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概 要

本章では、2004年から実施されている「慶應義塾家計パネル調査」(Keio Household Panel Survey、
以下 KHPS) を用い、パネル調査におけるサンプル脱落の問題について、世帯の住居移動行動に焦点を当
てて議論を行った。当該データでは、調査の対象者およびその世帯についての詳細な情報に加え、調査員
に関する情報が利用可能であるため、これらの調査員情報を Heckman タイプのサンプルセレクションモ
デルの識別のための除外変数として用い、サンプル脱落バイアスを考慮した世帯の住居移動関数の推定を
行った。推定の結果、世帯の住居移動行動に対しては統計的に有意なサンプル脱落バイアスが存在するこ
とが示唆された。また、バイアスを修正しないモデルとの比較からは、いくつかの変数の推定された係数
が絶対値でみて過大に推計されることが確認された。
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1 はじめに

パネル調査には、同一の主体を継続的に追跡することで、経済主体の動学的な行動を分析したり、観察

できない異質性を考慮した分析を行えるといった利点がある。しかしながら、一般に個人を対象としたパ

ネル調査においては、対象者の転居などに伴って追跡が不可能になったり、調査のある時点で、対象者が以

降の調査への協力を拒否することによって生じるサンプル脱落 (sample attrition) の問題が存在する。こう

したサンプル脱落の発生は、調査におけるサンプルの代表性を損なうだけでなく、特に分析の対象となっ

ている経済主体の行動とサンプルの脱落が独立でない場合には、そのデータによって得られた推定結果に

バイアスをもたらすことが知られている。

本章の目的は、2004年から実施されている「慶應義塾家計パネル調査」(Keio Household Panel Survey,

以下 KHPS) を用いて、サンプル脱落がもたらすバイアスの検証と修正を行うことにある1。本章では、と

くに対象者世帯の住居移動に焦点を当てて、サンプル脱落の影響を検証する。これは、対象者の転居は追

跡を困難にするため、サンプル脱落は対象者の住居移動行動と強い関連を持つことが予想されるためであ

る。前述の理由から、住居移動を分析する際にはサンプル脱落バイアスを考慮することが不可欠であると

考えられる。

サンプル脱落によるバイアスは、基本的に調査から脱落したサンプルについての情報がそれ以降の調査

において観察不可能になるというサンプルセレクションバイアスの問題として理解される。こうした種類

の推計バイアスの修正に当たっては、通常 Heckman タイプのサンプルセレクションモデルが用いられる

(Heckman, 1979)。しかしながら、サンプル脱落バイアスの修正を行う際には、Heckman タイプの推計に

はいくつかの問題点があることが指摘されている。第一に、分析の対象となる経済主体の行動を記述する

行動方程式が非線形であるような場合、通常のHeckman タイプのモデルを適用することはできないという

点がある。本章で扱う住居移動は、世帯の質的な意思決定 (移動の有無) に関するものであるため、必然的

にこのようなケースに分類されることになる。第二に、Heckman タイプの推計においては、分析の対象と

なる経済主体の行動とは独立で、かつサンプル脱落に影響を与えるような外生変数 (除外変数) が必要とさ

れる。一般に、世帯や調査対象者の属性は、分析対象となる行動と脱落の双方に影響を与える可能性が高
∗慶應義塾大学商学部〒 108-0073 東京都港区三田 3-1-7 三田東宝ビル 5 階 naoi@2001.jukuin.keio.ac.jp
1こうした分析の基礎となる、第 1 波のデータのクロスセクションとしての代表性の検証については、木村 (2005) 等を参照のこ

と。また、KHPS におけるサンプル脱落の規定要因に関しては、すでに宮内・McKenzie・木村 (2006) によって詳細な分析が行わ
れている。
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いため、適切な除外変数を見つけることは困難であるとされる (Wooldridge, 2002; Fitzgerald, Gottschalk

and Moffit, 1998)。

本研究では、第一の問題点を克服するために、通常のHeckman モデルを拡張した、行動方程式における

被説明変数が質的従属変数である場合のサンプルセレクションモデルによって推計を行った (Van de Ven

and Van Pragg, 1981)。また、第二の問題点に対しては、対象者およびその世帯に関するデータ（本人票）

に付随して得られる、調査プロセスに関する情報（調査員記入票および調査員リスト）を利用した。これら

のデータからは、実際の調査に当たっての調査員の訪問履歴や、個別の調査員がどの対象者を担当したか

に関する情報が得られる。一般に、調査員はランダムに配置されるため、これら調査員の属性はここでの

分析の対象である世帯の住居移動行動とは独立であると考えられる。その一方で、調査員の行動や属性は、

各対象者が調査に継続的に参加するか否かには強い影響を持つことが知られている (Bates, 2003, 2004)。

したがって、これらの追加的な情報は適切な除外変数の候補となりうる。

結論として、サンプル脱落バイアスを考慮した住居移動関数を推計したところ、世帯の住居移動行動に

対しては統計的に有意なサンプル脱落バイアスが存在することが示唆された。また、バイアスを修正しな

いモデルとの比較からは、いくつかの変数の推定された係数が絶対値でみて過大に推計されることが確認

された。

次節以降では、第 2 節でサンプル脱落バイアスに関する先行研究を概観し、第 3 節では現時点までの

KHPSにおけるサンプル脱落の状況を解説する。その上で、第 4節では分析モデルの紹介と、サンプル脱

落バイアスの存在を考慮した世帯の住居移動関数の推定を行なう。第 5節は結論と今後の課題である。

2 先行研究

パネルデータにおけるサンプル脱落の問題を包括的に議論した文献としては、Journal of Human Resources

の 1998年特集号 (Attrition in Longitudinal Surveys) に収められた複数の研究論文が存在する。なかでも

Fitzgerald et al. (1998) および Lillard and Panis (1998) は米国の代表的なパネル調査で、1968年から継続

して実施されている Panel Study of Income Dynamics (PSID) を用いてサンプル脱落の発生とバイアスの

評価を行っている。前者の Fitzgerald et al. (1998)は、クロスセクションデータであるCurrent Population

Survey (CPS) と PSID との比較を行なった上で、サンプル脱落の規定要因を、脱落の有無を被説明変数と

したロジット推定によって分析している。その結果、(1) 所得の平均および一時的な減少は有意に脱落の確

率を上昇させる、(2) 前期に無配偶である場合、脱落の確率は上昇する、(3) 前年に他の世帯から移ってき

た場合、およびこれまでにそうした経験がある場合、脱落の確率は上昇する、といった点が明らかになっ

ている。とくに 3番目の点は、ここでの分析対象である対象者の移動がサンプル脱落と系統的な関係を持

つことを示唆するため、非常に興味深い結論である。しかしながら、CPSとの比較からは、前述のような

世帯・対象者属性と脱落との系統的な関係の存在にもかかわらず、それによってもたらされるサンプル脱

落バイアスの大きさはそれほど深刻なものではないという点も指摘されている。一方、後者の Lillard and

Panis (1998) は、世帯の所得水準および対象者の配偶関係に着目し、サンプル脱落バイアスを考慮に入れ

た上でそれぞれの行動方程式の推定したものである。結論として、サンプル脱落はこれらの行動方程式に

対して統計的に有意なバイアスを与えるものの、経済学的に考えてその水準は限定的なものにとどまって

いるとしている。

本章でも利用している対象者の個人・世帯属性以外の調査の特性を用いてサンプル脱落を分析した研究

としては、Maluccio (2004) および Bates (2003, 2004) が挙げられる。前者のMaluccio (2004) は、南ア

フリカにおけるパネルデータ (KwaZulu-Natal Income Dynamics Study: KIDS) を用いて家計の支出関数

を推定したものである。推定は Heckman タイプのサンプルセレクションモデルによるもので、その際 (1)

地域別に見た 1993年の初回調査の際に当初抽出されたサンプルの回答率2、(2) 各調査地域の監督者が事前

に調査票のチェックを行ったか否か、という 2つの要因を除外変数として推定を行っている。いずれの変

数も、潜在的な調査員 (調査チーム) の質をあらわすものと考えられるため、分析対象である世帯の行動方
2KHPS も同様であるが、初回調査の際には、まずランダムに抽出された回答者の候補に調査を行い、回答拒否が生じた際には、

(これもランダムに抽出された) 予備対象のリストから、順次回答者の追加を行うという形式になっている。
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程式とは独立になる一方、脱落の発生とは系統的な関係を持つものと解釈されている。結果として、サン

プル脱落は統計的に有意なバイアスを持つことが示されている。一方、Bates (2003, 2004) による一連の

研究は、米国の Survey of Income and Program Participation (SIPP) における調査員の訪問履歴の情報を

用いてパネルデータへの回答状況を分析したもので、記述的な分析の結果、調査員の訪問が休日である場

合および平日夜間である場合にそれぞれ調査への回答確率が高くなることが確認されている。

わが国におけるデータを用いてサンプル脱落の問題を扱った文献はそれほど多くはないが、坂本 (2006)

および宮内他 (2006) などが存在する。坂本 (2006) は、わが国における代表的なパネルデータである「消

費生活に関するパネル調査」を用いて、対象者の結婚に関する選択に対する脱落バイアスの影響を検証し

たものである3。結果として、結婚選択関数には統計的に有意な推計バイアスが存在し、かつ対象者の就業

形態や教育水準などのいくつかの変数については、係数が過小に推定される傾向にあることが指摘されて

いる。また、こうしたサンプル脱落バイアスの存在の背景に、筆者は結婚が転居の predictorとして考えら

れるため、結果として対象者の調査からの脱落と独立ではなくなるという解釈を行っている。一方、宮内

他 (2006) は本章でも用いられる「慶應義塾家計パネル調査 (KHPS)」を用いて、調査への継続回答の要因

を分析したものである。それによれば、(1) 直近 1年間での転居は調査への継続回答を非常に強く抑制す

る、(2) 教育水準および対象者が有配偶であることはいずれも継続回答を促進する、(3) 調査に参加するこ

との機会費用を代理するであろう諸変数（対象者の就業形態、子供数など）については、脱落と明確な関

係は確認されない、といった点が指摘されている。

3 KHPSにおけるサンプル脱落の概要

本章での分析で用いられるデータは、慶應義塾大学経商連携 21世紀 COEプログラムの一環として実施

されている「慶應義塾家計パネル調査」(KHPS) である。これは、無作為に抽出された全国の 20歳から 69

歳までの 4005サンプルを対象として、2004年から継続して調査が行われているパネルデータである。

現時点 (2006年) で利用可能な第 3波までの KHPSのサンプルの累積脱落率4は、約 28% となっている

(表 2-1)。この数字は、同一回数の調査を実施した時点での他の調査と比べて、比較的高い数字になってい

る。例えば、前述の「消費生活に関するパネル調査」における第 3回調査実施時点での累積脱落率は、1993

年開始の Cohort A で 10.8% 、1997年開始の Cohort B で 17.6% となっている (坂本, 2006; 木曽, 2006)。

また、調査の同一時点での米国の調査を見ると、1968年に開始された PSIDで約 15% 、SIPPではコホー

トごとにばらつきはあるものの、約 14～20% の累積脱落率となっている5。

(表 2-1 挿入)

また、KHPSの各年の脱落率6をみると、第 2回調査が 17.3% であるのに対し、第 3回調査では 13.0%

と若干低下している。初回の調査の脱落率が高く、2年目以降の脱落率はそれに比べ低くなるという傾向

は、KHPSに限らず上記いずれの調査においても観察される事実である。しかしながら、全体の脱落率の

高さを反映して、いずれの値も他の調査と比べて大きくなっている。

上記の傾向を確認するとともに、KHPSにおける脱落率の水準に対して若干の検討を加えるために、表

2-2 では KHPS に先立って実施されている「消費生活に関するパネル調査」(Japanese Panel Survey of

Consumer, 以下 JPSC) との調査方法・対象者などに関する比較を行った。

(表 2-2 挿入)

まず、調査の開始時期に関しては、KHPSが 2004年なのに対し、JPSCは当初のコホート (Cohort A)

は 1993年と、約 10年間の間をおいた調査になっている。JPSCでも、最近の Cohort ほど脱落率が高く
3サンプル脱落バイアスの修正にあたっては、前述の Heckman 推定の問題点を考慮して、代替的な手法である Inverse Probability

Weighting (IPW) が用いられている。また、サンプル脱落バイアスの検証については、上記の IPW を用いた推定結果とバイアス
修正を行わない推定結果を Hausman 検定で比較するという方法が取られている。

4累積脱落率は、当該年までの累積の脱落サンプル数を調査開始時点でのサンプル数 (4005) で除したものとして定義される。
5SIPP には、1992, 1993, 1996, 2000, 2001 の 5 つのコホートが存在する。全体の傾向としては、近年のコホートになるほど脱

落率が高くなっている。
6各年の脱落率は、当該年の脱落サンプル数を前年の回答者数で除したものとして定義される。
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なっているという傾向を考慮すると、2004年に開始されたKHPSの脱落率の高さは、昨今の個人情報保護

の流れからくる調査環境の悪化によって部分的には説明可能であると考えられる。調査の対象者に関して

は、KHPSが調査開始時点で満 20～69歳の男女という比較的広い層を対象としているのに対し、JPSCは

調査開始時点で 24～34歳の女性に限定した調査になっている。予備的に行ったサンプル脱落の規定要因に

関する分析の結果からは、常に安定的ではないものの、女性に関しては中高年齢層で脱落率が低くなる傾

向が観察されており、こうした点もKHPSに比較して JPSCの脱落率が低くなっている点を説明するもの

であると考えられる。調査に対する謝礼額をみると、KHPSで 3,000円、JPSCでは 5,000円となってい

る。謝礼額が回答継続に与える影響を分析した研究がないため、断定的な結論は得られないが、少なくと

も謝礼の金額の高さは調査に対する回答継続を阻害するものではないと思われる。

調査に回答する際の対象者の負担度を表していると考えられる調査票の分量に関してみてみると7、KHPS

では当初の 3年間がそれぞれ 67, 55, 56ページとなっており、初年度が最も長く、その後はほぼ同様の長

さになっているのに対し、JPSCは初年度が 55ページでKHPSよりも分量が少なくなっているが、その後

の 2年間についてはいずれもKHPSよりも多くなっている。調査の内容の違いや、同じページ数であって

も回答が必要となる質問項目の数には違いがあるため、一概に比較はできないが、少なくとも両者の脱落

率を説明する系統的な要因ではないように見える。また、標本抽出方法、調査主体および調査対象者に対

してのフォローアップの方法に関しては、KHPSと JPSCの両者で同様のものとなっており、両者の脱落

率の違いを説明する要因とはならない。

本章の分析の主眼である世帯の住居移動とサンプル脱落の関係についてまとめたものを表 2-3に示す。表

中で、「調査時点での居住地」は前年の調査からの 1年間に対象者世帯が住居移動を行ったか否かをあらわ

す8。結果として、2005年調査では、継続居住者の脱落率は約 16% なのに対して、転居を行なった者の脱

落率は 36% に達する。同様の傾向は、2006年調査でも観察され、継続居住者では 10% に過ぎない脱落率

が、転居経験者では 32% に達している。一般に、対象者の転居は追跡を困難にするため、調査への回答率

を低下させることが指摘されているが、KHPSにおいても顕著にこうした傾向を観察できる。こうした傾

向は、サンプル脱落が対象者の住居移動行動と強い関連を持つことを示唆するため、特に住居移動を分析

する際にはサンプル脱落バイアスを考慮することが不可欠であるといえる。

(表 2-3 挿入)

4 家計の住居移動とサンプル脱落

4.1 サンプル脱落の分析モデル

本節では、サンプル脱落バイアスを考慮した住居移動関数の分析モデルを紹介するとともに、推定に用

いた変数の説明を行う。分析に用いた推定モデルは、行動方程式における被説明変数が質的従属変数であ

る場合のサンプルセレクションモデルである (Van de Ven and Van Pragg, 1981)。分析の対象となる家計

の住居移動に関する行動方程式を次のように定式化する。なお、以下の議論では i を調査対象者の添え字、

t を調査時点を表す添え字とする。また、記号の簡略化のために、2004年調査 (初回調査) を t = 1 とする。

y∗

it
= xitβ + εit

yit =

{
1

0

}
if y∗

it

{
>

≤

}
0. (1)

ここで、yit は t− 1 時点から t 時点にかけて住居移動が起こったことをあらわすダミー変数であり、調査

対象者 i が t 時点の調査に継続して回答しているときのみ観察可能である。具体的には、各年の調査にお

ける「あなたは 1年前に現在の住所と同じところに住んでいましたか」という質問項目に対して、「現在と
7いずれに関しても回答者が有配偶である場合に用いられる調査票の総ページ数となっている。
8ここで用いた住居移動に関する情報は、訪問した調査員による回答から得たものであるため、結果的に調査から脱落したサンプ

ルについても情報が得られる。同様の情報は本人の回答に基づく調査結果からも得られるが、その場合、調査そのものを拒否した場
合観察されない。
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は異なる住所」と回答した場合 1、「現在と同じ住所」と回答した場合 0を取るような変数として定義され

る。また、xit は t 時点の調査において観察可能な対象者および世帯の属性を表す説明変数である。一方、

回答継続に関する選択方程式は次のように定式化される。

s∗
it

= xi1γ + zi2δ + νit

sit =

{
1

0

}
if s∗

it

{
>

≤

}
0. (2)

ここで、sit は調査対象者 i が t 時点の調査に継続して参加することを表すダミー変数である。なお、以降

の分析では、便宜上、継続を 1とするようなダミー変数でサンプル脱落を分析している。また、xi1 は初回

調査時点での対象者および世帯の属性、zi2 は後述する 2005年調査における調査プロセスに関する変数で

ある。また、モデルの誤差項について、

εit ∼ N(0, 1)

νit ∼ N(0, 1) (3)

Corr(εit, νit) = ρ (4)

を仮定する。通常のサンプルセレクションモデル同様、バイアスの存在は ρ = 0 に関するWald検定もし

くは尤度比検定を行うことで検証可能である。

本書に所収されている、宮内・McKenzie・直井・木曽 (2007) によるKHPSを用いた回答継続の分析の

結果、脱落の規定要因は 2005年調査と 2006年調査で質的に異なる可能性があるため、次節の分析では、

次の 2つのモデルを独立に推定した。まず、モデル [1]では、2004年調査から 2005年調査までの 1年間に

住居の移動があったか否かを行動方程式の被説明変数 (yi2) とし、選択方程式に関しては、2005年調査に

参加した場合 1、2005年調査で脱落した場合 0 を取るダミー変数 (si2) を被説明変数として用いた。一方、

モデル [2]では、2005年調査から 2006年調査までの 1年間に住居の移動があったか否かを行動方程式の被

説明変数 (yi3) とし、選択方程式に関しては、2006年調査に参加した場合 1、2005年もしくは 2006年調査

のいずれかで脱落した場合 0 を取るダミー変数 (si2) を被説明変数とした。両モデルの違いはサンプル脱

落に関する変数の定式化の違いにある。すなわち、モデル [1]は 2004年から 2005年にかけての 2時点で

の脱落の有無を対象としているのに対し、モデル [2]は 2004年から 2006年にかけての累積脱落を対象と

している。本来、後者については 2005年調査と 2006年調査における脱落を別個に定式化するのが適切で

あると考えられるが、ここでは、利用できるデータの制約もあり、累積脱落を説明するモデルを選択した。

住居移動に関する行動方程式における説明変数（xit）は、対象者本人に関する属性と対象者世帯の属性

に大別される9。前者の対象者の本人属性としては、年齢 (10歳階級のダミー変数: 20代 = レファレンス)、

性別 (女性 = 1)、配偶関係 (有配偶 = 1)、子供の有無 (子供なし = 1)、健康状態 (1 (よい) — 5 (わるい)

の 5段階)、最終学歴 (中学校卒、高校卒 = レファレンス、短期大学卒、大学・大学院卒、専門学校卒)、就

業先の企業規模 (1-4人、4-29人、30-99人、100-499人、500人以上、官公庁、非就業= レファレンス)、

正規就業ダミー (正規就業 = 1)、定年退職ダミー (定年退職者 =1) を用いた。後者の世帯属性としては、

昨年 1年間の世帯員の増減 (増加、減少、変わらない= レファレンス)、新婚ダミー (昨年 1年間で結婚を

経験= 1)、出産ダミー (昨年 1年間で対象者もしくは配偶者が出産を経験= 1)、世帯の居住地 (政令指定都

市、その他の市、町村= レファレンス)、居住地域ダミー (北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、

九州)、持ち家ダミー (持ち家に居住 = 1) を用いた。なお、居住地および持ち家ダミーに関しては住居移

動と同時決定されている可能性が高いため、いずれも前年の値を用いている。各変数の定義および記述統

計に関しては表 2-4を参照されたい。

(表 2-4 挿入)

一方、回答継続に関する説明変数としては、基本的には上記の変数と同じものを用いているが、前述のと

おり、全ての説明変数の値は初回調査（2004年）時点でのものとなっている。また、先行研究においては
9変数の定義の詳細に関しては補論を参照のこと。
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本人年収などの変数も用いられているが、こうした変数は前年の調査における回答率が低いため、今回の

分析からは除外している。予備的な分析から、前年の調査における質問項目の回答率が低い対象者は、そ

もそも調査の継続意欲が低く、結果として翌年の脱落率が有意に高くなることを確認している。このよう

な場合、前年の調査における回答率が低い変数 (年収・資産額等) を分析に加えることは、回答継続関数の

推定の対象となるサンプルを継続回答者に偏らせ、結果として脱落の規定要因の解釈そのものを困難にす

る可能性がある10。

上記に加えて、ここでは調査プロセスに関する変数 zi2 を行動方程式からの除外変数として導入してい

る。具体的には、2005年調査の調査員記入票にある訪問履歴11から作成した、(1) 初回訪問月、(2) 訪問が

平日のみであったかを表す 2つの変数と、調査員リスト12から作成した、(3) 2005年調査における各調査

員の担当する調査対象者数、および (4) 2005年調査において前年から調査員の変更があったか否かに関す

る各変数を zi2 として用いている。(1) は、2005年において調査員が対象者を初めて訪問したのが何月で

あったかという変数である。KHPS は、通常毎年 1月末から 2月初旬にかけて調査が行われるが、対象者

とのコンタクトが取れない場合等には調査開始の時期が遅れる場合がある。このような訪問時期の遅れは、

回収時期が定まっている状況下では回収率の低下を招くものと考えられるため、調査への継続回答を抑制

する効果が期待される。(2) は、調査員の初回訪問から最終訪問までの全ての訪問履歴から作成したもの

で、対象者宅を訪問したのが全て平日であった場合 1、1回でも休日 (土曜日・日曜日) または祝日に訪問

を行っていた場合 0 を取るダミー変数である。Bates (2003, 2004) で指摘されているように、調査員の訪

問日時は最終的な調査への回答確率と関連を持つ。一般に、勤労者世帯の場合平日にコンタクトを取るの

が難しいと考えられるため、この変数も継続回答を抑制する効果が期待される。(3) は、調査員リストから

各対象者を担当する調査員を特定することで、それぞれの調査員が 2005年調査において何人の対象者を担

当していたかを表す変数として作成を行った。したがって、各対象者に対する変数の値は、自分を担当す

る調査員の (対象者本人を含めた) 担当人数となる。調査期間がほぼ固定されている状況下では、この変数

も継続回答を抑制する効果が期待される。(4) は、同じく調査員リストから作成した変数で、2005年調査

において担当した調査員が前年 (2004年調査) と異なる場合 1、同じ調査員が継続して担当した場合 0をと

るダミー変数である。Zabel (1998) 等でも指摘されているとおり、調査員の変更は対象者の調査への継続

協力を阻害する効果を持つことが期待される。

一般に、調査員はランダムに配置されるため、これら調査員の属性はここでの分析の対象である世帯の住

居移動行動とは独立であると考えられるため、これらの追加的な情報は適切な除外変数の候補となりうる。

4.2 サンプル脱落バイアスを考慮した住居移動関数の推定結果

前述の 2つのモデルに関する推定結果を表 2-5および表 2-6に示す。表 2-5は回答継続に関する選択方程

式（(2)式）、表 2-6は住居移動に関する行動方程式（(1)式）の推定結果である。

(表 2-5 挿入)

表 2-5の下段には、サンプル脱落によるバイアスの検定のための ρ = 0 に関するWald検定の結果が示さ

れる。結果として、モデル [1] および [2] のいずれにおいても帰無仮説は棄却される結果となった。尤度比

検定によって同様の仮説を検定した結果も示したが、この場合もモデル [1]については仮説が棄却される。

したがって、少なくとも第 2波におけるサンプル脱落は、世帯の住居移動行動に対して統計的に有意なサ

ンプル脱落バイアスを与えていることが示唆される。

調査対象者およびその世帯の属性が回答継続に与える影響については、次のような点が明らかになった。

まず、対象者の年齢に関しては、30代から 40代にかけて最も継続確率が高くなり、その後、加齢とともに

10結果は詳述しないが、世帯年収および世帯の保有資産額 (貯蓄 + 有価証券) を説明変数に加えた分析も行っている。結果として、
世帯年収は回答継続を抑制し、保有資産額は回答継続を促進する (2005 年については 5% 水準で有意) ことを確認している。また、
その他の変数の効果については、若干の違いはあるものの、それほど大きな差異は観察されない。

11KHPS の本人票に付随する調査員記入票には、初回訪問から最終訪問までの対象者宅への訪問日および時間に関する情報が含ま
れる。

12当該データに関しては、調査の実施を担当した中央調査社から筆者が提供を受けたものである。
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緩やかに継続確率が低下するという傾向が見られた。また、いずれの年齢階級と比べても、20代が最も回

答継続確率が低くなるという点は両モデルに共通して観察される。この結果は、KHPSに比較して JPSC

の脱落率が低くなっている点を部分的に説明するものであると考えられる。

対象者の性別および配偶関係に関しては、対象者が女性である場合や、有配偶である場合に回答継続確

率が高くなるという傾向が観察される。ただし、それぞれの推定された係数は統計的に有意ではない。宮

内他 (2006) による推定結果との比較からは、有意性に若干の違いがあるが、これは、両変数と関連が強い

個人属性（就業形態・世帯変動）をコントロールした結果であると考えられる。

対象者の最終学歴に関しては、いずれのモデルにおいても、学歴が高いほど継続確率が高くなる傾向が

見られるが、高校卒に比べて、特に短大卒で有意に継続確率が高くなっている。また、対象者の就業に関

する諸変数 (企業規模・正規就業・定年退職) に関しては、無業の場合と比較して、自営を含む 1-4人の企

業規模や大企業・官公庁で継続確率が高く、また、定年退職者についても回答継続確率が高くなる傾向が

見られる。

これらの対象者の個人・世帯属性に加え、表 2-5の下部には、調査プロセスに関する諸変数の推定結果

が示される。結果として、これらの変数はほとんどが回答継続に有意な影響を持ち、かつその符号は事前

の予想と整合的であることが明らかになった13。就業に関する諸変数を除けば、対象者個人の属性が持つ

説明力はそれほど高くないことを考え合わせると、回答継続に関する意思決定に当たっては、調査プロセ

スが非常に大きく寄与しているといえる。

上記の回答継続関数の推定結果を踏まえ、表 2-6には、サンプル脱落バイアスを考慮した住居移動に関

する行動方程式の推定結果が示される。なお、比較のために、それぞれのモデルについてサンプル脱落バ

イアスを考慮していない、通常のプロビットモデルによる住居移動関数の推定結果を併記している。

(表 2-6 挿入)

サンプル脱落バイアスの修正を行った推定結果（「バイアス修正済み」）を見ると、対象者の就業に関す

る諸変数 (企業規模・正規就業・定年退職)を除けば、2005年と 2006年で対象者の住居移動の規定要因に

大きな違いはない。両推定結果に共通して、若年者や借家居住者の住居移動確率は高く、また、結婚等の

世帯変動に関わるライフイベントを機に住居移動が起こっていることが示されている。

また、サンプル脱落バイアスの修正を行ったモデル（「バイアス修正済み」）とそうでないモデル（「バイ

アス未修正」）の比較からは、年齢、企業規模、正規就業ダミー、世帯変動等の両モデルで有意な影響を示

した変数のほとんどで、修正を行わないモデルにおいて推定された係数は絶対値でみて大きくなっている

ことが確認される。例えば、バイアスの修正を行わないモデルにおいて推定された正規就業の係数 (0.3145)

は、修正を行ったモデルの係数 (0.2966) に対して約 6% 程度過大に推定されていることが分かる。モデル

[1]の推定結果からは、年齢、企業規模、世帯変動等の有意な影響をもつ変数についても 6～13% 程度効果

が過大に推定されていることが示される。同様の傾向はモデル [2]においても観察され、世帯変動、持ち家

居住等の変数について、修正前のモデルにおける過大推定が示唆される。

5 結論

本章では、パネル調査におけるサンプル脱落の問題を、世帯の住居移動行動に焦点を当てて議論を行っ

た。分析に利用したデータは、2004年から実施されている「慶應義塾家計パネル調査」(Keio Household

Panel Survey、以下 KHPS) である。当該データでは、調査の対象者およびその世帯についての詳細な情

報に加え、調査プロセスに関する情報 (訪問履歴・対象者リスト) が利用可能である。そこで、本章では、

これらの調査プロセス情報を Heckman タイプのサンプルセレクションモデルの識別のための除外変数と

して用い、サンプル脱落バイアスを考慮した世帯の住居移動関数の推定を行った。

13担当する調査対象者数については、その効果に非線形性が存在する可能性があるため、3 次項までを導入したモデルも推定した
が、この場合にはいずれのモデルにおいても推定される係数は有意になる。また、サンプルの平均値で評価するとやはり限界効果は
負になることが確認できる。
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推定の結果、世帯の住居移動行動に対しては統計的に有意なサンプル脱落バイアスが存在することが示

唆された。また、バイアスを修正しないモデルとの比較からは、いくつかの変数の推定された係数が絶対

値でみて過大に推計されることが確認された。これは、パネル調査における回答継続を阻害する主要な要

因であると考えられる住居移動を分析するに当たっては、サンプル脱落によるバイアスを考慮することが

不可欠であることを示唆する。

しかしながら、上記の結論は直ちに他の分析においてもサンプル脱落を考慮する必要があるということ

は意味しない。一般に、サンプル脱落の問題は、分析の対象となる経済行動がサンプル脱落と独立である

か否かに依存するため、対象ごとに検討が必要であることが知られている。したがって、パネルデータに

おけるサンプル脱落がどの程度問題となるかについては、本章で扱った分析対象を含めた今後のいっそう

の研究の蓄積が望まれる。
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補論　主な変数の作成方法

以下では、分析に用いたサンプルと主な変数の作成方法をまとめる。KHPSより作成した変数については、

オリジナルの調査における変数番号を、2004年は”vXXXX”、2005年は”wXXXX”、2006年は”xXXXX”

で表記した (”XXXX”は変数番号)。

• 住居移動

– 「あなたは 1年前に現在の住所と同じところに住んでいましたか」という質問項目 (v100, w101,

x101) に対して、「現在と異なる住所」と回答した場合 1を取るダミー変数として定義した。

• 年齢 (10歳階級のダミー変数: 20代 = レファレンス)

– 対象者の生年 (v6, w6, x6) をもとに、各調査時点における対象者の満年齢を計算した。

• 性別

– 対象者の性別 (v5, w5, x5) をもとに、対象者が女性である場合 1を取るダミー変数を定義した。

• 配偶関係

– 対象者の配偶関係 (v12, w12, x12) をもとに、調査時点で対象者が有配偶である場合 1を取るダ

ミー変数を定義した。

• 子供の有無

– 対象者の家族構成に関する情報 (v13～75, w13～75, x13～75) をもとに、対象者と同居してい

る子供の数を計算し、そうした子供がいない場合 1を取るダミー変数を定義した。

• 健康状態

– 対象者の健康状態に対する主観的評価 (v751, w306, x274) をもとに、1 (よい) から 5 (わるい)

までの 5段階の指標を作成した。

• 最終学歴

– 2004年調査での対象者の最終学歴に関する回答 (v106) をもとに、2005年、2006年については

同一の値をとるものとして、中学校卒、高校卒、短期大学卒、大学・大学院卒、専門学校・そ

の他卒、を表すダミー変数を定義した。

• 就業先の企業規模

– 企業規模に関する質問項目 (v217, w161, x155) より、対象者の勤め先の企業規模が 1-4人、4-29

人、30-99人、100-499人、500人以上であることを示すダミー変数と、官公庁であることを示

すダミー変数をそれぞれ作成した。なお、2004年とそれ以降では企業規模の区分に変更がある

ため、後者の分類で統一した。

• 正規就業ダミー

– 対象者の職位に関する質問項目 (v219, w165, x159) をもとに、「正規就業 (役職なし)」、「正規

就業 (役職あり)」、もしくは「正規就業 (経営者)」と回答した場合 1を取るダミー変数を作成

した。

• 定年退職ダミー
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– 非就業者に対する先月の活動に関する質問項目 (v187, w157, x150) に対して、「仕事を引退した

後の生活」と回答した場合 1を取るダミー変数を作成した。

• 昨年 1年間の世帯員の増減・新婚・出産ダミー

– 世帯員の増減に関しては、対象者の昨年 1年間の世帯変動に関する質問項目 (v87～99, w87～

100, x87～100) をもとに、世帯員が増加した場合 1をとるダミー変数と、世帯員が減少した場

合 1をとるダミー変数をそれぞれ作成した。また、新婚ダミーに関しては、同じ質問項目に対

して、「あなたが結婚して別の世帯を形成した」と回答した場合 1を取る変数として定義した。

出産については「あなたの子供が生まれた」と回答した場合 1を取る変数として定義した。

• 持ち家ダミー

– 住宅の所有関係に関する質問項目 (v1752, w823, x666) より、対象者の住宅が「持ち家一戸建

て」・「持ち家マンション (敷地は区分所有)」・「持ち家一戸建、マンション (敷地は一般借地)」・

「持ち家一戸建、マンション (敷地は定期借地)」のいずれかである場合 1を取るダミー変数とし

て定義した。
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調査年 回収数 脱落数 脱落率1) 累積脱落率2)

2004年 4,005 ― ― ― 
2005年 3,314 691 17.3% 17.3%
2006年 2,884 430 13.0% 28.0%

KHPS2004, KHPS2005, KHPS2006 より作成

1) (脱落数/前年の回収数) × 100
2) (当該年までの累積脱落数/2004年の回収数) × 100

表2-1: KHPSにおけるサンプルの脱落状況



表2-2: 調査方法の比較: KHPSとJPSC

KHPS JPSC1

調査開始年
2 2004年 1993年

回収数（脱落率, %）
初年度 4,005 1,500
第2年度 3,314 (17.3%) 1,422 (5.2%)
第3年度 2,884 (13.0%) 1,348 (5.2%)

対象者 2004年の調査開始時点で

満20～69歳の男女

1993年の調査開始時点で

24～34歳の女性

標本抽出方法 層化２段無作為抽出法 層化２段無作為抽出法

調査主体 （社）中央調査社 （社）中央調査社

調査時期 毎年1月下旬 毎年9月下旬

調査の謝礼 3,000円 5,000円

調査票の分量
3

初年度 67ページ 55ページ

第2年度 55ページ 84ページ

第3年度 56ページ 64ページ

調査対象者に対するフォローアップ ・調査に先立って事前協
力依頼状を送付

・調査に先立って事前協
力依頼状を送付

・例年12月に調査結果を
まとめたニュースレターを
送付

・例年7～8月に調査結果
をまとめたニュースレター
を送付

・暑中見舞いの送付 ・年賀状の送付

1) 「消費生活に関するパネル調査」(Japanese Panel Survey of Consumers, JPSC)。
2) 対象はCohort A。

3) いずれも有配偶調査票。



表2-3: 回答者の住居移動とサンプル脱落

2005年 回答状況
総数

脱落 継続

調査時点での
居住地

継続居住
604 3,191 3,795

(15.9) (84.1) (100.0) 

転居
70 123 193

(36.3) (63.7) (100.0) 

総数
674 3,314 3,988

(16.9) (83.1) (100.0) 

2006年 回答状況
総数

脱落 継続

調査時点での
居住地

継続居住
315 2,807 3,122

(10.1) (89.9) (100.0) 

転居
37 77 114

(32.5) (67.5) (100.0) 

総数
352 2,884 3,236

(10.9) (89.1) (100.0) 

KHPS2004, KHPS2005, KHPS2006 より作成

カッコ内は各セルの標本数が行の総数に占める割合(%)



平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大
住居移動(=1) 0.048 0 1 0.035 0 1
継続回答(=1)1) 0.833 0 1 0.726 0 1
対象者に関する変数

年齢 46.372 20 70 47.402 21 71 48.439 22 72
回答者が女性(=1） 0.495 0 1 0.497 0 1 0.491 0 1
有配偶（=1） 0.736 0 1 0.750 0 1 0.759 0 1
子供なし(=1) 0.398 0 1 0.384 0 1 0.384 0 1
健康状態 (1(よい)-5(悪い)) 1.955 1 5 2.335 1 5 2.344 1 5
最終学歴
　中学校卒(=1) 0.116 0 1 0.110 0 1 0.109 0 1
　高校卒(=1) 0.490 0 1 0.485 0 1 0.481 0 1
　短大卒(=1) 0.124 0 1 0.132 0 1 0.132 0 1
　大学･大学院卒(=1) 0.226 0 1 0.230 0 1 0.232 0 1
　専門学校･その他卒(=1) 0.043 0 1 0.044 0 1 0.046 0 1
企業規模･官公庁
　1-4人(=1) 0.161 0 1 0.188 0 1 0.186 0 1
　5-29人(=1) 0.171 0 1 0.145 0 1 0.144 0 1
　30-99人(=1) 0.100 0 1 0.097 0 1 0.084 0 1
　100-499人(=1) 0.122 0 1 0.127 0 1 0.130 0 1
　500人以上(=1) 0.142 0 1 0.144 0 1 0.150 0 1
　官公庁(=1) 0.043 0 1 0.048 0 1 0.048 0 1
正規就業(=1) 0.378 0 1 0.364 0 1 0.368 0 1
定年退職(=1) 0.044 0 1 0.049 0 1 0.059 0 1

世帯に関する変数
世帯変動
　昨年1年間に世帯構成員が増加(=1) 0.055 0 1 0.058 0 1 0.043 0 1
　昨年1年間に世帯構成員が減少(=1) 0.066 0 1 0.068 0 1 0.066 0 1
　新婚(=1) 0.009 0 1 0.007 0 1 0.007 0 1
　出産(=1) 0.031 0 1 0.026 0 1 0.018 0 1
居住地
　政令指定都市(=1) 0.241 0 1 0.238 0 1 0.242 0 1
　その他の市(=1) 0.564 0 1 0.565 0 1 0.585 0 1
　町村(=1) 0.195 0 1 0.197 0 1 0.173 0 1
持ち家居住(=1) 0.765 0 1 0.767 0 1 0.777 0 1

調査プロセスに関する変数
2)

初回訪問月 1.767 1 4
平日のみ訪問 0.261 0 1
担当する調査対象者数 13.205 1 41
調査員変更(=1) 0.147 0 1

サンプルサイズ

表2-4: 記述統計

1) サンプルサイズは2005年が3,592、2006年が3,626

2004年 2005年 2006年

―

―

2,991 2,631

―
―
―
―

―
―
―
―

3,592



係数 (標準誤差) 係数 (標準誤差)
継続回答(=1)
対象者に関する変数

年齢
　20-29歳(=1)
　30-39歳(=1) 0.1344 (0.0918) 0.2069 (0.0813) **
　40-49歳(=1) 0.1998 (0.0984) ** 0.1945 (0.0864) **
　50-59歳(=1) 0.0590 (0.0974) 0.1003 (0.0871)  
　60歳以上(=1) 0.0865 (0.1052) 0.1190 (0.0939)  
回答者が女性(=1） 0.0613 (0.0603) 0.0298 (0.0534)  
有配偶（=1） 0.0893 (0.0861) 0.1052 (0.0766)  
子供なし(=1) -0.1099 (0.0766) -0.1130 (0.0688)  
健康状態 (1(よい)-5(悪い)) -0.0213 (0.0243) -0.0286 (0.0219)  
最終学歴
　中学校卒(=1) -0.1388 (0.0854) -0.0892 (0.0772)  
　高校卒(=1)
　短大卒(=1) 0.2813 (0.0895) *** 0.2096 (0.0765) ***
　大学･大学院卒(=1) 0.1155 (0.0704) 0.0971 (0.0619)  
　専門学校･その他卒(=1) 0.0777 (0.1318) 0.1154 (0.1163)  
企業規模･官公庁
  無業
　1-4人 0.3328 (0.0903) *** 0.3092 (0.0788) ***
　5-29人 0.0122 (0.0874) -0.0058 (0.0777)  
　30-99人 -0.0051 (0.1033) -0.0576 (0.0937)  
　100-499人 0.1698 (0.1023) * 0.1101 (0.0917)  
　500人以上 0.2205 (0.1030) ** 0.1882 (0.0913) **
　官公庁 0.3226 (0.1545) ** 0.2661 (0.1345) **
正規就業(=1) -0.0821 (0.0710) -0.0308 (0.0633)  
定年退職(=1) 0.3806 (0.1505) ** 0.2008 (0.1249)  

世帯に関する変数
世帯変動
  変動なし
　昨年1年間に世帯構成員が増加(=1) 0.2320 (0.1834) 0.0560 (0.1509)  
　昨年1年間に世帯構成員が減少(=1) -0.0341 (0.1029) -0.0669 (0.0914)  
　新婚(=1) 0.5414 (0.3737) 0.3354 (0.2730)  
　出産(=1) -0.3129 (0.2368) -0.0655 (0.2020)  
居住地
　政令指定都市(=1) -0.2042 (0.0844) ** -0.1027 (0.0747)  
　その他の市(=1) -0.0722 (0.0696) -0.0272 (0.0609)  
　町村(=1)
持ち家居住(=1) -0.0351 (0.0646) -0.0306 (0.0583)  

調査プロセスに関する変数 (2005年調査時点)
初回訪問月 -0.2359 (0.0507) *** -0.0951 (0.0440) **
平日のみ訪問(=1) -0.1680 (0.0576) *** -0.0907 (0.0515) *
担当する調査対象者数 -0.0072 (0.0049)  -0.0099 (0.0043) **
調査員変更(=1) -0.2435 (0.0701) *** -0.2178 (0.0645) ***

定数項 1.3901 (0.2278) *** 0.8232 (0.2012) ***
ρ 0.7533 (0.2957) ** -0.6672 (0.3087) **
尤度比検定 (H0: ρ  = 0) 7.60 *** 1.70
対数尤度
サンプルサイズ

脱落数

注) ***, **, * は推定された係数がそれぞれ 1%, 5%, 10% 水準で有意であることを示す。地域ダミーに関する推定され

た係数は省略。モデル[2]の回答継続に関しては、2005-2006年の2年間の調査に回答した場合1、いずれかで拒否して

いる場合0となる。説明変数はいずれも2004年時点でのもの。対応する住居移動関数の推定結果に関しては、表2-6を
参照のこと。

表2-5: 脱落バイアスの修正－回答継続関数の推定結果

モデル
[1] [2]

2005年 2006年

― ―

――

― ―

――

― ―

-2374.923
3,626
995

-1983.522
3,592
601



係数 (標準誤差) 係数 (標準誤差) 係数 (標準誤差) 係数 (標準誤差)
住居移動(=1)
対象者に関する変数

年齢
　20-29歳(=1)
　30-39歳(=1) -0.0574 (0.1338)  -0.0387 (0.1268)  -0.3138 (0.1693) * -0.3468 (0.1451) **
　40-49歳(=1) -0.4612 (0.1585) *** -0.4086 (0.1513) *** -0.3104 (0.1814) * -0.3541 (0.1554) **
　50-59歳(=1) -0.6420 (0.1774) *** -0.5977 (0.1695) *** -0.7576 (0.2191) *** -0.7038 (0.2141) ***
　60歳以上(=1) -0.5948 (0.2095) *** -0.5451 (0.2003) *** -0.6366 (0.2382) *** -0.6072 (0.2186) ***
回答者が女性(=1） 0.1317 (0.1155)  0.1410 (0.1101)  -0.1317 (0.1308)  -0.1167 (0.1137)  
有配偶（=1） -0.2371 (0.1741)  -0.1986 (0.1668)  0.0962 (0.1824)  0.0314 (0.1618)  
子供なし(=1) -0.1924 (0.1684)  -0.1900 (0.1616)  0.2165 (0.1678)  0.2147 (0.1436)  
健康状態 (1: よい - 5: 悪い) -0.0212 (0.0478)  -0.0191 (0.0454)  -0.0135 (0.0579)  -0.0107 (0.0490)  
最終学歴
　中学校卒(=1) -0.2262 (0.2175)  -0.2376 (0.2071)  -0.3230 (0.2555)  -0.2252 (0.2317)  
　高校卒(=1)
　短大卒(=1) -0.1457 (0.1491)  -0.0800 (0.1441)  -0.0082 (0.1666)  -0.0865 (0.1504)  
　大学･大学院卒(=1) 0.0461 (0.1218)  0.0741 (0.1170)  0.0275 (0.1345)  -0.0076 (0.1172)  
　専門学校･その他卒(=1) -0.1232 (0.2272)  -0.0966 (0.2182)  -0.3642 (0.3303)  -0.3668 (0.2841)  
企業規模･官公庁

  無業
　1-4人(=1) -0.3522 (0.1756) ** -0.2986 (0.1685) * 0.0903 (0.2103)  -0.0157 (0.1930)  
　5-29人(=1) -0.1380 (0.1634)  -0.1262 (0.1552)  0.1918 (0.2144)  0.1443 (0.1882)  
　30-99人(=1) -0.2621 (0.1917)  -0.2432 (0.1824)  0.2393 (0.2375)  0.1923 (0.2083)  
　100-499人(=1) -0.5722 (0.2018) *** -0.5189 (0.1920) *** 0.1663 (0.2191)  0.1167 (0.1889)  
　500人以上(=1) -0.3479 (0.1808) * -0.2995 (0.1724) * 0.1769 (0.2167)  0.1054 (0.1933)  
　官公庁(=1) -0.0928 (0.2347)  -0.0448 (0.2238)  0.2629 (0.2893)  0.1643 (0.2586)  
正規就業(=1) 0.3145 (0.1293) ** 0.2966 (0.1227) ** -0.0543 (0.1436)  -0.0412 (0.1228)  
定年退職(=1) -0.2887 (0.4566)  -0.2518 (0.4427)  0.3624 (0.3226)  0.2624 (0.2858)  

世帯に関する変数

世帯変動

  変動なし
　昨年1年間に世帯構成員が増加(=1) 0.4312 (0.2468) * 0.3881 (0.2362)  0.6847 (0.2700) ** 0.5695 (0.2633) **
　昨年1年間に世帯構成員が減少(=1) 0.4408 (0.1765) ** 0.4171 (0.1678) ** 0.0662 (0.2385)  0.0689 (0.1969)  
　新婚(=1) 1.7777 (0.3187) *** 1.5784 (0.3129) *** 2.1007 (0.3434) *** 1.8166 (0.4510) ***
　出産(=1) -0.6056 (0.3360) * -0.5367 (0.3208) * -0.1221 (0.3814)  -0.1126 (0.3266)  
居住地
　政令指定都市(=1) -0.1133 (0.1545)  -0.1395 (0.1475)  -0.3132 (0.1906)  -0.2237 (0.1838)  
　その他の市(=1) -0.1949 (0.1327)  -0.1947 (0.1271)  -0.0586 (0.1580)  -0.0315 (0.1365)  
　町村(=1)
持ち家居住(=1) -1.1169 (0.1036) *** -1.0679 (0.1005) *** -0.7894 (0.1158) *** -0.6546 (0.1874) ***

定数項 -0.5130 (0.3826)  -0.7254 (0.3648) ** -1.4923 (0.4798) *** -0.8832 (0.5735)  
対数尤度

サンプルサイズ

脱落数

―

-316.215

――

―

-2374.923
3,626
995

表2-6: 脱落バイアスの修正－住居移動関数の推定結果

モデル

[1] [2]

バイアス未修正 バイアス修正済 バイアス未修正 バイアス修正済

注) ***, **, * は推定された係数がそれぞれ 1%, 5%, 10% 水準で有意であることを示す。地域ダミーに関する推定された係数は省略。居住地および持ち家居住に関する変数はいずれも前

年の値を使用。「バイアス修正済」の推定結果に対応する回答継続関数の推定結果は表2-5を参照のこと。

2005年 2006年

-431.978
2,991

―

-1983.522
3,592
601

2,631

―

― ― ―

― ― ―

―

―

―――

―

―

― ― ―
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