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1 はじめに

社会学において扱われるデータは大きく量的データと質的データがあり、前者については質問紙

調査などによる個票データを用いることが非常に多い。しかし求められる問いがより複雑になるに

つれ、データ収集に課される要求も徐々に高度になっている。質問紙の構造は複雑になり、分析に

至るまでに相当なデータセットの加工など、高度な作業が必要とされている。そして統計的な分析

が行われる際は、相関関係とみるか因果関係とみるか、有意な結果は個人内部の変動によるものと

解釈してよいのか、単なる個人間変動（個体の分布によるもの）と解釈すべきものなのか、といっ

た点で悩まされる。

多くのサーベイ調査は依然、単発の横断的調査として実施されているのが実情である。上記のよう

な問題は横断的データでは物理的に解決できないため、縦断的調査の必要性や重要性が以前から指摘

されてきた。これが同一の個人を何度も追跡するパネル調査、とよばれるものだが、アメリカやイギ

リスでは、特に個人の発達などを正確に見極めるために、かなり前から大規模なパネル調査が実施さ

れていた
1)
。また計量経済学の分野では、特に収入、支出などの変数については、記憶に基づく回顧法

のデータの信頼性に問題があるため、同様に大規模パネル調査が実施されてきた
2)
。それに対し日本で

は、パネル調査の実施、普及が立ち遅れていた。東京都老人総合研究所がミシガン大学と共同で実施

した「全国高齢者パネル調査」のほか、家計経済研究所による「消費に関するパネル調査」が、多く

の研究者が利用できる本格的なパネル調査の嚆矢だといえる。しかし相対的に小さなサンプルサイズ

であること、対象者が高齢者や女性に限定されているなどの限界があった。とはいえ、近年急速にそ

の状況は改善されつつある。例えば慶應義塾大学の経済・商連携COEプログラムによるパネル調査、

政治学者を中心とした選挙のパネル調査（JES I、JES II、JES III）などが実施され、一部は既に公開さ

れている
3)
。本稿は、2007年に開始された東京大学社会科学研究所による若年・壮年層を対象としたパ

ネル調査（Japanese Life Course Panel Survey: 以下JLPSと表記）を取り上げ、パネル調査による分析の有

効性、重要性を示すことが第一の目的である。特に日本の社会学者の間では、利用できるパネル調査

のデータが多くないこともあり、パネルデータ分析の意義が必ずしも正確に理解されているとは言え

ない側面があるからである。

そこで本稿では、特に個人内部で変化が大きく、パネル調査を行う意義が見えやすいメンタルヘル

スの項目を中心に取り上げたい。次項以降で説明するように、成果主義や競争主義が蔓延し、格差社
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会のように経済的な問題がたびたび取り上げられ、先行き不安な状況にある現在、多くの人々の間に

ストレスが強まっている。そして学校や職場も、メンタルヘルスにどう向き合ってゆくのかは無視し

えない重要な課題となっている。したがってこの題材は時宜に適ったものであるといえよう。次節で

は、メンタルヘルスに関連する先行研究をレビューし、パネル調査の分析で何が重要なのか、という

ことを明らかにしたい。

2 本研究の背景と戦略

(1) ストレス社会におけるメンタルヘルス研究

個人の内面、心理状態はそれ自体個人に属する問題である。しかし個人の心理の集合体（集合表象）

に着目し、それを社会診断の材料とする発想は、Durkheimによる『自殺論』などに遡ることができる。

自殺、という指標に着目すれば、日本は1998年に自殺死亡率が急増して以降、同等の水準で推移して

おり
4)
、WTOのまとめでは8番目に自殺率が高く（日本より高いのは旧ソ連や東欧諸国）、女性に限定す

れば中国・韓国についで3位の高率である
5)
。このような高い自殺率は、言うまでもなく個人の内面だ

けに原因を結び付けることはできず、自殺の原因となるストレス、プレッシャーを強いるような社会

のあり方をも考慮する必要がある。

個人を自殺という行為に至らしめる要因として、しばしば言及されるのが「うつ」である。社会学

的な構築主義を援用するまでもなく、精神医学や心理学の立場からも、「うつ」の定義、原因などにつ

いての議論は時代や社会のあり方によって変動していることが指摘されており（宇治　2006; 北村

2006）、実際に「うつ」が増加しているのかといった判定は容易ではない。学校ではいじめや不登校現

象などへの対処としてカウンセラーが導入されたり、職場でもメンタルヘルスが注目を浴びる（藤

本・藤井　2008）など、「心」にこれほど注目が集まる「社会」とは何か、といったこと自体が社会学

的に重要なテーマとなりうる。実際には、社会的に注目が集まったがゆえに、「うつ」である、「病気」

であるということを発見（自覚）した、ということにより、診断数が増えた、ということも想定でき

よう
6)
。ただし本稿ではひとまず、そういった構築主義的な立場の議論は留保して、メンタルヘルスが

注目を集め、いわば「心のバランス」を崩すという現象がかなりの頻度で認知されている、という実

態を前提に議論を進める。

このような状況に精神医学者や心理学者が注目するのは当然だが、近年社会疫学といった社会環境

的側面からの研究も盛んである（近藤 2005; 川上・小林・橋本編　2006）。それは人々の心理が周辺環

境によって大きな影響を受けているという事実に基づくからだが、まずは投薬やカウンセリングなど

によって対処することになるとはいえ、広い意味では社会のあり方の問い直しを迫るなど、社会学的

視点が重要となる（藤本・藤井　2008）。その中で心理的不健康と社会的地位や環境の関係を説明する

枠組みは、「社会的選択（social selection）」と、「社会的因果（social causation）」の2つに区分できる。前

者は、社会移動の困難さからそもそも低い地位の人々の間に心理的に問題を抱えている人が多く、そ

のことが不利な環境から抜け出すのを困難にし、しかもそれが世代間に継承されるという説明される。

一方後者は、地位や環境の変化が起こると、もともと変化に敏感な人、ストレスに弱い人、うまく適

応できない人が心理的な問題を抱えるようになる、というものである。この両者を図式化すれば、全

く逆方向の矢印が描かれる（Link et al. 1993; Miech et al. 1999）。いずれにしても、心理状態が地位を決

定するのか、環境が心理状態に影響を与えるのかを確認するためには、パネルデータのあることが必
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須条件となる（Dohrenwend and Dohrenwend 1976）。Linkら（1993）は、方向付け、統制、計画といった

権限を行使できるような高い職業的地位にあること自体がストレスや不安を軽減するとして、後者の

社会的因果関係を支持する。Miechら（1999）の研究は、子ども時代から成人に至るまでの縦断的調査

に基づき、精神疾患とその後の教育達成の関係を追ったものだが、その関係は精神疾患の種類によっ

て異なっており、「うつ」の場合は社会的選択のようなメカニズム（抑うつのために教育達成が低くな

る傾向）は見出せないと報告している
7)
。

心理状態と地位・環境の関係を見るうえで特に検討されてきたのは、上述した職業的地位や環境の

他、婚姻状態などの家族関係の変数がある。まず職業的地位については、メンタルヘルスが近年職場

環境と連動して語られることが多いことからも、容易に想像のつくところではある。ただし近年の日

本では、雇用の流動化により多くの人々の地位が不安定化し（ているように見え）、そのことによって

メンタルヘルスが悪化する、という状況が特に問題視されている。したがって、安定的な地位で雇用

されているか、という「従業上の地位」の変数が大きな影響をもっていると予想できる。いわゆる非

正規雇用やパートタイム労働者の定義は国によって大きく異なることが多いため、海外について言及

する際には注意が必要であるが、仮にフルタイムであっても、相対的に学歴も収入も低い地位に置か

れている「有期」雇用者は、雇用契約期間のないフルタイム労働者に比較して主観的健康状態が悪い、

というドイツの報告がある（Rodriguez 2002）。重要なのは、就業時間が短いことを意味するだけのパ

ートタイム労働者は、特にそれ自体心理状態を悪化させるわけではなく、雇用契約が継続されないと

いうプレッシャーを抱えた有期雇用労働者が、その不安定さゆえにストレスを抱えやすい、という指

摘である。

一方、婚姻状態とメンタルヘルスの関係については、特に女性の家庭内における役割と結びつける

形で、結婚が男女間で異なる心理的効果をもたらすというGove（1972）らの研究に端を発する。つま

り家事労働を任せられるというメリットをもつ男性は、結婚によってよい精神状態を得られるが、家

事労働を担わされる女性にとっては、結婚が必ずしもよい精神状態に結びつかない、という。しかし

Goveらの研究を含め、多くの研究はクロスセクショナルなデータを用いており、正しい推定を行って

いない、また不安定な精神状態の中身（精神的な病の種類や内容）が男女で異なっているにもかかわ

らず、暗黙のうちに女性に多い精神疾患に偏ってカウントしている、という批判がある（Dohrenwend

and Dohrenwend 1976）。それ以降、精神疾患の中身を区別した分析が考慮されるようになるが、Simon

（2002）によれば、結局結婚は男女両方に利益をもたらし、離婚は悪影響をもたらすが、結婚状態が解

消したときに、その影響は男性にとってはアルコール依存症のような外因性精神障害になって現れる

ことが多いのに対し、女性にとっては抑うつというように心因性精神障害となって現れることが多い

という。ただし縦断的調査の結果を分析した結果、上述した社会的選択モデルと、社会的因果モデル

のいずれかが説明枠組みとして正しいとは判定できず、両者の複雑な関係が見出せるという。さらに

国際比較の見地からは、多くの国で女性のほうが男性より「うつ」になりやすく、その程度はジェン

ダー格差が大きな途上国で深刻になり、ジェンダー間の格差のない先進国のほうでその度合いの男女

差が大きくなることが報告されている（Hopcroft and Bradley 2007）。これはジェンダー差のない社会で

は、それだけ女性の役割期待が高まるため、期待にそぐわない場合の相対的剥奪感が強くなるからだ

と説明されている。
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(2) 仮　説

このように、特に欧米を中心に、メンタルヘルスと社会環境の関係性を追究した研究は、枚挙に暇

がない。そこで先行研究をもとに、従業上の地位や婚姻状態といった変数に特に着目して、メンタル

ヘルスに及ぼす影響に関する仮説を立ててみたい。

男女間に発症しやすい精神疾患の違いがあるというDohrenwendsらの指摘に基づき、本稿では特に

「うつ」に着目する。「うつ」は一部で「心の風邪」ともいわれ、誰でもなりうる精神疾患などといわ

れているが、一方で自殺といった深刻な結末を引き起こす原因として、近年特に注目されているから

である。そして先行研究によれば、女性のほうが「うつ」になりやすい（Hopcroft and Bradley 2007）と

されることから、まず抑うつ傾向がある人は女性に多い、という仮説を立てることにしよう。

また先の項で述べたように、基本的には不安定で孤独な地位にあるほど、精神的に不安定になる可

能性が高そうだということは言えそうである。特にここ数年増加が懸念されている若年非正規雇用は、

当然地位も不安定であり、将来に対する保障もない。そして結婚していない場合も、孤独を示す指標

となりうる。地位の不安定さ、と関連して、収入が不安定であったり、少なかったりした場合にも、

不安感を喚起するだろう。まとめれば、非正規雇用もしくは無職、少ない収入、未婚もしくは離婚・

死別といった状況は、「うつ」のリスクを大きくすると考えられる。

ただし上記のリスクは、男女で異なると考えるべきである。というのも、無職や非正規雇用のもつ

意味は、現在の日本の労働市場環境の下では大きく異なる可能性が否定できないからである。職業は

個人のアイデンティティを構築する重要な要素であるが、それは特に男性に該当する。女性は男女雇

用機会均等法が改正されたとはいえ、未だに労働市場において男性に比して不利な立場に置かれるこ

とも多い。そのような中で、依然女性は結婚して退職し家庭に入るべし、という見方は根強く残って

おり、そういった規範を受け入れている女性も少なくはないと思われる
8)
。性役割意識を内面化しなく

とも、職場が男性中心主義で動いていれば、女性にとってそこはストレスのたまる場である、という

ことになるかもしれない。つまり無職や非正規雇用という地位は、現行の職場環境を考えると、必ず

しも女性にとって悪い精神状態を引き起こすとは限らない。したがって、職の有無、あるいは従業上

の地位の効果は男女で異なる（交互作用効果が存在する）ことが予想される。

結婚についても、さまざまな要因が考えられるが、ここでは結婚によって未婚よりよい精神状態が

もたらされ、また離婚や死別は孤独感を増大させるので、「うつ」のリスクを高めるという仮説を立て

よう。これらを念頭に分析に移るが、その前にパネル分析がなぜ重要なのか、ということをもう少し

解説しておきたい。

3 パネルデータ分析の意義

(1) 横断的データ分析の問題点

本稿で取り扱う抑うつ度は、変動の起こりうる変数である。つまり不変の個人属性とは性質が異な

る。一時点の調査でも、もちろん抑うつ度のデータ自体は集められるが、それはその時点にとったデ

ータであるという偶然性は免れ得ない。更に決定的な問題は、一時点のデータでは、そのスコアがも

ともと個人の性質に帰属する安定した性質を示すものと見なしていいのか、たまたま調査時点に置か

れている環境によってそういったスコアを示しているのか、ということが区別できないことにある。

これまでは横断的調査のデータしか得られないことがほとんどであったため、そのデータで仮に

抑うつ度を推定する回帰分析を行うとしよう。すると、その推定モデルは以下のように書くことが
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できる。

y
i
= z

i
α + x

i
β +ε

i
……(1)

ここで i という人物の抑うつ度のスコアを y
i 
とする。説明変数には2種類の変数が投入されている。

z
i  
は i がもつ不変の説明変数で、性、人種や出身階層などの属性的なものが入る。x

i
は i がもつ可変の

説明変数で、収入、職業など、個人内で変動しうるものが該当する。そしてα、βはそれぞれ係数で

あり、ε
i 
は誤差項である。この推定式から言えるのは、まず投入した説明変数によって説明できない

従属変数の分散を、すべて誤差項として処理していることである。しかしこれは現実に見合ったモデ

ルなのだろうか。

経験的には、気分の抑揚が大きな人、あるいは抑うつ度が低いか、高いままで安定的に推移してい

る人、といった様々な人がいることを想像できる。要するに個人によって、抑うつ度のとり得る範囲

に個人差があるし、同じスコアであっても、もともとそのスコアで安定している人と、何らかのイベ

ントがきっかけになってあるスコアからそのスコアに変化した（たまたま調査時点で変化後のスコア

がとれた）、というのでは、意味が異なる。イベントが起きても、内面にほとんど影響が起こらない人

もいれば、敏感に反応する人もいるだろう。一時点の調査では、そういったことを区別することが不

可能である。データの性質から見れば、本来は一時点のデータの「分布」をみているに過ぎないのだ

が、解釈の際に（実際は単に分布の違いを説明しているのに過ぎないにもかかわらず）ある状態にな

れば、従属変数もこうなる、というような「変化」の説明をしてしまうことがしばしばある。まとめ

ると、①従属変数の変化や影響の仕方には個人差があるはずだが、その個人差がモデルに組み込まれ

ておらず、すべて誤差項として処理されている、②一時点のスコアの分布を、勝手に「変化」や「変

動」として、仮説に合わせて恣意的に解釈することがよく行われているが、それは誤った解釈である、

ということになる。

(2) 改善されたパネルデータ分析のモデル

では、変化を想定した厳密な推定式はどのように示されるだろうか。

y
it
= z

i
α + x

it
β + u

i 
+ε

it
……(2)

先のモデルと大きく異なるのは、調査時点を示す t の添え字が含まれていること、そして u
i 
なるも

のが含まれていることである。時点によって変化するxについては t の添え字がついているが、いつ測

定しても同じスコアをとるz には t の添え字がついていない。このu
i 
は、いわば投入された説明変数で

説明（予測）はできないが、かといって誤差項でもない、いわば直接観察できない個人特性、とでも

いうべきものである。例えば性格とか、能力とか、要するにその個人しかもち得ない個性とでも言う

べきものである。この個性は、個人の内部では一貫しているわけだが、はっきりした変数として示せ

ない。これを通常「観察できない異質性（unobserved heterogeneity）」というが、近年の多変量解析にお

ける推定では、この観察できない異質性をどう取り扱うかが多くの関心を集めてきた。

ただし式ではこのように概念として区別することが可能であるが、現実の推定になると、u
i 
とε

it 
を

個別に推定できない。ここでそのu
i 
+ε

it
を v

it 
とおけば、式(2)は

y
it
= z

i
α + x

it
β + v

it
……(3)

となる。しかし問題になるのは、①この u
i 
は不変の説明変数と相関があるのではないか、②ε

it 
には系

列相関がある（同一人物であれば、異時点で測定しても、誤差項といっても同じ方向にバイアスがか



東洋大学社会学部紀要 第47-2号（2009年度）

88

かる、つまり系列相関がある）のではないか、という2点である。もしこれを通常の最小二乗法
9)
で推

定（プーリング推定）しようとすると、大変都合が悪い。というのも、説明変数は誤差項と無相関で

ある必要があるのだが、観察できない異質性（誤差項に包含される）が、不変の個人の説明変数と相

関がある、と考えるのは決して非合理とはいえない。また説明変数と誤差の間に相関がある状態を、

内生性（endogeniety）といい、基本的には避けるべきだとされている。なぜなら、内生性が存在する

と、回帰係数の推定値にバイアスをもたらすことが知られているためである。

この観察できない異質性を計算テクニックを用いて、u
i 
を推定式から除去することを考える。各個

体内の変数の平均値を求める回帰モデルは、

y
_

i
= z

i
α + x

_

i
β + u

i 
+ε
_

i
……(4)

となるが、(2)から(4)の式を引くと、

y
_

it  
- y
_

i
= ( x

it 
- x

_

i  
) β+ε

it 
- ε
_

i
……(5)

というように、u
i 
が消える。こうすることで厄介な観察できない異質性の項は消去され、このモデル

は実質的に個人内（within）変動を推定する式になっている。このようにして推定されたのが固定効果

（fixed effect）モデルとよばれる。固定効果モデルによって、純粋に個人内部で起こっている変化と、

従属変数の変化の関係を取り出すことが可能になる
10）
。

しかし(5)からわかるように、ここで観察できない異質性は除去できたが、同時に個人内で変化の起

きない説明変数も除去されてしまっている。社会学者の扱う変数には、人種や性など、個人内で変化

が起きない変数も多い。したがってそのような変数のもつ、従属変数への効果（この場合は当然分布

の違い、ということになる）が推定できないことへの不満があった。対処する方法の一つとしては、

(4)式で、観察できない異質性と、投入している説明変数との間に一切の相関がないこと、特定の個人

内においては変化する説明変数や誤差項が均一分散である、という仮定をおく。またデータは当然同

一個人内部で似通っているはずだ（系列相関がある）から、データ構造において個人内分散が個人間

分散より小さくなっていることが想定できるので、係数にその相関の分のウェイトをかけて調整を行

う。これが一般化最小二乗法（Generalized Least Squares）とよばれる推定法で、一般的にランダム効果

（random effect）モデルはこれを指すことが多い。

ただしランダム効果推定は、現実にそぐわない仮定を置いているという批判は拭えない。特に観察

できない異質性と、不変の説明変数の間に相関がない、という前提である。この難点を解消するため

に、Hauman and Taylor (1981)による一種の操作変数法を用いた Hausman & Taylor法（以下、HT法）と

よばれるものが提唱されている。操作変数法とは、内生性のある説明変数の一致推定を行う方法であ

り、その内生変数と強い相関をもち、かつ観察できない異質性と無相関な外生変数を操作変数として

利用して、内生変数を構造方程式の中に直接現れないようにする方法である。ここでは説明変数に想

定した変数のうち、可変変数の操作変数には、個人内変動の平均からの偏差が用いられ、不変変数の

操作変数には可変の独立変数の平均値が用いられている（Halaby 2004）。式に表すと、

y
it
= φ

1
z

1i
+ φ

2
z

2i
+ γ

1 
x

1it
+ γ

2 
x

2it
+ θ

i
+ε

it
m
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となる。ここで z
2i 
と x

2it 
は観察できない異質性 θ

i 
と相関のある内生変数である。γ

1 
と φ

1 
は外生変数

なので推定に問題はない。そして γ
2 
については、 ( x

2it 
- x

_

2i  
)  を操作変数として用いる。これはθ

i
と相

関をもたない。また z
2 
とθ

i 
の相関は個人間の差異に起因するので、適切な操作変数は時間に対して不

変である必要があり、そこでx
1i  
の平均値が操作変数として用いられる、ということである。

Halaby（2004）によれば、HT法は手法としてそれほど目新しいわけではないが、あまり用いられな

かったのは、主として汎用統計ソフトで推定できなかったからだという。しかし近年パネル調査の分

析が関心を集め、特に計量経済学者を中心に普及しているStataでは、容易に推定することができる。

本稿でもStataを用いて、推定を行っている。

3 データと変数

データはJLPSの若年・壮年データwave1からwave3を用いる。若年データと壮年データは同じ質問紙

であり、第1回目の調査があった2007年春時点での年齢が20～34歳が若年、35～40歳が壮年に該当する。

両者の標本の合計は4800である。標本の性質については三輪（2008）を参照されたい。追跡調査は毎

年1回、同じ時期に行っている。

従属変数となる抑うつ度については、Five-item version of the Mental Health Inventory (MHI-5)とよばれ

るものを用いている（Berwick et al. 1991; Rumpf et al. 2001; Yamazaki et al. 2005）。MHI-5は質問票におい

て、できるだけ少ない質問項目で、高い確度で抑うつ度を測定できる可能性のあるものとして開発さ

れてきたものであり、JLPSにはその日本語版の項目が入っている。質問項目は「過去1ヶ月にどのくら

いの頻度で感じたか」について「1 いつも」「2 ほとんどいつも」「3 ときどき」「4 まれに」「5

全くない」のリッカート尺度だが、数値を得点と見なす。項目は「A かなり神経質であったこと」「B

どうにもならないくらい気分が落ち込んでいたこと」「C 落ち着いていて穏やかな気分であったこと」

「D おちこんで、ゆううつな気分であったこと」「E 楽しい気分であったこと」の5つ設定されているが、

CとEは肯定的な項目であり、数値を反転させる。そしてそのスコアを合計すれば、5から25の範囲の

得点が出てくるが、これを0～100の範囲の得点に変換する。これがMHI-5の得点であり、健康であれ

ばスコアが大きくなる。男女のスコアについては、wave1における平均が男性63.37、女性62.60

（t=1.44, d.f.=4696, p=0.15）、wave2では男性62.79、女性61.79（t=1.74, d.f.=3918, p=0.08）、wave3では男性

62.55、女性62.40（t=0.25, d.f.=3544, p=0.80）となっており、確かに先行研究に一致して若干女性の方が

抑うつ度が高い（スコアは低い）が、いずれの年も有意な差ではない11)。

説明変数は、後にHT法での推定を行うことも鑑みて、外生変数、内生変数とも、可変・不変の変数

を用意する必要があることと仮説に基づき、婚姻状態、就業形態、コーホート、性（以上外生変数）、

世帯収入、学歴、年齢、年齢二乗項（以上内生変数）を投入した。

4 推定結果

表 1 が投入した変数の記述統計である。表 2 が推定結果である。比較のため、wave1だけを用いて

OLSを推定したものを一番左の列に掲載した。そこから、左から順に、固定効果モデル、ランダム効

果推定（一般化最小二乗法）、HT法による推定結果である。

まず横断的データのOLSをみると、既婚者よりは未婚・離別者のほうが、男性については無職が抑
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表１　記述統計量

注）年齢のレンジはwave2では21-41, wave3では22-42となる。二乗項もそれに伴ってレンジが変わる。

うつリスクが大きく、収入や学歴が高いと逆にリスクが小さい、という結果である。問題は、ここで

出ている有意差をもって、婚姻状態、収入、従業上の地位の変化自体がメンタルヘルスの変動に影響

を及ぼすと結論していいのだろうか、ということである。

個人内変動に着目した固定効果モデルでは、収入は全く有意ではなくなる。つまり収入と抑うつ度

の変動は連動していない。有意差が出たのは、完全に分布に基づく、ということになる。また無職や

非正規の主効果が正に有意になっている。交互作用項が入っているので、この主効果は「女性にとっ

て」の効果を示す。つまり女性にとっては、非正規や無職のほうが有意に抑うつ度にベターな結果を

もたらしているということになる。無職については男性で大きく負に有意であるから、ここは大きな

交互作用効果がある、ということで、仮説が支持されている。また離別の有意な効果が消えている。

要するに、離別や死別によって、有意な抑うつ度の変動がみられるわけではない。

ランダム効果モデルは、個人内の変動を考慮に入れつつ、個人間の変動（違い）に注目した推定結

果と解釈できる。したがって、固定効果モデルとは係数の意味が全く異なる。もちろん不変の説明変

数が入ったことが大きな違いだが、もう一つ係数に着目すると、離別・死別が有意になっており、横

断データのOLSに近い結果である。つまりこの係数の有意性は、個人内変化というより、分布による

もの、ということがここでも確認できる。なお、ランダム効果推定と固定効果推定ではどちらが一致

推定になるのかについては、Hausman 検定 12) を行う。Hausman 検定の帰無仮説は、観察できない異質

性と不変の説明変数との間に相関がない、というものである。この帰無仮説が棄却されなければ、ラ

ンダム効果推定のほうが有効推定量となり、ランダム効果モデルが採択される。ここでの分析では、

帰無仮説は棄却されて（χ2 =59.14, p=.000）固定効果モデルが採択された。

ではHT法を用いて推定するとどうなるだろうか。すると固定効果モデルに近い結果が出る。固定効

果モデルとどちらを採択すべきかも、Hausman 検定が用いられる。ここではHT法のほうが固定効果モ

デルより有効推定量になるので、帰無仮説が棄却されなければHT法が採用される。結果、χ2 = 23.63,
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p=.130で棄却されないので、HT法が最も有効な一致推定量となる。就業形態については、男女の効果が

（特に無職と非正規で）全く逆である。このことは、職業のもつ意味のジェンダー差がまだこの年齢層

ですら、強固に残存していることを示している。また無職や非正規で女性の抑うつ度が軽減されると

いう点は、性役割の社会化が依然女性の間で維持されていると解釈することも可能であるが、これは

就業形態の変化と、抑うつ度の変動の関連をみているのだから、要するに職場が未だ女性にとって働

きにくい環境に置かれているから、辞めたり、責任の軽い地位に移ったことでストレスが軽くなった

ということを示す証左ではないか、とも解釈できる。そして収入は抑うつ度とは有意な関連がなく、

収入が増える（減る）ということが直接抑うつ度に影響を与えるというより、うつの状態によって職

場から離れるなどということが原因で収入が少ない、というような「状態（分布）」により有意な差が

生じたのだと考えられる。学歴については先行研究の通りであり、若干気になるのは若いコーホート

で有意に抑うつ度が強い（MHI-5のスコアは低い）ということである。この世代は大学進学者ではち

表２　JLPS wave1 ～wave3 のパネルデータ分析の結果（従属変数は抑うつ度指標のMHI-5）

' +<.10  *<.05  **<.01  ***<.001



東洋大学社会学部紀要 第47-2号（2009年度）

92

ょうど就職のタイミングにあたり、特に昨今の経済状況から、将来に対する不安が強いものと思われ

る。このあたりの動向は、より深く検討し、今後も注意深く見守っていく必要があろう。

以上のように、一時点の横断データの結果とパネル分析の結果では、係数が全く異なって計算され

ることがある。横断データにより出てきた推定結果によって、それが安易に「個人の変化」の問題と

結び付けられて仮説の証明を行うのは危険である。

5 考　察

本稿によって、横断的調査のデータによる分析の限界が明らかにされたと思われる。パネルデータ

では、個人の変わらない性質、変わる性質を共にデータとして収集できるので、それをもとに可視化

されない観察できない異質性を推定することができる。個人内部にある変わらない性質（性格、能力

など、個性にかかわるもの）をどうモデルに組み込むかは、計量分析における大きな課題になってい

るが、パネルデータ分析はそれを解決する有効な手段である。そして本稿の分析結果（HT法）より、

①抑うつ度は（従業上の地位を正規に固定すると）女性のほうが高い、②逆に男性は無職や非正規に

なると抑うつ度が強まる。特に無職の効果は大きい。③未婚者は既婚者より抑うつ度が強い。結婚に

よって抑うつ度の状態は改善される。ただし結婚の解消は抑うつ度に対して有意な効果はない。④収

入の有意性は分布に基づくもので、収入の変動は抑うつ度の改善や悪化とは無関係である、といった

ことが明らかになった。

なお、本稿では計量経済学で主として用いられる推定法を利用したが、パネルデータ分析法として

は、いわゆる階層線型モデル（Hierarchical Linear Model）や構造方程式モデリング（SEM）の概念を利

用した成長曲線モデル（growth curve model）も存在する。例えば、Cherlinらは、少年期の両親の離婚

といった体験が、後の発達過程においてメンタルヘルスに影響を及ぼすかについて、成長曲線モデル

（growth curve model）と固定効果モデル（fixed-effect model）によって推定を行い、その結果、少年期に

両親の離婚を経験した群は、そもそも当初から（離婚経験前から）ストレスを抱えており、さらに離

婚経験後もそれ以外の群よりメンタルヘルスに後々負の影響を与え続けること、また固定効果モデル

による推定から、子にとっては離婚というイベント自体が有意にメンタルヘルスに悪影響を与えるこ

とを明らかにしている（Cherlin, Chase-Lansdale, and McLae 1998）。日本では高齢者の主観的健康につい

て、中田（2008）が潜在成長曲線モデルを用いた分析を行っている。統計ソフトの進歩もあり、様々

な分析が容易に実行できるようになっている。こういった別のパネルデータ分析方法の可能性は、稿

を改めて論じることとしたい。

【注】
1) 教育や発達に焦点を当てたものとして有名なものは、イギリスにおけるNational Child Development Study, 

1970 British Cohort Studyなどのほか、アメリカではHigh School and Beyond (HS & B), National Educational 
Longitudinal Study (NELS), National Longitudinal Survey of Youth (NLSY)がある。

2) アメリカにおけるPanel Study of Income Dynamics (PSID)の歴史が古く、イギリスのBritish Household Panel 
Survey (BHPS)やドイツのGerman Socio-economic Panel (GSOEP)がよく知られている。アジアでは、韓国で
Korean Labor and Income Panel Study (KLIPS)が実施され、インターネット上でデータをダウンロードすること
も可能である。KLIPSを用いた分析としては、既に三輪（2007）がある。

3) 慶應義塾大学のパネル調査については樋口ほか編（2005）を参照。データは所定の手続きを経て、慶應義塾
大学を通じて手に入れることができる。



メンタル・ヘルスのパネルデータ分析／中澤　渉

93

詳細はウェブサイト（http://www.coe-econbus.keio.ac.jp/text/open_data_b.html）参照。なお慶應義塾大学はその後文
部科学省によりパネル調査の共同研究拠点に採択され、2009年から日本家計パネル調査を実施する。また政治学
の分野における新しいJES IIIの成果は、池田（2007）などがある。JES IとII はレヴァイアサン・データバンクよ
り、JES IIIは、東京大学社会科学研究所のSSJデータアーカイブを通じて既に公開されている。

4) 男性は10万人あたり35～40人前後、女性は12～14人前後である。特に男性は統計上、97年以前に30人を超えた
ことはなかった（厚生労働省・人口動態統計より）。

5) ただし統計年度が大きく異なる。日本と韓国は2006年度、中国は1999年度である。
6) 「うつ」などと、一種の精神病のラベリングを行うことで、自らにスティグマを貼りつけることで事態をより悪

化させるという議論もあれば、それによって診断を受けやすくなり、適切な処置を施され、改善につながるとい
う議論もある（Rosenfield 1997）。本稿はそのいずれの見方が正確かを決めるものではないが、精神疾患はその特
定、定義が困難であり、それゆえに処置や問題化をめぐって全く異なる立場が混在しうる。

7) Miechらがここで扱っているのは、不安障害（anxiety）、うつ（depression）、反社会性障害（antisocial disorder）の3
つである。不安障害と反社会性障害が見られた場合には、教育達成が有意に低くなっているが、うつの場合は有
意な差はない。なお、ここの反社会性障害は、DSM-IIIRにある反社会性人格障害（antisocial personality disorder: 
ASPD）が成人を対象にした診断基準なので、15歳時点での判定基準はDSM-IIIRのASPDとは一致しない。

8) 性別役割分業観を内面化していなくとも、周囲にいる女性が結婚して退職してゆく、などという状況がしばしば
観察されれば、それ自体も女性にとっては圧力に感じられることもあるだろう。

9) 最小二乗法（OLS）が有効であるための三条件は、①不偏性（unbiasedness）、②一致性（consistency）、③有効性
（efficiency）である。不偏性は、繰り返してランダムサンプリングの調査を実施すれば、その結果は最終的に真
の母集団の値に近づく、ということである。一致性は標本の大きさを増やせば、推定値を真の値に近づけること
ができる、ということである。有効性とは、偏りなく推定できる値があったならば、その推定値の分散は小さい
ほうがよい、ということを意味する。

10) 紙幅の問題から、回帰係数を求める手続きについて、これ以上深く本稿で論じることはしない。それについて
は中澤（2007）でまとめたので、興味のある読者は参照されたい。
（http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/panel/youthandmiddle/DP/PanelDP_003nakazawa.pdf）。その他、簡単な解説書としては樋
口・太田・新保（2006）が日本語で読める。英語になるが、Allison（2009）もわかりやすい解説書である。

11) なお、実際にMHI-5のスコアで、何点以下が「うつ」と判断されるかという閾値について、山崎他（2005）では
52点（以下）としている。

12) を計算し、Sの値（カイ二乗分布をなすので、カイ二乗検定
を行う）が大きければ、対立仮説は棄却される。なおwithinは固定効果、GLSはランダム効果を示す。

【付　記】
本研究は、科学研究費補助金基盤研究（S)（18103003）の助成を受けたものである。東京大学社会科学研究所パ

ネル調査の実施にあたっては、社会科学研究所研究資金、株式会社アウトソーシングからの奨学寄付金を受けた。
パネル調査データの使用は、社会科学研究所パネル調査企画委員会の許可を受けた。

本稿は日本社会学会第82回大会（立教大学、2009年10月11日）において行った「メンタルヘルスの変動要因と観
察できない個人特性‐JLPS（Japanese Life Course Panel Survey）の分析(2)」の発表をもとにしたものである。
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【Abstract】

Panel Data Analysis of Mental Health

Wataru NAKAZAWA

Radical changes of working conditions such as the destruction of Japanese employment system,

uncertainty about the future, and worsening economic conditions cause people’s deep anxiety, and

the problem of mental health has become more noticeable in recent times. Since the way mental

health changes depends on each person, we cannot estimate the efficient explanatory variables

without considering unobserved heterogeneity. This is the most important reason to use panel data.

In this paper, I employ a Hausman-Taylor estimation model from Japanese Life Course Panel

Survey, in order to examine the effects of changes of employment status, marital status, and income

on individuals’ mental health. The results suggest that while marriage improves people’s mental

health, divorce and spouse’s death do not have significant effect on mental health. In addition,

gender and working status have interaction effects on mental health; while unemployment and

temporary job worsen the mental health of males, they improve that of females’. This result

confirms that the segregation of gender is still stiff in Japanese labor market. We also find that the

change of household income dose not have significant effect on mental health.
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