として，誤差項 ui,t に分布を仮定せずに，残差 ei,t

を ui,t の実現値とみなし，ブートストラップ法によって推定量の分布を求める．こ
のようにすると，残差のブートストラップ標本から所得 (支出) 弾力性や価格弾力
性のブートストラップ標本が計算でき，これらに基づいて標準誤差，p 値，信頼区
間といった情報を得ることができる．ブートストラップ法を用いて弾力性の標準誤
差を計算することは，Freedman-Peters (1984)，Green-Hahn (1987)，Krinsky-Robb

(1991) などで提案されている．ここで，AI 需要システム・モデルにこのブートスト
ラップ法を適用する場合，従属変数が 0 と 1 の間に収まることが保障されなければ
ならない (彼らのモデルはいずれも従属変数が支出額などのレベル変数であったの
でこの問題は起こらない)．本稿では，この問題についても考慮してブートストラッ
プ法を適用する．次節において，このブートストラップ法による弾力性の計算方法
を説明する．

4 ブートストラップ法による弾力性の推定方法
ブートストラップ法は，Efron (1979) によって紹介された方法で，最近では計量
経済学の分野にも幅広く応用されてきている．AI 需要システムに応用した文献とし
ては，Tiffin-Balcombe (2005) がある．この論文は，データが全て I(1) 過程で共和

64つ目の問題は価格指数に関するものである．Stone 価格指数がオリジナルの価格指数をうまく
近似していないという指摘が Buse (1994) によってなされている．これに対して，Moschini (1995)
が Stone 価格指数以外の 3 つの価格指数を提案している．モンテカルロ実験の結果，3 つの指数は
オリジナルの良い近似であるという結果を得た．しかしながら，この比較が所得パラメータの推定結
果のみに基づいており，価格パラメータでは明確な差が出なかったことを Buse (1998) が指摘した．
この問題についてはいまだに明確な解決がされていない．本稿の目的は，LA-AI 需要システムを用
いて，3 つ目の問題点である弾力性の推定量に関する分布の情報を得ることである．よって，本稿で
は多くの実証分析で用いられる Stone 価格指数によって分析を行う．
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分がある場合に，Fully Modified SUR (FM-SUR) を用いて推定し，ブートストラッ
プ法を組み合わせて同次性と対称性を検定する方法を紹介している．しかし，彼ら
は ln(Xt/Pt) ∼ I(1)，wi,t = Xi,t/Xt ∼ I(1) という誤った仮定に基づいて分析を行っ
ている (しかも，ln(Xt/Pt) と wi,t = Xi,t/Xt とを共和分関係にあるとしてデータを
生成している)．本稿では，説明変数 ln(Xt/Pt) と誤差項 ui,t が相関していること
(内生性の問題) を考慮に入れて，3SLS によってパラメータの推定値を求めること
にする7．さらに，ブートストラップ法を組み合わせることによって，弾力性の区間
推定等を得ることができる．また，後にも述べるが，この Tiffin-Balcombe (2005)

では，ブートストラップ法の際に，従属変数が 0 と 1 の間に入るような調整を行っ
ていないが，本稿ではこの部分の調整も行っている．

LA-AI需要モデル (2.1)式の未知パラメータ αi，βi，γij を，財 i = 1, 2, . . . ,M−1

について，3SLSで同時推定し，α̂i，β̂i，̂γij を対応する推定値とする．i = 1, 2, . . . ,M−
1 について，

ei,t = wi,t − α̂i − β̂i ln
Xt

Pt

−
M∑

j=1

γ̂ij ln pj,t

によって残差 ei,t を求める．この T 組の残差

(e1,t, e2,t, . . . , eM−1,t), t = 1, 2, . . . , T

から 1/T の確率でランダムに一つ取り出された残差の組を (e∗1,t, e∗2,t, . . . , e∗M−1,t)

とする．このとき，(e∗1,t, e∗2,t, . . . , e∗M−1,t) は t 期におけるブートストラップ標本と
呼ばれる．ブートストラップ標本 (e∗1,t, e∗2,t, . . . , e∗M−1,t) をもとにして，w∗

t = (w∗
1,t,

w∗
2,t, . . . , w∗

M,t) を次の関係式を満たすように再計算する．

w∗
i,t = α̂i + β̂i ln

Xt

P ∗
t

+
M∑

j=1

γ̂ij ln pj,t + e∗i,t, i = 1, 2, . . . ,M − 1

w∗
M,t = 1 −

M−1∑
i=1

w∗
i,t

ただし，ln P ∗
t =

∑M
i=1 w∗

i,t ln pi,t に注意して，w∗
t を求める必要がある．すなわち，

w∗
i,t，i = 1, 2, . . . ,M は時点 t ごとに上記の M 本の連立方程式を解くことによって
得られる．このようにすると，w∗

t，t = 1, 2, . . . , T を計算することができる．
また，再計算の過程で，もし w∗

1,t, w∗
2,t, . . . , w∗

M,t の中で 1つでも負になるものがあ
れば，再度，(e∗1,t, e∗2,t, . . . , e∗M−1,t) を (e1,t, e2,t, . . . , eM−1,t)，t = 1, 2, . . . , T からラ

7内生性の問題に対して，操作変数法とブートストラップ法を組み合わせることの妥当性につい
て，Appendix 1 においてモンテカルロ実験を行った．モンテカルロ実験では，最小二乗法と 2 段階
最小二乗法 (2SLS) それぞれで，内生性のある単純なモデルの推定を行い，本稿と同じ方法でパラ
メータのブートストラップ標本を得た．結果より，操作変数を用いた 2SLS の方がバイアスが小さ
く，平均二乗誤差で比較しても通常の最小二乗法よりも優れているという結果を得た．
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ンダムに一組を選び直し，同じことを繰り返すことになる．Tiffin-Balcombe (2005)

の方法は，この点を考慮していない．つまり，w∗
t が 0 と 1 の間に入るような調整

を行っていないため，パラメータの分散を過大に推定してしまう可能性がある8．
(2.1) 式の wi,t と (2.3) 式の ln Pt を新しく得られた支出比率 w∗

i,t と Stone 価格指
数 ln P ∗

t に置き換えて，新たに未知パラメータ αi，βi，γij を推定する．加法性の制
約条件を考慮に入れながら，それらの推定値

(4.1) α̂∗
i , β̂∗

i , γ̂∗
ij, i, j = 1, 2, . . . ,M

を得ることができる．この作業を n 回繰り返すことで，それぞれのブートストラッ
プ標本 w∗

1,t, w∗
2,t, . . . , w∗

M,t に対応して，n 組のパラメータの推定値が得られる．こ
の n組のパラメータの推定値を用いて，弾力性の計算式 (2.4)，(2.5)，(2.6)式からn

組の所得弾力性や価格弾力性の推定値をブートストラップ標本として得ることがで
きる．このブートストラップ標本に基づいて，弾力性の分布の情報 (標準誤差，p値，
信頼区間など) を得ることができる．次節の実証分析では，n = 10, 000，M = 10，
T = 372 とした．

5 実証研究

5.1 データ

本稿では，家計支出データを用いて，日本の家計の需要モデルを推定する．LA-AI

需要モデルを使った日本の家計の実証研究には 橋本 (2004) などがある．本稿では
総務省の「家計調査」に掲載されている 10費目のデータを用いた家計需要モデル
の推定を行う．データは 1975年 1月から 2005年 12月までの原系列の月次データを
用いた (しかし，3SLS で価格変数の二期までのラグを操作変数として用いているの
で，推定期間は 1975年 3月から 2005年 12月までの T = 370 である)．家計収支・
全国全世帯 (月次・原) の食料，住居，光熱水道 (以下では，光熱)，家具・家事用
品 (以下では，家具)，被服および履物 (以下では，被服)，保健医療 (以下では，保
険)，交通・通信 (以下では，交通)，教育，教養娯楽 (以下では，教養)，その他の消
費支出 (以下では，その他) の項目の支出データを用い，それぞれの支出額を X12

によって季節調整を行った9．価格データは，総務省の「消費者物価指数」から入手
した．全国消費者物価指数 (月次・原，2000年平均を 1 と基準化) の食料平均，住
居平均，光熱水道平均，家具家事用品平均，被服及び履物平均，保健医療平均，交

8Tifiin-Balcombe (2005) では，推定された弾力性の標準誤差などの情報は示していない．
9X12 による季節調整および，後の 3SLS による推定には Eviews 5.1 を用いた．Eviews での X12

のデフォルトによると，(1 − φ1L)(1 − φsL
s)yt = (1 − θL)εt を推定して季節調整を行っている．た

だし，yt を原系列データとする．また，月次データを扱っているので s = 12 とした．本稿でもこの
デフォルトの特定化を用いた．
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表 1：有意なパラメータ数

推定期間 オリジナル ブートストラップ
αi βi γij αi βi γij

75-05 4 (9) 4 (9) 41 (90) 5 (10) 6 (10) 62 (100)
75-89 2 (9) 2 (9) 20 (90) 3 (10) 4 (10) 37 (100)
90-05 4 (9) 4 (9) 23 (90) 5 (10) 5 (10) 47 (100)

( )内は推定すべきパラメータ数を示している．

通通信平均，教育平均，教養娯楽平均，諸雑費平均の項目を価格データとして用い
た．それぞれの費目の価格指数と総合消費者物価指数はあらかじめ X12 で季節調整
を行った．価格には相対価格を用い，それぞれの費目の価格指数を総合消費者物価
指数で割ることで計算した．総支出額 X に関しては，それぞれの季節調整済み支
出額を対応する季節調整済み物価指数 (2000 年平均を 1 とする) で割って，実質支
出額に直して，それらを足し合わせて作成した．

5.2 推定結果

第 3節で述べた通り，LA-AI需要システムには，同時性によって SURによる推定
値に一致性がなくなるという問題が発生する．そのため，本稿では，(ln p1,t, ln p2,t,

. . . , ln pM,t) とその一期ラグ・二期ラグ，定数項，対数タイム・トレンドを操作変数
とした 3SLS 推定法によって推定を行う．第 2節において示したように，需要関数
にはいくつかの性質があった．そのうち，加法性に関しては，推定の際に自動的に
満たされる．また，第 4節で示した方法を用いて，LA-AI 需要システム・モデルの
パラメータ α，β，γ のブートストラップ標本による推定値を n = 10, 000 個発生さ
せた．表 1 には，それぞれの制約モデルにおいて有意になったパラメータ数を示し
ている10．
表 1 の左側には原データを用いて，3SLS で推定されたパラメータの推定結果が
示されている．また，右側には，ブートストラップ標本を用いた時に，有意になる
パラメータ数を掲載している11．ここで，日本は 1980年代後半のバブル期において，

10推定は 3SLSの他に，GMM (Generalized Method of Moments)，FMLE (Full Infomation Max-
imum Likelihood Estimator)，SUR (Seemingly Unrelated Regression) によっても行った．有意に
なるパラメータ数は，GMM のケースで最大となり，FMLE で最小となった．3SLS，FMLE，SUR
はほぼ同じような結果を示していた．推定値に関しては，3SLS と GMM の値はほぼ同じ値をとっ
ていたのに対して，FMLE と SUR の値は前者の結果と明らかに乖離した．それぞれのモデルの推
定結果は省略してあるが，読者からの要望があれば，提供することができる．

11検定には p 値を用いた．ブートストラップ標本に基づいて得られた 10,000 個の推定値から，次
のようにして p 値を計算した．まず，平均がゼロ以上の場合，ゼロ以下のパラメータ (平均がゼロ以
下の場合はゼロ以上のパラメータ) をカウントし，それを 10,000 で割って p 値を計算した．そして
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需要構造が変化した可能性がある．そのため，期間中にパラメータもシフトしたと
考えられる．このことを考慮し，標本を 1975～1989年と 1990～2005年の 2期間に
分けた (以下では，前者を第一期間，後者を第二期間と呼ぶことにする)．これらの
推定結果も掲載している．どの標本期間でも，原データとブートストラップを比較
すると，有意になるパラメータの数が若干増えていることが見て取れるが，ほぼ同
じような結果を示している．

誤差分析： モデルの誤差項の仮定 (異時点間で無相関，かつ，均一分散) について
も妥当かどうかを検討する．図 1 は，構造変化を考慮に入れて期間を分割した場合
の残差の値を，それぞれの費目についてプロットしたものである (ただし，構造変
化の検定については後述する)．図 1 の真中付近の縦線は，第一期間と第二期間の
境である 89年 12月と 90年 1月の間を表している．また，それぞれの期間における
ダービン＝ワトソン値 (DW ) も表示している．各図の左の DW は第一期間，右の
DW は第二期間のダービン＝ワトソン値をそれぞれ表す．図 1 より，住居と交通の
残差の分散が，第二期間において大きくなる傾向が見られるが，他の費目に関して
はそれほど大きな変化は見られない．よって，標本期間を分割したケースでは誤差
分散の時間均一性はおおむね満たされていると考えられる．誤差項の系列相関に関
しては，光熱水道の第一期間に正の相関が見られるが，他の費目に関しては相関は
ないという結果であった．したがって，期間を分割した場合，誤差項の仮定はほぼ
満たされていると考えられる．すなわち，この結果は 3SLS にもとづいて得られた
残差 ei,t は ui,t の実現値とみなしてもよいということを意味する．

同次性，対称性，負値性の検定： 次に同次性，対称性，負値性の検定を行う．表 2，
表 3 に全標本期間 (1975～2005年) での検定結果が示されている．表 2-a は，ワル
ド検定による同次性の検定結果を表す．表より，食品，住居，光熱，家具，被服の 5

つの費目に関して同次性が成立しているが，残りの保険，交通，教育，教養の 4 つ
の費目に関しては棄却されている．同様に，ブートストラップでの結果を表 2-b で
みると12，食品，住居，光熱，家具の 4 つの費目に関して同次性が成立しているが，
他の 6 つの費目では棄却されてしまっている．同次性の棄却は，他の多くの実証分
析においても見られる．この原因の一つとして，消費構造の変化によるパラメータ

有意水準を 5% として検定を行った．
12同次性の制約は，AI 需要システムの価格パラメータ γij において，

H0 :
M∑

j=1

γij = 0, i = 1, 2, . . . ,M

が成立することである．よって，n = 10, 000 個のブートストラップ標本を使い，
∑M

j=1 γ̂∗
ij を n =

10, 000 回計算し，パラメータの有意性検定の時と同様，p 値によって検定を行った．有意水準は 5%
とした．
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図 1: 各費目の残差のプロット
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表 2-a： 同次性の検定 (オリジナル)： ワルド統計量

食品 住居 光熱 家具 被服 保健 交通 教育 教養 その他

1.3055 1.1601 0.8631 0.1187 2.6345 11.9847* 4.7841* 5.4621* 16.3070* —
(0.2532) (0.2815) (0.3529) (0.7305) (0.1046) (0.0005) (0.0287) (0.0194) (0.0001)

* は 5% で有意であることを示している． ( ) 内は p 値を表している．5% 臨界値は
χ2

0.05(1) = 3.843 である．

表 2-b： 同次性の検定 (ブートストラップ)

食品 住居 光熱 家具 被服 医療 交通 教育 教養 その他

0.2093 0.1665 0.0605 0.2924 0.0366* 0.0000* 0.0081* 0.0013* 0.0000* 0.0150*

数値は p 値を表している．* は 5% で有意であることを示している．

のシフトが考えられる．そこで，第一期間，第二期間それぞれに対して同次性の検
定を行ったところ，第一期間では 8つの費目 (ブートストラップでも 8 つの費目)，
第二期間では 7つの費目 (ブートストラップでも 7 つの費目) において同次性が成
立した．この結果は，明らかに全標本期間での結果よりも改善しており，期間中に
構造変化が起こった可能性を示唆している．
表 3-a と表 3-b には，それぞれの価格パラメータ γij に対して，

H0 : γij = γji, i = 1, 2, . . . ,M,

という仮説の検定結果が，全標本期間 (1975～2005年)で，原データでの推定とブー
トストラップ法による推定との両方が掲載されている13．表 3-a の原データの方で
は，36 個のパラメータのうち，25 個のパラメータにおいて対称性が成立している．
一方で，ブートストラップによる方法では，表 3-b より，45 個のパラメータのうち，
26 個のパラメータにおいて対称性が成立していることが分かる．これにより，全体
としては，同次性と同様に，対称性に関しても成立していないと言えるだろう．ま
た，先ほどと同じく構造変化の影響を考慮するために，標本を分けた場合でも対称
性の検定を行った14．第一期間では 31 個のパラメータ (ブートストラップで 35 個)，
第二期間では 29 個のパラメータ (ブートストラップで 38 個) において対称性が成
立した．対称性制約を満たすパラメータ数が期間を分割した方が多いことから，こ
の結果もバブル期における消費構造の変化を支持しているように考えられる15．

13ブートストラップによる対称性の検定は，γ̂∗
ij − γ̂∗

ji を n = 10, 000 回計算し，同次性の時と同
様，p 値を計算して検定を行った．

14検定結果の表は，紙面の都合上省略した．
15ここで，対称性の検定に関して，Chen (1998) で指摘されているように，AI 需要モデルにおけ
る対称性は，オリジナルの価格指数から導出されるものであるので，Stone 価格指数を使った場合，
対称性の成立は理論的には保証されないことが分かっている．そのため，全体として対称性制約が満
たされなくてもそれほど悲観的になる必要はないと言えるだろう．
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表 3-a： 対称性の検定 (オリジナル)： ワルド統計量

食品 住居 光熱 家具 被服 保健 交通 教育

住居 0.0109
(0.9170)

光熱 1.7511 7.1743*
(0.1857) (0.0074)

家具 0.0011 1.6675 0.5509
(0.9737) (0.1966) (0.4579)

被服 1.2515 0.3922 0.3281 2.3011
(0.2633) (0.5311) (0.5668) (0.1293)

保健 11.9187* 0.3628 2.8660 3.1450 1.7337
(0.0006) (0.5469) (0.0905) (0.0762) (0.1879)

交通 5.0358* 0.6451 0.0077 2.1144 5.3025* 0.2772
(0.0248) (0.4219) (0.9302) (0.1459) (0.0213) (0.5985)

教育 13.3703* 2.8481 5.2441* 0.0155 1.0222 4.6657* 0.1212
(0.0003) (0.0915) (0.0220) (0.9009) (0.3120) (0.0308) (0.7278)

教養 13.3554* 22.8190* 4.2746* 0.1417 0.2680 5.4183* 1.0835 1.8497
(0.0003) (0.0000) (0.0387) (0.7066) (0.6046) (0.0199) (0.2979) (0.1738)

* は 5% で有意であることを示している．( ) 内は p 値を表している．5% 臨界値は
χ2

0.05(1) = 3.843 である．

表 3-b： 対称性の検定 (ブートストラップ)

食品 住居 光熱 家具 被服 保健 交通 教育 教養

住居 0.4834
光熱 0.0443* 0.0084*
家具 0.4935 0.0746 0.4194
被服 0.0909 0.2637 0.1838 0.0435*
保健 0.0000* 0.2171 0.0543 0.0174* 0.1352
交通 0.0101* 0.2232 0.4733 0.0616 0.0070* 0.3148
教育 0.0000* 0.0453* 0.0932 0.3711 0.1595 0.0019* 0.4748
教養 0.0004* 0.0000* 0.0258* 0.2481 0.3485 0.0068* 0.1227 0.1073
その他 0.0789 0.4959 0.0004* 0.0000* 0.1533 0.0050* 0.0012* 0.2898 0.0212*

数値は p 値を表している．* は 5% で有意であることを示している．
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1975～2005年の期間について，同次性，対称性の検定を行った．次に負値性の検
定についてであるが，負値性の検定には，第 i, j 要素を ηH

ij とする行列が半負値定
符号行列になることを確かめればよい．ここでは，負値性の検定を次のようにして
行う．(i) ブートストラップ標本に基づいて 3SLSで推定されたパラメータを用い，
(2.6) を要素とする行列 (S とする) を作る．(ii) 行列 S の k 行目 k 列目までの行列
を Sk (首座小行列と呼ばれる) とし，それぞれの行列式の値 |Sk|，k = 1, 2, . . . ,M

を計算する．(iii) すべての k について，(−1)k|Sk| > 0 となる場合を数える．(iv)

n = 10, 000 組のブートストラップ標本について，(i)～(iii) を繰り返す．n = 10, 000

の中で 95% 以上が，すべての k について (−1)k|Sk| > 0 となっていれば，負値性は
成立しているとする．本稿で，10,000個の行列を調べたところ，すべての k につい
て (−1)k|Sk| > 0 となるというケースは 36 個しか存在しかなかった．したがって，
負値性は棄却されることとなった．

所得弾力性： 表 4，表 5 に，弾力性の計算式 (2.4)，(2.5) 式に基づいて計算した所
得 (支出) 弾力性と価格弾力性 (マーシャル)16の値が，(a) 全標本期間，(b) 第一期
間，(c) 第二期間のそれぞれについて，表 4，表 5 に掲載されている17．これまでの
多くの研究では，弾力性の点推定値を求めるのみで，弾力性の統計的な検証が行わ
れなかった．第 4節で示したように，本稿ではブートストラップ法を応用して，弾
力性のブートストラップ標本を計算し，それに基づいて，弾力性の標準誤差，p 値，
信頼区間を計算した．それらの値も表 4，表 5 に掲載されている．
表 4-a より，支出 (所得) 弾力性の結果を見ると，食品，被服，教育，教養，そ
の他の 5 費目がプラスで統計的に有意であるという結果を得た．そのうち食品の弾
力性が 1 以下ということで必需品と判断され，残りの被服，教育，教養，その他の
4 費目が奢侈品となるという結果であった．また，所得弾力性がマイナスとなれば，
その財は下級財であると判断される．保健の所得弾力性がマイナスの値をとってい
るが，この値は統計的に有意ではない．
ここで，この結果は全標本期間での結果であり，需要構造はバブル期を境に構造
変化を起こしている可能性がある．そこで，第一期間と第二期間それぞれの推定結
果を見てみる．表 4-b と表 4-c より，それぞれの期間での所得弾力性は異なる結果
を示した．特に，光熱，家具，被服，保健，教育，教養，その他の 7費目では，第
一期間から第二期間へと移ることで弾力性の値が低くなる．これは，バブル崩壊に
よって日本が経済後退期を迎え，将来不安などによって，財への支出を控え，より
多く貯蓄に回す傾向にあったことが原因であると考えられる．また，交通の所得弾
力性が増加しているのは，インターネットや携帯電話の普及が原因であると考えら

16ヒックス価格弾力性も同様に計算を行ったが，結果はほぼマーシャル価格弾力性と同じであった
ので，ここでは省略した．

17弾力性の計算の際には，支出比率 wi,t と価格 ln pi,t の時点 t に関する平均値を用いて評価を行っ
た．
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表 4-a： 所得弾力性 (1975-2005)

食品 住居 光熱 家具 被服

推定係数 0.7972* 0.6599 0.1406 0.4555 1.3115*
標準誤差 (0.1255) (0.6738) (0.2644) (0.5198) (0.4281)
p 値 0.0000 0.1614 0.2935 0.1897 0.0010

95% 信頼区間 [0.546,1.038] [-0.688,1.964] [-0.386,0.661] [-0.573,1.458] [0.493,2.166]

保健 交通 教育 教養 その他

推定係数 -0.2606 0.5060 3.0864* 1.3977* 1.3342*
標準誤差 (0.4958) (0.4954) (0.7276) (0.3042) (0.1984)
p 値 0.3009 0.1531 0.0000 0.0000 0.0000

95% 信頼区間 [-1.227,0.698] [-0.455,1.480] [1.653,4.509] [0.797,1.983] [0.948,1.724]

* は 5% で有意であることを示している．

表 4-b： 所得弾力性 (1975-1989)

食品 住居 光熱 家具 被服

推定係数 0.1742 1.8200* 0.8065* 1.3166* 1.7487*
標準誤差 (0.2459) (0.7966) (0.4285) (0.6534) (0.5785)
p 値 0.2397 0.0126 0.0304 0.0243 0.0015

95% 信頼区間 [-0.301,0.665] [0.242,3.405] [-0.038,1.641] [0.011,2.601] [0.626,2.884]

保健 交通 教育 教養 その他

推定係数 1.5067* 0.7608 2.8768* 1.7245* 1.7245*
標準誤差 (0.7159) (0.6512) (1.1392) (0.4515) (0.2744)
p 値 0.0185 0.1186 0.0063 0.0000 0.0001

95% 信頼区間 [0.103,2.924] [-0.517,2.038] [0.578,5.048] [0.836,2.598] [0.486,1.555]

* は 5% で有意であることを示している．

表 4-c： 所得弾力性 (1990-2005)

食品 住居 光熱 家具 被服

推定係数 0.3790* 2.4154* -0.0871 0.3901 1.3683*
標準誤差 (0.1188) (0.6776) (0.2414) (0.6591) (0.4355)
p 値 0.0006 0.0001 0.3569 0.2732 0.0007

95% 信頼区間 [0.140,0.610] [1.094,3.763] [-0.562,0.391] [-0.916,1.680] [0.506,2.213]

保健 交通 教育 教養 その他

推定係数 0.5653 1.3272* 1.9213* 0.4054 1.4935*
標準誤差 (0.4439) (0.5023) (0.7305) (0.2990) (0.2159)
p 値 0.1032 0.0043 0.0047 0.0872 0.0000

95% 信頼区間 [-0.308,1.442] [0.356,2.322] [0.470,3.370] [-0.179,0.999] [1.073,1.913]

* は 5% で有意であることを示している．
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れる18．
ここで，構造変化によってパラメータがシフトしているかを統計的に検証する．検
定方法については，Appendix 2 に説明されている．結果として，教養の費目のパラ
メータが構造変化を起こしているという結果となった．

自己価格弾力性： 自己価格弾力性の結果についてもみてみる．表 5 はマーシャル
価格弾力性 (需要の価格弾力性) の結果である．表 5-a は全標本期間の結果で，10

費目全ての弾力性の値が統計的に有意であった．住居を除く 9 費目のすべてマイナ
スの値を示しているので，これらの費目では需要法則が成立していると言える．一
方で，住居の費目はプラスの価格弾力性を示し，しかも有意である．構造変化を考
慮すると，表 5-b と表 5-c より，住居の価格弾力性は第一期間でマイナス，第二期
間でプラスとなった．前者が有意であるのに対して，後者は有意ではなかった．よっ
て，需要法則は第一期間においては成立していると言える．また，他の費目の特徴
であるが，食品，光熱，家具，教育，教養，その他の費目は第二期間において，価
格弾力性が絶対値で大きくなっている．これは第二期間が長期的なデフレの期間で，
価格の上昇に対して敏感であったと考えることができる．最後に，所得弾力性の時
と同様に，構造変化によるパラメータのシフトを検証すると，住居の費目の自己価
格弾力性のシフトが確認された．
最後に，本稿でのブートストラップ法による標準誤差と従来から使われているデ
ルタ法等による近似法を用いた標準誤差とを全標本期間のケースについて比較した
結果が表 6 に掲載されている．表の右半分は，表 4-a と表 5-a からそのまま抜き
出したものである．これによると，所得弾力性では，近似の標準誤差はブートスト
ラップ法のものより約 50% 程度小さくなる．また，価格弾力性のケースでも，費目
によってはほぼ同じ値を示しているが，いくつかの費目では近似の値の方がかなり
小さくなる．これは，Freedman-Peters (1984)，Green-Hahn (1987) によって示され
ているように，近似法による標準誤差の値は真の値よりも過小推定されるという結
果と同じである．過小推定された標準誤差によって，信頼区間を構成すると，信頼
区間の幅が必要以上に狭くなり非現実的なものとなる．
先行研究においても，本稿の結果のように，所得弾力性がマイナスの値をとった
り，価格弾力性が理論的に誤ったプラスの値を取る費目が複数観測されている．し
かしながら，それらの結果に対して何ら明確な解釈を与えることができていなかっ
た．本稿の分析からも分かるように，推定パラメータから計算によって得られた弾
力性の値を，統計的に検証せずに解釈しようとすると，間違った結論に至る危険性

18総務省統計局のホームページにある「日本の長期統計系列」(http://www．stat．go．jp/
data/chouki/index．htm) の「第 20章 家計」の「20-1-b １世帯当たり年平均１か月間の支出 (全
世帯) － 全国」によると，1990年の 1世帯当たり 1ヶ月の通信費は 6,493 円であったのに対して，
2003年には 11,780 円と約 1.8倍に増加した．一方で，交通・通信費全体は 29,469 円から 37,505 円
と 1.3倍弱の増加に留まっている．
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表 5-a： 自己価格弾力性 (1975-2005)

食品 住居 光熱 家具 被服

推定係数 -1.0185* 2.3754* -1.1977* -0.8373* -0.8129*
標準誤差 (0.2233) (0.8753) (0.0916) (0.3167) (0.3046)
p 値 0.0000 0.0030 0.0000 0.0045 0.0040

95% 信頼区間 [-1.454,-0.582] [0.653,4.099] [-1.379,-1.019] [-1.457,-0.214] [-1.426,-0.223]

保健 交通 教育 教養 その他

推定係数 -2.2080* -2.0017* -1.0300* -2.4814* -1.666*
標準誤差 (0.2094) (0.2807) (0.4512) (0.2698) (0.0808)
p 値 0.0000 0.0000 0.0103 0.0000 0.0000

95% 信頼区間 [-2.622,-1.800] [-2.564,-1.468] [-1.905,-0.149] [-3.015,-1.950] [-1.824,-1.507]

* は 5% で有意であることを示している．

表 5-b： 自己価格弾力性 (1975-1989)

食品 住居 光熱 家具 被服

推定係数 -2.0738* -3.2006* -1.1766* -0.4526 -1.4034*
標準誤差 (0.5024) (1.0932) (0.1472) (0.5073) (0.3727)
p 値 0.0000 0.0016 0.0000 0.1828 0.0001

95% 信頼区間 [-3.040,-1.067] [-5.340,-1.063] [-1.468,-0.886] [-1.445,0.556] [-2.146,-0.680]

保健 交通 教育 教養 その他

推定係数 -2.2169* -1.5499* -1.3823* -1.5526* -1.8664*
標準誤差 (0.2947) (0.3552) (0.5359) (0.4515) (0.1242)
p 値 0.0000 0.0000 0.0050 0.0001 0.0000

95% 信頼区間 [-2.804,-1.641] [-2.238,-0.842] [-2.437,-0.337] [-2.431,-0.672] [-2.115,-1.624]

* は 5% で有意であることを示している．

表 5-c： 自己価格弾力性 (1990-2005)

食品 住居 光熱 家具 被服

推定係数 -2.1524* 2.6339 -1.6600* -1.5905* -1.3355*
標準誤差 (0.3798) (1.6180) (0.2952) (0.6868) (0.4544)
p 値 0.0000 0.0521 0.0000 0.0098 0.0020

95% 信頼区間 [-2.881,-1.408] [-0.562,5.822] [-2.229,-1.073] [-2.953,-0.264] [-2.220,-0.454]

保健 交通 教育 教養 その他

推定係数 -1.4943* -1.5218* -3.2533* -2.4544* -1.9355*
標準誤差 (0.2997) (0.9025) (1.6024) (0.4632) (0.3776)
p 値 0.0000 0.0465 0.0193 0.0000 0.0000

95% 信頼区間 [-2.076,-0.895] [-3.329,0.247] [-6.451,-0.153] [-3.365,-1.549] [-2.667,-1.189]

* は 5% で有意であることを示している．
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表 6：近似法とブートストラップ法の標準誤差の比較 (1975-2005)

近似法 ブートストラップ法
所得弾力性 価格弾力性 所得弾力性 価格弾力性

推定値 標準誤差 推定値 標準誤差 推定値 標準誤差 推定値 標準誤差
食品 0.7913 0.0662 -0.9629 0.2054 0.7972 0.1255 -1.0185 0.2233
住居 0.5987 0.3720 2.3104 0.5313 0.6599 0.6738 2.3754 0.8753
光熱 0.1121 0.1285 -1.1680 0.0553 0.1406 0.2644 -1.1977 0.0916
家具 0.5277 0.2612 -0.8053 0.1987 0.4555 0.5198 -0.8373 0.3167
被服 1.3382 0.2359 -0.8533 0.2595 1.3115 0.4281 -0.8129 0.3046
保健 -0.2912 0.2497 -2.1640 0.0813 -0.2606 0.4958 -2.2080 0.2094
交通 0.5513 0.2376 -1.9835 0.2358 0.5060 0.4954 -2.0017 0.2807
教育 2.9588 0.4086 -1.3263 0.2613 3.0864 0.7276 -1.0300 0.4512
教養 1.4178 0.1725 -2.4835 0.1913 1.3977 0.3042 -2.4814 0.2698
その他 1.3413 0.0008 -1.7257 0.0005 1.3342 0.1984 -1.6660 0.0808

がある．こういった結果に対して，本稿で提案されたブートストラップ法による，弾
力性の統計的な検証は，有用な手法であると考えられる．

6 結論
LA-AI需要システム・モデルは，Deaton-Muellbaur (1980)によって紹介されて以
降，需要分析において非常によく用いられてきた．しかしながら，ほとんどの実証
研究において，推定パラメータから計算された弾力性の値に対して何ら統計的な検
証をすることなしに，財の性質を解釈したり，政策的な分析に用いられていた．し
かし，もし弾力性の値が統計的に有意でなければ，分析そのものが違った結果とな
る危険性がある．
本稿では，このような問題に対して，ブートストラップ法を応用して，弾力性の
標準誤差，p 値，信頼区間などの分布の情報を計算し，弾力性の統計的な検証を行
う方法を提案した．また，LA-AI 需要システム・モデルは，本来内生性の問題から
誤差項と説明変数に相関が発生してしまい，推定結果にバイアスをもたらす．しか
しながら，ほとんどの先行研究ではこの問題を無視して推定を行っていた．本稿で
は，操作変数法を用いてこの問題に対処している．また実証研究として，1975年か
ら 2005年の月次データを用いた日本の家計支出 10費目の需要モデルの推定を行っ
た．実証研究の結果，弾力性の値が理論的あるいは，経験的に非現実的な値を取る
場合，分布の情報に基づいて統計的な検証を行わないと誤った解釈を与えてしまう
可能性があることが分かった．また，パラメータの分布情報より，日本の消費構造
のうち，教養の所得弾力性と住宅の自己価格弾力性はバブル期において構造変化を
起こしていることが示された．

Stone 型の価格指数を用いた LA-AI 需要システムは，非常に有用なモデルである
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が，第 3節でも指摘した通り，いくつかの問題を含んでいる．とりわけ，この Stone

価格指数に関する議論はいまだに解決されていない問題である (Moschini (1995))．
最近では，コンピュータの進歩により，オリジナルの非線形モデルでも推定が容易
になってきている．本稿の結果は，LA-AI 需要システムに関してのみ取り扱ったが，
同様にオリジナルの AI 需要システムにも適用可能である．

Appendix 1: 操作変数法へのブートストラップの応用
通常の回帰モデル yt = xtβ +ut を考え，β̂ を β のある推定量とする．β̂ が β の一
致推定量であれば，標本数 T が大きくなるにつれて，et = yt−xtβ̂ −→ ut = yt−xtβ

となり，et は ut の実現値とみなすことができる．しかし，もし β̂ が β の一致推定
量でなければ，T −→ ∞ のとき et = yt − xtβ̂ −→ yt − xtβ

∗ 6= ut となる (ただし，
β∗ 6= β とする)．残差 et を誤差項 ut の実現値とみなすことができなければ，ブー
トストラップ法を適用することができなくなる．
本稿における LA-AI需要システム・モデルの所得項は，従属変数である支出シェ
ア変数に依存している．よって，誤差項 (ut) が説明変数に依存してしまうため，パ
ラメータの推定値は一致性を持たない．しかしながら，説明変数に操作変数を用い
るとパラメータの推定値は一致性を持つので，ブートストラップ法を適用できるよ
うになる．この節では，モンテカルロ実験によって，操作変数法へのブートストラッ
プ法適用の妥当性を検討する．次のような，説明変数が従属変数に依存するような
単純な同時方程式モデルを想定する．

yt = α + βxt + ut, xt = yt + zt, t = 1, 2, . . . , T

ここで，zt を外生変数とする．次のようなモンテカルロ実験を行う．

(i) α，β を与えたもとで，誤差項 ut と外生変数 zt を標準正規分布から発生させ
て，モンテカルロ標本 xt，yt (t= 1, 2, . . . , T ) を生成する．このモンテカルロ
標本を用いて，最小二乗法 (OLS) と 2 段階最小二乗法 (2SLS) のそれぞれに
ついて α，β を推定する．ただし，2SLS で用いられる操作変数としては，定
数項，zt，標準正規乱数 (zt と独立の乱数)，0 と 1 との間の一様乱数 (他の変
数とは独立の乱数) とする．

(ii) 次に，(i) で得られた残差にもとづいて，yt のブートストラップ標本を L 組生
成する．(i) で用いられた xt や操作変数をそのまま用いて，L 組の yt のブー
トストラップ標本から，OLS と 2SLS によって β の推定値を計算する (以下
では，β の推定値に注目する)．すなわち，L 個の β の推定値が OLS と 2SLS

について得られる．そして，L 個の推定値の平均値 (下の記号では， ¯̂
β(j) に対

応する) を求める．
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表 7： モンテカルロ実験：OLS と 2SLS (ブートストラップ)

\ β −0.5 0.0 0.5 0.9
T β̄ RMSE β̄ RMSE β̄ RMSE β̄ RMSE
20 0.2493 0.7712 0.4996 0.5141 0.7498 0.2571 0.9500 0.0514

OLS 100 0.2497 0.7536 0.4998 0.5024 0.7499 0.2512 0.9500 0.0502
500 0.2499 0.7506 0.4999 0.5004 0.7500 0.2502 0.9500 0.0500
20 -0.4024 0.3788 0.0651 0.2525 0.5325 0.1263 0.9065 0.0253

2SLS 100 -0.4848 0.1537 0.0101 0.1024 0.5051 0.0512 0.9010 0.0102
500 -0.4971 0.0674 0.0019 0.0450 0.5010 0.0225 0.9002 0.0045

(iii) 以上の (i) と (ii) の過程を j = 1, 2, . . . , J について繰り返して，L 個の推定値
の平均値の平均 (β̄)，平均二乗誤差の平方根 (RMSE) を求める．

β̂
(j)
l は j 回目のモンテカルロ実験における l 組目のブートストラップ標本による推
定値 (OLS または 2SLS の推定値) を意味する． ¯̂

β(j) = (1/L)ΣL
l=1β̂

(j)
l として，表 7

の β̄，RMSE を次のように求めた．

β̄ = (1/J)ΣJ
j=1

¯̂
β(j), RMSE =

(
(1/J)ΣJ

j=1(
¯̂
β(j) − β)2

)1/2

ここでは，n = 20, 100, 500，J = 100, 000，L = 1, 000，α = 0.0，β = −0.5, 0.0,

0.5, 0.9 とおいて，モンテカルロ実験を行った．結果は表 7 に掲載されている．
OLS と 2SLS とを比較すると，明らかに最小二乗法の推定値は大きなバイアスを
持つ．特に，真のパラメータが小さいほど (−0.5 や 0.0 のケース) バイアスは大き
くなる傾向がある．よって，誤差項と説明変数に相関がある場合は，単純 OLS に
もとづくブートストラップ法を適用することは望ましくない．一方で，2SLS の操作
変数法を用いた場合，バイアスは通常の最小二乗法の時と同様の傾向を持つが真の
パラメータに近い値を取る．また，標本数が増えるとバイアスも小さくなる傾向が
ある．最後に，RMSEで比較しても，操作変数を用いた方が小さくなり，パフォー
マンスが良いことが分かる．

Appendix 2: 弾力性の構造変化の検定
第一期間と第二期間の弾力性の推定値をそれぞれ η̂1 と η̂2 とし，それらの標準誤
差を σ̂1 と σ̂2 とする．このとき，第一期間と第二期間の弾力性は変化していない
という仮説のもとで，第一期間と第二期間のデータ数がともに大きくなるにつれて，
(η̂1 − η̂2)/

√
σ̂2

1 + σ̂2
2 −→ N(0, 1) となる．したがって，表 4-b と表 4-c の推定値と

その標準誤差を用いて，所得弾力性が 1989年と 1990年の間で変化したかどうかを
検定することができる．同様に，表 5-b と表 5-c の推定値とその標準誤差を用いて，
自己価格弾力性の変化の検定を行うことができる．結果は表 8 に示される．所得弾
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表 8： 1989年と 1990年との間の構造変化の検定
食品 住居 光熱 家具 被服 保健 交通 教育 教養 その他

所得弾力性 -0.7499 -0.5693 1.8169 0.9983 0.5253 1.1176 -0.6887 0.7061 2.4359* 0.6616
自己価格弾力性 0.1248 -2.9879* 1.4654 1.3327 -0.1155 -1.7192 -0.0290 1.1073 1.3942 0.1738
* は 5% で有意であることを示している．

力性については，教養だけが変化した (下落した) という結果となった．また，自己
価格弾力性では，住居だけが変化した (上昇した) という結果が得られた．
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