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・なぜ実証研究が必要なのか？

・実証研究を進める上で必要なファクター



なぜ実証研究が必要なのか？
「…諸前提と諸条件が。現実にとって基本的なものではな

く、かつ推論の過程において誤りがあったならば、その理
念型（ウェーバーの意味で（筆者注））は現実を説明し得
ないであろう。…もちろん精密法則と経験法則が一致しな
いと同様に 理念型と現実態とはおなじものではない しいと同様に、理念型と現実態とはおなじものではない。し

かし、現実を近似的にさえ理解せしめ得ない
ような精密法則や理念型は無意味であるような精密法則や理念型は無意味である。
…このような検証は帰納法を用いて行われるのであるが、
最近 急速に発達した計量経済学は 検証の方法として最近、急速に発達した計量経済学は、検証の方法として

もっとも効果的である。…」
（千種・福岡・大熊・富田（1970） 『経済原論』世界書院（千種・福岡・大熊・富田（1970）、『経済原論』世界書院、
p.16より引用）

なぜ実証研究が必要なのか？（続）

• Evidence based Policyの必要性

「経験と勘」の政策形成から客観的な根拠（デー
タ）に基づく政策形成へタ）に基づく政策形成

Increasing Government Effectiveness Through Increasing Government Effectiveness Through 
Rigorous Evidence About What Works
（効率的な政府を促進するためにも）（効率的な政府を促進するためにも）

（http://coalition4evidence.org/）



実証研究を進める上で必要なファクター

Qualitative Research Design: An Interactive Approach, by J. A. Maxwell, 2005.

• Goals: What issues do you want it to clarify, what 
practices and policies do you want it to influence?p p y

• Conceptual framework: What theories, beliefs, 
and prior research findings will guide or inform your and prior research findings will guide or inform your 
research?

• Research questions: What, specifically, do you 
want to learn or understand by doing this study?

• Methods: What will you actually do in conducting 
this study?

• Validity: How might your results and conclusions be 
wrong?wrong?



・四つのステップ

・リサーチ・クエスチョン

・テーマの設定と現状の整理・テーマの設定と現状の整理

・要因・仮説の検証

・政策提言

四つのステップ：実証研究論文の構成

１．テーマの設定と現状の整理（起）
①問題意識・リサーチクエスチョンの設定①問題意識 リサ チクエスチョンの設定
②現状分析と課題の整理、先行研究

２．要因・仮説の設定（承）．要因 仮説の設定（承）
①理論モデル・仮説の設定
②データ等

３．実証分析（転）
①実証分析の実施
②結 評価②結果の評価

４．結論・政策提言（結）
政策の提示 効果の試算など政策の提示、効果の試算など



リサーチ・クエスチョン

リサーチ・クエスチョン
⇒リサーチ・クエスチョンが明確に設定できれば、研⇒リサ チ ク スチョンが明確に設定できれば、研
究の半分は完成。

リサーチ・クエスチョンの立て方
・興味を持っていることを、「なぜ…なのか？」という
文章にして書き出す文章にして書き出す。

・なぜ興味を持っているかを、他の仲間に話せるように
するする。

・答えが出ないリサーチ・クエスチョンはクエスチョン
にならない。（「政治が悪いのでは？」⇒クエスチョにならな 。（ 政治が悪 では？」 ク チ
ンにならない。）

テーマの設定と現状の整理テ マの設定と現状の整理

テーマに関連する資料の収集テ マに関連する資料の収集

・専門書をまず読む（５冊程度）。それから、新
聞・雑誌・政府資料（白書・報告書等）などを聞・雑誌・政府資料（白書・報告書等）などを
収集。

整理の方法：テーマを意識した整理

リサ チ ク スチ ンとその資料はどう関係・リサーチ・クエスチョンとその資料はどう関係
してるか？

どういう ジ クで資料を並べる か？・どういうロジックで資料を並べるのか？



要因・仮説の検証

仮説とは“とりあえずの答え”

⇒出発点がないと始められない⇒出発点がないと始められない

仮説なしには始められない

⇒仮説をどこから⇒仮説をどこから

どのように仮説を検証するのか？

実証分析⇒実証分析

その他：・アンケート調査（と統計解析）

・インタビュー

・事例研究

・比較研究（諸外国、他地域等）

要因・仮説の検証（続）
実証分析とは仮説・理論を検証することである。
①「理論なき計測」では論文にならない。

演繹的手続きからのモデルの設定
⇒モデルに対する反証可能性、理論の現実妥当性の

チ クチェック
Ex.需要関数では需要量は所得と正の、価格と負の関
係がある（ミクロ経済学 消費者行動の分析） この係がある（ミクロ経済学、消費者行動の分析）。この
ことを前提としてモデル・仮説を考える。

②「計測なき理論」は客観的ではない。
Evidence based policyに反する。p y
主観的価値判断からの脱却



政策提言政策提言

政策の実行可能性政策の実行可能性

・その政策は実行可能か？

・その政策は現在の政策の延長か？・その政策は現在の政策の延長か？

費用対効果は？費用対効果は？

・政策の効果はどの程度なのか？

策 費 ら な ？・その政策にかかる費用はどれくらいなのか？

・統計学の基礎

・計量経済学の内容

・分析用ソフト・分析用ソフト



統計学の基礎統計学の基礎

• 実証分析で扱う変数は確率変数• 実証分析で扱う変数は確率変数

①平均、分散など

②分布の知識②分布の知識

正規分布、t分布、カイ二乗分布など

③相関 回帰 分散分析など③相関、回帰、分散分析など

読書• 必読書

岩田暁一『経済分析のための統計的方法（第２版）』東洋
経済新報社経済新報社。

計量経済学の内容計量経済学の内容

• 最小二乗法＋古典的回帰モデル• 最小二乗法＋古典的回帰モデル

• 古典的回帰モデルからの逸脱（不均一分散、系
列相関など）列相関など）

• プロビット・ロジット分析（ミクロ計量分析）

パネル分析（ミクロデ タ マクロデ タ）• パネル分析（ミクロデータ、マクロデータ）

• 時系列分析（VAR、共和分）

同時方程式 ク 計量モデ• 同時方程式・マクロ計量モデル



データの扱いタ 扱

計量経済学を学ぶための書籍

（基本）

山本拓( )『計量経済学』新世社• 山本拓(1995)『計量経済学』新世社

（応用）

浅 哲 中村 朗 『計量経済学 第• 浅野哲・中村二朗(2009)『計量経済学 第2
版』有斐閣

• 山澤成康(2004)『実戦 計量経済学入門』日本
評論社

（Advanced）
• Greene,W.H.(2011), Econometric Analysis, 7th , ( ), y , 7

ed., Prentice-Hall International.



実証分析のためのソフト

• エクセル

• EViews/Stata/TSP/gretl
北岡・高橋・矢野(2008)『EViewsで学ぶ実証分析入門基礎編・応用

編』日本評論社

飯塚・加藤(2006)『EViewsによる経済予測とシミュレーション入飯塚 加藤(2006)『EViewsによる経済予測とシミュレ ション入
門』日本評論社

加藤(2012)『gretlで計量経済分析』日本評論社

筒井他( )『S で計量経済学入門第 版』ミネルヴ 書房筒井他(2011)『Stataで計量経済学入門第2版』ミネルヴァ書房

• R/MATLAB/Scilab/Octave• R/MATLAB/Scilab/Octave

・相関概念

・要因分解の方法

・弾力性の概念・弾力性の概念

・寄与度と寄与率



相関の応用

• 相関係数の考え方：二つの変数x、yがあるとき、
それぞれの変数には因果関係を仮定せず（あるそれぞれの変数には因果関係を仮定せず（ある
いは独立変数と従属変数などの仮定を設けず）、
両者の関係の強さだけを示す両者の関係の強さだけを示す。

⇒因果関係と相関関係は違う！

• スピアマンの順位相関係数

変数の大小の“順位”をもとに判定するときな
どに使用する。

要因分解
（1）レベルの要因分解

医療費そのものは、次のような要因（分数）の掛け算に分解できる。

医療費受診延日数

＝人数×一人当たり日数×一日あたり医療費

 

受診延日数

医療費

人数

受診延日数
医療費＝人数 

（2）差分の要因分解
変化分を要因分解する場合には次のような方法を行う。

就業者数（S）
年＝当該年齢層の人口（N）×労働力率（r）×（１－失業率（u））(*)

⇒ S=N×r×(1-u)
前年との差（増減）を⊿で表すと(*)式の差分は

∆S=∆N×r ̅×(1-u ̅ )+N ̅×∆r×(1-u ̅ )+N ̅×r ̅×∆(1-u)  (**)
となる。
ただし、－は前年と今年の平均値である。
( )式から 就業者数は順に人 変化 労働力率変化 失業率変化に(**)式から、就業者数は順に人口変化、労働力率変化、失業率変化に
分解できる。



弾力性
Ex.需要の価格弾力性
ある数量（ここでは価格）が1％変化したとき、あ 数 （ 価格） ％変化 き
財の数量（ここでは需要量）は何％変化するか？
を示す指標が弾力性である。

需要の価格弾力性：
ep=-(∆x⁄x)/(∆p⁄p)=-p/x  ∆x/∆p

ep<1：非弾力的、価格の変化よりも数量の変化の
程度が小さい 必需品程度が小さい。→必需品
ep>1：弾力的、価格の変化よりも数量の変化の程
度が大きい 奢侈品度が大きい。→奢侈品

寄与度と寄与率

●寄与度：各構成要素の変化分が、全体をどれだけ変化さ
せたかの程度を示す。た 程度を示す。

寄与度＝各要因の変化分／基準年の全体合計値（％）

●寄与率：各構成要素の変化分の全体の変化分に対する程
度を示す。

寄与率＝各要因の変化分／全体の変化分（％）



・労働力人口の変化

・GDPギヤップ

・生産のグローバル化の推計・生産のグローバル化の推計

60～64歳就業率の要因分解60 64歳就業率の要因分解

平成 年労働経済白書平成23年労働経済白書



GDPギャップの推計

平成23年経済財政白書

生産のグローバル化の推計

平成24年経済財政白書


