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残念ながら、私は統計の専門家ではありません。

今回の報告に数式は出てきません。配布資料を見

ていただけば分かる通り、おそらく数式は出てこ

ないと思います。分からないことがあれば私は自

信を持って「分かりません」と申し上げます。何

故かというと、知ったかぶりをする必要はないか

らです。専門家ではないので、自信を持って「そ

れは分かりません」と言いますので、「何だ、こい

つ使えないな」とどうか思わないで頂きたい。不

明な点は是非一緒に考えて行きたいというふうに

考えていますし、今日はそのために参りました。

「何だ、あいつ質問に全然答えてくれないじゃない

か」「本当にあいつ分かっているのか」という疑念

を抱かれるかもしれませんが、それを寛大な心で

許してくださる方々がここにはいらっしゃると考

えています。

最近はビッグ・データの時代だと言われるよう

になりましたが、私は違うと感じています。われ

われ心理学やその近接領域にいらっしゃる方々か

らしたら、ビッグ・データというのはその辺に転

がっているわけではありません。われわれ心理学

者もしくはその近接領域にいる人たちにとって

は、最近は縦断データの時代だと行ったほうが「う
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ん、そうだ」と納得いただける割合が多いのでは

ないかと考えています。縦断的に得られたデータ

を用いて、縦断データならではの特徴を充分に生

かすことの出来る分析を行って、一回しかとって

いない横断データからは言えないことを是非言い

たいと考える方は多いのではないでしょうか。縦

断データによって得られたデータから、データが

持っている有用な情報を最大限引き出す為には、

それらに適した統計手法を上手く適用することが

必要不可欠になってきます。そのための統計手法

を今回は三つ用意してきました。潜在変化モデル、

潜在成長曲線モデル、混合軌跡モデリングの３つ

です。その３つのモデルに関して追って順にお話

をしていけたらと考えています。

縦断研究とか縦断調査とか縦断データとか、そ

ういった単語が最近とみに出てくるなという気が

うすうすはされているのではないかと思います

が、縦断研究で見たいものは何かと言ったら、発

達の動態であったり、ダイナミクスです。その個

体もしくはグループが、どういうふうに変化をし

ているのか。もちろん変化というのは、いい方向

に伸びていく場合もありますし、加齢に伴う老化

現象、何かが減少していくということも含みます。

そういった個人や集団の変化の様子や軌跡のパ

ターンといったものをなんとか上手に描き出した

いというのが、縦断研究で我々がやりたいことの

もっとも大きなテーマです。三宅先生と高橋先生

の編著で『縦断研究の挑戦』という本が2009年金

子書房から出ました。手前味噌で申し訳ないので

すけれども、私はこの本の中で、双生児研究の縦

断データについて少しだけ、あまり具体例は豊富

には載せていないのですが、こういうことをやっ

ています、やろうとしていますということを書か

せていただきました。

縦断データを分析するという本題のほうに徐々

に入って行きたいと思うのですが、縦断データを

分析する際に、現在最も流行っているだろうと思

われる分析は何かというと、いわゆるマルチレベ

ル分析と言われるものです。マルチレベル分析に

関しては、原著で読んで頂くには、この本をおす

すめしています。ハーバードの統計学教室に

SingerとWillett、上が女性、下が男性ですけれど

も、二人の研究者の方が「Applied Longitudinal
 

Data Analysis」という本を結構分厚い本を書かれ

ていまして、第一部と第二部に分かれています。

少し副題が小さくて見にくくて申し訳ありません

が、「Modeling Cchange and Event Occurrence」

と書いてあって、変化とイベント生起に関するこ

とをモデル化してあげようというのがこのテーマ

で、Changeに関することが第一部、Event生起に

関することが第二部です。われわれのほうでこれ

を翻訳して、第一部が変化についてのマルチレベ

ル、要は階層線形モデル、第二部のイベント生起

は生存分析・サバイバル分析で２冊に分けて刊行

いたしました。もしご興味がありましたらお手に

とっていただければと思います。
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マルチレベルという名前が出ました。レベルが

マルチになっている、つまり階層構造がある。デー

タの構造に階層構造がある場合、たとえば、学校

がある、その中にはクラスがあって、その中に生

徒個人というのがいる。それぞれのレベルで取る

ことのできる変数というのが違ってくるだろう。

生徒個人に関して言えば、生徒個人の内発的な動

機付けは今どの程度かと言ったら、生徒個人のレ

ベルの変数になりますし、クラスでとったらどう

かと言ったら、その担任の先生が作っている学級

風土・雰囲気、先生が授業に望む際の態度（もの

すごく権威主義的な態度でクラスを統制しようと

しているとか、児童や生徒の皆さんと友達感覚で

接しようとしているクラスなのかとか）、学校と

いったら地域の状況などになります。隣に高速道

路が走っていて騒音があるとか、そういったよう

な地域の状況とかは、一番上のレベルに入ります。

それらをまとめて一緒くたに分析をしてしまうと

いうよりかは、この情報を分析の中で活かしてあ

げた方がよいのではないかというのがマルチレベ

ルモデリングの基本的な考え方です。

【質問者Ｋ】「生徒個人―クラス―学校」といった

とき、クラスの場合で言えば、教師がどういう

人であるかという変数を取ることがあると思い

ます。その場合のデータは教師から取るのか、

それとも教師―生徒関係を評価している場合は

生徒から取るのか。どういうデータになるので

しょうか？

両方ありうると思います。担任の先生にあなた

は教室ではどういった雰囲気でやっているかと尋

ねたら、それは一つに定まります。全ての生徒に

同じ値を入れるということも考えられると思いま

すし、あとは質問者の方がおっしゃったように、

生徒個人ごとに取って、たとえばその平均を入れ

るということも僕は可能だと思います。クラスご

との変数ということです。平均していいかどうか

という点についてはおそらく賛否あるかと思いま

すので、その担任の先生からデータを取って、ク

ラス全員に同じ値をいれてあげるという方が素直

なのかなという気がします。

【質問者Ｋ】学校の場合も同じになる？

地域の物理的な環境に関しては、例えば周辺に

図書館の数が多いとか少ないとか、児童館がある

とかないとか、そういうのは、客観的な事実です

ので、敢えて調査しなくてもいい類の変数かと思

います。公園の数とか、図書館の数とかそういっ

たものです。

マルチレベル分析というと、先ほど挙げたよう

な例が非常にたくさん出てきます。しかしながら、

今私たちがやろうとしていることは縦断データの

分析です。先ほど申し上げた階層構造からは、縦

断の匂いはあまりしません。今私たちがやろうと

しているこの縦断データに対してマルチレベルモ

デリングを適用する際には、「クラスの中に生徒が

複数人いる」とか「学校の中にクラスが何クラス

かある」といったような階層性ではなくて、「個人

が複数回繰り返し測定される」という階層性を考

えることになります。言い直すと、上のレベルが

個人間差です。レベル に相当するものです。こ

れはレベル 、 、 。レベル が生徒個人、レ

ベル がクラス、レベル が学校といったような

具合になります。縦断データに関することに焼き

直して考えると、レベル が個人間差、レベル

が個人内差になります。inter-individual  differ-

ence個人の間における差と、個人内ですから
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intra-individual difference個人内のばらつきと

いうのを、ここで階層性を仮定して分析を行うと

いうのが基本的な考え方になります。マルチレベ

ル分析に関してはまた後で戻ってきます。

まず最初に、潜在変化モデルのお話をしたいと

思います。マルチレベルをやるためには、３時点

以上のデータがないと、識別性の問題で、方程式

を解くことができません。つまり解不定というこ

とになってしまいます。おそらくですが、３時点

以上のデータを取るには結構な時間がかかると思

います。たとえば、１年に一回データをとること

にしたら、少なくとも、最低でも２年はかかりま

す。半年に一回としたら１年。まず修論を書くと

いうことを考えると２年後には卒業しなければい

けませんから、３時点のデータを取るというのは

かなりタイトなスケジュールになります。大学院

に進学したらすぐさまデータを取り始めるという

タイムスケジュールで行かないとデータにならな

いということになります。縦断データというのは

集めるのにそれなりの時間がかかるということで

す。ただ３時点ではなく、２時点の縦断データだ

とグッとデータの取得にかかる時間が短くなりま

す。半分になりますよね。実際に２時点の縦断デー

タなら手元にたくさんあるという方は結構いらっ

しゃると思います。例えば、大学の授業内で、２

回質問紙を配れば、２時点の縦断データになりま

すよね。４月と７月にデータを取ればそれで２時

点の縦断データになります。ですが、先ほど言っ

たようにマルチレベル分析の適用は出来ません。

そこで、潜在変化モデルというものを紹介したい

と思います。

潜在変化モデル（Latent Change Model）もし

くは潜在差得点モデル（Latent Difference Score
 

Model）というふうに言われたりします。これは

1994年に提案されています。統計の方々は何年も

前に考えているんですよね。これが表に出てくる

のにずいぶん時間がかかるものです。２時点の

データしかないのだけれども、今私たちは、興味

のある変数を、レベルと変化、つまり潜在成長曲

線の枠組みに当てはめて言い直すと、レベルは切

片、変化は傾きということになります。２時点で

も出来るんです。ただ、いろいろな制約をかけて

いかなければいけません。モデルに何の制約もか

けないと、先ほど申し上げた通り解不定になりま

す。こういうモデル上の制約であればリーズナブ

ルであろうという制約を実際のところかなりタイ

トにかけます。そうすることによって、２時点の

縦断データから、潜在変数を用いて差得点を表現

します。ですから、潜在変化モデルは潜在差得点

モデルと呼ばれることもあるわけです。２時点の

データしかありませんから、「増えた、減った、変

わらない」という３パターンしか表現できません。

非常に貧弱です。３時点以上あれば、もう少し柔

軟に考えることが出来ますが、その点はものすご

く弱いです。例えば先ほど申し上げたように４月

と７月、３ヶ月しか間が空いていない２時点の縦

断データであれば直線的な関係を想定するのでも

まあいいかといいような気がします。一方で、今
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データを取って20年後にもう一度データを取っ

てこの２時点の縦断データの場合ですと、これを

直線で表そうというのは少し無理があるような気

もします。ですので、潜在変化モデルは、どちら

かというと、短期で２時点しかない縦断データで、

何らかの結果を出したいという際に使うと、いい

結果が出るというか、３時点以上のデータが集ま

るまでの場繫ぎには充分なります。

具体的にどういうことをやるのかということな

のですが、先ほどのスライドで、縦断的な因子分

析のようなものですと書きました。まずは因子分

析を行います。少し潰れていて見にくくて申し訳

ないのですが、これが時点１における因子分析で

す。今、われわれが興味のある変数のデータを取っ

たと考えてください。何でも構いません。子ども

の社会性でもいいですし、非行でも構いません。

自尊心でもいいです。成績でも、パーソナリティ

特性でも何でもいいです。確認的因子分析をしま

す。時点１の因子というのをまず仮定します。そ

れと同じように、今２時点のデータがありますの

で、全く同じ興味ある変数を取ってあるはずです。

全く同じ確認的因子分析を行います。今これは、

普通に二つの確認的因子分析を並べただけです。

次にここで、Levelと Changeといった具合に、一

つ高次に切片と傾きの変数を設定してあげます。

切片Levelというのは初期値ですから両者に対

して１という固定母数を入れてあげればOKで

す。変化はこれには関係がない、もちろんパスを

引いても構わないのですが、敢えて引くとしたら、

ChangeからTime1の因子には０という固定母

数を入れることになります。０が入るということ

は書かなくていいということと同義ですから、

Changeに関してはこちらのTime2だけという

ことになります。ですから、こちらのLevelに関

してはTime1とTime2に、ふたつの２時点で共

通している部分のばらつきを説明している潜在変

数です。それでは説明できないTime2独自の部分

というのを変化と考えます。ここが正に潜在的な

変化量、潜在変数を用いて差得点を示してあげて

いるということになります。ただ、ここまでやっ

てもモデル解けません。先ほど申し上げた通り、

これはパッと見、潜在成長曲線と一緒です。これ

だけだと解けなくて、これから少しモデルに制約

を入れていかないといけません。この固定母数で

既にややこしいことをしたかもしれないのです

が、何処から行きましょうか。ここですね、下に

戻っていただいて、確認的因子分析の部分に等値

制約をおきました。これが縦断的因子分析といっ

た意味です。これで、推定すべきパラメタを約半

分に減らしています。本来ならばここは自由に推

定してもらって構わないのですが、ある時点にお

いて、同じ変数を取得していますので、同じ項目

ごとに、因子負荷量は一緒というかなり強い仮定

を置きます。１というのは、モデル識別のために

置いているだけですけれども、ここにa というふ

うに書きました。ここも同じくa というふうに書

いていただきたい。a とそれぞれのパスが第１

時点目と第２時点目で同じようになるように、制

約を入れてあげます。ただこれだけでも解けませ

ん。がんじがらめのモデルなのですけれども、因

子負荷量も一緒であるうえに誤差間にも相関があ

るだろうと。第１時点目の１番目の項目と第２時

点目の一番目の項目の誤差にこれは関連性があっ

てしかるべきだろう、２番目と２番目もそう、最

後と最後もそうといった感じで、これだけやって、

このモデルはようやく解けるようになります。
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ナカニシヤ出版から、後半年以内に、大学入試

センターの荘島さんが編著の「計量パーソナリ

ティ心理学」という名前の本が出ます。そこにこ

の潜在変化モデルで一章書かせていただきまし

た。変化と変化の関係を見てみようという内容の

ものです。先ほどは、ある一つの変数、一つの構

成概念についてのみ検討した分析でした。例えば

自尊心だったら、自尊心に関する潜在変化モデル

です。それとは別の変数に関する潜在変化モデル

を同時に立てるということは可能です。それらの

間のLevelと Changeの間でどういう関連性があ

るのかという検討も当然可能です。それについて、

この章で僕の場合はパーソナリティ特性と身体的

な健康に関する変数を用いた分析だったのです

が、パーソナリティ特性の変化、それから健康の

変化、このふたつの変化の間には関連性があるん

だろうか、ないんだろうかということを検討しま

した。この際に潜在変化モデルを用いました。で

すので、この章では、潜在変化モデル、それから

測定不変性（measurement invariance）の説明を

行いました。なぜmeasurement invarianceにつ

いてご説明をしなければいけなったかというと、

ここで等値制約を置いています。これがある種の

測定不変性になります。全くまっさらな状態であ

れば、全く測定不変の状態ではないということに

なりますが、どんどん厳しい等値制約をかけてい

くことが出来ます。こことここは一緒、ここも一

緒、例えばですけれども、ここの誤差分散も全部

一緒という等値制約もやろうと思えば出来ます。

ただし、そういったモデルの適合度が果たしてよ

いものになるかどうかはまた別問題です。どうい

うレベルで測定不変を満たすための等値制約を置

いていく手順があるのかという点について、その

章の中で説明をさせていただきました。

【質問者】このモデルはAmosで描いて実行する

ことは可能ですか。

可能です。

【質問者】一番上のLevelと Changeのところに

相互に共分散を仮定しているところに、潜在曲

線モデルだったら、その上に独立変数を入れて、

そこからの影響を見るということをやると思い

ますが、そういうことも可能ですか。

可能です。

【質問者】つまり２時点で潜在曲線モデルという

のができるということですか。

その通りです。ただし、先ほどご説明申し上げ

た通り、がんじがらめの等値制約がかかっている

のでその点にご注意いただきたいと思います。つ

まりここに等値制約がかからないということにな

ると、モデルの適合度が悪くなってしまいます。

論文の出版に耐えうるモデル・フィットになるか

どうかは、この等値制約が上手くかかるかどうか

にも関わる問題ということになります。

【質問者】等値制約というのは、現実的に言うと、

それはあまりにも強すぎると、データを歪めて

しまっているのではないかというイメージ持っ

てしまうのですが、そういったことはありませ

んか。

データを歪めているということはおそらくない

と思います。等値制約をおいて、それがデータを

上手く記述できていないということであれば、モ

デルフィットは格段に悪くなります。つまり、こ
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れには等値制約を置いてはいけなかったのだとい

うことが分かります。もちろん若干の差は当然あ

ります。全く同じ値を取るということはないはず

ですので、第１時点目と第２時点目で、全く同じ

値を取る、全く同じ負荷量を取るということはな

いと思います。ですが、先ほど申し上げたように

推定すべきパラメタの数が極端に減ります。今回

の場合、たとえば、10項目であれば、それが約半

分くらいに減ります。推定すべきものが減るとい

うことは、推定が安定するということにもつなが

ります。倹約的なモデルの方が推定は安定する傾

向にありますので、もし倹約的モデルの方がモデ

ル・フィットが高いということであれば、そのほ

うを採用したほうが良いということになると思い

ます。逆に、あまり等値制約をかけすぎると、現

実の状況を歪めてしまわないか、現実に即したモ

デリングになってないのではないかというご懸念

に関しては、おそらく正直にモデル・フィットに

出てくると思います。

あまり潜在変化モデルにばかり時間を取られて

しまうとあれですので、今回のメインのほうに

移っていきたいと思います。意地でも数式を出さ

ないでいこうと思っております。僕がそれを果た

してきちんと説明できるかどうか自信がないので

数式は出しません。数式の方が本当は理解しやす

いのだけど…という方には申し訳ないのですが、

これは僕のほうの理由です。

そして件の潜在成長曲線モデルなのですが、ま

ずは言葉の確認からしたいと思います。さっきか

らいろんな言葉が出てきて混乱を招いたかもしれ

ません。一回ここでまとめたいと思います。マル

チレベルモデリング、マルチレベル分析、階層線

形モデル（HLM,Hierarchical Linear model）、

混合効果モデル（Mixed Effect Model）、潜在成

長曲線モデル、潜在曲線モデル、潜在成長モデル、

成長曲線モデル。いろいろな分析があって、これ

ら一つ一つを押さえていかなければならないのは

大変だなあと。違います。全部一緒です。何でこ

んなにたくさん呼ばれ方があるのか。結構重要な

ことだと思うのですが意外と誰も言ってくれませ

ん。全部一緒です。マルチレベル分析と潜在成長

曲線モデルが別物だと思っている人にたくさんお

会いしてきました。違います。全く同じです。

皆さんのお手元に３時点以上の縦断データもし

くは時系列のデータがあるという場合には変化の

軌跡検討していくことが可能です。ただやろうと

思えば、全員分のデータを、例えば100人分の３

時点のデータをプロットしてみるとどうでしょう

か。やってみるとかなり悲惨なことになります。

ここから何かを読み取るのは無理です。頑張っ

て読み取ろうとすれば、横断データだとしてみる

と、加齢に伴って何かしらの得点が上昇していく

ということは分かります。それから加齢に伴って、

ばらつきが増えるということも分かります。ただ

これはあくまで、目視で、目分量で言っているだ

けなので、どの程度統計的に正しいことをお伝え

できているのか分かりません。
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変化のパターンの違いが統計的に意味のあるも

のなのかどうか、しっかりと量的に検証したい。

例えば、行動生態学などの分野で何かの動物の10

個体の行動パターンの軌跡を全部示す。それは先

ほどのようなデータの示し方は非常に有効だと思

います。しかし、人間で200－300人のデータを

取ったとなってくると、もはや変化のパターンと

いうのを目視で確認して整理するというのは不可

能です。縦断データを上手いこと取り扱うために

は、時系列的な変化に個人差があるのかという、

専用の分析が求められることになります。名前が

長いので、成長モデルというふうに書くだけにし

たいと思います。潜在成長曲線モデルと全く同じ

意味です。論文を読まれていて、growth modelと

書いてあったら、これのことです。

この潜在成長曲線モデルの長所は、時系列に伴

う変化のパターンの個人差を推定できることで

す。後でこの部分についてはご説明したいと思い

ます。潜在成長曲線モデルはSEM ですので、

SEM としての長所ももちろん併せ持っていま

す。そして、柔軟なモデリングが可能。この三点

について順にもう少し詳しくご説明して行きたい

と思います。

まず一点目、時系列に伴う変化のパターンの個

人差を推定できるという長所です。各時点のデー

タを観測変数として、切片と傾きを潜在変数とし

て推定します。先ほどの潜在変化モデルのところ

に書いたようなものを思い描いていただければ

OKです。切片と傾き、レベルと変化、初期値と変

化、これを潜在変数として推定しようというのが

基本的な考え方なのですが、そこで、切片と傾き

をそれぞれ正規分布に従う確率変数だというふう

に扱うことによって、切片と傾きの平均と分散を

推定することが可能になります。分散も一緒に推

定することが出来るというのが非常に大きなポイ

ントで、何かこのことについて触れられていない

ものが結構多いような気がしています。「成長曲線
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モデルは個人差を捉えることができる」というこ

とは至るところに書いてあるのですが、何故そう

いうふうに言われているのかというのが書かれて

いないことが多いような気がしています。

切片のほうから順に見て行きたいと思います。

切片というのは、各測定時点に及ぼすパラメータ

の初期値の影響のことです。切片の平均値という

のは、全てのサンプルの平均値のことです。傾き

の平均値というのは、測定時点の間の全てのサン

プルの平均的な変化量。全部のサンプルで、どれ

だけ平均して動いていったかというのが傾きの平

均です。ただし、傾きの平均や切片の平均の情報

は成長モデルを用いなくても分かる情報です。も

しこれだけの情報だけを私たちがふだん行う統計

分析の中で取り出してきたいということであれば

回帰分析や分散分析をすれば充分対応可能なはず

です。

成長モデルでは、これにプラスアルファして、

分散を推定するということが可能で、ゆえに個人

差を考慮した分析だというふうに言われていま

す。切片の分散とは何かというと、観測開始時点

でそれぞれの被験者・被調査者が平均からどれく

らいばらついているのかということを表している

ものですし、ばらつきをあらわしているというこ

とです。傾きの分散というのは、平均的な変化量

に対して、各被験者がどれくらいばらついている

のかということを表すものだと考えることが出来

ます。ですので、時系列データにおいて、切片と

傾きのパターンに個人差があるのかどうかを評価

したいのであれば分散が有意かどうかというのを

確認しなければいけません。もしここの分散が有

意ではない、もしくは０という固定母数を入れた

ということであれば、それは実は成長モデルとし

ての長所がないということになります。分析して

みたけれども分散が有意ではなかったということ

であれば、それはすなわちそこには個人差がな

かったということですので、成長モデルを描く意

味はあまりないということになります。

さらに先ほどのご質問にもありましたが、切片

と傾きの間に共分散を仮定することが出来ます。

それによって、初期値と変化量の相関関係を確認

することが出来ます。つまり、共分散が正の値を

とれば、初期値が大きければ大きいほど、変化量

が大きいという傾向にあります。共分散が負であ

れば（僕が何度かやってきた経験上ですけれども、

これが正になることはほとんどなくて、負になる

ことが圧倒的に多いです）、初期値が多ければその
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後変化しにくいことになります。マタイ効果とい

うのをご存知でしょうか。何か偶然でもいいので

初期値が大きかった場合は、その後上手くいって

しまう効果のことです。1960－70年くらいに、ア

メリカの教育社会学の方が最初に名前を出しまし

た。「富めるものはより富み、貧しいもより貧しく

なる」といったようなことが、新約聖書のマタイ

の福音書に書かれていて、そこからマタイ効果と

いうふうに名前がついているようです。この効果

は直感的にあんまりうれしいものとは言えそうに

ありません。人間は初期値で決まっていて、あと

は差が開く一方だと言われたらがっかりします。

あまり出てきて欲しい効果ではないと思います。

論文等を見ていると、初期値は小さくてもその後

充分にキャッチアップするという結果のほうを数

多く見かけるような気がします。成長モデルにお

いては、切片と傾きを正規分布に従う確率変数と

して扱うことによって個人差に関する情報を引き

出してきます。つまり、切片と傾きの平均値だけ

を見ていてはだめだということです。必ず分散に

ついての情報を確認をしないと、せっかくこのモ

デルを立てた意味がないということになります。

二番目の長所に関する話に移りたいと思いま

す。成長モデルはいわゆるSEM です。ですので、

SEM としての長所ももちろん当然ですが併せ

持っています。まず、適合度指標を出すことが可

能です。そのモデリングが本当に心理学的な事象

や現象を記述するに耐えうる適合度を持っている

のかどうかという適合度を出すことが出来ます。

潜在変化モデルのところでご質問いただいたこと

への回答にもなるかと思いますが、複数の成長モ

デルを同時に立てるということは可能です。潜在

変化モデルと一緒です。切片と傾きを従属変数と

して、これらを何かで説明しようという独立変数

をモデルの中に組み込んであげるということも可

能ということです。逆に、切片と傾きを独立変数

として、別の従属変数をどういうふうに予測でき

るのかという点について検討することももちろん

可能です。ですから切片と傾きは従属変数にもな

りえるし独立変数にもなりえるということです。

もちろん、切片と傾きどうしの相関関係について、

複数の成長モデルを同時に立てて、その間で相関

関係を見るということももちろん出来ますし、何

か明確な関係性が見込めるのであれば、単方向の

パスをひいて因果関係を見て取ろうということも

もちろん出来ます。しかし、あまりお勧めできな

い場合もあります。ある変数の切片から別の変数

の傾きに対して単方向のパスを引くというのは考

えられそうな気がしますが、傾きから切片にパス

を引くというのは違和感があります。その後の変

化量が初期値を実は規定していたというのは何か

おかしな感じがします。おそらくですが、今言っ

たようなことをやる際にはまずは相関関係の確認

から行うのがいいのかなという気がしています。

三つ目の特徴は柔軟なモデリングが可能という

特徴です。成長モデルでは、測定時点は等間隔で

ある必要はありません。等間隔でデータをとって

いったほうが非常にきれいだということは認めま
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す。しかし、いろいろな事情があって、そうはい

かないということは多々あると思います。等間隔

でなくても出来ます。あえて自由母数にしておい

て、パス係数を推定するということも出来ます。

つまり測定時期を考慮した分析ができると、１時

点目と２時点目は１年空いていたけれども、２時

点目と３時点目は実は２年間空いているとか、１

年３ヶ月空いているというようなことにも対応可

能です。そして一番下に書いてある点が、本セミ

ナーの主催者側からこういうことも入れてくれと

いうことで、今回の報告の中で、こういったこと

も取り上げてくれということで書かせていただい

ている点です。変化のパターンというのは常に直

線的・線形的で一次関数のような状態であるとは

限りません。曲線的・二次関数、三次関数のよう

な非線形のような変化のパターンを見せるという

ことも十分にありえるはずです。そういった非線

形の発達パターンを考慮に入れた分析を行うこと

も可能です。これまた後程一緒に事例を見ながら

紹介をしたいと思います。

ひとつ、皆さんの中で、モデルのイメージを共

有できているといいなと思いまして、こういった

図を描いてみました。これは完全に架空のもので

す。データは取っていませんし、数字は適当に書

いていますので、ご留意ください。１時点目、２

時点目、３時点目、４時点目と各学級での国語の

成績を入れて見ました。国語の成績の切片と傾き

に対して、月並みな例で申し訳ないのですが、普

段の読書量が効いているのではないかという分析

を行ったとします。成長モデルにおいては、まず

は非標準化解を解釈していただきたいと思いま

す。Amosをまわした経験がある方はたくさんい

らっしゃると思うんですが、標準化解のところに

チェックを入れて、すぐ標準化解をチェックした

くなるのは分かります。しかしそこは少し待って

いただいて、マルチレベルや成長モデルの場合は、

非標準化解の方をまず真っ先に確認していただく

べきだと私は考えています。この読書量には中心

化済みと書かれています。これは、それぞれ、各

児童・生徒が１か月の間にもしくは１週間に何冊

本を読んだというデータがあって、さらに全体の

平均値というのが出せるはずです。その平均値を

既に引いているということです。ですから、上側

の囲いの部分はγとγに対応していて、下側の

囲いの部分はψ の共分数のところに解釈が対応

しています。読書量が今回のデータの平均値より

も１上がると１冊分です。非標準化解の良いとこ

ろは、こうやって単位を付けて考えられるという

ことです。これ以降の数字は全部適当です。１冊

分だけ平均よりも上がると、国語の成績の初期値

が0.2点上がって、平均的な変化量も0.5点上が

るといった具合です。つまりこの部分が0.2で、

この部分が0.5だというふうに今回は結果が出た

ということです。それぞれの数字が有意だとすれ

ば、読書量は国語の成績の切片にも変化にも効い

ていたと言えます。ただ先ほども申し上げた通り、

切片と傾きにはそれぞれ個人差があったのかどう

か、分散が有意であったかどうかというのは、事

前に確認しておく必要があります。今回は分散が

有意ではなかったということにするとお話が進み

ませんので、あったという前提でお話を進めてい

ます。この切片と傾きの間の共分散に関して、ま

ずこの独立変数Ｘつまり読書量という変数を入れ

る前、独立変数は無し、Ｘは無しの時の共分散は

仮に0.8だったとしましょう。たとえばです。こ

のＸを入れた後、この共分散を再度調べたら0.2

になったとします。だから、これは0.6分だけＸ

という独立変数を入れた効果があったことを意味

します。この部分が全然減っていないということ
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でありましたら、独立変数を投入した意味はあま

りないということになります。

【質問者】その減った、減らないというのは、どの

ように判断すればよいのでしょうか？

それはこのＸから切片と傾きへのパスが有意で

あったかどうかというところで判断可能かなと思

います。また切片には有意な分散があったけれど

も、傾きには有意な分散がなかったということで

したら、そもそも傾きのパスは引く意味がないこ

とになるということにご留意いただきたいと思い

ます。これは図には出てこないところなので、書

くかどうか迷ったところなのですが、独立変数が

あるかないかで、切片と傾きの分散が仮に小さく

なったとします。独立変数Ｘを入れる前よりもこ

の切片と傾きがそもそも持っていた分散が独立変

数Ｘを入れたことによって小さくなったというこ

とであればそれぞれの分散は、独立変数Ｘを入れ

たことによってうまいこと説明されたということ

になります。

【質問者】架空のモデル図の中の△1 は何を意味し

ていますか？

これは気にしないで頂いて大丈夫です。共変量

を意味しているのですが、これはあくまでモデル

を絵で描いたうえでのお話なので気にしないでく

ださい。Amos上でもこれは描きません。

【質問者】パスは図には載らない？

載りません。大丈夫です。

おそらくですが、Amosではマクロが組まれて

いまして、少なくともこの独立変数がない状態と

いうのはおそらく１分とかからずに描けるです

が、われわれユーザー側がひっかかるのは、分析

は出来た、アウトプットも出た、しかし果たして

解釈は正しいのかどうか自信がないというところ

なのではないかと思います。しかしそれぞれのア

ウトプットを慎重に一つ一つ見ていけばさほど大

きな問題はないかなと考えています。

これまで説明してきました成長モデルですが、

かなり複雑なことをやっていまして、識別の問題

が生じることもあります。どういうことかと言い

ますと、３時点のデータで２次の項まで入れたモ

デルというのは解けるかと言われたら、解けませ

ん。何も制約をかけない状態であれば、解けませ

ん。先ほどの、y4（４時点目）がなくて１、２、

３時点のデータで切片と傾きがあるというモデル

は解けます。y4がない状態で、切片と傾きとさら

に非線形の変化を入れたらとたんに解けなくなっ

てしまいます。潜在変数の数＋１個分だけ測定時

点の数が必要です。そうすればもう一つ非線形の

変化を潜在変数として入れても普通にやってモデ

ルは解けます。最初に潜在変化モデルをご説明し

ましたけれども、それは２時点で切片と傾きを無

理矢理解きました。かなり強引に制約をかけまし

た。それと同じように、３時点で２次の項を入れ

てモデルを解きたいということであれば、潜在変

化モデルのときと同じように何かしらの制約をか

けていく必要があるということになります。ふつ

うにやったら解けませんが、何かしらの制約をか

けたら解ける場合があります。

２次の項というお話をしました。成長モデルと

いうのは、今では様々な分野で応用されています。

最初は理系で始まったと言われています。心理学
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のデータ分析の方法ではありませんでした。作

物・穀物の成長であったり、人口増加のプロセス

であったり、バクテリアの成長・発達の過程や動

態を解き明かすためにこういった成長モデルとい

う統計解析手法が発達してきたと言われていま

す。そもそもこういったものを想定していた分析

ですので、線形な成長や発達のパターンを示すわ

けがありません。植物は雨が降ったらものすごく

成長するでしょうし、人口爆発というのがありま

すから線形に人口が増えいくとは誰も思っていま

せん。バクテリアの成長に関してもそうだと思い

ます。何かしらの栄養分をたまたま摂取できたら

ものすごく繁殖するということはあると思いま

す。そもそも非線形の成長の様子を何とか捉えた

いというのが目的だったはずです。インド系の統

計学の人Raoが1958年に身長の発育に適用した

例があります。この事例が心理学に比較的近接し

た事例かもしれないと考えられます。

これはRaoのデータではないのですが、カリ

フォルニア大学バークレイ校がやっている身体発

育に関するデータで、今回たまたま５人分ずつの

データを引っ張り出してきました。いわゆる第二

次性徴と言われるあたりで、急に身長が伸びたり

する人がいます。ですから、線形の項だけで、人

間の発育・発達・成長のパターンを読み解こうと

いうのは無理があるかもしれません。２次の項と

か３次の項というのはいったい何を表すのか。先

ほどの５人分のデータで、これは女の子のデータ

で、こちらが男の子のデータです。５人分のデー

タをプロットしてみただけで、全部を合わせて平

均するとこういう感じになります。中学・高校で

やった二次関数とか三次関数の形を思い描いてい

ただくと少し分かりやすくなるかなと思います。

２次の項を入れて考えてみます。２次の項の符号

が正になるということは発達が加速することを意

味するのは直感的にご理解いただけるでしょう

か。今回、身長の場合は、線形に伸びていきまし

た。さらに２次の項の係数も正だったという場合

には、その指数分だけ成長に加速度があることを

意味します。さらに３次の項を入れて考えてみま

しょう。３次の項も有意だった場合には、さらに

厄介なことになってきます。三次関数は波打った

形をとります。この場合ですと、ここでいったん

加速をして、行き止るブレーキを示します。この

ように伸びていって、このまま行ってしまうと二

次関数です。三次関数はここで止まって下がりま

す。しかしそこまでのデータはさすがにないと思

うので、ここでプラトーの状態になってくると、

３次の項が有意になってくるはずです。ただ、こ
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ういった２次の項や３次の項が有意に出てくる例

というのはレアケースだと思います。

というのは、少なくとも二次の項を充分に検出

できるだけの標本サイズはどれくらいかというシ

ミュレーション研究を見てみますと、４時点の

データの場合は少なくとも完全データで250人は

必要ですで、理想としては400人必要だそうです。

もし６時点のデータがあるのであれば、少なくと

も100人、理想的には150人。10時点のデータを

分析する際には少なくとも50人で、理想的には

100人。これだけあれば何とか分析できるという

ふうに書かれているのですが、われわれがこの数

字を達成するのは難しいという場合も多くあると

思います。

これから先はいくつか事例を見て行きたいと思

います。これは自尊心に関する４時点のデータで

す。ここが切片、線形の傾き、ここが２次の傾き

です。４時点あるので、この３つの潜在変数を解

くことができます。このモデルでは何をやってい

るのかを順に見て行きます。切片は全て１で等し

く、切片ですから等しく効果を持っているという

のはここで示されている通りです。線形の傾きと

２次の項に関してはそれぞれ自由母数になってい

ます。線形の傾きを０、１、２、３と書いたら、

ここは０、１、４、９と二乗した数値が入ってく

ることが多いかなという気はしますが、今回の場

合はこの部分は全て推定を行っています。こうい

うことをしていますので、とたんにまたこのモデ

ルは解けなくなります。先ほど言った通り、この

潜在変数の数＋１個分だけ、観測データはあるん

ですが、ここを推定しようとしているので、解け

ません。その代わりこのモデルでは、何をやって

いるのかというと、２次の項の分散を０に固定し

ています。これは全く意味を成さないことです。

この論文は JPSPに掲載されているものです。ひ

どいことをやっているというのは先ほど来お話を

してきたところでご理解いただけたのではないか

と思います。分散を０に固定するというのはこの

分析の趣旨を丸潰しにしていることに等しいで

す。論文を読むと、モデルの識別ができなかった

ので、この分散を０に固定しましたと書いてあり

ます。これはひどい話です。

少しずつ結果をお見せしたいと思います。自尊

心の得点を縦軸にとって、25歳から100歳まで

データがあります。一応２次の項があるので、線

形ではなくてだいたい60歳ぐらいでピークを迎

えて、その後下がるらしいというのが全体の傾向
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のようです。

さらに、Basic modelというところをご覧いた

だきたいのですが、何も独立変数が入っていない

状態です。それぞれ平均と分散、切片と線形の傾

きと２次の項に関する平均値です。平均値はそれ

ぞれ全て有意でした。今回この論文ではきちんと

分散に関して数値を示しています。切片と傾きと、

本当はここに２次の傾きがあったのですが、先ほ

ど言ったように２次の傾きの分散を０に潰してく

れているのでここはありません。切片には個人差

があり、線形の傾きにも個人差はあるということ

が分かった。これは非常にいいですよね。ここは

有意であるということを確認してくれているの

で、問題なくその後解釈していってもよいという

ことになります。ここに個人差があることを確認

した上で、その個人差を以下に書いてあるような

変数、性別・民族・教育歴で説明しようと考えて

います。この３つが独立変数です。この独立変数

からそれぞれ切片に対しても、線形の傾きに対し

てもパスを引いています。これをやっていいのは

なぜかというと、両方とも分散があるからです。

切片と傾きのばらつきをこの３つの変数で説明し

ようとしています。ただ、せっかくここまでやっ

たのですから、２次の項の分散を潰してしまうと

いうのはいただけないことでした。本来でればこ

こはあくまで固定母数にしておいて、２次の項の

分散はきちんと推定するというのが正しいやり方

だったのではないかと思います。

【質問者】具体的に、固定母数というと、一般的に

考えれば、１次の傾きの係数は０、１、２、３

にして、２次の傾きの係数は２乗したものにな

ると思います。そのときには分散は０と入れな

いで、それで解けなかったからこのようにした

のかなと思うのですがいかがでしょうか。

係数を推定しようとしたので、モデルは解けな

くなってしまいました。今回の場合は、係数を推

定せずに分散を推定するか、分散を０に固定して

係数を推定するかという選択肢がありました。僕

であれば係数は固定して、一番見たい分散をきち

んと推定してあげるかなと思うのですが、著者ら

はそうではなかったようです。

【質問者】一次の傾きの項で、０、１、２、３を入

れるということは線形を仮定しているというこ

とになると思います。例えばそこを０と１だけ

指定しておいて、残りの係数を入れないという

場合もあると思うのですが、曲線を想定すると

いうことはあるのでしょうか。

この場合は、曲線は想定しておらず、例えばこ

こは０と１でOK、ここの間が１ということを基

準に、このS2と S3の間、S3と S4の間というの

も考慮して推定してくださいということで、あく

まで線形を仮定したままです。曲線関係を仮定し

たいのであれば、２次の傾きの潜在変数をもうひ

とつ入れないといけないということになります。

【質問者】先ほど、２次の傾きの項を入れたい場合

は、基本的には４時点までデータがないといけ

なくて、３時点のデータでも制約のかけ方次第

で結果は出るというお話でしたけれども、ちな

みにそういう場合にはどういう制約をかければ

クリアできるのですか？

具体的には等値制約だと思います。今回のよう

に何かを０にしてしまうというのは、僕は避ける

べきことかなと思います。例えば誤差分散を０に
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するとかはやってはいけないと思います。見るべ

きところを０にしてしまうというような制約のか

け方はやらないほうが良くて、縦断データですか

ら、どこかとどこかが一緒というのはありえるこ

とだと思います。おっしゃっていただいたように、

ケースバイケースだと思いますが、もし等値制約

を入れられるところがあるのであれば、そこで考

慮すべきかなと思います。とにかく非常に複雑な

モデルで、薄氷の上に結果が乗っかっているのが

結構あるので、危ういところが多々あるのですが、

それをクリアして、より柔軟なモデリングを達成

するためには、時点数を増やしていくしか解決方

法はないのかもしれません。３時点や４時点でも

個人的にはデータとして充分だとは思いますが、

論文を読んでいると、５時点、10時点、20時点と

いうのがたくさん出てきますので、それらに太刀

打ちするためには、そこで結果を出すには等値制

約を置いてモデルを識別させるのがよいかなと思

います。

【質問者】事例１のところにカーブがあります。こ

うやって見ていくと、発達段階によっては直線

的な傾向が優勢な時期と、２次の項をどうして

も入れないといけない時期とがあるような気が

します。僕が専門にやっている思春期は時期に

よってかなり変わってくるところがあります。

おっしゃる通りです。こういったものすごく長

い時期を追いかけている研究と、ある一時期だけ

を切り取った研究では、後で事例２でお出ししよ

うと思っていたんですけれども、全く様相が変

わってくるということは、多々あると思います。

本当に今おっしゃっていただいた通りだと思いま

す。どの時期を対象にどの発達状態を切り出して

来ようとするのかだけで、ベストフィットのモデ

ルが変わってくるというのは当然だと思います。

先ほどのところに戻って、解釈を進めてみたい

と思います。せっかく独立変数が入っていますが、

ここに２次の項の分散は０と固定してしまってい

るので、ここもないです。Predicting Quadratic

 

slope、ここもありません。個人的にはとても残念

な感じに見えます。４番目のConditional model、

条件付きでどんどんモデルを増やしていきまし

た。Conditional modelの１では性別だけ入れま

した。Conditional model2では民族だけ入れまし

た。３では教育歴だけ入れました。４では全部入

れましたということです。この最後の４のところ

だけ全部横に見ていけばよろしいかと思います。

まずは性別で予測をしたら、切片でマイナスの値

が出て、傾きには関係がありません。男性が１で

女性が０です。だからマイナスの値が出たという

ことは、初期値で女性の方が下です。自尊心は女

性の方が低い傾向にあって、その後の傾きに関し

てはほとんど一緒という結果がこのパターンから

見て取れます。戻りまして、真ん中の民族のとこ

ろを考えてみたいと思います。これは両方とも有

意です。切片が正、傾きで負になっています。コー

カシアンが１でアフリカンが０です。初期値でア

フリカン・アメリカンの方が下で、かつ傾きも有

意でしたので、アフリカン・アメリカンの方々の

方がより下に下がってしまうというのが、先ほど

の数値から見て取れることです。そして、教育歴

です。教育歴は切片のみ統計的に有意でした。傾

きはほとんど一緒で、被教育年数が多い人と少な

い人とでは変動はしないようです。High educa-

tion群は１、Lowは０で、先ほどプラスの値が出

ていたと思うので、High educationの方が自尊心

が初期値の段階において高く、その後変わらない

のでキャッチアップしないんだという結果になっ

ています。
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次の事例です。先ほど出てきた自尊心の研究を

やっていた人たちと同じ研究グループです。今度

は青年期の自尊心に限って研究を行っています。

先ほどは25歳から100歳までありましたが、今回

は14歳から30歳までのデータで分析をされてい

ます。非常に見にくいとは思いますが、これは何

次関数に見えますか。これは目視では判断の難し

いところだなと思いますので、論文の表を持って

きました。これは線形の項だけを入れた場合のモ

デルフィット、２次の項を追加したときのモデル

フィット、３次の項を入れたときのモデルフィッ

トです。いかがでしょうか。TLI、CFI、RMSEA

は、これらは全部モデル適合度の指標です。ほと

んど変わらないですけれども、この一番下、３次

の項を入れたときが、一番フィットが良くなって

います。多分同意いただけないと思うんですけれ

ども。つまり３次関数ということは、実際に今こ

の論文で書かれていた数値をもとに３次関数書い

てみました。これが、われわれが一般的に中学・

高校の数学で目にする３次関数の形です。でもこ

んな形になっていません。非常に分かりにくいで

すし、パッとイメージしにくいですが、ここの部

分を拡大するとそうなるのだと思います。これで

３次の項も入ったモデルがベストフィットだとい

われても、しっくりこないかもしれないという気

はするのですが、数字は確かにそう出ています。

この論文ではもう少し面白いことをやってくれ

ていて、今回の場合も、コーカシアン、スペイン

系の方々、アフリカンの方々で３つのグループに

分けて類型化したうえで、それぞれの発達のパ

ターンを調べています。これらのパターンが重な

ればこんなことやる必要はなかったのかもしれま

せんが、下のEthnicityの方を見ていただいて、３

グループを設定して、Cross-group constraintsと

いうふうに書いてあります。グループ間で等値制

約を入れた場合です。constraintsといのは制約と

いう意味です。この３つのグループの間は等しい、

発達動態は同じであるという制約を入れた場合と

制約を入れなかった場合です。制約を入れなかっ

79時間を含むデータをどう分析するか？



た場合の方がフィットがいいようです。したがっ

て今回はそれぞれのグループがどういう動態を描

くのか３つのグループに分けて分析を行っていま

す。次にGenderです。男性と女性で分けて、発達

動態を描いてみたところ、微妙なところではあり

ますが、Ａというふうに書いてある方がフィット

がよかったようです。男性と女性で等値制約のモ

デルを入れた方がモデルフィットが良かった。つ

まり、男性と女性で発達動態はさほど統計的に有

意な違いはあるとは言えないということでしたの

で、今回は性別では分けては考えていません。も

し仮にNo cross-group constraintsのフィットの

方がよかった場合には、この線は６本描かれてい

たはずです。さらに、もちろん独立変数を入れる

ことも出来ます。自尊心のデータで、切片、傾き、

２次の項、３次の項と、線形の傾き、２次の傾き、

３次の傾きというふうな、それぞれの潜在変数に

対して、パーソナリティのビック５を独立変数に

して、それぞれがどうやって説明するのか検証し

ています。結果は実は全然面白くなくて、見てい

ただけれは分かる通り、初期値のところにだけな

んとなく効いています。つまり、外向性が高く、

勤勉で精神的に安定していて、好奇心の強いとい

う人が、初期値の状態において自尊心が高い傾向

にあります。それ以降も様々な形の変化、線形、

２次、３次の変化全部で15個ありますけれども、

そのうちの１個の例外を除いて、全く変化には効

いていませんでした。これだけ結果が出ていなく

ても、きちんと論文になるということには勇気付

けられますが、分析をした側からすると、がっか

りしたのではないかという気がします。ただ、こ

ういった結果はこういう理由でこうなのだという

考察がきちんと与えられれば充分に論文として耐

えうるのだとポジティブに解釈しておきたいと思

います。

これは若干複雑なのですが、双子研究の結果で

す。今回従属変数になっているのはここの部分で、

Cognitive abilities知的能力、IQのようなもので

す。切片、傾き、２次の項が設定されています。

そして、左半分は双子ちゃんの片割れ、こちらが

もう片割れのデータというふうに見てください。

同じように４時点分のデータが入っていて、切片、

傾き、２次傾きです。さらに、切片、傾き、２次

の項を遺伝と環境の影響に分割しています。先ほ

どの分析からもう一段階ややこしいことをしてい

ます。初期値の状態に、遺伝の影響がどれくらい

関わっているだろうか、環境の影響がどれくらい

関わっているだろうかということを検討していま

す。ＡとＥと書いてあります。複雑になるので、

ＡとＥしか書いていないのですが、ＡはAdditive
 

genetic effect、遺伝の影響です。EはEnviron-

mentalのＥです。あとは測定誤差もここに含まれ

るので、measurement ErrorのＥでもあります。

10年ぐらい前の Development Psychologyに載っ

ている論文なのですが、結構面白い結果が出てい

ると思いましたので、事例の一つとして持ってき

ました。まず、もちろん潜在成長曲線モデルを既

に10年前にきちんとやられているということは

非常に高く評価されるべきことだと思います。そ

してさらにそれを行動遺伝解析しています。被験

者に対して実施した認知課題がたくさんありま

す。アナログ課題とかDigit Spanとか、Symbol
 

Digitとか課題がたくさんあります。Ｉ、Ｓ、Ｑと

いうのは、切片、傾き、２次の項と順番に見てく

ださい。h と書いてあるのでは、Heritability遺伝
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率です。その課題の個人差がどれくらい遺伝に

よって説明されるかを表したものです。個人の課

題の成績の何％が遺伝の影響で説明されると言っ

ているわけではありません。例えば、ある課題の

遺伝率が80％だったとします。ある人が、その課

題で80点を取ったらその８割の64点分が遺伝だ

という解釈は完全に誤りです。これをしっかりと

お伝えしなければなりません。あくまでその集団

のばらつきのうち、何％くらいが遺伝の影響を受

けているかもしくは環境の影響を受けているのか

ということを考えています。縦方向にこのh とい

うのを見ていくと切片の個人差、初期値の個人差

はおおよそ50％から90％ぐらいの遺伝の影響が

あります。それに対して、傾き slopeの個人差には

あんまり遺伝の影響がなく、さらにここは一番面

白いと思っているのですが、傾き・変化の部分で

す。変化は、遺伝の影響ではなくて、環境の影響

だろうと言われるとなるほどと思います。初期値

は何となく決まっているけれども、その後の成長

というのは、環境によって規定されるようです。

さらに面白いのが２次の項です。成長の加速度の

個人差には、45％、35％、75％といった具合に先

ほどの傾きの個人差よりかは明らかに高い遺伝的

影響があります。つまりまとめると、初期値の状

態には遺伝的影響が入りやすい。納得です。変化

というのは環境の影響を受ける。これも納得です。

しかし、変化を加速させたり減速させたりするの

は、これまた遺伝の影響を多分に受けているとい

うことがこの研究からは分かります。ここまで、

２次の項も検討の対象に入れたいくつかの先行研

究を一緒に見て参りました。ここで、いったん成

長モデルの話は区切りにしようかと思いますが、

何かご質問等ありますでしょうか。ここから先は、

お時間の許す限り、混合軌跡モデリングという３

つ目の分析についてのお話をしたいと思います。

【質問者】最初の事例で、２次の項の分散を０に仮

定するということは、個人間でバラつきがほぼ

ないということを前提にしていることになりま

すか？

ほぼないのではなく、ばらつきはまったくない

ことを仮定しています。

【質問者】ないということは、次の２次関数のグラ

フで言うと

ここに、ばらつきがないということになります。

【質問者】しかし、性別やEthnicityでばらつきが

出るというのはどういうことですか。

その点がこの論文が非常にambivalentなとこ

ろで、やろうとしていることや見ようとしている

ことと、今回この論文で実際にやってしまったこ
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とがすごくマッチしていません。

【質問者】１次関数的なものが有意だといってい

るだけですよね。しかしなぜ曲線で有意差が出

たと言っているのかが分からない。

おっしゃる通りです。もしこういうことを本当

に言いたいのであれば、二次曲線の形をしていま

すのでここを０にしてはいけなかったのです。

【質問者】結果から見るとどうでしょうか。

おそらく結果はきちんと出るだろうと思いま

す。

【質問者】分散も０ではなかったということです

か。

はい、０ではなかったはずです。

【質問者】個別に値を入れていっても多分有意に

なっていただろうということですか。

おそらくなったはずです。

【質問者】切片と傾きというのは、重回帰分析とか

でよく見る切片とか傾きというそのままの意味

ですか。

そのままの意味です。そのままの意味なのです

が、回帰分析や分散分析では潜在変数としては

扱っていません。あくまでここは平均値のお話し

かしていません。このモデルでは、新たに何をや

ろうとしているのかというと、平均値と、切片の

平均値、切片の分散、傾きの平均値と傾きの分散、

２次の項の平均値と２次の項の分散をそれぞれ推

定しようとしていいます。分散の部分がやはり一

番大事です。

【質問者】回帰分析をしていると切片はあまり見

ません。どちらかというと係数が有意かどうか

に着目しがちです。切片もやはり同じく大事

だったのでしょうか。

回帰分析においては、おそらく僕も皆さんもそ

うだと思うのですが、すぐさま標準化解を見て、

「0.3で有意だった。良かった。」となってしまいが

ちです。相関でも出ていたし、まあそれはそうか

なという感じになってしまうことが多いと思いま

す。しかし、やはり本来的には、まずは非標準化

解をきちんと見てあげるべきです。ただ、重回帰

になるとたくさんの変数が入ってきます。そうす

ると意味が取りにくくなる場合もあります。それ

であれば、係数の大きさを単純に比較できる標準

化解のほうが便利でいいじゃないかということに

もなりますが、もし出来るのであれば非標準化解

もきちんと吟味すべきことかなと思います。

最後に三つ目の分析に入って行きたいと思いま

す。三つ目の分析は本邦においてはまだほとんど、

残念ながらといったほうがいいと思うんですが、

やられていません。僕このお話をさせていただく

のは中身はいろいろ変えていますが、三回目なん

ですけれども、一件も出てこないので、僕のセン

スがちょっとよろしくなかったのかもしれないの

で、皆さんちょっといったん聞いていただいて、

「これは使えないよ」ということであれば、それで

いいんですけれども、「こんな分析もあるんじゃな

い」いうことであれば是非お使いいただきたいな

と思います。
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HLM、階層線形モデル、マルチレベル、潜在成

長曲線、呼び方は何でもよいのですが、成長モデ

ルにも少なからず欠点はあります。先ほど来、繰

り返し申し上げている通り、確かに、平均に加え

て分散の推定もきちんと行っている。つまり、切

片とか傾きを潜在変数として考えます。それらを

正規分布に従う確率変数だと考えて、平均と分散

を出しています。分散を出しているということは、

個人差を考慮した分析を行っていると言えるので

すが、若干物足りなさを感じます。なぜかという

とグループを背後に仮定していないからです。男

女とか、年齢層とか、民族とか、そういったあら

かじめ決まった分かりきったグループが設定でき

るのであれば、多母集団にしてあげればよいので

すが、何が不満かというと、標本内の全ての個人

が平均的な発達動態を示すとは限らないというこ

とです。

この平均的な個人というのは本当にいるんです

かというお話です。例えば、この図で、真ん中に

黒いラインを引いていますけれども、これが平均

です。こういう人は本当にいるのでしょうか。も

しいないのだとしたら意味がありません。ですの

で、もしかしたらこの標本内にはいくつかのグ

ループが存在するのではないだろうか。それぞれ

のグループが特徴を持った発達軌跡を描いてい

る。繰り返しになりますが、平均グループという

のは本当に存在するのか、というのが問いの出発

点です。一つの解決方法は、これも繰り返しにな

りますが、男女とか、年齢層とか、民族とか、教

育暦とかの多少などによって、あらかじめグルー

プを分けてしまうというやり方、すなわち多母集

団にすることです。多母集団の成長モデル、これ

をGrowth mixtureと言います。このGrowth
 

mixtureがHLM を一歩先に進めた優れた分析

なのであればよいのですが、HLM でも複雑だっ

たモデルをより一層複雑にしているのでかなり複

雑なものになっています。
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群のレベルと個人のレベルの両方のパラメータ

推定が必要になってしまうため、モデルが格段に

複雑になっています。モデルが複雑になるという

ことは、モデルの前提条件が満たされない場合に

は、結果が頑健ではなくなります。つまり、ちょっ

と初期値（ここで言うところの初期値というのは

切片の初期値という意味ではありません。推定の

アルゴリズムに使う際の、計算を回し始める一番

最初の値という意味です）を変えただけでも解が

変わってしまいます。これはまずいことです。分

析するごとに解が変わるというのは最悪です。で

すので、ここでGrowth mixtureをできるなら、

これで安定的な解が得られるのであれば、Growth
 

mixtureをやるべきです。その可能性がちょっと

低いというのであれば、こちらの混合軌跡モデリ

ングGroup-based trajectory analysisがかなり

有力な代替案として考えられるなと思うのでご紹

介したいと思います。この分析についてはNagin

という人が2005年に本を書いています。

1999年に Psychological Methodsに論文が出て

います。もう15年も前のことになります。これも

繰り返しになりますが、数理統計の方々はもう何

十年も前に考えてくれているのですが、われわれ

のところには全然届いてきません。ここ数年で、

SASのパッケージproc traj（procというのは

procedure、trajは trajectoryのことです）として

実装されたため、ここ数年で使用頻度が急増しま

した。

これが2005年の本です。Group-Based Model-

ing of Developmentという本です。Naginがこの

モデルについて考えて、SASのパッケージ実装し

たのが、Carnegie Mellonの Jonesという人です。

JonesとNagin二人で、proc trajというのを開発

しました。JonesのページからSASのパッケージ

をダウンロードすることが出来るんですが、近年、

SASユーザーが劇的に減っているだろうと思わ

れます。おそらくSASを使っている方はいない

ですよね。そして、最近 SASで University
 

Editonという無償で使えるSASのライト版みた

いなのが出ました。しかし、proc trajのような追

加のパッケージは使えません。有償版でないと使

えないようです。Jumpでもダメでして、今使える

可能性があるのは、SAS、それからStataです。

Stataは経済学とか社会学の方々が主に使われて

いる統計のソフトウェアです。二つがホームペー

ジ上で、パッケージを提供してくれているところ

です。それ以外には、Muthenという方が提供して

くれているMplusがあります。あとは、この後紹
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介しようと思ったんですけれども、Ｒでも一部や

ることが出来ます。その一部というのが厄介なと

ころではあるのですが、例えば、非行のデータ分

析には使えます。しかし、正規分布しそうな変数、

自尊心、パーソナリティ特性、社会性などに対し

ては使えません。

【質問者】確認なのですが、前のスライドで、標準

グループという言葉がありました。これはどう

いう意味ですか？

グループというふうに言ってしまったので誤解

を招いたかもしれないのですが、私の言いたかっ

たことはこのスライドに書いてあることです。い

ろいろな発達動態を示していますが、いったん回

帰分析をしたらこういった回帰直線が引けます。

回帰分析というのは平均を引いています。なので、

このデータを最小二乗法なり何なりの推定方法で

一番縮約的に示すとしたらこの直線だというのが

回帰線の意味です。しかし、本当にこの発達動態

を示す個人というのがいるのかどうか。いるのだ

としたらそれで構わないのですが、いないのだと

したら、例えばこの例で当てはまるかどうか分か

りませんが、下のほうで伸びている群と、上の方

で伸びている群と、２つのグループが半々いて、

平均してみたら真ん中を取ってしまったというの

が実情だとしたらこの線に意味は薄いということ

になります。

【質問者】平均値ということでしょうか。

平均値というわけではありません。

【質問者】先ほどのGenderや Ethnicityなど何

かそういった意味でのグループということなの

かなと思ったのですが、そういうものでもない

のでしょうか？

そういったご理解で大丈夫です。例えば男性が

全然発達しないという特徴があったとして、女性

がものすごく初期値で急激に発達するという特徴

があったとします。男女というグループを潰して

みたらちょうどこのラインを通ったとしたら、こ

の場合もこのラインには全く意味がありません。

男女分けて考えるべきだったにもかかわらずその

情報が欠落しているので、本当は誰もいるはずも

ないところに線が引けてしまったということにな

ります。

【質問者】分かりました。

やはり発達軌跡にはいくつかのパターンという

のがあるはずだと考えてみたくなります。別にな

くても構いません。分析してみて、やはり１グルー

プだということでも構わないのですが、グループ

の数を確認してみる価値はあるのではないかと思

います。通常、どういったパターンやグループが

あるのかというのは観測できません。例外として、

男女で分けるとか、明らかなグループ分けができ

る場合はありますが、潜在クラスを仮定して、適

合度比較を行うことによって、軌跡パターンの数

を考えることが一般的です。潜在クラスの数を考

えるのに加えて、ある時点の説明変数によって、

軌跡への所属確率、どういう説明変数を持つグ

ループがどういう群への所属確率が高いのかもし

くは低いのかということも考えることも出来ま

す。独立変数付きのモデルです。先ほどご説明し

た、成長モデルで独立変数を入れるモデルと全く

同じようなことが出来ます。このモデルも３時点

以上の縦断データあれば検討することが可能で
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す。

growth mixtureが複雑すぎるので、解が収束

するかどうかも分かりませんし、初期値によって

解が不安定になるというのも困るので、もう少し

緩いGroup-based trajectory analysisを proc
 

trajを使ってやってみようとをわれわれは考えて

います。イメージ的には growth mixtureとやろ

うとしていることは似ていますが異なる分析で

す。growth mixtureに関しては、個人のレベルの

式においても誤差項を仮定しています。つまり、

個人のレベルとグループのレベルがあると言いま

したけれども、個人のレベルでもきちんと誤差項

を仮定し、グループのレベルでも誤差項を仮定し

ています。個人のレベルでもグループのレベルで

も両方でパラメトリックな分析をやろうとしてい

ます。パラメトリックな分析は回帰分析にしても

分散分析にしても、分析する前に前提条件がたく

さんあります。それに対して、proc trajのほうは

個人のレベルには誤差項を仮定しません。

つまり、個人のランダム効果を考えないという

ことになります。これはどういうことかというと、

確かにグループのレベルにおいては、誤差項を仮

定して、パラメトリックな分析を行うのですが、

個人のレベルのお話においてはノンパラメトリッ

クでやってしまおうということです。ノンパラメ

トリックは検定力は若干弱いですが、分布を仮定

しないので汎用性が高いという特徴を持っていま

す。その両者をミックスするということです。最

近は、あまりNaginはこう呼ばなくなったのです

が、グループのレベルはパラメトリックだけれど

も、群内・個人のレベルはノンパラメトリックと

いうことで、セミパラメトリックというふうに呼

んでいたことがありました。最近はGroup-based
 

trajectory analysisとしか呼ばなくなりました。

Group-based trajectory analysisを行うとどう

いう結果が出てきて、どういうところに注意をし

ながら結果を解釈すべきなのかということに関し

てお話をして参ります。そもそも選択された群の
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数はいくつあったのか。やはり複数のグループに

分かれることはない、１つのグループにまとまる

ということであればそれはそれでよいですし、２

グループ、３グループといくつかのグループに分

かれたとしたら、それは果たしていくつなのだろ

うか。そして、各群の軌跡の形状はどうなってい

るんだろうか確認する必要があります。各群に属

する標本サイズやもしくはその割合から、全体の

サンプルのうち８割がこのグループに所属してい

て、このグループには１％しかいないとか、そう

いうことが分かりますので、そういうことも確認

していきます。各個体の各群への所属確率はどの

程度なのか。もし説明変数を入れた場合には、そ

れらの変数は群分けに対してどういう寄与してい

るのか、という５つについてとりわけ考えていく

必要があります。

サンプルサイズについては、おおよそ300から

500以上の標本サイズが推奨されるとNaginの

本には書いてはあるのですが、僕自身が100程度

の標本サイズで分析をやってみたところ、分析そ

のものは可能でした。ただ、標本サイズが小さい

場合には、検定力が小さくなって群の数を少なく

推定してしまう恐れがあるというシミュレーショ

ン結果を示した論文もあります。

１つ結果をお見せしたいと思うのですが、例え

ばこういったような結果が出てきます。これは何

の軌跡を示したものなのかというと、Naginたち

が自分で分析をしたもので、モントリオールの

データです。暴力的な非行行為が11歳から17歳

までの思春期においてどういうふうに出てくるの

かを示したものです。従属変数がviolent  delin-

quencyで５グループに分かれています。一番下の

Lowというのは、今回データを７時点で取ってい

ますけれども、11歳から17歳までの間において、

1/3ぐらいのグループの人たちは、非行行動には

ほぼ無縁の人たちだったというグループです。

Low2というのは、１回ぐらいやってしまうなと

いうグループで、これが３割程度います。Low1と

Low2で全体の2/3くらいを占めています。非行

を対象に研究していますので、残りの1/3のグ

ループが重要そうです。残りの1/3は３つに分か

れています。raisingというグループがありますけ

れども、小学校の頃には悪い非行には手を染めて

いなかったのに、中学・高校になるにつれて次第

に非行に手を染める頻度が高くなってきてしまっ

たというグループです。もしこれに独立変数を入

れて考えるのであれば、いったい何が原因でこう

いった raisingというグループに所属することに

なってしまったのかということを検討するという

ことができるということです。実際にはこの論文

では検討はされていませんでしたが、例えば、学

業成績が悪くなってしまったとか、親から塾に通

うことを強要されたとか、受験で失敗したとか、

ご家庭の事情があったとか、何かそういうことが
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寄与しているのかもしれません。そのさらにその

上に、declineというグループがあります。名前の

わりにそんなに減ってはいないようにも見えま

す。中１・中２ぐらいで非行行為のピークを迎え

ています。中１・中２の頃の非行というと何でしょ

うか。友達を蹴るとか、殴るとか、万引きしてし

まうとかそういうことでしょうか。その後若干落

ち着いてきて少し減るというdeclineグループが

全体の1/5から1/6ぐらいいます。そして、最後

にこれは一番まずいグループですが、慢性的に非

行行為に手を染めてしまうグループがだいたい

５％ぐらいいます。慢性的に非行に手を染めてし

まうグループは、少ないですけれども、今回相手

にしている従属変数は非行ですから、少ないグ

ループが出来て当然です。ここが８割だったら

びっくりします。最初は非行行為に及ぶ回数は少

なかったのに、何故だか理由があって（あって欲

しいのですが）、非行に手を染める回数が増えてし

まったグループとこの２つの群に僕は注目したい

と思います。これは成長モデルでやったら絶対に

分からないことです。男女で分けるのは簡単です。

多母集団で潜在成長曲線やればいいわけです。し

かし、これはまさに非行行為の発達軌跡で分類を

しているわけです。これが統計的に見ていい分類

だろうという潜在クラスを仮定しています。４ク

ラスがよい、５クラスがよい、といのは適当にやっ

ているわけではありません。もっともモデル・

フィットがよいような分け方をして、その結果、

こういった特徴的な発達軌跡を示すパターンが出

てきました。論文になっているぐらいですからこ

れはかなりきれいに結果が出ているほうです。僕

のほうでも、何度も何度も、いろいろなデータで

分析してみましたけれども、こんなにも面白い、

これは何か注目に値するというような発達軌跡の

パターンが出てくるのはほとんどありません。ど

ういうことかというと、全部のクラスが平行とい

う結果が多いのです。複数のグループには分かれ

るけれども、それぞれのグループに際立った特徴

がない。線形に上がっていきます、線形に下がっ

ていきますとか、そういった分かれ方をします。

３グループに分かれるとしたら、３グループとも

慢性的に低い、慢性的に中程度、慢性的に高いと

いったようなグループ分けになることが多く、か

なり頑張らないとこういった興味深い発達軌跡を

示す結果は出てこないかなという気はしています

がこの分析を試してみる価値はあるだろうと思い

ます。しかも、Low1はおそらくですが１次関数が

当てはまりそうです。chronicや declineには２次

関数や３次関数が当てはまりそうです。それぞれ

のグループに何次関数を当てはめるかというの

も、こちら側で設定することが出来て、モデル・

フィットもそれぞれ出すことが出来ます。もちろ

ん、そういうのはすべて面倒だということで、例

えば全て３次関数を当てはめておこうという考え

方もあるかと思います。

SASをお使いになっている方はほとんどい

らっしゃらないということだったので、ここは飛

ばしたいと思うのですが、このproc trajという

パッケージをSASが入っているパソコンに入れ
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ていただく必要があって、たった数行スクリプト

を書くだけで、先ほどの分析が出来ます。

Ｒでも一部分析可能と先ほど申し上げました。

ＲのパッケージでCrim CVというのがありま

す。名前から見ても分かるように、犯罪学分野の

グループが提供してくれているものです。ZIPモ

デルというふう書きましたが、これ何の略かとい

うとZero-Inflated Poisson分布というのがあり

ます。ゼロ過剰ポワソン分布です。どういう分布

かというと、０が多く含まれているすごく歪んだ

分布です。先ほどの非行行動のようなものです。

正規分布するようなものではなくて、犯罪学の分

野ですから、犯罪に手を染めるのが正規分布した

ら困ります。人間はふつうは犯罪に手を染めると

人生はほぼ終わりますので、０は過剰な状態、

zero-inflatedな状態にあるはずです。その歪んだ

分布のことをポワソン分布と言うのですが、これ

を略してZIPモデルと呼んでいます。このZIPモ

デルが当てはまりがよいだろうと考えられるデー

タをお手持ちなっている場合には、このCrim CV

が使えます。CVというのがなぜついているのか

ご説明します。潜在クラスの数の決定のために適

合度指標としては、基本的にはAICやBICを

使っているのですが、このパッケージではCVE

も計算してくれます。このCVというのは何のこ

とかと言いますと、Cross Validationのことです。

そして、CVEはCross Validation Errorです。

これがAICやBICよりも優れているかどうかは

ともかくとして、クラス数決定のための指標をも

うひとつ提供してくれているわけです。この指標

はSASでは出てきません。SASではAICとBIC

しか出てきません。AICでもBICでも、クラス数

が増えていくと、クラスを細かくしていけばいく

ほど、モデル・フィットが上がっていくという場

面に出くわすことがあります。20クラスや30ク

ラスに分かれましたと言っても、それが本当に現

象を縮約して記述できたのかどうか怪しいもので

す。30クラスに分かれたといったら、平均すると

１つのグループに３％ぐらいずつしか入らないわ

けですから、100人データあったらそれぞれのグ

ループに３人ということになります。これが本当

に縮約的なのかどうか分かりません。そういう状

態を回避するためにもう１つクラス決定のための

指標があるというのはよいことです。非常にシン

プルな計算をしています。もし100人分のデータ

があった場合、まずは99人分のデータで分析を

行って、その結果を残りの１人に対して外挿し、

それを100回繰り返します。そして、どれだけズ

レがあったのかを計算します。総当たり的にやり

ますので、サンプルサイズが100ぐらいだと一瞬

で終わりますが、10,000あったら結構時間がかか

るかもしれません。結構とは言っても少し待って

いただくだけです。AIC、BICに加えて、もう一つ

指標を出してくれるというのがこのCrim CVと

いうＲパッケージの特徴です。問題があるとした

ら、先ほど紹介したSASのパッケージのproc
 

trajに関しては、独立変数込みのモデルをすぐに

書けるのですが、Crim CVでは独立変数込みのモ

デルを立てることができません。ですので、この
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Crim CVにおいては段階推定するしかありませ

ん。段階推定するというのはどういうことかとい

うと、まず、クラス数のみCrim CVを用いて推定

を行って、多項ロジット分析はSPSSなど他の

ツールで分析を行います。その人はどのクラスに

所属するのかという情報をあらかじめCrim CV

で分析をしておきます。さらに、Crim CVでは現

状においてはZIPモデルしか使えないので、０過

剰な臨床のデータや非行のデータなどに限られて

くると思います。ただし、２段階推定を行うとい

うことは、誤差の上に誤差を重ねるということに

なってしまうので若干心配はあります。proc traj

の際もそうなのですが、独立変数無しの時に、例

えば３クラスが支持されたとします。しかし、独

立変数込みの変数にしたら４クラスが支持されて

しまったということも十分にありえることです。

３つの変数独立変数を入れた重回帰分析の結果と

さらにもうひとつ変数を入れた重回帰分析の結果

とではがらりと変わる可能性があります。それと

同じことで、ただただクラス数を決定するための

モデルと独立変数と全く別の変数が入ったモデル

で結果が変わると言われたら、それはそうだろう

とご納得いただけると思います。全く異なるモデ

ルを回すことになりますので。ですので、結果が

果たして正しくなるかどうかは分からないという

危惧もありますが、最も手軽にこの分析を行うに

は、こういう方法もありうるかなという気はして

います。実際にこういうことをやっている論文を

１つ見つけました。Crim CVに関しても非常にシ

ンプルに分析を行うことが可能です。５行書くだ

けで潜在クラスの数の推定を行ってくれます。も

ちろん、まずはCrim CVというパッケージをダ

ウンロードしていただく必要があって libraryと

いう関数を使って読み込みます。そしてファイル

を読み込む。パッケージを読み込んで、データを

読み込んだ。Crim CVの後にファイルの名前と群

の数を指定して、各群の軌跡の関数の次数を指定

します。今回の場合は３と書きました。RCVとあ

りますが、これは先ほど少しご紹介したCVE、

Cross Validation Errorを計算しますかというオ

プションです。計算するということになっている

のでTRUEと書かれています。これだけです。こ

れをout1という空間に結果を吐き出してくださ

いというふうに書いて、out1のプロットはどうで

すか、結果の要約はどのようですか、と書いてい

るだけです。この５行だけで分析可能です。Ｒを

使っていない方々にとっては、ファイルを読み込

むのが一番引っかかるところだと思います。ファ

イルさえ読み込めれば、そんなに指定すべきとこ

ろも多くないと思いますので、分析できると思い

ます。群の数を１の場合、２の場合、３の場合、

４の場合というふうにやっていって、モデル・

フィットが一番いいところで止めてあげればいい

わけです。これはかなり有効な分析ではないかと

僕は勝手に思っているんですけれども、皆さまは

いかがでしょうか。

発達や老化の類型化を行うと、どういったグ

ループがあるのかというのが、growth mixture

を用いるよりも、このGroup-based trajectory
 

analysis混合軌跡モデリングを用いた方が頑健に

検証可能と言われています。グルーピングをして

いるという意味合いにおいては、少なくとも一般

的に最も多く行われている潜在成長曲線モデルよ

り一歩先に行っていることは間違いないはずで

す。もしこちらの分析できれいな結果が出るとし

たら、潜在成長曲線モデルはもはややる必要はな

いということにもなります。そして、先ほどご説

明申し上げましたが、何らかの特徴的な発達軌跡

を描くグループを発見することが出来れば、その
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知見の興味深さというのは格段に増しますし、今

回はご紹介できていませんけれど、発達軌跡への

所属確率を従属変数とする独立変数込みのモデル

も考えることも可能です。慢性的に非行行動を

取ってしまうグループは、なぜ彼らはここのグ

ループに所属しているのかという独立変数を考え

ることができるということです。SASをお持ちの

方はすぐにでも出来ます。もしお手元に３時点以

上の、０をたくさん含むような、少なくとも正規

分布はしないというデータをお持ちの方は、先ほ

ど紹介したCrim CVを使えば、クラス数の決定

も比較的シンプルにできます。潜在変化モデルそ

れから普通のHLM と混合軌跡モデリングとい

う３つをご紹介して参りました。何か全体を通じ

てでも結構ですのでご質問やご意見がありました

らよろしくお願いします。

【質問者】Naginの軌跡のグラフに関して、非行

のデータを取っていると思うのですが、これは

０－１データですか？ 名義尺度を積み上げる

データでもいけますか？ 例えば、「タバコを

吸ったことある」に対して「ある」「ない」。そ

ういう項目が多く並んでいて、それを合計得点

にして使うのですが、そういったデータでも適

用可能ですか？

適用可能だと思います。

【質問者】そもそもそういうデータは、通常いわゆ

る間隔尺度以上のデータに対して用いる分析に

かけてもだいじょうぶですか？

頻度のデータということですよね。僕はこの場

合適用可能だと思います。

【質問者】この場合は可能というのは？

例えば、普通の一般的な回帰分析をしていいか

といわれると、ダメだというふうに言われるかも

しれないなと思いましたので、この場合は大丈夫

というふうに言いました。

【質問者】それはモデルとして？

別の例えば普通のパラメトリックな分析ではな

い、ノンパラメトリックな分析をした方がよいの

ではないかという指摘を受けるかもしれないなと

も思いますが、これはおそらく使ってよいと思い

ます。

【質問者】それはさっき伺いました、セミパラメト

リックな部分があるということでしょうか。

はい、そういう部分がこのモデルにはあるので。

【質問者】結構そういうデータのほうが多いので

すか？

【質問者】発達の行動データはほとんどそういう

ものが多いです。あるか、ないか。尺度にして

しまえばよいのかしれませんが、結構無理をし

て同じような類似の課題を６個ぐらいやって、

それを得点化していることが多いです。私が

ずっとやってきた乳児の社会的認知の発達分野

でも、例えば３項関係が出来るとか、アイコン

タクトが取れるとか、そういうみんなそれぞれ

に通過する、通過する仕方も同じような形でと

言いましょうか。そういう研究のジャンルや領

域では、発達段階について普遍的な理論を置く

ことが多いと思います。しかし、実際には子ど

もを見ていたら、相当ばらばらで、順序性とか

も結構微妙なところもあって、だから乳児の研

究って面白いと思います。より充実したＲの

パッケージを誰か他に作ってほしいと思いま

す。ZIPモデルが一番適したデータをお持ちの

先生方は数多くいらっしゃるのかなと思いま

す。クラス分けだけに関しては、もうすぐにで

もＲで出来ます。ただし、「こういうクラスが出

てきました」という分析では、最近は事が済ま

なくなってきています。これから先はおそらく、
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こういうグループはこういう理由でこういう発

達軌跡を描くという独立変数込みのモデルを適

用する必要がありますし、先ほどは言いそびれ

ましたけれども、こういう軌跡を描いたら、そ

の後18歳のときに何か問題があるとか問題が

ないとか、発達軌跡が独立変数でその後の結果

変数を予測するという分析を行っていく必要が

あります。また、本邦ではこの分析を用いた先

行研究はほとんどないと申し上げたのですが１

本だけありまして、科警研の方が犯罪のデータ

で分析された日本語論文があります。そういう

ゼロ過剰データの場合、かつ件数が仮に少な

かったとしても１件でも起きてしまったら重篤

な犯罪というのはあります。こういった大きい

グループには出てこない、もっときめ細やかな

グルーピング（例えば、年間に10件程度しか起

きないような、ものすごく危険な、特殊な犯罪

など）も出来るはずです。

【質問者】岡邊健さんという方だと思います。その

方は今、山口大学に移られて、ご紹介いただい

た研究を最近『現代日本の少年非行』（現代人文

社）という本を一冊まとめたので、もし関心が

あればそれを見てください。分かりやすいです。

【質問者】そこではこの分析が使われているので

すか？

【質問者】使われています。僕はこの分析をそれで

最初に見かけました。SASで分析しています。

【質問者】先ほどのZero-Inflatedの目安という

のはありますか。全体の何％とか。乳児の行動

データも０が多い。むしろ０が目立っていて、

ものすごい頻繁に起こるような行動もあるけれ

ども、時々しか起こらないのもかなり多いので、

どのくらい０が Inflatedだったらよいので

しょうか。

個人的な感覚では、半分が０だったら結構だな

と思いますが、何か基準があるのかどうかと言わ

れたら、分かりません。こういう大きなグループ

から、こういう小さなグループまで、同じ尺度の

中でまとめることが出来ますので、例えば先生が

先ほどおっしゃっていたような、子どもたちが何

か特殊な発達動態を示しているというのももしか

したらここできちんと出てくるかもしれないと思

います。

【質問者】発達の研究者としては面白いのは、少し

変わった発達軌跡をしている子どもが発達的に

リスクがあるというのは分かりやすいのだけれ

ど、そうではなくて、健康的なパターンがいく

つかあるというのという問題です。例えば、乳

児・幼児の早い段階の発達パターンは、従来考

えられていたよりもう少しバリエーションが

あって、それがわりと整ってくると言いましょ

うか、健康の範囲、通常誰もが見て健康の範囲

に入ってくるようなところで整ってくるのは、

結構あとのほう、小学生くらいになってから整

うんだ、といったような話になると、実践的な

意味合いにおいても、もう少し子どもたちの発

達をゆっくり見られるということもあるのかな

と思います。リスクのある子ども、そうではな

い子どもということよりもそういう観点の方が

僕は面白いと感じます。
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