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「どうなる日本の将来」、小峰隆夫・日本経済研究センター編『超長期予測 老いるアジア』

第 7 章、2007 年 など（飯塚氏） 

「社会保障の規模と政府の役割－国際比較からのアプローチ」、『季刊社会保障研究』、国立

社会保障・人口問題研究 など（加藤氏） 

 
今回のユーザ訪問インタビューは、EViews ユーザにはおなじみの書籍『EViews による経済予測
とシミュレーション入門』の著者お二人と、ライトストーンの EViews 講習会で講師を担当して
いる高 英模の対談です。EViews に深く関わっているこの 3 人が、EViews や計量経済学の勉強
法などについて熱く語り合いました。EViews ユーザにとって興味深い情報が満載です！ さら
に、話は EViews を通してさまざまな方向に広がり、大変興味深い対談になりました。 
 

EViews を使って誰でも「エコノミスト」になれる時代!? 
● 苦労した経験が EViews の教科書に 
 
―― 飯塚さんは 10 年前まで新聞記者だったそうで

すね。どのような経緯で EViews と出会ったのです

か？ 
 
【飯塚氏】 

私が現在、勤めている日経センター（日本経済研

究センター）ではこれまで 40 年以上、経済予測や

経済分析の研修を行っています。具体的には、内閣

府や日本銀行から出向しているチーフエコノミスト

と、会員会社から派遣された研修生、当センターの

スタッフが一緒に経済予測や分析を行い、世に問う

ことで「経済を見る眼」を養っていただくことを狙

っております。研修生 OB には、第一線のエコノミ

ストとして活躍している方々が多数います。私たち

スタッフは、研修生の学習をサポートしつつ、自身

でも研究・分析をする立場にあります。 
 
私は 1999 年に日経センターに出向し、初めて経

済予測の世界に飛び込みました。しかし、それまで

は 13 年間、ずっと新聞記者。大学で専攻したのも

政治学なもので、計量経済学を学ぶのは初めての経

験。 初は教えるどころではありませんでした（笑）。 
出向して１～２年経ったころだったと思います。所

内で計量分析ソフトを入れ替えようという話が持ち

上がりました。その際、内閣府から出向していたチ

ーフエコノミスト（杉原茂氏：現・内閣府経済社会

総合研究所景気統計部長）が「使いやすい」と推薦

されたのが EViews でした。 
 

それまで使っていたソフトは、私のような「ど素

人」（笑）には少々扱いづらいものでした。一方、

EViews（当時は Ver3.0 だったと思います）は GUI
なのでとっつきやすそうでした。専門家であるチー

フエコノミストの勧めもあり、コスト的にも高くな

い。それで、EViews をやってみようということに

なりました。 
しかし、当時は EViews についての本といえば松

浦先生とマッケンジー先生の『EViews による計量

経済分析』しかなかったかと思います。きちんとし

た本ですが、初心者にはとっつきにくいものでした。

一方、EViews のマニュアルは英語です。 
チーフエコノミストは「こうした新しいソフトは誰

かが覚えて、みんなに広めるのが一番ですよね」と

言う。私も「それはおっしゃる通りですね」と何の

気なしに言うと、「じゃあ、飯塚さんが（日本語版の

教育用の資料を）作って研修生に教えてやってくだ

さい」と。これが EViews と関わるようになったき

っかけです。 
 
● 「読んでわからないなら、体で覚えろ」 
 
―― EViews の理解は順調に進みましたか？ 
 
【飯塚氏】 
それが、チーフエコノミストに進められた本

（ Jack Johnston and John DiNardo ”

Econometric Methods 4th edition”）を買ってみた

のですが、計量分析と英語の二重苦（笑） で、さっ

ぱり理解できない。 
そこで、チーフエコノミストによる千本ノックが
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始まりました。読んでわからないなら、体で覚えろ

ということで、とりあえず推計してみなさいと。チ

ーフエコノミストに毎日、「このデータでこの推計を

してみなさい」とデータを渡されるわけです。その

ときに、自分でやったことを全部メモしていきまし

た。「ラグ項を加えるということはどういうことか

…」といった具合にです。便利なプログラムを試作

して、研修生に渡して使ってもらって評価してもら

うこともたびたびでした。 
こうして、実際に自分で動かして結果を出して「何

か出てきた」ということを経験することで、それま

で何がなんだかよくわからなかった計量分析の説明

が、少しとっつきやすくなり、本格的に勉強してみ

ようと思えるようになりました。その後、千葉大の

大学院に通って経済学や計量分析をイチから勉強し、

今に至っています。 
この本（『EViews による経済予測とシミュレーシ

ョン入門』）の私の執筆部分は、こうして自分が苦労

した経緯を書いたものです。 
 
いつも研修生にも言っているんですよ。 初はわ

からなくてもいいからとりあえず動かしてみなさい

と。エラーが出てくるかもしれないけど、パソコン

壊れるわけじゃないんだからやってみなさいと。 
そして、 初は EViews が表示してくれる結果の

直感的な見方だけ覚えて、判断してみなさいと。で

も、だんだん「なぜそういう結果になるのか」「この

推計方法で本当に大丈夫なのか」と気持ち悪くなっ

てくるはずです。そうなったときに計量の本を読ん

でみれば、きちんと書いてあるよと。そう思って計

量の専門書を読むのと、何も意識しないで読むので

は、学習効果が全然違いますよね。 

● 細かいところでつまずかないように配慮 
 
―― 本の中でのお二人の役割分担は？ 
 
【飯塚氏】 
前半部分は私です。モデルなどの後半部分は加藤

先生があっという間に原稿を完成させてしまいまし

て･･･。私があれこれ表現方法や理論の説明の方法に

悩んで出版が遅れました。 
 
【加藤先生】 
マクロ計量経済モデルは官庁などでまだまだ使わ

れているのですが、どの計量経済学のテキストを見

ても、入り口のところで終わっていることが多いの

です。モデルの解き方や、ガウス＝ザイデル法の話

題がまったく触れられず、IS-LM の簡単な紹介だけ

が載っている。だから、いつかはマクロ計量モデル

の話を書きたいと思っていました。一般の人たちが

モデルを作って、シミュレーションができるところ

まで書けないかなと思っていたのです。EViews で

モデルを扱うことができることはわかっているが、

具体的にどういうふうにして解いているのかという

背景がわからないし、モデルはどういうふうに組み

立てればいいのかわからない。そこまで書きたかっ

たということが、この本のインセンティブでしたね。 
 
―― ライトストーンでもこの本を教科書として使

う講習会（基本操作編 2「EViews による経済予測

とシミュレーション」）を行っています。これまでは

1 日で終わらせていたのですが、これを 1 回で終わ

らせてしまうのはあまりにも惜しいということで、

今年度からは土曜日の午前中 3 時間を使って 2 週連

続で行う構成に変えました。これぐらい時間あると、
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操作を普通にメニューから実行する部分もできます

し、本の中にあるプログラムをやってみようという

部分もやるゆとりができます。この本は、私どもの

ところに講習にいらっしゃる方にはかなり頼りにさ

れていますよ。 
 
【加藤先生】 
ありがたいですね(笑)。 

 
【飯塚氏】 

いまお話しいただいたプログラムのところですけ

れど、本の中の「データを取り込むときにここに注

意」という項目は、私の日ごろの業務、経済研修の

経験から生まれています。 
研修生にも様々なタイプの人がいます。パソコン

に慣れている人も不慣れな人も。それで、いろんな

トラブルが出てくるんですよ。「マニュアル通りにや

ったのにこんなエラーが出るんですけど…」と。例

えば、当センターで使用している日経 NEEDS のデ

ータベースからデータを持ってくると各データの季

節調整値に「@」マークがついていて、そのままデ

ータを EViews のワークファイルで使おうとすると

エラーになるのです。 
当初は、このような細々したものまで本に載せる

つもりはなかったのですが、あまりにも頻出するの

で、実際に初めて使われる方は引っかかるんだろう

なあと思って付け加えました。プログラムの部分で

も、もっとうまい方法とかきれいに書く方法もある

と思いますが、初心者の方でも抵抗がなく書けるよ

うなプログラムにするなどの工夫をしたつもりです。 
 
● 書籍の出版に大きな反響！ 
 
―― 本を出版されて反響はどうでしたか？ 
 
【飯塚氏】 
この本を作ってよかったと思うのは、今まで存じ

上げなかった先生方から声をかけられる機会が増え

たことですね。例えば、この本を教科書として使い

たいけれど、中で使っているデータが欲しいとか。   

鉱工業生産指数などネットで自由に取れるデータば

かりなので自分で構築もできるんですけれど、本と

同じデータで下さいというんですね。そのデータを

使って学生にやらせて本の通りになったかどうかチ

ェックしたいと…。そこで（本に）間違いが見つか

ったりしたら怖いですよね(笑)。 
 
【加藤先生】 

EViews のワークファイルを下さいといわれると、

そのまま渡して、大丈夫かなと考えますね。自分で

もう一度確認して、ちょっとでも違ったらどうしよ

うとか思いますね(笑)。 
 
【飯塚氏】 
ドキドキしますね(笑)。この前も TSP の入門書で

ある『TSP による経済データの分析』で有名なあの

和合肇先生から、とある研究会でお目にかかった際

に、「この前、飯塚さんが書かれた本。学部生の授業

にちょうど良さそうなのですよ。授業に使いたいの

で、テキストで使われているデータをいただけませ

んか」って。「ええっ、僕なんかの本でいいんですか」

と。恐れ多くて。 
 
【加藤先生】 

僕は大学院のときにその先生の計量経済学の授業

を受けました。しかも、TSP のことをよく存じ上げ

ているので、その話を聞いたときに「とうとう

EViewsはTSPを凌駕したか」と正直思いました(笑)。
時代が変わったなあと。 
 
【飯塚氏】 

それは言いすぎかもしれません（汗）。和合先生の

レジュメを拝見すると、もちろん TSP の御著書も掲

載されています。TSP 自体、使い勝手をより良くす

るための工夫がどんどんなされているようです。

EViews もうかうかしてられないですよ（笑）。 
 
● 学生の間にも EViews が浸透!? 
 
【加藤先生】 
実証をやっている経済学者というのは、他の研究

者と共通のソフトを使わないとコミュニケーション

が取りにくいというところもあるようです。EViews
が主流派になると、なかなか他のソフトが使いづら

くなってしまうんですね。TSP を使っていた研究者

が EViews を使い始めてしまうと、TSP に戻れない

どころか、EViews 以外はなかなか使えないという

状況になってしまいます。 
 
マクロ計量モデルに関しては、 近はモデルも終

わったなどと言われることがよくあるのですが、ま

だまだ実務として必要とされていて、マクロ計量モ

デルに対する需要は多い。そうなると、モデルを作

りやすいソフトは何かというと EViews だ、という

ことになります。方程式を 1 本ずつ推定するのでは

なく、モデル・オブジェクトを使用すれば効率的に

推定が可能です。こうしたことを考えると EViews
でモデルを作成したほうがいいのではないか、とい

うことになります。現在関わっているプロジェクト

でもマクロ計量モデルを作っていますが、共同研究

者ともやはり EViews に統一しています。また、学

生などからも「（EViews で）何かいい本ないです
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か？」って聞かれたりすることも多くあります。私

に聞くよりも、この本みてください(笑)。そんなこ

ともよくあります(笑)。 
 
そういう意味では、先生たちが使うので、EViews

が学生の間にも徐々に浸透してきていますね。「一生

懸命アルバイトして買うぞ」ということになると、

申し訳ないかなとも思います(笑)。しかし、修士課

程の学生が実証分析をやるなら、EViews はなくて

はならない存在でしょう。 
 
―― 学生さんには、EViews の学生版が役に立つか

もしれません。EViews の学生版が 近発売になっ

て、2 年間だけしか使えないという制限はあります

が、機能としては 新の EViews6 と同じことがほと

んど全部できます。EViews の学生版はこれまでも

あったのですが、1 つ古いバージョンで、しかもか

なり機能制限がありました。今度の学生版はご満足

いただけるのではないでしょうか。 
 
● IT 化で誰でも「エコノミスト」になれる時代に 
 
【飯塚氏】 

私もいくつかの大学で講義を受け持っております。

授業でよく言うのですが、20 年ぐらい前は、経済指

標（例えば、鉱工業生産指数）のグラフがかけると

立派なエコノミストといわれていたそうです。デー

タの入手、入力など手間隙がかかりましたし、今の

ように高性能のパソコンに自由に触れられる環境で

はなかったためです。 
いまは、インターネットでデータをダウンロード

し、Excel を使えば簡単にグラフが描けます。実際、

私の授業では、学生たちにそうした作業を経験させ

ています。いわば IT 化のおかげで、誰でも「エコ

ノミスト」になれる時代になったともいえます。

EViews のような使いやすい計量分析ソフトの登場

もその一助になっていますが、それが学生限定でも

手軽に入手できればありがたいですね。 
経済分析や予測のツールがどんどん使いやすくな

り、当たり前に利用できるようになると、アイデア、

経済に対する見方とかシナリオ設定の勝負になって

きます。経済分析や予測でご飯を食べている私たち

も、うかうかしていられません。手を抜いたらすぐ

失職の危機です。 
しかし、多くの人が経済予測や分析に触れ、シナ

リオを考え、政策を語るようになれば、日本の政治

や経済のあり方も変わっていくのではないか、とも

思います。どんどん広まってくれればうれしいなあ

と思いますね。 
 
● 普通の人が普通に EViews を使えるように 
 
【加藤先生】 
一度でもパソコンで実証分析を行って、その有用

性を知ってしまえば、EViews を使う。使い方がわ

からないなら講習を受けようという人も増えてくる

と思いますが、しかしどこから実証分析の世界に入

ってくるかが難しいところだと思います。 
経済予測を業務とする人は、予測を実際にやらざ

るを得ないので、EViews の世界に入ってくること

もあり得ますが、現状では実証分析に関連する具体

的な仕事がない人にとっては、まずこういったもの

に手を出すことはないでしょう。それは、もちろん

必要がないからですが、しかし周囲を見渡すと、営

業などで活躍している人もマーケティングを行う際

に、地域ごとの需要などを統計的に推計をするとい

う仕事もあるわけで、そういう人をいかにしてユー

ザとして大事にしていくかも考えていく必要がある

のではないでしょうか。 
 

EViews を手にとってもらうためのインセンティ

ブ付け － このソフトの特徴を具体的に知らせてい

くということを続ければ EViews ももっと普及する

のではないかと思います。マーケティングでも、需

要予測でも役に立つということになれば、実証分析

を行う経済学者という狭い世界を超えて普及してい

くのではないかと思います。 
 
―― 今日は貴重な話をたくさん伺うことができま

した。お忙しいところをありがとうございました。 

『EViews による経済予測とシ

ミュレーション入門』（日本評

論社）飯塚信夫・加藤久和著 

 

EViews を通して経済予測を学ぶ！ 
「とにかくパソコンを使って推計を行うことが経済予

測を学ぶ早道」という著者お二人の考えに沿って作ら

れた、経済予測とシミュレーションの入門書。単に

EViews の使い方を学ぶためのマニュアルではなく、経

済予測やシミュレーションの実例を体験して、経済予
測のカンを養うことも目指した実践的な入門書です。 
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	いつも研修生にも言っているんですよ。最初はわからなくてもいいからとりあえず動かしてみなさいと。エラーが出てくるかもしれな
	そして、最初はEViewsが表示してくれる結果の直感的な見方だけ覚えて、判断してみなさいと。でも、だんだん「なぜそういう
	●　細かいところでつまずかないように配慮

	―― 本の中でのお二人の役割分担は？
	【飯塚氏】
	前半部分は私です。モデルなどの後半部分は加藤先生があっという間に原稿を完成させてしまいまして･･･。私があれこれ表現方法
	【加藤先生】
	マクロ計量経済モデルは官庁などでまだまだ使われているのですが、どの計量経済学のテキストを見ても、入り口のところで終わって
	―― ライトストーンでもこの本を教科書として使う講習会（基本操作編2「EViews による経済予測とシミュレーション」）
	【加藤先生】
	ありがたいですね(笑)。
	【飯塚氏】
	いまお話しいただいたプログラムのところですけれど、本の中の「データを取り込むときにここに注意」という項目は、私の日ごろの
	研修生にも様々なタイプの人がいます。パソコンに慣れている人も不慣れな人も。それで、いろんなトラブルが出てくるんですよ。「
	当初は、このような細々したものまで本に載せるつもりはなかったのですが、あまりにも頻出するので、実際に初めて使われる方は引
	●　書籍の出版に大きな反響！

	―― 本を出版されて反響はどうでしたか？
	【飯塚氏】
	この本を作ってよかったと思うのは、今まで存じ上げなかった先生方から声をかけられる機会が増えたことですね。例えば、この本を
	【加藤先生】
	EViewsのワークファイルを下さいといわれると、そのまま渡して、大丈夫かなと考えますね。自分でもう一度確認して、ちょっ
	【飯塚氏】
	ドキドキしますね(笑)。この前もTSPの入門書である『TSPによる経済データの分析』で有名なあの和合肇先生から、とある研
	【加藤先生】
	僕は大学院のときにその先生の計量経済学の授業を受けました。しかも、TSPのことをよく存じ上げているので、その話を聞いたと
	【飯塚氏】
	それは言いすぎかもしれません（汗）。和合先生のレジュメを拝見すると、もちろんTSPの御著書も掲載されています。TSP自体
	●　学生の間にもEViewsが浸透!?

	【加藤先生】
	実証をやっている経済学者というのは、他の研究者と共通のソフトを使わないとコミュニケーションが取りにくいというところもある
	マクロ計量モデルに関しては、最近はモデルも終わったなどと言われることがよくあるのですが、まだまだ実務として必要とされてい
	そういう意味では、先生たちが使うので、EViewsが学生の間にも徐々に浸透してきていますね。「一生懸命アルバイトして買う
	―― 学生さんには、EViewsの学生版が役に立つかもしれません。EViewsの学生版が最近発売になって、2年間だけしか
	● IT化で誰でも「エコノミスト」になれる時代に

	【飯塚氏】
	私もいくつかの大学で講義を受け持っております。授業でよく言うのですが、20年ぐらい前は、経済指標（例えば、鉱工業生産指数
	いまは、インターネットでデータをダウンロードし、Excelを使えば簡単にグラフが描けます。実際、私の授業では、学生たちに
	経済分析や予測のツールがどんどん使いやすくなり、当たり前に利用できるようになると、アイデア、経済に対する見方とかシナリオ
	しかし、多くの人が経済予測や分析に触れ、シナリオを考え、政策を語るようになれば、日本の政治や経済のあり方も変わっていくの
	●　普通の人が普通にEViewsを使えるように

	【加藤先生】
	一度でもパソコンで実証分析を行って、その有用性を知ってしまえば、EViewsを使う。使い方がわからないなら講習を受けよう
	経済予測を業務とする人は、予測を実際にやらざるを得ないので、EViewsの世界に入ってくることもあり得ますが、現状では実
	EViewsを手にとってもらうためのインセンティブ付け － このソフトの特徴を具体的に知らせていくということを続ければE
	―― 今日は貴重な話をたくさん伺うことができました。お忙しいところをありがとうございました。
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