
研究者としての生き残りを賭けて紐づけ・縦断データ
（パネルデータ）と格闘・苦戦中です

みんなで、教育保育パネルデータ集めてみません？
こんなパネルデータの分析をいっしょにしましょう

たか木、

トクホ(就実大学教育学部若手(!?)教員自主研究会)
令和４年４月27日報告 ＋ 事後追加報告

本PDFはネット公開が適切でないものは黒塗りしております
引用URLや図表等は現時点での報告者の理解を基に紹介しております



不況・失業と自殺の関
係についての一考察

2010年ごろ～

定員割れと失業の恐
怖におびえた日々

始めてパネルデータ
の破壊力を実感した
論文

https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2010/05/pdf/058-066.pdf


ノンエリート大学
生に伝えるべき
こと

2010年ごろ～

基本戦略として「親と同等以上の
職業」「高校卒業時からみて『上っ
た』と思える就職・キャリア」に活路
を見出せた、素晴らしい論文

後に、本として『ノンエリートのため
のキャリア教育論』にまで発展

https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2010/09/pdf/027-038.pdf
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E6%95%99%E8%82%B2%E8%AB%96-%E5%B1%85%E7%A5%9E-%E6%B5%A9/dp/4589036541


放送大学
日本の教職’22

第７回のパ
ワーポイント案■やりがい搾取 ：「やりがい」を報酬として割に合わない待遇を強いる雇用

環境の問題(本田2011など)。

■自己実現系ワーカーホリック：労働者自らが「やりがい」を自己実現として

求めることで自らの職業負荷を待遇以上に背負う個人の心理・

態度の問題(阿部2006など)。社会貢献感覚や親しい人間関係、

数量的成果感覚、趣味性がむしろ危険因子となる。

⇒やりがい搾取という環境の量的要求に加え、個々人が自己実現という人生

の質的な課題追求が労働生産性の悪化をもたらしているという教職の課題

学校（教員）－保護者の信頼観

教職ブラック労働論： 労働生産性改善と教職の幸福感の課題

働き方改革が投げかける教員の職務課題１

■教職をめぐる環境の課題 ：「やりがい」を報酬として過剰な労働時間や職

務遂行要求を再検討する教育行政・学校経営の課題。

■教員個々人の課題：教員自らが「やりがい」を自己実現、幸福感として求め

ることで自身の健康や私生活、職能・キャリアの発展余地をト

レードオフしてしまうことの予防的自己管理の課題。

⇒第12回での職能・キャリア発展の留意点や第14回での教職の魅力・幸福の

検討などを参照。教職を「学びつづける職」「やりがいのある職」として持

続発展性(sustainable development)の視点で留意する必要性

学校（教員）－保護者の信頼観

教職ブラック労働論：持続発展可能な範囲の職務遂行

働き方改革が投げかける教員の職務課題１ 2017年ごろ～

若手・中堅職業人として過剰に組織の存続
と自分のキャリアを同一視して、そこに「や
りがい」や「自己実現」の意味づけをしすぎ
なかったか！？また、教員養成の教員とし
て過剰にやりがい搾取に加担しなかった
か？・・・反省しつつの現在



この12年(2008～18年)の基本方針
・０年代初頭の複雑な統計分析(共分散構造分析による
教師ストレッサー研究、教師のキャリア研究など)が心
の傷なので散布図・相関や平均の比較など“大学３年
生でもできる調査・研究を主要業績”に、“そのための
最低限の倫理”と“基礎分析”の議論に注力。
・人口減少地域の中四国での教員養成校教員として一
生を終えるので国際業績は実質放棄し、“教職課程認
定対策業績を連打”し、質的分析と既存公刊統計の整
理とデータベース化に従事。

・・・どうもそれでは生き残れそうにない

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjep1953/51/2/51_165/_article/-char/ja/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjep1953/56/2/56_230/_article/-char/ja/
https://researchmap.jp/takagiryou/presentations/24573838
https://cir.nii.ac.jp/crid/1390009225522709376
https://researchmap.jp/takagiryou/presentations/36241005
http://j-sira.jp/wp-content/uploads/2021/03/1_2_2021.pdf
https://cir.nii.ac.jp/crid/1520572358221161856
http://j-sira.jp/wp-content/uploads/2022/03/1_2_2022.pdf


〇国立大学を含めて教職課程は極めて厳
しいらしい
・教職大学院の失敗顕在化
・教採特需期とその終焉
・地方公務員65歳定年制による教採需
要圧縮
・保育教職の職業人気の瓦解
・国立大学すら統廃合・連合課程〇地方私大は以下の点が注意点

らしい
・定員増ができないと危険
・定員÷教員数が生死の境
・できれば公立化、次善が連合・
統廃合
・いずれにせよ教職要教員数減
・いずれにせよ研究難 上記話題コロナでもう決定な印象

業界の見通しと困難な状況

file:///C:/Users/takagiryou/Downloads/20201104001.pdf


研究者【賞味期限切れ】かつ【消費期限内】の戦略策定

「せめて楽しく・充実して死ぬまで働きたい」ので、
恒常的な就職活動・異動・引っ越しを覚悟する

戦略１．教職課程の多様授業科目担当可能業績確保を放棄
戦略２．当面の方針を「移動と接続の工夫」と「花火（流行

分析・英文）と中身(基礎分析・分析倫理・和文)の
割り切り確保」と「教職仁義を語る」に設定

作戦１. 就職対策広報活動兼研究方法（ResearchMAP等）
作戦２．翻訳は【業者丸投げ】で外国語業績確保戦略
作戦３．無理を承知で流行の統計分析
作戦４．紐づけ縦断データ(パネルデータ)分析確保で生き残り

※従来の縦断データ(クロスセクションデータ)より高価



教職論

教育学概論

教育方法論

教育課程論 学校制度論 社会教育経営論

生涯学習論

生徒指導論

学習心理学

戦略１



戦略２移動と接続
多分、オンデマンドは放送授業としてライブは遠
隔授業として標準の選択肢になると予想

遠隔授業(インターネットを使った場合はオンライン授業)に関す
る授業方法概念と類似表現

大学設置基準
通信制大学の定義

面接授業

遠隔授業
(多様なメディア利用授業)

放送授業

印刷教材等による授業

コロナ禍で自然発生的に
大学等で使われはじめた定義

対面授業

オンライン授業
≒ライブ授業・同期型授業（？）

オンデマンド授業・非同期型授業

資料提示型・自習型授業

【放送授業参考】 放送大学が動画の再生速度調整を2021年度
に始めた。集録会社では従来１分300字読みが「普通」で、
250字が「だいぶゆっくり、でも強調箇所に適切」、330字で
「早めで強調しにくい」。この上で、1.75倍が最適感

【遠隔授業参考】 ネット環境
の自宅でYoutubeとクラウド
(ResearchMapで完結)と
Zoomでアンケート作成、基本
分析指導ができた(兵教大院)。
中間に面接授業があると最適感

※ 講演や式典はYoutubeライブよりZoomウエルビナー



【花火】と【中身】を区別して確保する

１）「査読や予算のためには中身は別として目立たないといけない」
(作戦２、３)。

２）「花火としての流行と中身の充実は別」と思うので、花火はお金
や表面でつじつま合わせ。中身に重要なデータ収集(例えば、パネル
データ：同一人物の時系列紐づけができた分析のためのデータ)と基
本的な分析を続ける、現場の先生やトクホの先生たちとつながり続
けることに意味がある。

･･････パネルデータ分析負担するから声かけて（懇願）

３）【データ収集のための倫理】が大変になり続ける。代わりに、
【発表済み論文のデータ公開】や業績の【データベース作成・公
開】や【サプルメンタルレポート】が業績になる時代。

戦略２ 花火と

中身
英語と流行分析

紐づけデータ
みんなでデータ収集分析

https://docs.google.com/document/d/1FDkk4p9v6sRvSJGOmav0m5ovMu1tjK0k/edit?usp=sharing&ouid=102541333031538210202&rtpof=true&sd=true
https://www.jsyap.org/post/2019%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%9D%92%E5%B9%B4%E5%BF%83%E7%90%86%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%BA%E4%BC%81%E7%94%BB%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B
http://j-sira.jp/wp-content/uploads/2022/03/1_2_2022.pdf
https://drive.google.com/file/d/19j9rwzEbaAYyyFusezE1xI0_tb8UlWAN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ngoHO47XzhTKgs-BBftRMqTJC9EVOHGS/view?usp=sharing


パネルデータの
意義とその活用

パネルデータは収集が
一番大変、次に、その
整理が大変

STATAによるパネ
ルデータ分析

https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2006/06/pdf/006-016.pdf
http://park1.wakwak.com/~mt_tosiyuki/panel-analysis.pdf


作戦１『ResearchMap』
の充実

就職広報と研究交流と授業用データベースを兼
ね備えられそう 花火にも中身にも

【マイポータル】履歴・業績欄。Ciniiなどと連携。著作権に問
題が少ない学会発表資料をアップする習慣。

【研究ブログ】著作権法第35条の関係もあるので、「自作した
授業図表などを友人と共有する」や「授業の作業説明」
をアップする習慣。PDF以外にもオフィスデータもアッ
プ可能。

【資料公開】パスワードを付けることができるので微妙なエク
セルデータやYoutubeのURL入り授業冊子にお勧め



作戦２業者丸投げ
英文業績

花火（内実は問わない）としての英文業績

【協力企業さん】CRL社とEditage社が話としてあがりやすく
相見積もりがおススメらしい。査読誌レベルになると20
万円プラスの「Editageプロ」とか「CRLプレミアム」
とかを検討するといい！？

【和文作成までの手続き】表現や重要概念を英単語で（ ）内
に加えて保存しておく。注釈・引用は基本的に英語文献
をリストに抑えておくようにする。

【業績戦略】既発行論文を予算で英語化して２次公表を受け付
けてくれる中小学会誌に載せる。審査付き学会発表や査
読誌は２年計40万円ぐらい予算を用意しておく。大切な
のは「中身」と「収集データ」と割り切る。

https://www.crl.cloud/
https://cactusglobal.com/jp/brands/editage/


おススメの翻訳対応企業と価格見積表等



作戦３ 流行分析 花火（内実は問わない）としての流行分析
パネルデータで協働できたら声かけて

操作変数法(二段階最小二乗法など)：エクセル統計で可能
https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2015/04/pdf/010-011.pdf【日本労働研究雑誌特集】

非連続回帰分析・回帰不連続デザイン： Stata、Amosが必要
https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2015/04/pdf/012-013.pdf【日本労働研究雑誌特集】

交差遅延効果：縦断的データの分析 Stata、Amosが必要

差分の差分析法：縦断的データの分析 JMPで可能

傾向スコアマッチング：JMPで可能、詳細な演習あり

ハイブリッド固定効果モデル・マルチレベル分析：JMPプロが必要

潜在成長曲線分析：JMPプロが必要 構造方程式モデル

https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2015/04/pdf/010-011.pdf
https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2015/04/pdf/012-013.pdf
https://www.jmp.com/support/help/ja/15.2/index.shtml#page/jmp/differencing-and-decomposition.shtml
https://www.jmp.com/ja_jp/medical-statistics/technical-documents.html
https://www.jmp.com/support/help/ja/15.2/index.shtml#page/jmp/mixed-models.shtml
https://www.jmp.com/support/help/ja/15.2/index.shtml#page/jmp/overview-of-structural-equation-models.shtml


非最新分析：数量の対応ｔ検定、比率のマクネマー検定

マクネマー検定：エクセル統計 JMPでＯＫ

漠然とした理解：事前、事後の属性の平
均比較を行うｔ検定、分散分析とともに、
属性の構成比率比較を行うマクネマー検
定。併記が分かりやすい。カテゴリー変
数やダミー変数の基本的把握に便利。
イータ係数(効果量)を把握できるかもし
れない

『X市中学生パネル学力調査』p.40,p.50

メモ：まずは『X市中学生パネル学力調査』なクロス集計や平均の
比較を通した整理を多数して、その上で、ロジスティックや重回帰、
さらにその上で、決戦的指定分析に挑むべきであろう

作戦３参考 １

https://www.jmp.com/ja_jp/software/feature-index.html
https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/publishments/issrs/issrs/pdf/issrs_60.pdf
https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/publishments/issrs/issrs/pdf/issrs_60.pdf


最新分析：アンケート調査等に実験レベルの厳密さを目指す手法

傾向スコアマッチング：JMPで可能、詳細な演習あり
段取り参考 医療統計セミナー2017➂

漠然とした理解：目的変数(最終的な結果)と仲介変数(目的変数の一個
前の説明変数で、背景変数の目的変数)、背景変数(多様な説明変数)と
いう三段階において仲介変数がダミー変数だと適応可能な手法。仲介変
数の１と０(実験群、統制群)において、ロジスティック回帰分析の係数
などを利用して仲介変数１群と０群を似た回答者を【類似得点のペア
化】を目指す手法。このため･･･
〇N群が減る
〇もともとのデータ比較より検定等が厳しい結果となる

･･･実験データのような厳密な分析に近づくわけであるが、ｔ検定は
「対応のあるｔ検定」をしてはいけないらしい（医療統計セミナー
2017➂） 作戦３参考 ２

https://www.jmp.com/ja_jp/medical-statistics/technical-documents.html
https://waidai-csc.jp/updata/2018/08/seminar-igaku-20180126.pdf


傾向スコアマッチング前後の基本統計量とモデルの分析を
併記する表現方法(通塾が進学に及ぼす因果効果の異質
性)

傾向スコアマッチング前後の基本統計量とモデルの分析（ｔ検定とロジスティッ
ク回帰分析）を併記する一方で、マッチングした前後の従属変数の度数分布を
確認的に示す表現方法(「私立幼稚園の選択が園外教育費に及ぼす効果」)
仲介変数を二元配置の分散分析の線として交互作用検討にも利用可能

作戦３参考 ３

https://www.jstage.jst.go.jp/article/eds/92/0/92_151/_pdf
https://www.js-cs.jp/wp-content/uploads/pdf/journal/26/cs2020_04.pdf


最新分析：【事後－事前】の合成変数を回帰分析等で検討する手法

差分の差分析法：縦断的データの分析 JMPで可能
Difference-in-Differences(DID, DD, dif-in-dif)(計量経済学応用6)
漠然とした理解：二元配置の分散分析のようにX軸に時間、Y軸に目的変
数、線に個体間の差を置き、【並行トレンドがありそうなのに“な
い”】ことを実験群的な【変数の因果効果有】と考える手法。【異質な
個体の中で並行トレンドがあるモデル】(個別の「外的ショック」=他の
介入等がないなど)自体をみつけることがなかなか大変。回帰分析で検
討を行う。

式が出ると嫌な感じがするが、要は目的変数（ｙ）(ここ
では学習時間)の･･･
【事後Ｙ】(2) - 【事前Ｙ】(1)で計算される変数(3)を
作ってこのを「学習のアスピレーション」と定義してい
る。(学業成績の低下が学習時間の変化に与える影響
とその階層差)それをエクセルなどで合成し、直接変数
として求めたり、属性(カテゴリー変数化)

作戦３参考 ４

https://www.jmp.com/support/help/ja/15.2/index.shtml#page/jmp/differencing-and-decomposition.shtml
http://yukiyanai.github.io/jp/classes/econometrics2/contents/slides/metrics2_topic06_slides_pub.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ojjams/34/2/34_220/_pdf


(左)ここでも式が出ると嫌な感じがするが、要は、【成
績向上(移動)群】（LHi）と【成績低下(移動)群】(HLi)、
【成績上位移動なし群】(LLi)、【成績下位移動なし群】
(HHi)、【成績中維持】の５群に分けているという意味。
(学業成績の低下が学習時間の変化に与える影響とそ
の階層差)
（下)で5群を変数として重回帰分析

表１ 成績
変化５群の
構成比率

表３ 成績
変化５群の
階層別分析
前野全体像
の分析

作戦３参考 ５

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ojjams/34/2/34_220/_pdf


最新分析：独立変数→従属変数を【事前独・(→無)従】→【事後独・従】でモデル化する共分散パス

交差遅延(遅れ)効果モデル：縦断的データの分析 Stata、Amosが必要

漠然とした理解：パス解析で左に【以前】、右に【以後】をおいてパス
を交差する分析。適合度指標の確認が強調されるので、多分、重回帰分
析を用いた簡易のパス解析は許されない印象。
特定の分析ではなく共分散構造分析(標準誤差 standard error of the 
mean（SEM）)を用いて前後交差のモデルを組むことを指す。

(左)前年の成績、学習時間が翌年の成績、学習時間に与える影
響の分析モデル。これ自体が研究の目的ではなく「当然の因果
があることを確認」の文脈で出てくる。(学業成績の低下が学習
時間の変化に与える影響とその階層差) 差分の差分析法の学
力分析の中盤で確認的に実施したもの

(右)３段階の時系
列パネルデータに
よる交差遅延効果
モデルの検証例
(望ましい学習意
欲や学習方略は学
業成績を高めるの
か)

作戦３参考 ６

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ojjams/34/2/34_220/_pdf
https://berd.benesse.jp/up_images/special/childedu_progress_4_1_p1.pdf


固定効果モデルによる学級規模が学力に与える効果推定

作戦３参考 ７

https://www.jstage.jst.go.jp/article/eds/104/0/104_215/_pdf/-char/ja


教育社会学における〈教育効果〉の検証が複
数手法を比較して大変参考になる

本稿の関心である〈教育効果〉の検証においてパネデータを分析
することの有効性は、「観測不可能な個体特有の効果
（unobserved heterogeneity）」を取り除いた推定が可能となるとい

う点である。例えば、重回帰分析から塾に行っている児童生徒ほ
ど学力が高いという結果が得られても、十分に観測されていない
個人の能力・性格などが通塾行動に反映されており、それらが学
校外教育を通じて学力に影響を与えているかもしれない、という
可能性が残されていることになる。【中略】表 3 の結果が示すよう

に、学校外教育の〈教育効果〉は学年段階によって異なった結果
を示している。それゆえに、パネルデータの分析が求められ
る。･･･この分析の結果より、観測不可能な個体特有の効果を取
り除いた上で、学校外教育を受けるほど算数・数学通過率が上
昇するという結果が得られた･･･（本文p.71） 作戦３参考 ８

https://cir.nii.ac.jp/crid/1390009224786013568


最新分析

潜在成長曲線分析：JMPプロが必要 構造方程式モデル

漠然とした理解：特定変数の時系列推移(例えば、Y1，Y2,Y3,Y4など)の
変化を係数(a)と切片(b)の変化で表現する共分散構造分析でモデル化す
る発想の分析手法。独立変数を入れないモデルでは直線(Y=aX+b)となる
が、独立変数を導入したモデルでは係数(a)が時系列によって増減する
ため「曲線」になり得る。また、適合度指標で「より適正なモデル」を
比較できたり、切片と係数の相関を見る点も個性的。

左、モデルの時系列の概要

右、「独立変数のないモデル」の基本構
造。左の潜在構造が切片(b)で、右の潜
在構造が傾き(a)。Y=aX+bの直線系で、
上の観測変数がGPA(特定変数)の４点
時系列推移

「大学での学業成績に与える高校評定、
学びの意識の影響」より

作戦３参考 ９

https://www.jmp.com/support/help/ja/15.2/index.shtml#page/jmp/overview-of-structural-equation-models.shtml
https://dlisv03.media.osaka-cu.ac.jp/contents/osakacu/kiyo/13492152-16-1-16.pdf


上、「大学での学業成績に与える高校評定、学び
の意識の影響」における、独立変数のある潜在成
長曲線モデルの分析結果。
・切片と傾きは弱い負の相関
→もともと学習意欲(GPA)高いと、学習意欲向上度

(傾き)は鈍化しやすい
・学部ではなく学科志望理由明確は切片が高い
→学科を選んで進学は当初学習意欲につながる
・傾きには正と負のパスが一つずつ存在
→志望順位は傾きを上げるが、「市大だから選ん
だ」は後々学習意欲の低下傾向につながる

右上、アルコー
ル摂取量総合
変数のT1,T2,T3

の特定変数時
系列推移

右下、その
T1,T2,T3に関す
る、切片(ICEPT)
と傾き（SLOPE）

の【独立変数の
ある潜在成長
曲線モデル】(共
分散構造分析)

〇切片と傾きに
負良い負の相
関が有
〇切片も傾きも
３つの独立変
数から影響
（パス）を受け
る。

「第７章 潜在曲線モ
デル」より

作戦３参考 10

https://dlisv03.media.osaka-cu.ac.jp/contents/osakacu/kiyo/13492152-16-1-16.pdf
http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~kano/research/application/gasshuku02/LCA.pdf


左、係数を二次(0,1,4･･･10)にしたり、
時系列10点などの適用例

潜在成長曲線モデルを用いた地区レベルでの
犯罪の時系列変化と地区環境との関連の分析

右上、係数が最大の地区（個）を取り
上げるという方法もOKだったり、【全

体的に下がってるのに犯罪が右肩上
がり】という例外事例もいれて分析し
てもいいみたい。

右下、この例は独立変数も沢山投入
してかなり複雑なモデルを検討してい
る模様

下、JMPは地図を活用できるので、何
らかの方法で活用余地を探りたい

作戦３参考 １１

https://www.jstage.jst.go.jp/article/journalcpij/48/3/48_351/_pdf


作戦４ 紐づけ縦断データ 分析力や英語よりも紐づけデータの確保・
組み方が要点。弱者生き残り戦略の本丸収集領域

①公刊統計を集めて紐づける
47都道府県などの時系列の各変数
※精神疾患による病気休職発生率、離職率

②卒論データや保育教職現場という教員だから得られ
るデータ収集 その際に学籍番号等を記載し紐づけ

③行政タイアップデータ(通称「愛媛データ」など)

分析道具：コマンド入力は無理
・SPSS＋AMOS（最近のAMOSは単体で動く）
・JMP年間契約



コマンド入力がなく共分散構造分析可能な
SPSS Amos

https://smart-analytics.jp/spss/spss_amos/?gclid=CjwKCAjwx46TBhBhEiwArA_DjHojEpR5HwQFBVNLIptsHC3xiYXVYsnObfY0moJI8D1nDiZ4kvWWyBoCSKkQAvD_BwE


統計ソフトJMPの特徴・利点
〇コマンド入力がいらない（いる：『R』、『Stata』 いらない：

SPSS)
〇月額使用料制度 年間１研究室22万
〇ほぼ「文系の統計得意ではない人」向け親切設計
〇Excelとの連携機能を意識(ダミー変数処理など用意)
〇グラフや散布図から特定回答者を取上可
〇JMPプロなら共分散構造分析等を実施可能
〇Youtubeに日本語作業解説が豊富
〇JMP公式HPが【分析手法】ごとに【作業解説】を多数提供。プラ
モデルみたいな慣れ

〇動画や地図を表に加工できたり、インタラクティブHTML、分析
結果をパワポなど出力が多様

https://www.jmp.com/ja_jp/academic/academic-suite-information.html
https://www.youtube.com/watch?v=mSz9f-djA0o&t=69s


紐づけ縦断的データの分析紹介は未発表なので詳細削除



【質疑１】“パネルデータというけど、目新しいものではないのではな
いか。例えば、実験やカルテ・ポートフォリオは縦断データである。”

ご指摘の通り、実験による前後比較や臨床場面でのカルテやポートフォリオによる前後
比較も【縦断・紐づけデータ＝パネルデータ】である。今回の提案はこのようなデータに
加えて【横断データ】の個人や集団・組織(都道府県など)を最低限“特定・紐づけ”するこ
とで【従来の多様な横断的データで用いたような多様な分析】を時系列追跡・縦断でも
行い、「次の時代を生き残ろう」という話である。

9

現場の先生だからできる！ 縦断・紐づけデータ収集
今までの【一度の一斉データ収集】(横断・クロスセクションデータ)か
ら、これからの時代は時間的な成長・発達・変化を個人としておいかけ
る【縦断・紐づけデータ収集】(パネルデータ)に期待と注目

横断(クロスセクション)
データ

縦断・紐づけ(パネル)
データ

去年

今年

来年

0.データ収集のはなし

沢山の個人データで
【相関】 を
【因果】 と
想定してメカニズム
の分析

たか木、

たか木、

たか木、
黒慎

ひしも

ひしも

ひしも

黒慎

黒慎

9

現場の先生だからできる！ 縦断・紐づけデータ収集
今までの【一度の一斉データ収集】(横断・クロスセクションデータ)か
ら、これからの時代は時間的な成長・発達・変化を個人としておいかけ
る【縦断・紐づけデータ収集】(パネルデータ)に期待と注目

横断(クロスセクション)
データ

縦断・紐づけ(パネル)
データ

去年

今年

来年

0.データ収集のはなし

沢山の個人データで
【相関】 を
【因果】 と
想定してメカニズム
の分析

たか木、

たか木、

たか木、
黒慎

ひしも

ひしも

ひしも

黒慎

黒慎

【紐づけ】は倫理・技術・作業的
に大変ではある。が、【卒業研究
などで学生と共に調査を行う】
また、【最前線の現場に就職する
学生の教育】を担う我々にとっ
て、“アイディア次第で従来の
（横断データによって構築され
た）研究成果をひっくり返すこと
が可能”な期待を持てる発想で
ある。



抑鬱１ 抑鬱２ 抑鬱３ 抑鬱４ 抑鬱５ 抑鬱６ 幸福感

たか木、

ひしも

黒慎

2018抑鬱１ 2018抑鬱２ 2018抑鬱３ 2018抑鬱４ 2018抑鬱５ 2018抑鬱６ 2018幸福感 2019抑鬱１ 2019抑鬱２ 2019抑鬱３ 2019抑鬱４ 2019抑鬱５ 2019抑鬱６ 2019幸福感

たか木、

ひしも

黒慎

いつもの基本的なデータ入力の仕方

行が個人・個別組織、列が各変数・自由記述

数回（列が増えすぎない範囲）の縦断データなら

行(個人・個別組織) に時系列各変数を集計
統計分析は先頭列を見出しに、列ごとに変数指定を行うので、分析はこれが一番楽
同一人物を各調査ごとに横につなげる作業(“紐づけ”)が大変

パネルデータを敢えて、
“縦断・紐づけ”と強調し
たが、紐づけとは？

紐づけ作業完了状態

一般的なデータ入力



抑鬱１ 抑鬱２ 抑鬱３ 抑鬱４ 抑鬱５ 抑鬱６ 幸福感

たか木、2018.04

ひしも　2018.04

黒慎　2018.04

たか木、2018.05

ひしも　2018.05

黒慎　2018.05

たか木、2018.06

ひしも　2018.06

黒慎　2018.06

たか木、2018.07

ひしも　2018.07

黒慎　2018.07

たか木、2018.08

ひしも　2018.08

黒慎　2018.08

たか木、2018.09

ひしも　2018.09

黒慎　2018.09

縦断・紐づけのデータ整理のおすすめできない例

もともと各調査を“紐づけ”する最初の作業状態

調査１

調査２

調査３

調査４

調査５

調査６

複数回行われ、個
別にデータ収集・集
計されているデー
タを“だいたい同一
人物分”だけ寄せ
集めた状態

人物ごとに行が並
ぶ状態に加工しな
いとなかなか分析
にしにくい

紐づけ作業１



抑鬱１ 抑鬱２ 抑鬱３ 抑鬱４ 抑鬱５ 抑鬱６ 幸福感

たか木、2018.04

たか木、2018.05

たか木、2018.06

たか木、2018.07

たか木、2018.08

ひしも　2018.04

ひしも　2018.05

ひしも　2018.06

ひしも　2018.07

ひしも　2018.08

ひしも　2018.09

黒慎　2018.04

黒慎　2018.05

黒慎　2018.06

黒慎　2018.07

黒慎　2018.08

現実的な縦断・紐づけの元データ整理のおすすめ例

各調査を基に“紐づけ”作業の第一段階

人物ごとに行が連続して
並ぶ状態に加工したもの

SPSSやJMP、Rといっ
た10万円以上の高級ソ
フトだとこの状態で分析
が可能(Excelといった
表計算での処理やExcel
統計など安価統計ソフト
ではこの状態の分析は無
理)

紐づけ作業２



抑鬱１ 抑鬱２ 抑鬱３ 抑鬱４ 抑鬱５ 抑鬱６ 幸福感 2018.04抑鬱合計抑鬱合計 2018.第１四半期抑鬱合計 2018年度抑鬱合計 2018.04幸福

たか木、2018.04

たか木、2018.05

たか木、2018.06

たか木、2018.07

たか木、2018.08

ひしも　2018.04

ひしも　2018.05

ひしも　2018.06

ひしも　2018.07

ひしも　2018.08

ひしも　2018.09

黒慎　2018.04

黒慎　2018.05

黒慎　2018.06

黒慎　2018.07

黒慎　2018.08

分析用代表値は基本合計点

現実的な縦断・紐づけの元データ整理のおすすめ例
分析用の代表値を、各個人・個別組織の先頭行に集中

“紐づけ”最終段階 次の段階に先頭行だけ取り出すと一般的に分析が可能

この先頭行だけを分析データに
すると“紐づけ”完了状態

紐づけ作業２B



【質疑２】パネルデータ専用の分析というのはあるのか？概ね、横断的
データや従来の実験(小規模パネルデータ)の分析方法と変わらない印象
を受ける

ご指摘の通り「従来の分析」とあまり変わらない。作戦３で紹介した「流行の各種分析」
も「パネルデータ専用の分析」ではない。潜在成長曲線分析や交差遅延効果モデルが
「共分散構造分析によるパネルデータの組み方・分析の仕方」という程度のものである。
「パネルデータ」というよりも「縦断・紐づけデータの分析」といいたいが、これは【紐づけ
の仕方・作業】がイメージとして“Excelで刺繍を入れるように大変”で、多様・大量にで
きる変数の行列を分析の枠組みで組み込む（JMPでは「データのブロック」などと表現）
までの作業は “動画を編集”するように大変な印象。分析や検定をする以前のExcelで
行列を整理する作業の方に重要さがあり、四則計算的工夫が重要な印象。
まとめれば、【複雑で抽象的な分析】よりも【データを集めて・つなげる・その上で基礎分
析】を行うことに価値があるといえる。ただ、【60人の３年（１人あたり12か月×３年分
の行）分パネルデータ】が【2000行を超えるExcelシート】であることを見れば、従来
の横断的データ分析のように簡単な分析手続きでは処理しきれれず、複雑な分析に頼
らざるを得ない。



【質疑３】例えば、「【小学校教員免許だけ】と【小学校免許＋特別支
援学校教諭免許】の２属性の【教採合格率の差】はどういう検定が使え
るか？」

ご指摘の課題は縦断的分析もあり得るが、本学では保育教職支援センター保有データ
の横断的データで傾向スコアマッチング分析がすぐにでも実施可能。
例えば、【小学校教員採用試験受験結果】を目的(従属)変数として、中間変数として【小
免許＋特支免許所有者】を「１」、【小免許のみ者】を「０」（「１」の５倍以上「０」が存在す
る･･･）とするダミー変数化する。説明（独立）変数には保有免許種以外の性別、出身地、
出身校などの属性、GPAや模試偏差値、卒論等に参加した意識調査等の回答など色々
なものをいれてもいい。
傾向スコアマッチングの最大の意義は【小＋特】の“各個人”について“投入説明変数回
答(スコア)の傾向が類似” した【小のみ】の“各個人”の組合せ(マッチング)を提示して
くれる点である。【対応のあるｔ検定】すら可能(「しない方がいい」の意見も有)。
目的変数【小学校教員採用試験受験結果】 は合格「１」と不合格「０」とするようなダミー
変数が現実的であろう。この場合、【小＋特】と【小のみ】のロジスティック回帰分析のモ
デル比較にような形になるが、目的変数に連続量の変数を入れることができたら実験
のように二元配置分散分析や各種分析などが可能になり分析結果が多様になる。



【質疑４】パネルデータ収集のためとはいえ、出席番号や学籍番号を尋
ねては個人の特定となり「倫理上問題」では？
【質疑５】平均や中央値、最頻値など【代表値から大きく外れる個】に
向けて力を発揮するのがパネルデータの分析と理解したが、どうか？

正直なところ現在の「研究倫理」は「最大限、調査の実施を行いにくくする」存在である。
【個人の縦断的追跡】趣旨自体が難癖をつけられかねない。どこかで割り切りたい。
質疑４のように【個人名を追いかけない学籍番号の表記のお願いが「非倫理的」】と言わ
れかねない。ならば、例えば、生年月日と学科、性別、出身自治体、程度を記載させてみ
たら【大学生調査紐づけのための個人ID変数】として現実的対応が可能であろう(２５
人で生年月日が重なる者がいる確率は56%、70人では99％以上なので、１学科特定
学年の生年月日のみでは「紐づけ個人ID変数」とはしきれない)。初等中等教育では出
席番号は学年ごとに変わるため、【生年月日×性別×出身校園】などはより有益かもし
れない。
質疑５の通りと感じる。【平均的・中央値的・最頻値的ではない個性】を追いかけるのが
研究の特に注目される課題である。特別支援や離職、貧困環境、治療困難のような“社
会的に困る変数を運命として背負う・背負った個人”の変数追跡根拠による改善ができ
る。でも、これは【倫理上の問題】で研究が拘束されることも多いといえよう。


