
経済研究
Vol．59，　No．2，　Apr．2008

特集：動学的パネル分析の計量理論　　展望

静学的パネルデータ分析

概観＊一

千　木　良　弘　朗

　近年，様々なパネルデータが利用可能になったことを受けて，パネル計量経済分析は方法論におい

ても実証研究においても大きく進展している。本稿ではそれらパネルデータ分析のサーベイを行うが，

全てを網羅するのは難しいので，方法論についてのいくつかの話題を抜粋してサーベイする．比較的

簡単なパネルデータモデルを使うことでパネルデータ分析の意義を明確に紹介すると共に，具体的な

手法の使い方とその計量理論的・経済学的背景を簡潔にまとめるのが本稿の目的である．

1．はじめに

　経済データは，よくクロスセクションデータ

と時系列データという2つの種類に分類される．

クロスセクションデータはいくつかの個体（個

人や家計，企業等）についてのある1時点のデ

ータであり，時系列データはいくつかの時点に

ついてのある1個体のデータである．パネルデ

ータとは，クロスセクションデータと時系列デ

ータを合わせたデータと言える．つまり，いく

つかの個体についてある期間にわたって収集し

たデータがパネルデータである．

　このように経済データにはいくつかの種類が

あり，計量経済学は各種のデータが持つ特徴に

応じて適切なモデルや分析手法を提案してきた．

ただ，クロスセクションデータや時系列データ

に対して開発された計量経済手法は，もちろん

それ自体意義深いものではあるが，いくつかの

制限も課せられている．パネルデータに対する

計量手法は，クロスセクションと時系列のデー

タを組み合わせることでそれらの制限を緩和す

ることに1つの大きな意義を持つ．具体的にど

のような制限が解かれるのかを全て紹介するこ

とは難しいので，以下に主な3点を挙げる．

　パネルデータを使うことで緩和される最も大

きな制限の1つは，Baltagi（2001），　Hsiao

（2003）等に述べられているように，個体に固有

な性質のコントロール（いわゆる“他の条件を

一定として”）の問題である．例えば，生産関数

を推定するためにいくつかの企業の生産量と，

投入量など生産量に影響を与える指標のデータ

を集めても，そのデータを分析する際には企業

に固有な性質（例えば経営能力のようなもの）を

コントロールするべきであろう．しかし，クロ

スセクションデータや時系列データを使った分

析では，固有な性質に関するデータが得にくい

こともあって，それを行うのは一般に難しい．

これに対し，パネルデータを使えばそのコント

ロールは容易に行えるのである．このような動

機に基づいたパネルデータ分析が，いわゆる固

定効果分析である．

　2点目は，Arellano　and　Honor6（2001），

Arellano（2003）が指摘しているように，モデノレ

の誤差項に対するより詳しい分析の可能性であ

る．クロスセクション・時系列データに対する

典型的な計量経済モデルでは，1つの被説明変

数といくつかの説明変数，それに“1つ”の誤差

項があるとされる，しかし，誤差項には様々な

要素が詰め込まれているので，1つの変数とし

て扱うより異なる性質を持ったいくつかの変数

から構成され，ると扱った方がもっともらしいだ

ろう．パネルデータを使うことで誤差項をいく

つかの変数もしくは要素へ分解することを可能

にした分析手法が，いわゆる変量効果分析であ
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る．

　最後は，Nerlove（2002）で強調され，ているよ

うに，動学の問題である．Nerlove（2002）は，

経済行動は本質的に動学的であるので，計量経

済モデルとしては動学を含むものが適切である

と述べている．そして，クロスセクションデー

タでは動学をモデル化できず，時系列データは

動学のモデル化に適してはいるが一般にかなり

集計され過ぎている，と指摘し，個体の動学的

な動きをモデノレ化できる動学パネルデータモデ

ルは非常に望ましい計量経済モデルであると主

張している．これが，この特集号において動学

パネル分析を重視する1つの理由である．動学

パネルデータ分析は本稿では扱わず，山本論

文・早川論文で詳述することにする．

　以上，パネルデータ分析の利点を3点挙げた

が，いずれの点もパネルデータの情報量がクロ

スセクション・時系列データのそれより大きい

ことがもたらしたものである．これら以外のバ

ネノレデータの利点も，基本的にはパネルデータ

が持つ情報量の多さに由来する1）．

　このように，パネルデータはクロスセクショ

ン・時系列データに比べてより深い分析を可能

にするので，パネルデータに対する計量経済手

法は盛んに研究され，，大きく発展した．その発

展の構図は，既存のクロスセクション・時系列

データに対する計量手法のパネルデータへの拡

張とも言えるだろう．古典的な線形回帰モデノレ

をパネルデータ．向けに拡張することで個体に固

有な性質や誤差項の複雑な構造を考慮した回帰

分析が可能になったのをはじめ，SUR（seem・

ingly　unrelated　regression）モデルや同時方程

式モデルに対しても同様の拡張がなされている．

また，通常はクロスセクションデータに対して

用いられる質的変量モデル（10git，　probitモデ

ノレ等）や制限従属変数モデル（tobitモデル等）に

もパネルデータに対応したモデルが提案されて

いる．さらに，時系列データに対して用いられ

るAR（autoregression）モデルやVAR（vector

autoregression）モデル，単位根モデル，共和分

モデルもパネルデータモデルへの拡張がなされ

ている．先に述べた動学パネルデータモデルも，
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時系列モデルのパネルデータへの拡張と見るこ

ともできる．こうした計量手法の発展に伴って

多くのサーベイ論文2）やパネル分析の教科書3｝

が出版され，Greene（2002）等の標準的な教科書

にもパネルデータ分析の章が設けられている．

さらに，近年のパネルデータ整備の進展も相ま

って実証研究も活発に行われ，パネルデータ分

析は計量経済学の1つの分野として確立するに

至った．

　さて，本稿はこのようなパネルデータ分析の

サーベイを行うが，上に述べたようにその範囲

はかなり広いので，いくつかの話題を抜粋して

サーベイする．具体的には，静学的な線形回帰

モデルを取り上げて，その分析手法についてサ

ーベイする．比較的簡単なモデルを使うことで

パネルデータ分析の意義を明確に紹介すると共

に，具体的な手法の使い方とその理論的背景を

簡潔にまとめるのが本稿の目的である．より高

度なバネノレデータモデルについても基本的な考

え方は線形回帰モデルのそれと同じなので，ま

ずは線形回帰モデルでパネルデータ分析の考え

方を理解しておくのは有益である．

　本稿の構成は以下の通りである．2節では，

クロスセクションデータに対する線形回帰モデ

ルの問題点を2点指摘することでパネルデータ

分析の意義を明確にする．3節では，2節で指

摘した問題点の1つを解決するための分析手法，

固定効果分析を紹介する．4節では，2節で指

摘したもう1つの問題点を解決するための手法，

変量効果分析を扱う．そして，5節ではそれら

の分析で使われるモデルが経済データと整合的

なのかを検定する方法を紹介する．最後に，6

節でまとめを行う．

2．パネルデータ分析の問題意識

2．1クロスセクションデータに対する線形回

　　帰モデルの問題点

　クロスセクションデータに対する線形回帰モ

デル

　　　齢＝灘∫β＋燐γ＋z7ゴ，ガ＝1，2，．．．，N　　（1）

を考える．ここで，ガは個体を表す番号，佛は

スカラーの被説明変数，銑と乙は各々κ×1
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とL×1の説明変数ベクトル，βとγは各々κ

×1と五×1の定数パラメーターベクトル，跳

スカラーの誤差項である．説明変数銑とるは

定数でも確率変数でも良い．また，このモデル

は以下のような回帰分析の標準的な仮定を満た

すとする．

仮定1：E（囲銑，g∂一〇，∀ガ

仮定2＝rank｛E［（灘∫，gl）ノ（∬1，21）］｝＝1（＋L

仮定1は説明変数と誤差項が相関しないことを，

仮定2はいわゆる多重馬射性が無いことを示す．

　このような回帰モデルに対する代表的な推定

法はOLS（ordinary　least　squares）である．跳，

銑，馬のデータが利用可能ならば，仮定1，2の

下でβとγに対するOLS推定量は一致性を持

つ．このようなときには，パラメーターの一致

推定が可能という意味においてクロスセクショ

ンデータのみでの分析に問題は無い．

　ここで，データ銑が利用不能であると考え

る．実証分析においては，データの中にはしば

しば利用不能なデータがある．例えば，（1）が

生産関数でゴが企業を表し，擁が生産量，銑が

投入：量，為がその企業の経営能力とすると，島

のデータは一般に入手困難である．このような

ときには，（1）を

　　　　　齢；鋭β＋（glγ十彷）

　　　　　　＝誘β＋z6∫　　　　　　　　　　　（2）

と見なして観＝（zlγ＋のを誤差項と考え，擁

を銑のみに回帰することが考えられる．

　（2）のような回帰モデルの妥当性を検証して

みる．このモデルには次の2点の問題があるだ

ろう．

（i）g‘をコントロールせずに（つまり銑で条件

付けずに）βを一致推定するための仮定

　　　　　　E（πげ1銑）一〇，∀ガ　　　　（3）

が満たされるか．

（ii）もし（3）が満たされ，るとしても（glγ十〃∂を

1つの誤差項笏として扱って良いのか．

　（i）については，（3）はかなり厳しい仮定と言

えるだろう．なぜなら，説明変数間には一般に

相関がある，つまりE（g語）≠0と考えられる

が，（3）はE（z語）＝0を示唆するからである．

よって（3）が成り立つとは考えにくく，このま
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まではβを一致推定できないと思われる．

　（ii）は，βの推定という観点からは，効率性

の問題と言える．跳がいわゆる均一分散であ

っても防は明らかにそうとは言えないのでβ

に対するOLS推定量は効率的ではなくなる．

さらに，経済学的な解釈の問題もある．glγに

経済学的に重要な解釈が与えられる場合には，

（glγ十η∂を単に1つの誤差項躍として扱っ

てしまうと分析結果の解釈や経済理論の検証が

上手くできなくなることもあるだろう．

　クロスセクションデータだけを使ってこれら

の問題を解決することも不可能ではない．（i）

の問題は，商に対する操作変数や代理変数が利

用可能ならば解決できる．（ii）についても，何

らかの方法でGLS（generalized　least　squares）

を行えば効率的な推定量が得られる．また，glγ

に経済学的に重要な解釈が与えられるときのモ

デノレとしては，例えば，確率的フロンティアモ

デル（Greene（2002），17章等参照）がある．

　しかし，実際にはgこの操作変数や代理変数

を見つけるのは困難なことも多く，GLSに必

要な笏の分散の情報も得るのは難しい．確率

的フロンティアモデノレにしても，モデルの制約

が厳しいので使える状況は限られている．

　つまり，クロスセクションデータだけでは

（i），（ii）の問題に対してかなり限定的な対処し

かできない．これに対し，1節で述べたように，

パネルデータはその制限を緩めることを可能に

するのである．（i）の問題をパネルデータを使

うことで解決するのが固定効果分析，（ii）の問

題に対処するのが変量効果分析である．

2．2パネルデータに対する線形回帰モデルと

　　Pooled　O正S推定

　では，ここでクロスセクションデータではな

くパネルデータが利用できるとする．モデル

（2）をパネルデータに拡張すると

　3！尭＝一身β＋（g島γ＋zノ甜），ゴ＝1，2，＿，2＞，’

　　　＝1，2，．．．，2【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）

　　　＝∬∫‘β＋z4κ　　　　　　　　　　　　　　（5）

となる．ここで，渉は時間を表す番号，伽はス

カラーの被説明変数，撫と勧は各々K×1と
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五×1の説明変数ベクトル，伽はスカラーの誤

差項である．パネルデータが利用可能になると，

このようにクロスセクションと時系列の2方向

に変数間の関係がモデル化される．ただ，説明

変数銑が観測できないことに変わりはない．

係数パラメーターβとγについては，簡単化

のためにゴや’について不変と仮定している4）．

　（5）を見ると，バネノレデータに対する回帰モ

デノレは形の上ではクロスセクションデータに対

するモデル（2）と変わらないことが解る．標本

数はNから2VTに変わっているが．このよう

に，（5）を単に標本数が1＞Tの回帰モデノレとし

て扱い，OLSでβを推定する方法をpooled

OLSと言う．具体的には，

薩・一（触踊γ1期雄 （6）

がpooled　OLS推定量である．

　パネルデータを用いてpooled　OLS推定を行

っても，当然，上記（i），（ii）の問題は何ら解決

されない．pooled　OLS推定量（6）は，標本数が

大きいことを除けば，（2）に対するOLS推定量

と本質的に変わらないのである．しかし，

pooled　OLS推定量はパネルデータ分析を行う

際の1つのベンチマークとしての役割を果たす

のでここで記述しておく．

　次節から，パネルデータを使ってそれらの問

題点を解決する方法を紹介する．

3．固定効果分析

　本節では，上記（i）の問題に対処するための

パネルデータ分析，固定効果分析を紹介する．

　今直面している問題は，線形回帰モデル（5）

を娩でコントロールせずに推定できる条件，

E（晩1銑∂＝0が成立しないことである．なお，

パネル分析では標本数がNTであるが，本稿で

漸近特性を述べる際には，Tは有限で固定して

2＞→。○とする．動学の無いパネル分析ではそ

のような漸近論が通例であるので．

3．1分析のアイデア

　この問題を解決するための大雑把なアイデア

を，Wooldridge（2001），Arellano（2003）に沿っ

て示す．まず，線形回帰モデル（4）において，観

測できない説明変数翻は時間について不変，

つまり魂＝9fであると仮定する．例えば妬

を企業の経営能力とすると，この仮定は経営能

力は企業ごとには異なるが時間がたっても変化

しないことを示す．すると，モデル（4）は

　　　　　〃配一娚亡β＋（9チγ＋〃の　　　　　（7）

となる．次に，（7）を時間について階差を取る

と

　　　　　△〃尭＝△認∫‘β＋（△伽）　　　（8）

を得る．ここで，△＝1一五，五はラグオペレー

ターである．時間いついて不変なg‘は階差を

取ると消えるので，（8）にはもはや危は存在し

ない．最後に，

　　　　　E（△乞ノ趾1△即応）　＝0，∀ガ，’　　　　　　　（9）

を仮定すれば，（8）をOLSで推定してβの一

致推定が行える．仮定（9）は

　　E（θ、鵡，，．、，灘泥，靴＋、，9、）＝0，∀ガ，’（10）

より保障される．（10）は標準的な仮定1のパネ

ルデータ版とも呼べるもので，E（π、鵡，）＝0

なる仮定よりはるかにもっともらしく，許容で

きるだろう．

　このように，glげを時間不変と仮定し階差を

取ることで消してしまえばE（％甜1銑、）＝0を仮

定すること無くβが一致推定できる．これが

固定効果分析の基本的なアイデアである，クロ

スセクションデータだけでは時間的な階差が取

れないので，当然このような方法は行えない．

3．2固定効果モデルとその推定

　では，続いて，固定効果分析を詳しく説明す

る．パネルデータに対する線形回帰モデノレ

　　　　　齢‘＝読‘β＋（zチごγ十”甜）　　　　　（4）

からスタートする．このモデルに次の仮定を置
く．

仮定3：擁＝蔚，∀ガ，’

この仮定は，前述したように，観測できない変

数諏は個体ごとに異なるが時間については不

変であることを示す．このとき，モデル（4）は

　　　　　〃尭＝謬灸β＋（ηf→一zノの　　　　　（11）

と書ける．ここで，ηFglγである．以下では，

ηごを固別効果，モデル（11）を固定効果モデルと
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呼ぶ．

　表記を簡単にするために，モデル（11）を次の

ように行列表示で書き直す．

「1：1一［蕩レ（［；：H劣レー鳴一

　≡齢＝Xガβ＋（‘η汁の　　　　　　　　（12）

ここで，〃fは7×1の被説明変数ベクトル，瓦

はT×κの説明変数行列，‘は全ての要素が1

のT×1ベクトル，跳はT×1の誤差項であ
る．標準的なパネルデータ分析では，ここで次

の仮定を置く．

仮定4：｛（脇Xl，ηゴ，切，ガ＝1，．．．，N｝はラン

ダムサンプル

仮定4は，誤差項にはクロスセクション方向の

相関が無いことを意味する．本稿では，特に言

及しない限り，この仮定は常に満たされている

とする．標準的な雷雨パネル分析では，クロス

セクション方向の相関を認めることはあまり行

われない．ただ，動学パネルや非定常時系列パ

ネルといった分野ではクロスセクション方向の

相関を認める分析も盛んに行われている（山

本・早川論文参照）．

　2節で紹介した回帰分析の標準的な仮定1と

2は，このモデルでは以下のような形で満たさ

れるとする．

仮定1’＝E（酬xガ，η∂一〇，∀ガ，’

仮定2’：rank｛E［（Xl，‘ηぎ）’（凡，‘η∫）］｝＝K＋1

仮定1’は，説明変数Xげと誤差項砺に相関が

無いことと，個別効果ηかと砺にも相関が無い

ことを示す．仮定2’は仮定2における鋭が

‘ηごに置き換わったもので，多重共線性を排除

するためのものである．また，分析の簡単化の

ために，誤差項彷に均一分散・系列無相関の

仮定を置く．

仮定5：E＠ゴ凶瓦，の一σ2乃，∀ゴ

が成り立つとする．なお，仮定4より，防とηゴ

については無相関となっている．

　さて，、この固定効果モデノレの問題点は，これ

まで指摘してきたように，

　E（z6尭1♪ぐ∂　＝E［（ηガートz／f彦）1♪ぐ≧］＝o，∀ゴ，’

なる仮定が満たされないことであった．この仮
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定は，仮定1’の下では

仮定6：E（ηJXI）＝0，∀ガ
　

と同値である．仮定6は，個別効果η∫と説明

変数撫に相関があると破られる．実証分析で

は，例えば，企業の生産量除を説明する投入

量銑，は企業に特有の経営能力ηごと相関する

と考えた方がもっともらしいので，仮定6は好

ましくない．しかし，仮定6が無いと（12）を

OLSで推定してもβの一致推定量を得ること

はできない．

　この間題を解決するには，階差を取ってη‘

を消せば良い．（7’一1）×Tの行列0を

D一
u1÷■11

とすると，これを（12）に前から掛けることで階

差を取れる．

　　　　　　D擁＝1）X≧β＋Dzノど　　　　　　（13）

D‘＝0なので，時間不変なηfはモデルから消

える．

　（13）は，前小節で言及したように，OLSでも

推定できる．ただ，仮定5より，階差を取った

誤差項1）鈎には砲7（D〃、IX、）＝σ2D1γなる系

列相関があるので，ここではGLS推定を考え

る．Q＝1）’（DIDノ）一11）とすると，　GLS推定量は

　　　　β朋一（趣⑱1象撫（・4）

となり，これを以降では固定効果推定量（fixed

effects　estimator）と呼ぶ．なお，固定効果推

定量はQを（12）に掛けて得られる

　　　　　　Q齢＝QX∫β＋Q跳

なる回帰モデルに対するOLS推定量と等しい．

Q卿螺は伽÷・鰍の・う・・個体内

（within）の変動となることから，　Qによるモデ

ルの変換をwithin変換と呼び，固定効果推定

量のことをwithin推定量と呼ぶこともある．

　仮定1’，2’の下に，固定効果推定量（14）は不

偏性，一致性，漸近正規性を持つ．さらに仮定

5を加えると，効率性も持つ．また，漸近分布

の分散は，
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で一致推定できる．ここで，
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（15）

・2－ m（　1V’一1）一κ嵩（Q防一卿昭）・

　　　（Q3！ぎ一QXごβFE）　　　　　　　　　　　　（16）

である．

　以上のように，固定効果分析は仮定6が無く

てもβを一致推定できる．実際，仮定1’，2’，

3，5は，いずれもE（η∫IX∂については何も仮

定していない．これ’により，固定効果分析はηご

と瓦に相関を許した頑健な分析であると言え

る．さらに，固定効果分析は説明変数Xゴと固

別効果ηげを共に条件付けた上で回帰係数βを

推定していると解釈できる．具体的には，（12）

と仮定1’より

　　　　　E（エノゴIXゴ，η，）＝Xピβ＋‘ηピ　　　　（17）

となることと，〃ごを瓦とガ毎に異なる定数項

‘に回帰して得られるβのOLS推定量5）が固

定効果推定量（14）に等しいことよりそう解釈で

きる（Mundlak（1978）参照）．本節では固定効

果分析を“個別効果を消す分析”といった形で

書いているが，このような解釈が行えるのも固

定効果分析の1つの利点だろう．なお，固定効

果推定をLSDV推定と見るとβだけではなく

ηfの推定量も得られるが，Tを有限で固定し

てN→∞とする漸近論ではηごの一致推定はで

きない．ηごを一致推定するためにはT→。。と

する必要がある（Arellano（2003）等参照）．

3．3　固定効果分析の問題点とその解決法

　固定効果分析はバネノレデータを使って個別効

果をコントロールするための優れた分析手法で

あるが，いくつかの問題点も持つ．本小節では

それらを概観する．

　1つめの問題点は仮定1’である．この仮定は

一見すると標準的な仮定1と同じように見える

が，実はそうではない．仮定1’は

　　Eω、綴、，銑2，…，銑，，η、）＝o，∀ガ，’（18）

を意味するのに対し，仮定1をそのままパネル

データに拡張するのなら

　　　　　E（θざご1躍此，η∂　＝0，∀ガ，’　　　　　　（19）

となるだろう．つまり，仮定1’は衛ではなく

∬f、，銑2，…，銑rで条件付けられている分厳しい

仮定である6）．（19）が同時点出生性と呼ばれる

のに対し，仮定1’は強外生性と呼ばれる．固定

効果分析に強外生性が必要な理由を簡単に述べ

る．固定効果推定量は（12）と（14）より

　　　β朋一β＋（急脚剛禽脇

と書け，不偏性のためには右辺第2項の期待値

が0に，一致性のためには確率極限が0になる

必要がある．ここで，右辺第2項のX∫（2跳の

要素が

）　謝
・
Σ
国⊥

T
（ （20）

となることに注意すると，砺は同時点の銑‘だ

けでなく全ての時点の晦と無相関である，つ

まり強外生性が必要なことが解るだろう．強弓

生性が無いときのパネル分析はかなり難しくな

るので本稿では扱わないが，GMM（general－

ized　method　of　moments）等使った対処法が提

案されている（Arellano　and　Honor6（2001），

Arellano（2003）等参照）．なお，この強弩生性

が成り立たないパネルデータモデルの1つが動

学パネルモデルモデルであり，山本論文・早川

論文ではこの問題の解決が1つの大きなテーマ

となっている．また，強外生性が成立している

かどうかを検定する方法がWooldridge（2001）

の10章で紹介されている．

　2つめの問題点は仮定2’である．仮定2’は，

説明変数Xlピの中に時間について不変な変数が

入ることを除外している．これは，（X∫，‘η∂の

中に時間について不変な変数‘ηゴがあるので，

Xfにもそのような変数があると多重共線性を

引き起こしてしまうためである．別の見方では，

固定効果分析はモデルの階差を取ってから分析

をするため，階差を取ると消えてしまう変数は

説明変数Xごの中に入れられない，とも見られ

る．この制約は，実証分析をするときにはかな

り厳しいものとなる．例えば，がが企業を表し，

跳が企業の生産量，Xごが投入量，ηぎが観察不

能の経営能力とする．ここで，生産量には企業

の立地も影響を与えるとし，立地の係数パラメ
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一廻ーにも興味があるとしよう．企業の所在地

についてのデータは簡単に手に入るので説明変

数として加えればよさそうだが，標本期間内に

企業が移転しないのなら所在地は時間について

不変となるので説明変数として加えることはで

きない．言い換えれば，所在地という説明変数

は既にηゴに含まれてしまっている．この，時

間不変な説明変数を加えることはできないとい

う問題は，固定効果分析を行う限り解決できな

い．この問題を解決するには，次節で紹介する

変量効果分析やHausman　and　Taylor（1981）

の方法を使えば良い．なお，仮定2’は全ての企

業について時間不変な説明変数を加えることは

できないことを示すので，全N企業の内，1社

でも所在地の移転を行っているのなら仮定2’

は破られない．

　仮定2’に関わる問題がもう1つある．それ

は固別効果ηガの解釈である．これまで1つの

例としてηfを経営能力と言ってきたが，それ

は経営者の業務管理能力といったある具体的な

ものを示すのではない．例えば，Hoch（1962）

は生産関数を推定してηゴに経営能力（彼の言葉

ではtechnical　efficiency）とし・つた解釈を与え

ているが，それはある特定の要素を指している

のではない．なぜなら，すぐ上で指摘したよう

に，ηどには企業の立地など時間について不変な

全ての要素が含まれているからである．

　仮定3も，実証分析家にとってはやや制約的

である．例えば，企業の生産関数を推定する際

に，標本期間内で大きな好況と不況の波が発生

したとしよう．すると，生産に影響を与える変

数として，景気という観察が難しいものをコン

トロールする必要が生じる．しかし，景気は明

らかに時間について不変ではないので，仮定3

を満たすηかに景気も含まれると考えるのはお

かしいだろう．このようなときには，仮定3の

代わりに

仮定3’：諏＝［gl，21］ノ，∀ガ，’

を置くのが良いだろう．この仮定は，諏をる

なる五、×1の時間不変で個体間で異なる変数

と銑なる五2×1の時変で個体間では不変な変

数に分けている．ここで，五1＋L2＝しである．
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経営能力のような時間について不変だが個体間

で異なる変数を示すのが々，景気のような時変

だが各個体が等しく影響を受けるであろう変数

を示すのが銑である．このときには，γコ［γ1，

γ外として，モデルは

　　　跳ご＝誘，β＋（9髭γ＋zノの　　　　　　　 （4）

　　　　　＝謬島β＋（21γ1＋9歪γ2＋zノの

　　　　　＝灘島β＋（ηf十λ‘十zノ覚）　　　　　（21）

と書ける．ここで，η2＝燐γ1，み；燐γ2である．

前述の固定効果モデル（11）に比べ，（21）にはん

なるもう1つの固定効果が存在する．このん

で景気のような変数をコントロールする．（11）

と（21）を区別するために，（11）を一元配置固定

効果モデル，（21）を二元配置固定効果モデルと

呼ぶこともある．二元配置固定効果モデルの分

析法は本稿では扱わないが，基本的なアイデア

は一元配置固定効果モデルと同様，ある操作を

行うことでモデルからんを消して推定を行う

というものである．詳しくはBaltagi（2001）の

3章等を参照されたい．

　仮定5も制約的だが，これは簡単に緩めるこ

とができる，仮定5を緩めると，誤差項〃∫に

不均一分散・系列相関が生じる．このときには，

クロスセクションでの回帰分析と同じように，

GLS推定を行えば効率的な推定ができる．ま

た，仮定5を緩めても固定効果推定量（14）が一

致性を持つならば，固定効果推定量をそのまま

使うことも考えられる．漸近分散は（15）ではな

くNewey　and　West（1987）の方法で推定する

必要があるが．このことに関する文献は数多く

あるが，Wooldridge（2001）の10章，　Arellano

（2003）の2章，Greene（2002）の13章でよくサ

ーベイされている．仮定5を緩めても防にク

ロスセクション方向の相関を許すことはできな

いが，Arellano（2003）では7→QOなる漸近論

の下ではそれを許すことができると述べられて

いる．Wooldridge（2001）では，砺がランダム

ウォークに従う場合は3．1節で紹介した（8）に

対するOLS推定量が効率的な推定量になるこ

とが示されている．

　最後の問題は，固定効果分析そのものに関す

る問題である．固定効果分析は，観察できない
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が説明変数と相関がある変数ηFglγをコント

ロールする，という動機に基づいている．これ

まで説明したように，確かに固定効果分析はそ

の目的を達成してはいるが，その分析の過程で

モデルの階差を取る．Nerlove（2002）は，この

階差を取るという作業が重要な情報を失わせる

可能性があると批判している．彼は世帯の消費

伽を所得撫で説明するという例を取り上げ，

銑‘の変動の大半は世帯間の変動（いわゆる

between変動）であるので階差を取ってしまう

と蜘の変動の大部分が失われてしまうと指摘

した．つまり，ηfをコントロールしたいからと

安易に階差を取ると△謝があまり変動しなく

なるといった問題が生じることがある．この問

題の解決も，次節で紹介する変量効果分析の1

つのモチベーションとなる．

4．変量効果分析

　本節では，1節で述べた（ii）の問題に対処す

るためのパネルデータ分析，変量効果分析を紹

介する．

　変量効果分析においても固定効果分析と同様

に，パネルデータに対する線形回帰モデル

　　　　　　　齢‘＝誘オβ＋z研　　　　　　　（5）

を考える．ただ，変量効果分析を行うに当たっ

てのモチベーションは固定効果分析とはかなり

異なる．固定効果分析の主たるモチベーション

が線形回帰モデル（5）においてE（πκ1撫）＝0

が成立しないことから生じる問題の解決にあっ

たのに対し，変量効果分析はE（副銑，）＝0を

前提とする．つまり，ここでは妬をコントロ

ールしなくてもβは一致推定できる．この前

提はかなり制約的だが，これを置くことでモデ

ル（5）の誤差項晩＝姦γ＋娠についてかなり

詳しい分析が可能になる．その結果として得ら

れる1つの利点がβの効率的な推定であり，も

う1つの利点が21げに基づく経済分析（姦γに

経済学的な解釈を与えたり姦γと伽の関係を

分析したりする）ができるようになることであ

る．これらが変量効果分析を行う動機である．

　βの効率的な推定法については，次の小節で

詳しく紹介する．筋γに基づく経済分析につ

いては4．2節で紹介する．

4．1変量効果モデルとその推定

　変量効果分析も固定効果分析と同様にパネル

データに対する線形回帰モデル

　　　　　擁‘＝灘島β＋（9島γ＋zノの　　　　　（4）

からスタートし，固定効果分析と同じ仮定3を

課す．すると，ηF姦γとして，（4）は

　　　　　　齢，＝∬∫亡β＋（η∫＋zノの　　　　　（22）

となり，これを変量効果モデルと呼ぶ．（22）は，

形の上では固定効果モデル（11）と同じだが，誤

差項が時間不変なηゴと時変な砺の2つから

構成された回帰モデルと見るべきだろう．変量

効果分析は，計量経済モデノレの誤差項は様々な

要素（今の場合は本源的誤差項伽と観察不能

変数御に由来するη‘）から構成されるので誤

差項の構造を詳しく分析するべきだ，という問

題意識の上に立っているので．パネルデータを

使うと，誤差項をこのように時間不変と時変と

いう2つの異なる要素で構成できるが，クロス

セクションデータだけでは当然そのようなこと

はできない．2節で言及した確率的フロンティ

アモデルでは，誤差項の構成要素を区別するた

めに各構成要素にかなり厳しい分布の制約を置

く必要がある．

　変量効果モデルは，行列表示では

［勃］一「窯レ（［；：Hl］〉・一u認

　　≡齢＝Xゴβ＋（‘ηf＋の　　　　　　　（23）

と書ける．ここで，固定効果分析と同様に，仮

定1’と5は満たされているとする．なお，ηご

は固定効果モデルと同様に個別効果と呼ぶ．こ

こまでの過程は固定効果分析とほぼ同じだが，

ここからが異なる．

　まず，固定効果モデルではηfは確率変数で

も定数でも良いとしていたが，変量効果モデル

では明示的に確率変数として扱い，

仮定7：E（η91x、）一σ霧，∀ゴ

を満たすとする．なお，仮定4より，ηごとη，に

ついては無相関となっている．仮定1’，5，7の

下では
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　　yヒz7（ηガ十砺）　＝　yヒzγ（ηど）十1／とz7（zノ覚）

　　　＝σ碁十σ2，∀ガ，’　　　　　　　　　　　　　　　（24）

となり，誤差項（ηゴ十伽）の分散が恒久的（時間

について一定）な分散砺と一時的な分散σ2に

分解できることになる．また，共分散が

　Coz7［（ηf一ト〃泥）（η蟄居ηゴ3）］＝σ霧∀ガ，’≠s

となることから，誤差項には異時点間の相関が

あることが解る7）．このような誤差項の構造が

変量効果分析では重要な役割を果たす．

　次に，固定効果分析では成立しないと考えて

いた仮定6を成立するとする．すると，（23）は

OLSでも一致推定が可能となる．このときの

βに対するOLS推定量は2節で紹介した
pooled　OLS推定量（6）である．ただ，仮定1’，

5，7の下で，モデル（23）の誤差項（‘ηご＋θ∫）に

は

　　厩z7［（‘ηゴ十〃∂【Xを］＝σ霧‘〆十σ21T≡Ω

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（25）

なる系列相関があるのでGLS推定の方が望ま

しい．実際には，Ωを

　　　　　　Ω＝δ弓‘〆十δ21T

で推定して，FGLS（feasible　GLS）推定を

　　砺一（趣醜γ1象X臨（26）

のように行う．ここで，δ2は（16）より得られ，

諺は

　　∂霧一NナK禽（〃rXごβFE）・

　　　　（〃rXピβFE）一δ2　　　　　　　（27）

として計算するのが一般的である8）．（27）で砺

が一致推定できることは，（27）式の右辺第一項

が砲7（η汁θのの一致推定量であることと

（24）より容易に解るだろう．以降では，（26）を

変量効果推定量（random　effects　estimator）と

呼ぶ．なお，変量効果推定量は考案者の名をと

ってBalestra・Nerlove推定量と呼ばれること

もある（Balestra　and　Nerlove（1966）参照）．

　変量効果推定量は，仮定1’，仮定6，それに固

定効果分析での仮定2’の代わりの

仮定2”：rank｛E［XノΩ一1Xゴ］｝＝κ

の下に一致性と漸近正規性を持つ．さらに仮定

5と7を加えると，効率性も持つ．また，漸近

分布の分散は，

輸（爾一（趣奇幻一’

で一致推定できる9）．

105

（28）

　以上のように，変量効果分析では誤差項（ηゴ

＋四のの構造を仮定5，7で特定化することに

よりpooled　OLS推定量よりも効率的な推定量

が得られる．もう1つ注目すべき点は仮定2”

である．固定効果分析で置いた仮定2’と仮定

2”はかなり違う．仮定2’は時間不変な説明変

数があると破られるが，仮定2”は時間不変な

説明変数があっても破られない．つまり，変量

効果分析では，固定効果分析と違ってモデルに

時間不変な説明変数を加えてその係数パラメー

タを推定できる．この差は，固定効果分析が個

別効果ηfを消すためにモデルの階差を取った

のに対し変量効果分析ではηゴを消す必要が無

いことから生じたのもである．時間不変な説明

変数が利用可能なこととηごをモデノレに残した

まま分析するという特徴が，変：量効果分析の大

きな利点であるηfに基づく経済分析を可能に

せしめる．次の小節では，この点を詳しく説明

する．

4．2変量効果分析の経済学的な利点

　本小節では，変量効果分析の利点を経済学的

な観点から解説する．経済学的な利点は主に2

つある．1つめは個別効果ηガの経済学的解釈

がある程度可能になることである．3．3節で述

べたように，固定効果モデルでは個別効果に全

ての時間不変な変数が入るため，何を表してい

るのかはっきりしなかった．しかし，変量効果

モデルでは必ずしもそうではない．2つめの利

点は，被説明変数と個別効果の関係を分析でき

ることである．3．3節で述べたように，固定効

果分析では個別効果をモデルから消してしまう

ためそのような分析はできない．単に個別効果

をコントロールすることだけが目的ならそれで

も構わないだろうが，経済学的に重要な解釈が

与えられる個別効果については被説明変数との

関係を明らかにしないと実証分析の目的が達成

されないこともあるだろう．
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　これ’らの利点は抽象的に説明してもわかり難

いと思われるので，実例としてLillard　and

willis（1978）を取り上げて説明する10）．彼らは

変量効果モデル

　　　　　ε！κ一必島β＋（ηご＋〃の　　　　　（22）

の形で，個人ガの’時点における所得伽を，

人種，教育年数，勤務年数，職種等の変数蜘と

誤差要因η汁砺で説明する所得関数を考えた，

彼らの目的は貧困（働がある水準擁を下回る

こと）が一時的な現象なのか恒久的に続くもの

なのかを解明することであり，ηごで個人かに対

する貧困の恒久的（つまり時間について変わら

ない）な要因を捕らえようと試みた．彼らは，

まず説明変数を何も入れ’ずにモデル（22）を推定

し，所得働の全変動％7（η汁〃の＝砺＋σ2，

恒久変動砺，一時変動σ2を推定した11）．その
結二一・224，，痔一・731とな・た．一

れは個人間の所得の差が恒久的な要因で73．1％

占められることを意味し，恒久的要因の重要性

を示唆する．一方，人種や学歴など時間不変な

説明変数・加え・・御・2嘱等一…7

となった．彼らは，この結果を貧困の恒久的要

因の内44％12｝は人種や学歴等で説明できると

解釈した．

　このように，変量効果分析では時間不変な説

明変数を使って個別効果に“人種や学歴等を除

いた恒久的要因”と言った解釈を与えることが

できる．固定効果分析では，このように個別効

果から学歴や人種等の要因を分離することはで

きない．これが，変量効果分析の1つめの利点

である個別効果η∫の経済学的解釈の一例であ

る．

　続いて，彼らは貧困に陥る確率を2種類計算

した．

φ尭＝Prob（跳診≦〃義1銑¢，ηf）幕Probω琵≦：〃壽

　　一灘たβ一ηゴ1灘尭，ηゴ）

ρ亡＝Prob（〃こご≦μ壽レτの＝Prob（跳診十ηゴ≦：擁

　　一即髭β1銑∂

ここで，伽は説明変数と個別効果で条件付け

られているので，ある特定の個人∫が’時点で

貧困になる確率を表す．一方，あは説明変数で

しか条件付けられていないので，ある特定の個
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人ではなくある特定のグループ（人種と学歴を

晦とすると白人・高学歴や黒人・低学歴とい

った個人達からなるグノレープ）が貧困になる確

率である13）．同様にして，時点’と’一1で共

に貧困となる確率φ螺一1やρち，．1も計算でき

る．これらの確率の内，伽は彼らの目的であ

る貧困の持続性を測るにはあまり役に立たない．

なぜなら，伽は要は伽についての確率であ

り，通常仮定する砺～ゴ．ガ．4．の下では貧困に持

続性が全く無いことはわざわざパネルデータを

集めてこのような実証分析をするまでもなく自

明だからである．具体的には，砺～獄ゴ．な

ら，’一1時点で貧困な人が’時点でも貧困とな

る確率φ環．1は

　　　φ一≡な1：卸一φ灘i’一φ・

となり，ある期に貧困であることは次の期の困

窮さに全く影響しない14）．ある特定の個人の個

別効果まで条件付けてしまったら，残りはほぼ

ガ．ガ．ゴ．となるので，経済学的に意味のある分析

ができないのは当然だろう．これに対し，個別

効果で条件付けられていない毎には個別効果

（つまり恒久的貧困要因）と被説明変数（この場

合貧困）の関係が消されずに残っているので，

恒久的要因に起因する貧困の持続性が測れる．

具体的には，φ甜はη汁砺についての確率なの

でηバこ由来する異時点間の相関がρけ一、≠

ヵか一1を示唆し

　　　　か1・一・≡轄≠解il’一あ

となる．彼らはデータよりρ‘1診一1を推定し，黒

人グループはある時点で貧困だと次の時点も

65．2％の確率で貧困になるが，白人グループは

46．9％しか貧困にならない，といった興味深い

貧困の持続性を導き出している．

　このように，変量効果分析では個別効果をモ

デルに残すので，被説明変数と個別効果の関係

を捉えられ，貧困の持続性といった経済学的に

意義のある分析が可能になる．固定効果分析で

は個別効果をモデルから除く15）ので，今の例で

はφ鉱しか計算できず，恒久的要因に起因する

貧困の持続性は測れない．これが，変量効果分
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析の2つめの利点である被説明変数と個別効果

の関係に基づく経済分析の一例である．確率φ

は固定効果分析でも計算できるだろうが，ηで

条件付けない確率ρを固定効果分析で計算す

るのは困難だろう．

　このリサーチラインはその後も継続されてい

る．Lillard　and　Weiss（1979）では，より精緻な

モデルを使って所得の持続性に関する実証分析

が行われている．方法論の面では，Lillard　and

Willis（1978）が貧困確率伽やかを計算するの

に砺とηゼの正規性を仮定したのに対し，分布

の仮定なしにそれらの確率を計算する様々な方

法が提案されている．これらのことに関する文

献は数多いが，Arellano（2003）の3章によくサ

ーベイされている．

4．3変量効果分析の問題点とその解決法

　変量効果分析はバネノレデータに含まれる個別

効果を上手く生かすための優れた分析法である

が，いくつかの問題点も持つ．

　1つめの問題点は仮定1’である．3．3節で述

べたように仮定1’は強外生性という強い仮定

である．固定効果分析と同様に変量効果分析も

この強い仮定と必要とする理由を述べる．変量

効果推定量は（23）と（26）より

砺一β＋（躯伽）一1趣Ω一1（卿・）

と書け，一致性のためには右辺第2項の確率極

限が0になる必要がある．ここで，θ＝1一∂／

　δ2＋丁諺とすると右辺第2項のX∫Ω一1（砺

十〃∂の要素が

渉（蜘一絶謝）［（繊）

　　　一喜蕩（η汁砺）］　　（29）

となる16）ので，強外生性が必要になる．本稿で

は扱わないが，動学バネノレモデル等，言外生性

が成立しないモデルにおける変量効果分析はか

なり複雑になる．なお，（20）と（29）を見比べる

とθ＝1の時には固定効果推定量と変量効果推

定量が等しくなることが解る．具体的には，

7→。。や諺／∂2→。。の時に2つの推定量は等

しくなる．このよケに，固定効果分析と変量効
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果分析は全く別の分析ではない．

　2つめの問題点は仮定3だが，これについて

は固定効果分析と同様に仮定3’で置き換える

ことで解決できる．3．3節と同様の操作で，変

量効果モデル（22）は

　　　　〃虻＝浦島β＋（ηご十λご十η髭）

のようにもう1つの個別効果んを持つ．この

ようなモデルは二元配置変量効果モデルと呼ば

れ，その分析法はBaltagi（2001）の3章等によ

くまとめられている．二元配置固定効果モデル

と違いんをモデルに残したまま分析するのが

特徴で，そのためんにARMA（autoregres－

sion　moving　average）型の系列相関を置いて

λ‘の構造を詳しく分析することもできる（Karl－

sson　and　Skoglund（2004）参照）．

　仮定5と7は実証分析をする際には制約的と

なることもあるが，緩めることは可能である．

これらの仮定を緩めると誤差項（η汁0のに

（25）とは違う形の不均一分散・系列相関が生じ

るが，その問題を解決するためのGLSや

GMMに基づく方法が既に提案されている．

Wooldridge（2001）の10章やArellano（2003）

の3章，Greene（2002）の13章を参照されたい．

ただ，仮定5や7を緩めても，依然としてクロ

スセクション方向にはηかや防は無相関となる．

　変量効果分析の最：大の問題点は仮定6である．

この仮定は個別効果と説明変数に相関が無いこ

とを示すのでかなり制約的である．変量効果分

析を行う以上この仮定を緩めることは難しいが，

Wooldridge（2001）は実証分析を行う上ではあ

る程度緩められると主張している．実証分析を

行う際には，通常，説明変数に人種，学歴，性

別など時間不変な変数を入れる．このときには，

仮定6は“人種・学歴・性別などを除いた上で

は個別効果と説明変数には相関が無い”と解釈

できるのでそう制約的ではない，という訳であ

る．逆に言えば，時間不変な説明変数をあまり

加えない変量効果分析はかなり制約的な分析と

言える．また，Hausman　and　Taylor（1981）の

方法もこの問題に対する1つの解決法となる．

33節でHausman　and　Taylor（1981）の方法は

時間不変な説明変数が使えないという固定効果
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分析の問題点を解決すると紹介したが，この方

法は実は仮定6という変量効果分析の問題点も

同時に解決するのである．Hausman　and
Taylor（1981）は，固定効果分析と変量効果分析

の問題を同時に解決すために，固定効果分析と

変量効果分析の折衷案のような分析手法を提案

しているとも言えるだろう．

5．パネルデータモデルの妥当性の検定

　ここまで，パネルデータを使ったモデルを主

に2種類紹介した．1つが固定効果モデルであ

り，もう1つが変量効果モデノレである．実証分

析を行う際には，基本的にはその分析の目的に

合わせてどちらのモデルを使うかを決めるだろ

う．個別効果をコントロールして時変な説明変

数の係数パラメーターを推定したいなら固定効

果モデルを使うことになる．一方，時間不変な

説明変数の係数パラメーターに興味があったり，

個別効果を使った経済分析を行いたいなら変量

効果モデルを使うべきだろう．

　ただ，モデル選択に当たっては，実証分析の

目的と同時にデータの性質も加味しなければな

らない．実証分析の目的上あるモデノレを使いた

くても，その際に用いる経済データがそのモデ

ルの仮定を満たしていなかったら意味のある分

析はできないからである．そこで，本節では，

データがバネノレデータモデルの仮定を満たして

いるかどうかを検定する方法を紹介する．

5．1Hausman検定
　本小節では，経済データが変量効果モデルの

仮定6を満たしているかどうかを検定する，

　Hausman（1978）は計量経済モデルの特定化

についての一般的な検定法を構築し，それを応

用して変量効果モデルの仮定6が成立している

か否かを検定した．以下では，その検定（Haus・

man検定と呼ばれる）のアイデアと実行方法を

簡潔に示す．

　Hausman検定では

茄：仮定6が成立するversus　H、：仮定6が成

立しない

なる問題を検定する．変量効果モデルは仮定6
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の下に特定化されるモデルであるので，この帰

無仮説の棄却はその経済データが変量効果モデ

ルの特定化に従わないことを意味する。ここで，

品の下では固定効果推定量βFEも変量効果推

定：量β肥も一致性を持つが，猛の下では固定

効果推定量しか一致性を持たないことが解る17）．

従って，1既が正しければβ肥もβ肥も同じβ

に確率収束するのでβFE一βRE駕0となり，1臨

が正しくなければ2つの収束先が異なるので

β囲一β認≠0となる．この関係から，2つの推

定量に差があれば茄を棄却すれば良いことが

解るだろう．このようなアイデアに基づき，

Hausman検定等計量は

　　（βFE一βπE）悔（β肥）一輸（磁）r

　　　（βFE一βRE）　　　　　　　　　　　　　　（30）

なる形で2つの推定量の差を測る．（30）は，仮

定1’，2’，2”，5，6，7の下で盛に従う．この

検定統計量が臨界値を超えなければ変量効果モ

デルを使えるが，臨界値を越えればそうは行か

ない．そのときは，仮定6が無くても使える固

定効果モデルを使えば良いと思われ，る．この意

味で，Hausman検定は実質的には変量効果モ

デルと固定効果モデルのモデル選択の検定とも

言えるだろう．ただし，Hausman検定で変量

効果モデノレが棄却されても，実証分析の目的が

時間不変な変数のパラメーター推定等にあった

場合は固定効果モデルを使うわけには行かない．

そのような場合はHausman　and　Taylor
（1981）の方法を使う等の打開策を検討すべきだ

ろう．

　ここで，Hausman検定の注意点を3つ述べ

る．1つ目は，（30）を使う際には仮定2’，つま

り銑‘に時聞不変な変数が入らないことが前提

になる点である．多くの実証分析では時間不変

な説明変数があるので，仮定2’は必ずしも満た

されないだろう．そのときには次のように検定

を行う．まず時変な説明変数を諾（κ＊×1），

時間不変な説明変数を齢（κ†×1）として蜘

＝［罐ノ，ガ守と置く．ここで，K＊十1（†＝Kで

ある．次に，説明変数として譲だけを使った

固定効果推定量β俺と，説明変数として晦全
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　　（β奄一β藩）1［琉z7（β湾E）一脆z7（βゑ）］一1

　　　（β鳶一β鳶）　　　　　　　　　　　　　　（31）

でHausman検定を行えばよい．（31）は仮定1’，

2”，5，6，7，それ，に城が仮定2’を満たせば

雇・に従う．なお，この検定で帰無仮説が棄却

されなければ変量効果モデルで時間不変な説明

変数齢を使えるが，棄却されて固定効果分析

に進むなら当然齢は使えなくなる．

　2つ目は，（30）も（31）も仮定5と7を必要と

することである．詳しい説明は省略するが，

Hausman検定は帰無仮説の下で変量効果推定

量が効率性を持たないと実行できない．そのた

め，仮定5，7が成り立っていないと思われると

きには代替案を探さねばならない．Wooldrid・

ge（2001）の10章やCreel（2004）を参照された

L、。

　最後の注意点は仮定1’である．仮定1’は動

学パネルモデルでは必ず崩れるので，動学パネ

ルモデルではHausman検定をそのまま行うこ

とはできない．

てを使った変量効果推定量βFEを計算する．

最後に，βFEの内罐に対応する部分をβ施と

置いて
　　＾　　　　　　＾　　　　　　　〈　　　＾　　　　　　　　〈　　　＿

5．2　その他の検定

　パネルデータモデルを使う際には，Haus－

man検定以外にもいくつかの検定を行う必要

がある．本小節ではそれらをごく簡単に紹介す

る．

　固定効果モデルは，個別効果η∫が∫に応じ

て変わることを暗黙の前提としている．ηがが

全てのゴで等しいなら個別効果は存在しないこ

とになるので，固定効果モデルを使う必要は無

くpooled　OLS推定で十分である．従って，固

定効果モデルを使う際には

　π〕：η1＝η2＝…＝ηノvVerSUS　Hl：nOt　Ho

を検定して茄が棄却されることを確かめるべ

きだろう．この検定は

　　　（Σ袈1躍2～ご一Σ難1緩0ご）／（2＞一1）

　　　　（Σ難1秘窃）／（1＞T－N一κ）

なる通常のF検定等計量を使って
凡．、，艀卍一κ分布で検定できる．ここで，奮は

固定効果モデノレの推定残差（Q齢一Q瓢βFE）で

あり，循はpooled　OLS推定の残差（〃f
－XごβpOLS）である．なお，拓を計算する際に

は瓦に定数項を追加する．猛の下では，固定

効果モデルは全てのかに共通な定数項を持つこ

とになるので．

　一方，変量効果モデルは個別効果の分散砺

が0でないことを暗黙の前提としている．σ弓＝

0なら個別効果が存在しないことになるので，

変量効果推定ではなくpooled　OLS推定で十分

である．検定問題

　　　届：σ1－Oversus　H1：σ碁≠0

は，LM（Lagrange　multiplier）検定統計量

　　　　、（1＞77’一1）［幾辮一1r

を使って冠分布で検定できる．

　バネノレデータモデルを適切に使うためには，

これ’ら以外にもいくつかの検定を行った方が良

い．例えば，時間についての個別効果んをモ

デルに入れ，るべきかどうかの検定等．それらの

検定は，北村（2005）によく整理されている．他

にも，強外生性の仮定1’が満たされているかも

検定した方が良いかもしれない．この検定につ

いては，3．3節でも触れたように，Wooldridge

（2001）の10章を参照のこと．

6．まとめ

　本稿では，パネルデータ分析の基本的な手法

についてサーベイを行った．パネルデータは，

クロスセクション・時系列データのみでは困難

な分析を可能にする．その可能性は，どのよう

な障害を打開したいかという動機に応じて2種

類の分析法（固定効果分析と変量効果分析）に結

実した．それらの分析法を，分析の目的と経済

データの性質を考慮して適切に使えば意i義のあ

る分析ができるだろう．本稿では基本的なモデ

ルを使い，以上のことを統一的に解りやすくま

とめようと試みた．

　ところで，本稿では一貫して計量経済学の視

点からパネルデータ分析を見ている．そのため，

経済データを念頭においてバネノレデ一鎖をクロ

スセクションと時系列の2方向からなるデータ
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とし，固定効果分析と変量効果分析の区別の面

でも経済学的な動機の違いを重視した．ただ，

パネルデータ分析は計量経済学の一分野として

始まったのではない．Nerlove（2002）や北村

（2005）で述べているように，計量経済分析に用

いられ・る前からいわゆるANOVA（analysis　of

variance）として一般の統計学的文脈の中で論

じられている．そこでは，データの方向はクロ

スセクションと時系列に限られ，ているわけでは

ない．また，固定効果分析と変量効果分析の違

いや個別効果に関する見方も，生産関数や貧困

と言ったある特定の問題意識に基づくものでは

ないだろう．

　Nerlove（2002）は，経済学的な問題意識こそ

が計量経済学におけるパネルデータ分析の発展

の原動力だと述べている．その意識が，個別効

果の解釈・考慮の仕方や固定効果分析と変量効

果分析の位置付け，それら2つの分析の融合の

ようなHausman　and　Taylor（1981）の研究と

いった多くのバネノレ計量経済学の研究につなが

ったのだろう．Nerlove（2002）はさらに，経済

に特有なデータの方向（特に時系列という方向）

が計量経済学におけるパネルデータ分析に独自

の発展をもたらした，としている．時間と共に

観測される経済データと経済行動に本質的に備

わっている動学性炉合わさることで生まれた動、

学パネル分析が，パネル計量経済分析と一般の

パネル分析に大きな違いを付ける．Lillard

and　Willis（1978）は，正にこの個別効果の解釈

と動学の考慮によって貧困の永続性という経済

学的な問題を分析している．

　ただ，本稿で扱ったのはあくまで静学的な分

析である18）．動学パネル分析では，本稿でも言

及した強外生性の欠如の問題や変数の非定常性

の問題等の独特な問題が生じ，その解決がパネ

ル計量経済学の最新の話題の1つとなっている．

（山本論文・早川論文参照）．

　今後も，経済データに特有な性質や経済学的

な問題意識に動機付けられて，計量経済学特有

のパネルデータ分析手法が開発されるだろう．

また，パネルデータの蓄積に伴い実証研究もさ

らに進展し，パネル計量経済学の発展を促すだ

ろう．

（東北大学大学院経済学研究科）

　注

　＊　本稿は「橋大学21世紀COE研究プロジェク
ト「社会科学の統計分析拠点構築（Hi－Stat）」における

統計理論班の研究活動に基づいている．特に，同プロ

ジエクトの故加納悟教授，北村行伸教授，斯波恒正教

授，山本拓教授には貴重なアドバイスを頂いた．また，

一橋大学経済研究所定例研究会（2007年11月21日）

では参加者より有益なコメントを頂いた．なお，本稿

は科学研究費補助金（若手研究（B），課題番号
19730156）の支援を受けた．

　1）北村（2003）では，パネルデータの利点としてミ

クロ経済学の理論を直接検定できることを重視してい

る．他の利点はBaltagi（2001），　Hsiao（2003）等参照．

　2）　例えば，Chamberlain（1984）やArellano　and

Honor6（2001），北村（2003）等．　Chamberlain（1984）

は主に動学を含まないパネル分析を，Arellano　and

Honor6（2001）は主に動学パネル分析を扱っている．

共に質的菱量モデルを含む広い範囲をカバーしている．

北村（2003）は方法論だけでなく実証分析もサーベイし

ている．

　3）先に挙げたBaltagi（2001），　Hsiao（2003）の他

にもWooldridge（2001）やArellano（2003），北村

（2005），Cameron　and　Trivedi（2005）等がある．

Baltagi（2001）やHsiao（2003）は線形回帰，同時方程

式，質的変量，制限従属変数，定常時系列，非定常時

系列モデルといったかなり広い範囲を網羅している．

北村（2005）も広い範囲を網羅し，方法論だけでなく実

証分析についての記述も充実している．Wooldridge
（2001）はやや焦点を絞って線形回帰，質的変量，制限

従属変数モデルを主に扱うが，各モデルへの動学の導

入や実証例を解説するなど，詳細な内容まで記述して

いる．Cameron　and　Trivedi（2005）も質的変量モデル

に重点をおいている．Arellano（2003）は主に動学パ

ネルモデルを扱っており，内容はやや高度である．

　4）パネルデータを使うことで，係数パラメーター

をゴや’に応じて変えることもできる．そのようなモ

デルはHsiao（2003），6章に詳しい．

　5）　いわゆるLSDV（1east　squares　dummy　vari－

able）推定量のこと．

　6）　（18）は，3．1節で示した階差変換したモデルに

対するOLS推定量の一致性を保障する仮定（10）より

やや厳しい．これは，固定効果推定量が階差変換した

モデルに対しGLS推定を行っているためである．

　7）　この相関は，同じ個体ガの内での相関であるこ

とから，級内相関とも呼ばれる．

　8）他にも，最尤推定量などいくつかの推定量が提

案されている．Arellano（2003）の3章やNerlove
（2002）等参照．

　9）厳密にはいくつかの仮定を追加する必要がある．
Wooldridge（2001）参照．

　10）Arellano（2003）で，変量効果モデルを使った
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「傑出した研究」と評されていたので本稿でもこれを

取り上げる．

　11）　実際には，景気等のマクロ経済全体の動向を

考慮するため，3．3節で紹介した時間についての個別

効果んがモデルに入っている．また，晦にAR型の
系列相関を置き，一時変動を純粋な短期変動と系列相
関から来る中期変動に分解している．

　12）　　1－0．224／0．125㌶0，44．

　13）あは個別効果を集計した確率とも言える．実
際，か＝∫臨φガ（η）吻である．ここで，∫（η）はηの

確率密度関数．ρオはあるグループが貧困になる確率

だが，そのグループ全員をみな同じ個人とみなしてい

るのではない．そのグループ属する個人はみな異なる

ηごを持つ異なる個人だが，そのηごを集計した，もし

くは動くことを許した確率がρ，なのである．Lillard

and　Willis（1978）は，この意味で，あるグループに属

する個人を「observationally　identicaHnd量viduals」

と呼び，勿をそのグループからランダムに選ばれた個

人の貧困確率と解釈している．

　14）彼らの論文では砺に系列相関を仮定してい
るので，φπでもある程度の貧困の持続性を捉えられ

ている
　　　ロ
　15）　彷をコントロールする（条件付けする）ために

階差を取るということ．

　16）　この導出はNerlove（1971）参照．

　17）3，4節で見たように，変量効果推定量の一致

性には仮定6が必要だが，固定効果推定量は仮定6が
無くても一致性を持つ．

　18）Lillard　and　Willis（1978）も，いわゆる動学パ

ネル分析とは異なる．
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