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本稿では仮想的な質問によって，恒常所得の変化時にどのような消費行動の変化が期待

されるかを知ることができる「くらしの好みと満足度についてのアンケート」のパネルデ

ータを用いて，「合理的習慣形成と整合的な消費パターンを選好する世帯」をピックアップ

したサンプルを構築した上で，Dynan 型オイラー方程式による習慣形成仮説の検証を行っ

た．そして得られた結論は，「合理的習慣形成と整合的な消費パターンを選好する世帯」サ

ンプルからですら，習慣形成仮説と整合的な結果は得られないというものであった．しか

も習慣形成パラメータの推定結果は，「習慣形成を選好する世帯」「習慣形成を選好しない

世帯」で大きく異なるとは言えず，その理由の探索が今後の課題である． 
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1. はじめに 

現代の家計消費分析において標準的な行動仮説と言えるライフサイクル＝恒常所得仮説

（以降 LCPIH と表記）については，理論モデルのインプリケーションと観測データの間に

いくつかの不整合（puzzle）があることが知られている．「確実性等価モデル上では消費と

労働所得の変動の分散が等しくなるのに，現実には消費変動の分散の方が小さくなる」現

象，過剰平滑(excess smoothness)もまた，その一つである． 

過剰平滑の存在が知られるにつれ，そのメカニズムの候補として消費の習慣性が取り上

げられるようになった．消費の習慣性とは，過去の消費水準が現在の消費からの効用に影

響を与えるケースのことであり，消費主体の効用関数に時間非加法的な選好を許容する．

例えばタバコ税のような物品税の変更が税収に与える影響や，消費刺激策としての給付金

の効果などを考えてみれば，消費の習慣性に基づく過剰平滑の有無や強弱で政策効果，特

に短期的なそれが大きく異なりうることが簡単に想像できる．消費の習慣性の検証は，公

共政策運営の側面から見ても極めて重要な課題であるとされ，1980 年代後半以降，消費の

習慣性を「習慣形成(habit formation)」という形で織り込んだ検証が欧米を中心に盛んに行

われてきた． 

さらに現代の政策実務の現場では，ミクロ的基礎を重視し，習慣形成を不可欠なパーツ

として組み込んだマクロモデルが活用されることが増えており，政策効果の評価という観
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点から習慣形成には新たな注目が集まっている．現実の経済における（ミクロレベルの）

習慣形成の成立については，より厳密な検証が求められているのが現状であると言えよう． 

今日，ミクロデータによる習慣形成仮説の検証の代表格として扱われているのは，米国

家計パネルデータである PSID を用いた Dynan (2000)であろう．ただし Dynan では，習

慣形成成立の evidence は得られていない．また，PSID とよく似た構造のパネルデータで

ある BHPS（英国），JPSC（日本）を用いた Guariglia and Rossi (2002)および Iwamoto 

(2013)においても，習慣形成と整合的な結果は得られなかった．その他，いくつかの先行研

究をみてもミクロデータによる検証結果は概ね，習慣形成の成立に否定的な結果を得てい

るようである．これらについては，観測誤差や調査期間・周期の影響などいくつかの要素

の関与が疑われており，それらを排除する工夫を加えた検証がなされつつあるのが現状で

あろう． 

本稿においてはその工夫の一つとして，「習慣形成と整合的な消費パターンを選好する」，

つまり習慣形成仮説に従って行動することが期待される主体のみからなるサンプルを，窪

田(2010)を参考に構築して習慣形成仮説の検証を行うこととする．家計が期待通りの動きを

していれば当然，習慣形成仮説と整合的な検証結が得られるものと思われる． 

本稿の構成は以下の通り．2 節で分析の方針について言及し，3 節では使用するパネルデ

ータについての解説を行う．4 節で推定を行った後，最後に 5 節で結論と今後の課題につい

て述べることにする．なお，本稿で使用する「くらしの好みと満足度についてのアンケー

ト」パネルデータは大阪大学社会経済研究所から貸与を受けたものである．ここに記して

謝意を表したい． 

 

 

2. 分析の方針 

窪田(2010)では，日本の家計に，恒常所得の変化に消費行動をどう反応させるかを問う，

仮想的な設問を含んだ「くらしの好みと満足度についてのアンケート」のデータを分析し

た．具体的には，所得の増加/減少に対する消費の反応の違いから，LCPIH とその拡張仮説

（合理的習慣形成・借入制約・資産選好モデル・遺産動機モデル・バッファーストックモ

デル）および現状維持バイアス，絶対所得仮説のどれを家計が先行しているのかを識別し

ている．窪田によれば，日本の家計のうち狭義の LCPIH に従うと期待されるのは実のとこ

ろごく僅かであり（1.6％），むしろ複数ある LCPIH 以外の仮説に従うことが予想される家

計の割合の方がはるかに高い（例えば資産選好モデルや合理的習慣形成仮説と整合的な回

答を行った家計は各々29.3％と 7.8％である）． 

本稿ではこの窪田(2010)を参考に，「合理的習慣形成と整合的な消費パターンを選好する

世帯」をピックアップし，そのサブサンプルの内食費について Dynan 型のオイラー方程式

（(1)式）を推定して消費変化ラグ項のパラメータを看ることで，習慣形成仮説を検証する． 



itititit eTCC   lnlnln 2110        (1) 

Cit はある経済主体ｉのｔ期における食料支出，Ｔit は効用関数のシフト変数（本稿では

Dynan に倣って回答者年齢と世帯人数を採用），α0～α２は推定すべきパラメータである．

なおα1が習慣形成パラメータであり，習慣形成が成り立っている場合は 1 よりも小さい正

の数字になることが期待される．また eitは IID かつ平均ゼロ，分散一定な確率的誤差項で

ある． 

 

 

3. データ 

本稿の分析に使用するのは，大阪大学社会経済研究所による「くらしの好みと満足度に

ついてのアンケート」の年次パネルデータ（2002～2009 年）である．本稿の分析に使用し

た変数についての基本統計量は以下の通り． 

 

表 1 基本統計量 

 
 

また，本パネルデータの全てのサンプルを使用するのではなく，以下の方針でサンプル

セレクションを行っている． 

 

タイプ A：「誰が消費の意思決定を行っているのか」という設問（2007，2008 年度）に

対して「自分のみ」「自分が主」と一度でも答えたサンプルと単身世帯サンプル2 

タイプ B：タイプ A のうち，「所得が恒常的に増加したとき，消費行動をどう変化させる

か」という仮想的な質問（2002，2003，2004 年度）に対して，窪田(2010)がいう合理

的習慣形成と整合的な回答を一度でもしたサンプル 

 タイプ C：タイプ A のうち，タイプ B に属さないサンプル 

 

 

4. 推定 
                                                  
2 「くらしの好みと満足度についてのアンケート」は個人を対象とする調査である反面，食料支出は世帯

単位で尋ねている．そのため，回答者が選好する消費パターンが分かっても，その者が世帯消費の意思決

定に影響力を及ぼさない場合は検証の対象としては不適であると考え，このセレクションを行っている． 

 variables obs mean S.D. min max

Food expenditure (monthly, thousand yen) 24,572 72.419 45.30 1 700

Age of respondent 27,952 49.6 13.09 19 76

Number of family menbers 29,406 3.5 1.49 1 12

Note: All expenditure variables are nominal terms.



 以下の表 2 は，前節のタイプ A～C のサブサンプルにつき，Dynan 型のオイラー方程式

(1) をシステム GMM で推定した結果である．表によれば，タイプ A～C いずれの習慣形成

パラメータも有意に負となっており，3 タイプとも習慣形成と整合的とは言い難い結果が得

られている． 

 なおタイプ B とタイプ C の習慣形成パラメータはその絶対値がかなり違うようにも見え

るが，タイプ B の 95％信頼区間は-0.7212～-0.2230，タイプ C は-0.4270～-0.2147 で重な

る部分も相当あり，両者が大きく異なるとは言い難い． 

 

表 2 推定結果 

 

 

 

5. 結論 

 本稿では仮想的な質問によって，恒常所得の変化時にどのような消費行動の変化が期待

されるかを知ることができる「くらしの好みと満足度についてのアンケート」のパネルデ

ータを用いて，「合理的習慣形成と整合的な消費パターンを選好する世帯」をピックアップ

したサンプルを構築した上で，習慣形成を組み込んだ Dynan 型オイラー方程式による習慣

形成仮説の検証を行った． 

 得られた結論は，「合理的習慣形成と整合的な消費パターンを選好する世帯」サンプルで

すら，習慣形成仮説と整合的な結果は得られない（もちろん，それ以外の消費パターンを

Estimation results by System GMM:   Food Expenditure
　　　　　(ⅰ) 　　　　　(ⅱ) 　　　　　(iii)
Type A households Type B households Type C households

Δlog C -1      ( a 1 ) -0.3246 *** -0.4721 *** -0.3209 ***
(0.066) (0.127) (0.054)

age 0.2099 -0.1451 0.0034
(0.483) (0.276) (0.281)

age2/1000 -1.5892 1.2835 0.2575
(4.385) (2.28) (2.79)

Δ family size 0.1678 -0.7348 0.2279
(0.347) (0.60) (0.37)

Wald test 　（ｐ-value) 0.000 0.000 0.000

Arellano-Bond test for AR(2) in first differences （ｐ-value) 0.456 0.110 0.361

Hansen test of overidentifying restrictions （ｐ-value) 0.264 0.338 0.178

Number of observations 5,703 1,091 4,612
　　　
Notes: Respectively, *,**,*** indicate significance at the 10,5,1% levels. Δ represents the first difference. Standard 
  errors are in parentheses.  Constant term and Year dummies are included in all estimations. In all columns, 
  the instrument for  the differenced equation is  Δlog C-2, and instruments for the level equationsare ΔΔlog C-1 and 
  constant term. 



選好する世帯についても同様）というものであった．しかも習慣形成パラメータの推定結

果は，「習慣形成を選好する世帯」「習慣形成を選好しない世帯」で大きく異なるとは言え

ないものであり，推定それ自体が上手くいっているかどうかの検証も含めて，理由の探索

が今後の課題となる． 

 また，その他の課題として，「くらしの好みと満足度についてのアンケート」は本稿で使

用した日本調査と同様の内容を米国家計についても行っており，本稿と同じようにサンプ

ルを構築して，日本家計と同様の推定結果が得られるかどうかについても検証してみたい

と考えている． 
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