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話題提供の翻訳図書

Glen H. Elder, Jr., Janet Z. Giele, 2009, 
The Craft of Life Course Research, The Guilford Press.

グレン・Ｈ・エルダー、ジャネット・ジール、本田時雄監訳
2013『ライフコース研究の技法』明石書店

■翻訳を担当した第５章

Glen H. Elder, Jr., Miles G. Taylor CHAPTER５

Linking Research Questions to Data Archives pp.93-116.
グレン・Ｈ・エルダー、マイルス・Ｇ・テイラー、中尾暢見訳

「第５章 研究の問いとデータアーカイブとの関連づけ」
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・縦断調査研究はアメリカを中心にして、この
半世紀の間に飛躍的な進展を遂げている。

・同一個人を長期間にわたり調査して収集し
たデータは、加齢に伴うライフステージの移
行による個人の変化を把握可能にするだけ
ではなく、時代や社会を映し出す鏡でもある。

・過去に実施された調査をパネル調査として
活用する際には、幾多の困難に直面する。

１．はじめに
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２．第５章での問題の所在と分析の視点

（１）問題の所在

エルダーとテイラーは、過去に蓄積された貴重な
縦断データをどのようにしたら後世の研究者が最大
限に活用できるのかを考察する。

（２）分析の視点
縦断データを活用するための３つの手法を詳述する。
①データを再構築する。
②既存の縦断データに死亡や健康や軍隊の記録等

のデータを追加して補完する。
③追跡調査を実施する。
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３．用語説明

（１）再構築（recasting）

既存のデータを調整して使う手法
①現在の研究の問いを、既存データとの適合を向上

させるために改訂する
→新しい研究の問いと理論的枠組みを既存データ

に適用する
②現在の研究の問いに最適な適合をするように既存

データを再構成する
→既存データを再コード化する

（自由回答形式のアフターコーディングを含む）

現在の自分たちの研究の問い ⇔ 過去の既存データの情報

（適合させる）
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（２）補完（supplementation）
既存データに追加データを加える手法

①補完データは死亡、健康、軍隊の記録など

→個人情報のため入手困難な場合が多く、

要準備、要認可、要本人許可

②追加の情報が必要な場合

→知りたい内容（結果変数）が、既存データに

含まれていない場合
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（３）追跡調査（following up）

既存データの最初の被調査者に対してある
トピックに対する補完的情報を求める手法

①追跡調査は、被調査者から入手しなけ

れば鍵となる概念について望ましい測

度が利用できない場合に適している。

②追跡調査は、資金と作業時間のコスト

が最も要するため、他の方略が失敗

した時のみ実施するべきである。
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４．過去と現在における研究の問い

（１）問題を特定して、解答可能な問いを立てる。

（２）R.K.マートン曰く、良い研究の問いとは「問いに対す

る答えが、その分野において現在受け止められてい

る知識のある分野を、確証したり、拡張したり、さまざ

まに修正したりするように組み立てられた問い」

（Merton, 1959, p.x）であると述べている。

（３）時代や研究領域によって、研究の問いは異なるた

め、適合することが大切である。

（４）つまり、時代と研究領域に合致した「問い」を立てま

しょうということである。
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５．検証データ

（１）バークリー・オークランド成長研究

（２）ターマン研究

（３）グリュック夫妻の研究

（４）長期介護に関する全国研究(NLTCS)
とメディケア・人口動態統計記録

（５）女性役割に関するコーネル研究

を使用している。

→詳細は裏ページの表１と表２を参照
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６．再構築と追跡調査の例

【バークリー・オークランド成長研究】
・DillonとWinkは、ライフコースの宗教的関与に

関心があった。

・元データの自由回答形式の内容（宗教活動、
宗教関連の社会団体への参加、宗教的な参
会）に含まれる断片的な量的・質的データを
個人ごとの宗教的なナラティブへと再構成
（信心深さ＆精神的な修練）した。

・被調査者へ老年期に追跡調査を実施した。

→自由回答形式の回想法を用いた。
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【DillonとWinkの知見】

・宗教的関与の様態は、浅いＵカーブとなる。

青年期 後期の

初期の成人期 中年期 成人期

加齢

・青年期と初期の成人期は高く、中年期は低下

して、後期の成人期には高くなる。

・中年期の低下は、子どもの離家、仕事、コミュ

ニティ、余暇活動が忙しいためと推察される。
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７．再構築と再コード化の例

【バークリー・オークランド成長研究】
・エルダーらは横断データを縦断データへと再編成した。

・自由回答、手紙、新聞の切り抜き等を再コード化した。

■戦時活動の再コード化の例

l. 生涯にわたる軍隊および軍隊に関連した経験

2. 第二次世界大戦前の海外経験またはアメリカとの関係

3. 第二次世界大戦期間の銃後の経験

4. 戦時のストレス

5. 戦争に関連した戦後の経験

6. アメリカ人負傷者と死者に対する本国でのケアの経験
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【エルダーらの知見】

・32歳以降で兵役に従事した男性は、

より若い頃に従事した男性よりも、

離婚と身体的健康の悪化の危険が高い。

・若い時期での兵役経験は、若者の大学

進学へのチャンスを作ったり、規律や専

門知識の学習経験などの面で、後の人

生にプラスになる傾向も検証された。
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８．再構築：新しい研究の問いの例

14

【ターマン研究】
１．良好な状態を

維持している（36％）
２．人生の末期に

低下する（25％）

３．低下ののち回復
する（22％）

４．右肩下がり（14％）
５．ずっと不健康（３％）

出典：Elder, 2009, p.104. 図5-1より



９．補完と再構築の例

【ターマン研究：死亡記録の補完と再コード化】

・ Friedmanらは、ターマン標本へ補完した。

・死亡診断書は、州当局に請求した。

不可能だった20％は、近親者に情報を求めた。

・死亡記録は、国際疾病分類（ICD-9）に 基づいて

疾病分類学者がコード化している。

■ポイント

１．行政が個人のデータを開示している。

２．異なる分野の研究者が参与している。
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【 Friedmanらの知見】

１．特定のパーソナリティ特性（社交性、勤勉性、

神経症的傾向など）が、不健康な行動と不安定

な結婚経歴のパスウェイとなる。

２．児童期に親が離婚するとすべての死因に

おける死亡リスクが増加する（短命につながる）。
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10．補完と追跡調査の例

【グリュック夫妻の研究：

犯罪記録の補完と生活史の聞き取り調査】

・ SampsonとLaubらは、グリュック夫妻の標本へ

犯罪記録を補完して、追跡調査を実施した。

・犯罪経歴は、マサチューセッツ保護観察委員会

事務局と連邦捜査局へ照会請求がなされた。

・生存確認の記録は、州の生存記録文書と国民

死亡目録によって確認された。

→ここでも、行政が個人のデータを開示している。
17



【 SampsonとLaubらの知見】

１．児童期の非行は、成人期の犯罪

パターンとは結びつかない。

２．社会的紐帯（特に結婚）は犯罪を抑止

する効果が強い。

３．犯罪曲線ではなく犯罪行為には複数

のトラジェクトリがある（９章参照）。
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11．補完と再構築の例

【長期介護に関する全国研究(NLTCS)と
メディケア・人口動態統計記録】

・ Taylorは、２つのデータアーカイブを結合して

補完と再コード化を実施した。

・ NLTCSにメディケア（医療保険制度）のデータと

人口動態統計記録を補完した。

・再コード化では、障がい者のみの標本に健常

者を追加したうえで、病名をコード化している。
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【 Taylorの知見】

・高齢者の障がいのトラジェクトリは、平均的な

直線的増加ではなく、複数の異なるパターン

がある（図5-1と類似している）。

・このパターンは、人口統計学的要因と社会的

要因によって異なっている。
20

【コード化した変数】
①社会人口統計学的変数（年齢、ジェンダー、人種、
教育、婚姻の状態、単身生活、収入／資産）、②慢性
の病気にかかった健康状態（ＩＣＤ－９）、③機能的な
障害（日常生活の活動、日常生活の手段となる活動）、
④死亡率（没年月日）



12．追跡調査の例

【女性役割に関するコーネル研究】
・Moenらは、1956年に調査したデータを

1980年代に追跡調査を実施した。

・初回の被調査者を捜し出すために、電話帳、

歴史協会の死亡記事記録、都市の居住者表

示板、近所の人に所在確認する方法を採った。

対象者の95％を発見できた。

・追跡調査には、６年の歳月を費やした。

・時間、労力、費用の面でのコストが高い。
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【Moenらの知見】
・1956年時点で複数の役割に従事してい

た女性は、約30年後（1988年）の健康に

正の影響があった。

・母子間で、ジェンダー役割の世代間転移

（一致）が見出された。

・情報量に富んだ知見は、追跡調査でな

ければ得られない成果であった。
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13．アメリカでの縦断調査研究の課題

・ElderとTaylorは、縦断調査研究を継続

して活用するために、

①研究資金

②研究者の激務

③後継研究者の教育

といった問題点を指摘している。
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14．アメリカ縦断研究のポイント

１．現在の研究の問いを過去に実施された調査

データと適合させる３つの手法の実例をみた。

（１）再構築、（２）補完、（３）追跡調査

２．実現させたポイント

（１）研究資金の確保

（２）公の機関が研究に利用する個人データを

開示してくれること
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15．日本における縦断調査研究の種類

25

日本は、アメリカと比較した場合、調査の実施
期間（蓄積）が短く、データへのアクセスといっ
た面でも障壁が多い。

【縦断調査研究の主体】
（１）個人 →埋没傾向
（２）大学 →埋没傾向
（３）学会 →寄託傾向
（４）研究所 →寄託傾向
（５）政府 →個票データは非公開
（６）SSJDA →貸与・利用が可能



16．ライフコース研究での縦断調査の背景

１．社会学の分野では、1980年に日米合同の

研究会（通称：ＦＬＣ）が発足して、アメリカから

日本へとライフコース研究が紹介された。

２．1990年代からは、日本で縦断調査研究が

実施されるようになった。

３．個人と大学が主体となる調査は、研究者の

退職や研究資金面といった事情で、研究を継

続させるのが難しくデータも埋没傾向になる。
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17．個人が主体のライフコース調査：春日井編

・春日井典子は、甲南女子大学の卒業生を対象に

して1993年と1994年にライフコース調査をして

コーホート分析を実施した。

・1996年に甲南女子大学大学院にて学位を取

得した。その学位論文が、1997年に『ライフコー

スと親子関係』（行路社）として出版されている。

・個人が主体の場合には、縦断データの蓄積が無

いために、回想法を用いたり、コーホート分析を

取り入れたりという工夫がみられる。
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18．共同研究の宗門帳調査：早稲田大学編

・共同研究：正岡寛司、藤見純子、嶋崎尚子

・早稲田大学で保有する宗門帳：７ヵ村のうち

整理が進んでいるのは美濃地方４ヵ村

美濃地方の

①岐阜県下多芸郡有尾新田（1700-1800）

②方県郡東改田村（1756-1869）

③不破郡山中村（1730-1865）

④恵那郡飯沼村（1712-1868）

※（ ）内は宗門帳残存期間

・研究期間：1988（本格的には1991）年～1997年
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【学会発表】
１．藤見純子・嶋崎尚子・正岡寛司1993年10月

「近世農民のライフコース―宗門人別帳を資料としたその
コーホート間・地域間比較―」 日本社会学会第66回大会

２．藤見純子・嶋崎尚子1994年６月
「近世農民の家族経歴―そのコーホート間・地域間比較―」
比較家族史学会第25回大会

３．正岡寛司1994年６月「人別帳からみた世帯の縦断分析」
比較家族史学会第25回大会

【著書・論文】
１．正岡寛司・藤見純子・嶋崎尚子1996年「近世農民の世帯と

個人の動態的理解のために―ライフコース・アプローチの応
用」比較家族史学会監修・利谷信義他編『戸籍と身分登録』
早稲田大学出版部
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19．大学が主体のライフコース調査

（１）津田塾大学卒業生 ※研究代表者は当初者

主体者：青井和夫（成果1980年代）

（２）お茶の水女子大学卒業生

主体者：湯沢雍彦（ 1973年～74年）

（３）早稲田大学卒業生

主体者：正岡寛司（1991年～）

（４）大正大学卒業生

主体者：藤見純子（1998年～）

（５）聖心女子大卒業生

主体者：聖心女子大学卒業生研究会（1995年～）など
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20．学会が主体のパネル調査

【日本家族社会学会

全国家族調査 (NFRJ) プロジェクト】

・1998年度に第1回全国家族調査 (NFRJ98)が
開始した。

・ ＮＦＲＪは2008年度から2012年度までパネル

調査を実施中である。

・データは、 SSJDAに寄託されており、研究者や

学生が二次分析できる環境が整っている。
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21．ＳＳＪＤＡによる個票データの活用

・ SSJDA（Social Science Japan Data Archive）とは

東京大学社会科学研究所附属社会調査・

データアーカイブ研究センターが、学術目的で

の二次的な利用のために提供するデータアー

カイブである。

・ＳＳＪＤＡは1998年4月から個票データを提供

している。

・行政（内閣府等）、企業、研究所（第一生命経済

研究所等）、大学、個人がデータを寄託している。
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22．日本における縦断調査研究の課題

日本では、国勢調査のデータが1920年

より蓄積されている。将来的には、国民総
背番号制（マイナンバー）のデータ（例：健
康保険や納税データ）と接合させることが
出来れば、国民の健康増進に貢献して医
療費支出の抑制も可能となる。

現段階では、絵に描いた餅である。
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表１ 縦断調査を活用した調査例

35

Ｎｏ
使用した縦断

データ
研究者 活用手法 変数と視点 研究の問い 知見 成果の書

1

バークリー－オー
クランド成長研究
（1928/1929-
1997/2000）

DillonとWink

１．再構築（個人ごとの宗教的なナラ
ティブを作成）
　
２．追跡調査（老年期の宗教的関与に
関する内容）→自由回答形式で過去
を回想する方式

宗教的な参加
宗教的な関与
精神的信条
道徳哲学
死後の生など

宗教的関与は、ライ
フコースの全般にお
いて変わるのか
p.134

宗教的関与の様態は、浅いＵ
カーブとなる。青年期と初期の
成人期は高く、中年期は低下し
て、後期の成人期には高くな
る。

Dillon, M., Wink, P.,  2007, In the course of a lifetime: Tracing religious
belief, practice, and change. Berkeley: University of California Press.

１．エルダーら
の研究チーム

２．Minton

１．再構築
①再コード化
②再編成（横断データをパネルデータ
へと直した）
③既存データを再構築することで新し
い研究の問いと仮説を作り出す→健
康トラジェクトリ
　
２．補完情報の追加
①研究参加から得られた補完的資料
（健康、死亡、犯罪記録等）
②研究参加が自発的に提供した資料

入隊のタイミング
健康トラジェクトリ
身体的健康
離婚など

【動員仮説】
第２次世界大戦中の
兵役従事がライフ
コースに及ぼす永続
的な影響をより広範
囲に検討する　p.137

１．32歳以降で兵役に従事した
男性は、より若い頃に従事した
男性よりも、離婚と身体的健康
の悪化の危険が高い。
　
２．健康のトラジェクトリのパ
ターンを見出した。
(1)良好な状態を維持している
（36％）
(2)人生の末期に低下する
（25％）
(3)低下ののち回復する（22％）
(4)右肩下がり（14％）
(5)ずっと不健康（３％）
→非婚者は(5)の傾向が強い

１．エルダーらの研究成果
(1)Elder, G. H. Jr., Pavalko, E. K., Clipp, E. C., 1993, Working with
archival data: Studying lives (Vol.07-088). Newbury Park, CA: Sage.
(2)Elder, G. H. Jr., Shanahan, M. J., Clipp, E. C., 1994, When war comes
to men's lives: Life course patterns in family, work, and health.
Psychology and Aging, 9(1), 5-16.
(3)Elder, G. H. Jr., Shanahan, M. J., Clipp, E. C., 1997, Linking combat
and physical health: The legacy of World War Ⅱ in men's lives.
American Journal of Psychiatry, 154(3), 330-336. など

２．Mintonの研究成果
(1)Minton, H. L., 1988a, Charting life history: Lewis M. Terman's study
of the gifted., Morawski, J. G.(Ed.), The rise of experimentation in
American psychology, pp.138-162., New Haven, CT: Yale University
Press.
(2)Minton, H. L., 1988b, Lewis M. Terman: Pioneer in psychological
testing. New York: New York University Press.

３．Friedman

１．再構築
死亡記録を追加して再コード化
児童期のパーソナリティ特性と接合し
て寿命を考察

２．補完情報の追加
死亡記録

死亡記録（死因を国際疾
病分類に基づいてコード
化）
パーソナリティ特性（社交
性、勤勉性、神経症的傾
向など）

【Friedmanの仮説】
児童期の状態が中高
年期の寿命に影響を
与えるパスウェイやプ
ロセスのタイプを検討
する　p.144

特定のパーソナリティ特性が、
不健康な行動と不安定な結婚
経歴のパスウェイとなる。
児童期に親が離婚するとすべ
ての死因における死亡リスクが
増加する（短命につながる）。

３．Friedmanの研究成果
(1)Friedman, H. S., Tucker, J. S. et al., 1995, Psychosocial and
behavioral predictors of longevity: The aging and death of the
“termites”. American Psychologist, 50(2), 69-78.
(2)Peterson, C., Seligman, M. E. P., Yurko, K. H., Martin, L. R.,
Friedman, H., 1998, Catastrophizing and untimely death. Psychological
Science, 9(2), 127-130.

3
グリュック夫妻の
研究

Sampson
Laub

１．補完情報の追加
犯罪経歴（マサチューセッツ保護観察
委員会事務局／連邦捜査局）
生存確認の記録（州の生存記録文書
／国民死亡目録）

２．追跡調査
インタビュー（ライフヒストリー・カレン
ダーを使用）

性別：男性のみ
犯罪記録
死亡記録
生活史（50～70歳）
→教育、仕事、兵役、結婚
と家族関係、社会活動、近
所づきあい、アルコールと
薬物使用

児童期や成人期の要
因が、その後の老年
期に至るまでの犯罪
行為のトラジェクトリ
にいかに影響を及ぼ
すのか　p.146

児童期の非行は、成人期の犯
罪パターンとは結びつかない。
社会的紐帯（特に結婚）は犯罪
を抑止する効果が強い。
犯罪曲線ではなく犯罪行為に
は複数のトラジェクトリがある
（９章参照）。

１．Laub, J. H., Sampson, R. J., 2002, Sheldon and Eleanor Gluecks'
Unraveling Juvenile Delinquency Study: The lives of 1,000 Boston
men in the twentieth century. Phelps, E., Furstenberg, F. F. Jr., Colby ,
A., (Eds.), Looking at lives: American longitudinal studies of the
twenties century(pp.87-115). New York: Russell Sage Foundation.
２．Sampson, R. J., Laub, J. H.,  2003, Life-course desisters?:
Trajectories of crime among delinquent boys followed to age 70.
Criminology, 41(3), 555-592.
３．Sampson, R. J., Laub, J. H., 2005, A life course view of the
development of crim. Annals of the American Academy of Political
and Social Science, 602(1), 12-45.など

4

長期介護に関す
る全国研究
(NLTCS)と
メディケア・人口
動態統計記録

Taylor

１．補完情報の追加
NLTCSとメディケア（医療保険制度）・
人口動態統計記録

２．再構築
再コード化（健常者と障がい者の病
名）

社会人口統計学的変数
（年齢、ジェンダー、人種、
教育、婚姻の状態、単身
生活、収入資産）
慢性の病気にかかった健
康状態、機能的な障害、
死亡率

高齢期の健康とウェ
ルビーイングのトラ
ジェクトリを考察する
p.148

高齢者の障がいのトラジェクト
リは、平均的な直線的増加で
はなく、複数の異なるパターン
がある（図5-1類似）

Taylor, M. G., 2005, Disaggregating disability trajectories: Exploring
differences in the disability experience of older adults in the United
States. Unpublished dissertation, Duke University, Durham, NC.

5
女性役割に関す
るコーネル研究

Moen

追跡調査
電話、死亡記事記録、都市の居住者
表示板、近所の人に所在確認をする、
近所の教会やクラブを訪問するという
方法、子のいる女性のみを対象とした

仕事、家族、世代間の役
割関係、自律性、女性の
ジェンダー役割について
の態度に加えて、仕事、地
位情報、女性の健康

30年の間わたる女性
の人生の変化を測定
する。特に、女性の
役割に着目した。

1956年時点で複数の役割に従
事していた女性は、30年後の
健康に正の影響があった。
母子間で、ジェンダー役割の世
代間転移（一致）が見出され
た。

１．Moen, P., Dempster-McClain, D., Williams, R. M., Jr., 1992,
Successful aging: A life-course perspective on women's multiple roles
and health. American Journal of Sociology, 97(6), 1612-1638.
２．Moen, P., Erickson, M. A.,  Dempster-McClain, D., 1997, Their
mother's daughters?: The intergenerational transmission of gender
role orientation in a world of changing roles. Journai of Marriage and
the Family, 59(2), 281-293.ほか
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表２ エルダーの４つのメイン・プロジェクトの概略
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　　　プﾛｼﾞｪｸﾄ
各項目 オークランド バークレイ ターマン アイオワ
研究母体大学 カリフォルニア大学バークレイ校 カリフォルニア大学バークレイ校 スタンフォード大学 アイオワ州立大学、ノースカロライナ大学チャペル・ヒル校

プロジェクト名 オークランド成長研究プロジェクト
バークレイ・ガイダンス研究プロジェクト　※バークレイ成
長研究プロジェクトの概略は本頁に記載しない

青年期の発達プロジェクト、社会変動プロジェクトの共同調査

調査対象地域 カリフォルニア州オークランド市の北東部 カリフォルニア州バークレイ市 カリフォルニア州の都市地域 アイオワ州の地方地域

データ収集期間 1931～1991年（1993年時点） 1928～1991年（1993年時点） 1921～1992年（1998年時点）
 1989年から現在（1999年）
1980年代半ばより、本調査のためのプロジェクトは編成されて
いる。

・1930年代は毎年実施 ・1930年代は毎年実施 ・1922年からほぼ５年おきに実施 ①1990、1991、1992、1994
・1940年代～90年代は不定期実施 ・1940年代～90年代は不定期実施 ・但し、1941～1959年を除く ②1993　※①②は調査方法と照応

調査方法 ・観察、インタビュー、質問紙、電話、手紙、身体診断 ・観察、インタビュー、質問紙、身体診断
・インタビュー、質問紙、手紙、出生〔死亡〕証明書の収
集、ニュースの切り取りなど

①質問紙、ビデオでの相互作用、インタビュー
②写真インタビュー

サンプル数

 調査初回時：1931年167人（男：84、女：83）
調査最終時：1991年
オークランドとバークレイ・サンプルを合わせて188人
オークランド・サンプルは、145人が中年期まで継続されてい
る。

調査初回時：1929年214人（男：102、女：112）
調査最終時：40歳の時点まで継続できたのは、182人
男性102人中、成人期まで継続できたのは87人のみ

 調査初回時：1922年1528人（男：857、女：671）
 調査最終時：1986年805人（男：404、女：401）

調査初回時：1989年451の家族
７年生の子ども（男：180、女：198）
76の農村家族、有効サンプル数は71のみ、1991、1992年時点
1988年時点でサンプル家族数451が、1994年時点で378家族に減
少

対象者の出生年 ・1920年～1921年生まれ ・1928年～1929年生まれ　※期間中の18ヶ月間のうちに誕生
した者

・1904(or 1903)－1922年生まれ
・1900～1909年＆1910～20の２つのコーホートに区分してい
る。

・1976年生まれ

被調査者の条件
・対象地域にある５つの小学校に通う５・６年生、およびそ
の母親

・家族条件：対象者が地元生まれでそこに居住している家族
・サンプル条件：標準的な発達の子ども

・IQ135以上の３歳から19歳までの者とその両親

・前青年期の若者（７年生）を基点として、家族単位で抽出す
る
・両親が揃っていて、きょうだいの年齢差が基点から４歳以内
の者

調査項目

・発達過程の身体的・精神的・社会的職側面
・親子・夫妻・仲間関係
・諸タイミング（学歴・結婚・兵役）
・精神衛生・健康状態

・発達過程の身体的・精神的・社会的職側面
・親子・夫妻・仲間関係
・諸タイミング（学歴・結婚・兵役）
・精神衛生・健康状態

・家族、教育、職業を主にし、WWⅡ期には、兵役の関する
項目を中心にした。
・新たな健康コード／数々のキャリア・パターン／第二次世
界大戦の影響の尺度を追加

・家族の背景、家族生活、収入、友達、身体的・精神的健康、
価値観、信仰、人生の重要な出来事

データの特色
・実施されている最も古いパネル研究の一つとして目されて
いる。

・実施されている最も古いパネル研究の一つとして目されて
いる。

・元々のサンプルの特性上、心理的側面の分析に主眼がおか
れている。
・エルダーらが、独自にデータを加工し、再読した。主に
は、コーディング。
・エルダーは、男性サンプルのみを分析に使用している。

・この研究プロジェクトは、実践的、より直接的な言い方をす
れば被調査者に対して介入をして、よりより人生を過ごせるよ
う、そのアドバイス的色合いを濃くした研究プロジェクトであ
る。

データの長所

・データ自体よりも、エルダーのライフコース分析枠組みに
価値がある。
・バークレイ・コーホートとの比較分析によって、時代効果
が浮き彫りになる。

・オークランド・サンプルとの比較研究により、双方の価値
が倍増する

・最古の縦断調査で、なおかつサンプル数が比較的多い点。
・インタビューの他にビデオ撮影や行政アンケート等、最新の
技術と方法を駆使している。

データの短所

・サンプル数が少なく、調査項目も限定されすぎている点。
つまり、時系列的比較検討が困難で、人的対象枠も狭い。
・長期にわたる因果的関連性は認められたが、その関係を立
証はできなかった。

・オークランド・サンプルの短所と重複する。
・対象者は高いIQの者のみのため、バイアスが懸念される。
・歴史的視点の欠落をターマンの欠点として挙げている。

・人生の大部分を網羅する期間のデータ蓄積には達していない
が、積極的な短所にはならない。

エルダー文献にみる
代表的著作

1974年“Children of the Great Depression: Social Change in
Life Experience”

1993年“Children Time and Place: Developmental and
Historical Insights”

1993年“Working With  Archival Data: Studying Lives.
Series: Quantitative Applications in the Social Sciences,
Vol.88.”

1994年 “Families in Troubled Times: Adapting to Change in
Rural America.”

調査の現状 追跡調査は終了（但し子孫への調査は継続中） 追跡調査は終了（但し子孫への調査は継続中） 現在進行中 現在進行中

国籍 アメリカ アメリカ（3/4の両親が地元生まれ） アメリカ アメリカ

人種 白人 白人 白人 白人

宗教
プロテスタント(80％）、カソリック(12％)、ユダヤ教(2.4％
〈４名〉)

プロテスタント

階層 中流階級／労働者階級 中流階級（60％以上）
男性の殆どが中流階級・上流階級。12％が労働者階級（年長
コーホート)

主に中流階級

剥奪家族　（減収が35％以上） 剥奪家族　（減収が35％以上）
非剥奪家族（減収が34％以下） 非剥奪家族（減収が34％以下）

世代数 ３世代 ４世代 ４世代 ３世代

不況による経済剥奪
程度

データ収集頻度

出典：中尾暢見2000「エルダーのメイン・プロジェクト－四つのコーホートのライフコース」日本大学社会学会編『社会学論叢』no.138, pp.54-55.の元データより
備考：本表は、エルダーの多数の著作より作成しているが、サンプル数など変動のある項目もあるので、一番最初（または最後）の文献の記載を転載する。


