
階層移動の固定化と周辺化 

─離散時間ロジット・二項ロジット応用への警鐘─ 

鹿又 伸夫 

（慶應義塾大学） 

1. 目的

男性の世代間移動における移動機会格差について、移動表データでは長期的に大きな変化はないとさ

れるが、職歴データを利用して各年における本人の移動すべてを対象にした研究では、1996~2005 年時

期に上層ホワイトと非熟練ブルーで世代間固定化（継承傾向の増大）が進んだと指摘されている（石田 

2008; 石田・三輪 2011）。（以下でも議論の対象は男性とする） 

 他方で世代内移動については、周辺的地位（非正規雇用と無職）が注目され、次のように指摘されて

いる。低学歴だと初職そして初職後も非正規になりやすく、初職が非正規だと現職が非正規になりやす

い。非正規･正規間の世代内移動障壁は中高年層で強く、若年層では非正規から正規に比較的に移動し

やすい。初職が非正規だと正規よりも早く離職する傾向があり、大企業・官公庁だと従業継続期間が長

くなり、離職傾向が低い（文献は多数なので省略）。そして、初職そして職歴の中で非正規になる傾向、

初職の非正規から無職になる傾向が近年ほど増大してきており、その変化は時代効果あるいは雇用情勢

の悪化に影響されたものだと指摘されている（林・佐藤 2011; 平田･勇上 2011）。 

 これらは、階層移動には世代間固定化と、低学歴や初職非正規だとその後に非正規と無職にならざる

をえず、周辺的地位内に滞留しやすい周辺化が進行したことを示唆する。しかし、固定化と周辺化にか

かわる指摘の多くは、二項ロジットや離散時間ロジットによる分析にもとづくもので、二項区分という

局所に焦点をあてるがゆえの方法的問題（2.方法的問題で記述）をもつ。 

本報告では、その方法的問題に対処した離散時間多項ロジットによって次の諸課題を検証する。 

A. 世代間移動の固定化（継承傾向の時代的時期間の増大）が確認されるか

B. 世代内移動の周辺化が確認されるか

（1）低学歴だと、離学時および職歴で非生起・無職に到達する傾向があるか

（2）離学時の職業によって、職歴の中で非生起・無職に到達する傾向に大きな格差（とくに企業規

模格差）があるか

（3）離学時に非正規・離職だと、職歴の中で到達する職業に大きな格差があるか 

→大きな格差がなく、非生起から正規職に到達しやすければ Stepping Stone 説の支持

（4）離学時に非生起・無職だと、職歴の中でふたたび非生起・無職にもどる再帰傾向があるか 

→強い再帰傾向が確認されれば Dead End 説の支持

（5）上記(1)～(4)の傾向に時代的時期間の変化が確認されるか 

→確認されれば階層移動機会の変化としての周辺化の進行を支持

2. 方法的問題

二項区分による分析の方法的問題はとくに離散時間ロジットを応用する研究に現れており、次の 4 点
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である。第 1 は、離散時間ロジットの｢非生起｣（二項ロジットでは基準カテゴリー）の外延の問題であ

る。複数の特定職業（たとえば石田(2008)の上層ホワイトと非熟練ブルー）に職歴の中で到達するイベ

ント生起（前年職からの変化）を別個に行った場合、各分析での｢非生起｣に｢前年職と変化がない場合｣

と、｢特定職業（上層ホワイトまたは非熟練ブルー）以外の職業に変化した場合｣が含まれる。したがっ

て、各分析でのハザード確率や係数は、たがいに異なる非生起事象にもとづくので同一基準で比較でき

ない。同一データを使用して複数の二値ロジットを行った場合も同様で、所属確率を比較できない。 

第 2 は｢非生起｣（または基準カテゴリー）の内包の問題である。上記の｢変化がない場合｣と｢特定職

業以外の職業に変化した場合｣をあわせた事象が、非生起として一括できる確率事象なのかという問題

である。たとえば林･佐藤(2011)の正規から非正規に到達するイベントについての分析で、非生起（正規

内で職業の変化がない場合とある場合）を確率事象として捉えて良いのかという問題である。 

第 3 は、離散時間ロジットで、イベント生起を前年の職業からの変化としているにもかからず、前年

の職業を独立変数に投入する研究にみられる問題である。前年から変化がない場合、イベント生起の特

定職業と同じ前年職は論理的に存在しない。つまり、従属変数にあたるイベント生起・非生起は、その

定義から前年職と独立な事象ではなく、前年職を投入した場合に確率事象といえるか疑問である。 

第 4 に、離散時間ロジットを適用する研究で、継続時間（経過時間）に相当する時間変数を投入して

ないものが多いことである。そうした場合、パーソン-ピリオド・データを使用していても、ハザード確

率を推定する分析とはならない。 

 これらの問題に対処して、前年から変化のない場合を非生起（持続）とする離散時間多項ロジットに

よって、2005 年 SSM 調査データを分析して上記課題 A、B を検証した。前年職ではなく離学時職を使

用し、継続時間（年齢または前のイベントからの経過年）を投入した（ただし一部で非投入）。またイ

ベント生起の時代的時期、成育家庭要因（親学歴、15 歳時の生活水準、ひとり親家庭出身）、職歴要因

（勤続年数、転職回数、無職年数）も使用した。 

3. 結果

A. 世代間移動の固定化はまったく確認されなかった。

B. 世代内移動の周辺化が確認された。

（1）中学卒だと、離学時に非生起と無職になる傾向がきわめて強かった。

（2）離学時職業が小企業だと職歴の中で無職になる傾向が顕著だった。

（3）（4）Stepping Stone 説も、Dead End 説も支持された。 

（5）上記(1)～(4)にかんする係数（またはオッズ比）としては時代的時期間の変化は検出されなかっ

た。しかし、ハザード確率（または到達確率）としてみると、1996~2005 年時期に、（1）中卒者

が離学時に非正規・無職になる確率と、中卒・高卒者の周辺的地位内での職歴移動の確率とが高

まっていた。 

文献 
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どのような言葉が人を幸せにするのか 

─自由回答のテキスト・マイニング分析を用いた混合研究法アプローチ─ 

〇小林 盾 

（成蹊大学） 

カローラ・ホメリヒ

（北海道大学）

1 目的 

 これまで人びとの幸福はおもに，主観的幸福感のような量的データか，自由回答のような質的データ

のどちらかが用いられてきた．そこで，この論文は以下のリサーチ・クエスチョンにチャレンジする． 

リサーチ・クエスチョン 幸福の質的データである自由回答は，量的データである主観的幸福感と，ど

う関連するのか． 

 石田（2009）など先行研究は，幸福の多様性を，自由回答のテキスト・マイニングによって集約する

ことに成功している．ただし，どれも量的データとの関連を分析してはいない．また，どれもランダム・

サンプリングを行なっていないため，結果を一般化することができない．

さて，Layard（2005）によれば，主観的幸福感には 7 つの主な規定要因がある（家族，収入，雇用，

地域と友人，健康，個人の自由，人生観で，家族がもっとも規定力が高い）．これらは，自由回答にも

反映され，言葉として想起されると予想できる．そこで，以下の仮説を立てよう． 

仮説 1 幸福の自由回答では，「家族」にまつわる言葉でもっとも多く表現され，続いて「収入」「雇用」

「地域と友人」「健康」「個人の自由」「人生観」の順で減るだろう． 

 では，これらの言葉は，主観的幸福感とどのように関連するだろうか．ここで，幸福の規定要因を，

収入，雇用，健康といった「物質的，身体的な条件」と，それ以外の家族，地域と友人，個人の自由，

人生観といった，心理や人間関係に関する「非物質的条件」に分けてみよう．これに基づき，つぎの仮

説を立てて検証する． 

仮説 2 幸福の自由回答で，「収入」「雇用」「健康」という物質的条件をイメージする人ほど，幸福感が

低いだろう．「家族」「地域と友人」「個人の自由」「人生観」という非物質的条件をイメージする人ほど，

幸福感が高いだろう． 

2 方法 

 データには，「2014 年暮らしについての西東京市民調査」を用いる．郵送調査であり，標本は層化 2

段無作為抽出によって選ばれた．母集団は東京都西東京市在住の 22～69歳個人，有効回収数は 308人，
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有効回収率は 61.8%だった．分析では，すべての変数に回答した 265 人を対象とする．幸福について，

以下の 2つの連続する質問をした． 

 

質問 1 全体的にいって，現在，あなたは幸せだと思いますか，それともそう思いませんか（○は 1つ） 

非常に幸せ 
4 

やや幸せ 
3 

あまり幸せではない 
2 

全く幸せではない 
1 

 

質問 2 あなたにとって「幸せ」とは，一言でいうと何ですか 

幸せとは…   

 

3 結果 

 自由回答は，テキスト・マイニング分析（計量テキスト分析）によって，Layard（2005）の規定要因

をもとにした 7カテゴリへと割りふられた．その結果，図 1となった．ここから，幸福として心理的安

定をイメージする人が最多で半分以上おり，これに健康，家族，生活観が続いた． 

 

図 1 幸福の自由回答カテゴリの出現比率 

（注）N＝265． 

 

 

図 2 幸福の自由回答カテゴリ間の共起関係 

（注）N＝265．左はすべての共起関係，右は 6以上の共起関係のみ表示． 
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 カテゴリとカテゴリの共起関係は，図 2となった．ここから，とくに心理的安定カテゴリと生活観カ

テゴリ（共起 29 人），家族カテゴリと健康カテゴリ（共起は 19 人）が，同時に記述されやすかったこ

とが分かる．前者はたとえば，「あまり不満なく暮らせること」のように，後者は「健康で家族に心配

事がないこと」のように表現されていた． 

 主観的幸福感を従属変数とし，カテゴリの有無による平均の比較（図 3）と，回帰分析（表 1）を行

った．ここから，家族や生活観をイメージした人ほど幸福を有意に感じていたが，収入・仕事の想起は

幸福感を有意に低下させた．たとえば，以下のような自由回答があった． 

 

  「家族がいること」（50 代女性，カテゴリは家族，主観的幸福感は 4＝非常に幸せ） 

  「ごほうび」（30代女性，カテゴリは生活感，3＝やや幸せ） 

  「安定と平和」（20代男性，カテゴリは心理的安定，2＝あまり幸せではない） 

  「仕事」（50代男性，カテゴリは収入・仕事，1＝全く幸せでない） 

 

4 考察 

 こうして，仮説の検証結果は以下となり，リサーチ・クエスチョンへの回答をえる． 

 

仮説1の検証結果 おおむね支持された．家族や健康を想起する人が多かったのは，予想どおりだった．

一方，（個人の自由に対応する）心理的安定が最多であったり，（収入，雇用に対応する）収入・仕事が

少なかったりするなど，順位に違いもあった． 

 

仮説 2の検証結果 一部支持された．収入・仕事という物質的条件の想起は，主観的幸福感に負の効果

を持った．家族と生活観という非物質的条件は，正の効果を持った．これらは予想どおりだった．ただ

し，ネットワーク，健康，心理的安定という非物質的条件は，有意な効果を持たなかった． 

 

リサーチ・クエスチョンへの回答 幸福の自由回答で，家族や生活観をイメージした人ほど，主観的幸

 

図 3 幸福の自由回答カテゴリの有無別，平均主観的幸福感 

（注）N＝265．括弧内は人数．分散分析で†p < .10，*p < .05，***p <.001． 
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福感が高まり，収入・仕事をイメージした人ほど下がった． 

 

 以上から，家族や生活にまつわる言葉は，いわばアクセルとなって人びとを幸福にし，収入や仕事に

まつわる言葉はその逆にブレーキとなっていた．さらに，無作為抽出のため一般化できる．こうした結

果は，混合研究法アプローチによって，（自由回答という）多様性のある質的データを，同じ対象者の

（主観的幸福感という）比較可能な量的データに有機的に結合させることで，はじめて得られた． 

 

付記 

本研究は平成 26～30 年度文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 S1491003 の助成を受けたもの

です．また，JSPS 科研費 15H01969「少子化社会におけるライフコース変動の実証的解明：混合研究法アプ

ローチ」（基盤研究 A、代表小林盾）の助成を受けています。小林・ホメリヒ（2018）として刊行予定です． 

 

文献 

石田淳，2009，「人はどのような言葉で幸福を語るのか？：幸福理由のテキスト・マイニング 」『関西学院大

学社会学部紀要』107: 241-248． 

小林盾，カローラ・ホメリヒ，2018，「どのような言葉が人を幸せにするのか：自由回答のテキスト・マイニ

ング分析を用いた混合研究法アプローチ」『ソーシャル・ウェルビーイング研究論集』4（印刷中）． 

Layard, R., 2005, Happiness: Lessons from a New Science, London: Penguin Press. 

 

 

表 1 主観的幸福感を従属変数とした回帰分析結果 

統制変数   

男性ダミー －0.072 
 

年齢 0.013 
 

現在結婚ダミー 0.248 *** 

教育年数 0.038  

有職ダミー 0.112 * 

等価所得 0.044  

主観的健康感 0.315 *** 

独立変数   

心理的安定カテゴリ －0.107  

健康カテゴリ －0.025  

家族カテゴリ 0.161 ** 

生活観カテゴリ 0.144 ** 

収入・仕事カテゴリ －0.119 * 

ネットワーク・カテゴリ －0.019  

分からないカテゴリ －0.071  

決定係数 0.310 
 

（注）N =265．値は標準化係数． 
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APC 識別問題のシミュレーション 

ランダム効果、リッジ回帰、ベイズ型コウホート・モデルを用いて 

 

松本 雄大 

（大阪大学大学院） 

 

 

1 目的 

 人びとの意識や行動がどのような方向性へ変化するのかを捉えることは社会科学における重要な課

題の 1つであるが、近年では特に注目を集めている。それは、現代日本社会において類を見ないほどの

高齢化が進行しているため「高齢者」の行動様式を理解したい、また「若年層」の意識変容として指摘

される「保守回帰」のような現象が本当に生じているのかを検証する必要があるからだといえよう。 

 こうした議論を展開したいのならば、「Age-Period-Cohort」の枠組みを用いなければならない。加齢や

ライフイベントの影響による「年齢効果」や各調査時点に固有の影響によって生じる「時代効果」は広

く認識されているが、その一方でコーホート効果へ焦点が置かれることは多くない。「コーホート効果」

とは、重大な社会変動によって当該成員間にもたらされる何らかの類似性を中核とする（Mannheim 

1928=1958）。ただし、その社会変動をいつ体験するかで社会的意義が異なり、特に人格が形成される前

の経験は当人へ大きな影響を及ぼす。そして社会変動の影響が個人内へ沈殿し固定化することでコーホ

ート間差は生じるため、戦争や大恐慌といった影響が時代を経ても社会内にグラデーションを残すこと

につながるのである。この視点を踏まえれば、「若年層」に異例な特徴が現れただけで議論を進めること

はできず、それが「加齢によって変化する」のか「固定的」なのかを峻別しなければならない。つまり、

「若者論」は「若年層」か「新コーホート」のどちらに起因するかで社会的意味や変化を生じさせた要

因の考察がまったく別のものになる。 

 実証的研究の文脈における APC 分析とは、繰り返し横断データを有機的に結びつけ時系列変化の知

見を得ることである。しかし理論の水準であっても APC が混濁して解釈されるように、統計的水準に

おいても 3効果はうまく分離できないという識別問題を抱えている。これは、ある個人を基準としたと

きに「𝐴 − 𝑃 + 𝐶 = 0」という線形従属が成り立っているからであるが、具体的にどのような問題が存在

するのかを共有できているとはいいがたい。そこで、これまでに考察されてきた制約モデルをシミュレ

ーションすることによって、APC 識別問題の症状に対する理解を深めることを目的としたい。 

 

2 方法 

 コーホート表を想定しながら人工的に値を設定し、それが制約モデルによって復元できるかを考察す

る。年齢の区分数は 5、時代の区分数は 7 より、コーホート表のセル数は 35 となる。分析環境として、

シミュレーション・データの生成を「R」、制約を施したモデリングは「Stan」（rstan パッケージ）を用い

たベイズ推定により、また文字式の微分やベクトル計算を「Maxima」によって実行した。 
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図 1 設定した値から生成されたデータ 

 

 𝑌𝑛 = 𝛽0 + 𝑿𝑛𝑖
𝐴 𝛽𝑖

𝐴 + 𝑿𝑛𝑗
𝑃 𝛽𝑗

𝑃 + 𝑿𝑛𝑘
𝐶 𝛽𝑘

𝐶 + 𝜀𝑛 (1) 

 

 設定した値からデータを生成すると図 1のように描くことができ、被説明変数𝑌𝑛はそれを 100回複製

した後でNormal(0,1)の乱数を加えた。図 1 を生成したオリジナルの値は、図 2 の左上の図へ示してい

る。𝑿𝑛𝑖
𝐴は年齢に関するダミーコーディングのデザイン行列であり、𝛽𝑖

𝐴が推定される年齢効果のパラメ

ータにあたる。𝑿𝑛𝑗
𝑃 や𝛽𝑘

𝐶などは、時代やコーホートにおいても同様に対処したものである。なおダミー

コーディングの場合、いずれかの項を参照カテゴリーとしてモデルから省略する必要があるが、本稿で

は Stanによってパラメータ自体へゼロ和制約を課している。𝛽0は総平均効果、誤差項は𝜀𝑛~Normal(0,1)

であり、𝑁 = 35 × 100＝3500のサンプルを分析に利用した。また、コーホート表から「𝐾 = 𝐼 + 𝐽 − 1 =

5 + 7 − 1 = 11」と「𝑘 = 𝑗 − 𝑖 + 𝐼」が成り立ち、後者が線形従属に関連する。この線形従属によって APC

に関するデザイン行列𝑿𝐴𝑃𝐶の逆行列が求められず、回帰モデルを解くためには制約が必要となる。 

 

 𝛽𝑖+1
𝐴 ~Normal(𝛽𝑖

𝐴, 𝜎𝐴) 𝑖 = 1,… , 𝐼 − 1 (2) 

 𝛽𝑗+1
𝑃 ~Normal(𝛽𝑗

𝑃, 𝜎𝑃) 𝑗 = 1,… , 𝐽 − 1 (3) 

 𝛽𝑘+1
𝐶 ~Normal(𝛽𝑘

𝐶 , 𝜎𝐶) 𝑘 = 1,… ,𝐾 − 1 (4) 

 logNormal(𝛽𝐴, 𝛽𝑃, 𝛽𝐶|𝜎𝐴, 𝜎𝑃, 𝜎𝐶)

= −
1

2
{(𝐼 − 1) log(2𝜋𝜎𝐴

2) + (𝐽 − 1) log(2𝜋𝜎𝑃
2) + (𝐾 − 1) log(2𝜋𝜎𝐶

2)

+
1

𝜎𝐴
2∑(𝛽𝑖

𝐴 − 𝛽𝑖+1
𝐴 )

2
𝐼−1

𝑖=1

+
1

𝜎𝑃
2∑(𝛽𝑗

𝑃 − 𝛽𝑗+1
𝑃 )

2

𝐽−1

𝑗=1

+
1

𝜎𝐶
2∑(𝛽𝑘

𝐶 − 𝛽𝑘+1
𝐶 )

2
𝑘−1

𝑘=1

} 

(5) 

 

 それでは 3効果を識別する制約条件として、これまでに議論されてきた主たるモデルを検討する。ま

ずは、「A1=A2」(𝛽1
𝐴 = 𝛽2

𝐴)といった等値制約モデル。次に「𝛽𝑗
𝑃~Normal(0, 𝜎𝑃)」のような、時代効果が 
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図 2 設定したオリジナルの値と各制約モデルの推定結果 

 

正規分布に従うとするランダム効果モデル。そして「𝛽𝐴𝑃𝐶~Normal(0, 𝜎𝜆)」のような、APCすべてのパ

ラメータの 2乗和が罰則項として機能するリッジ回帰モデル。最後に(2)(3)(4)の制約条件、すなわち APC

それぞれのパラメータへ 1 階差分トレンドを仮定した状態空間モデルを推定する。特に(2)(3)(4)は対数

をとり整理すれば(5)のようになり、そこに現れる「パラメータの 1次階差の重み付き 2乗和」の縮小化

が「ベイズ型コウホート・モデル」における漸近的変化の仮定に相当すると考えられる（中村 1982）。 

 

3 結果 

 分析による各制約モデルの推定結果については、図 2へ示した通りである。等値制約モデルの精度が
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悪い点はいうまでもないが、ランダム効果モデルに関しても時代かコーホートのどちらへランダム効果

を仮定するかで推定値が変化する様子が明らかとなった。そして「このオリジナル・パラメータの場合」

では、リッジ回帰と 1階差分トレンド・モデルの推定精度が良好であった。 

 

4 考察 

 図 2のように、APC 分析は制約条件によって得られる推定値が大きく異なる。その原因はデザイン行

列𝑿𝐴𝑃𝐶がランク落ちしていること、つまり𝑿𝐴𝑃𝐶𝐵0
𝐴𝑃𝐶 = 0を満たすゼロ・ベクトルが存在するからである

（O'Brien 2014）。 𝐼 = 5, 𝐽 = 7の場合におけるゼロ・ベクトルは、「𝐵0
𝐴 = (−2𝑡,−𝑡, 0, 𝑡, 2𝑡)𝑇, 𝐵0

𝑃 =

(3𝑡, 2𝑡, 𝑡, 0,−𝑡,−2𝑡,−3𝑡)𝑇, 𝐵0
𝐶 = (−5𝑡, −4𝑡, −3𝑡, −2𝑡, −𝑡, 0, 𝑡, 2𝑡, 3𝑡, 4𝑡, 5𝑡)𝑇」となる。これは各効果の線形

成分にあたり、それを踏まえれば図 2での各モデルの推定値は「関数の形は同じだが傾きだけが異なっ

ている」という点が読み取れるだろう。もちろんゼロ・ベクトルを利用することで、等値制約モデルや

ランダム効果モデルに関する推定値の選定構造を知ることができる。 

 さて結論を先取りすれば、この後にリッジ回帰と 1階差分トレンド・モデルの推定が失敗する値の組

み合わせを示すことで、よく指摘されていることではあるが「完璧な APC分析は困難」である点を共有

する。したがって、ありきたりではあるが「制約モデルのバイアス条件と研究分野の対象を熟慮してモ

デルを選択しなければならない」と考える。その上で、社会調査に対する「筆者」の見解を付け加えて

おく。1 階差分トレンド・モデルのバイアス条件は「(𝛽1
𝐴 − 𝛽𝐼

𝐴), −(𝛽1
𝑃 − 𝛽𝐽

𝑃), (𝛽1
𝐶 − 𝛽𝐾

𝐶)が同符号である」

と「その絶対値が大きい」の 2点を満たすことであり（森ほか 2008）、社会調査は「そもそも変数間の

関連の感度が高くはない」「3効果が必ずしも存在するとは限らない」という点を考慮することで、社会

調査の分析においては 1階差分トレンド・モデルが有効なのではないかと主張する。そして 1階差分ト

レンド・モデルの仮定が満たされない場合には、1 階差分トレンドを基礎として通常のリッジ回帰の制

約を加えるような「Merged Ridge Cohort Analysis」という方法も提案する。 
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Life-Is-like-a-Random-Walk Model of Class Identification∗

Atsushi ISHIDA

(Osaka University of Economics)

1 Purpose

This paper aims to introduce a new analytical framework for class identification by applying a

mixed method simple mathematical modeling and Bayesian statistical modeling. First, I con-

struct a simple mathematical model which can explain the middle concentration tendency of

class identification where the majority of people tend to regard themselves as middle, assuming

that the succession of the same Bernoulli m-trials with success probability p determines one’s

subjective class identification. Second, I estimate parameters of the model from SSM survey

data by applying a Bayesian statistical model. The distribution of latent success probability

p and number of trials m is estimated by the Markov Chain Monte Carlo method. I also

analyze differences in distributions of p and m among age cohorts and educational levels by

hierarchical models.

2 Model

The random walk, as well known, is a simple stochastic process in which actors flip a coin to

decide to move left with a probability p or right with 1− p in every step in m times sequential

steps. As long as the flipping-a-coin trials are independent from one another, distribution at

a sufficiently large m-th step approximates a normal distribution.

Based on the random walk process, I construct the life-is-like-a-random-walk model (LLRW

model) for class identification distribution. Here are two assumptions:

Assumption 1 Life is like a series of Bernoulli trials that result in success with a probability

p or failure with 1− p.

∗ The study was supported by JSPS KAKENHI Grant Number JP25000001 and 15K13080. The author
thanks the Social Stratification and Social Mobility (SSM) Research Committee of 2015 for the permission
to use the SSM 1995-2015 data.
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Assumption 2 People evaluate their relative status in society by the identical function of their

success rate (z) of Bernoulli trials at the end of m-th trial.

Based on the assumptions, number of success denoted by s through m trials comes from

the binomial distribution parameterized by m and p, that is,

s ∼ Binomial(m, p). (1)

And then, according to the central limit theorem, the distribution of success rate (z = s/m)

will approximate a normal distribution parameterized by p as mean and
√

p(1− p)/m as

standard deviation, as m gets sufficiently larger, that is,

z ≈ Normal(p,
√
p(1− p)/m). (2)

Figure 1 shows a simple outline illustration of the life-is-like-a-random-walk model.

Life-is-like-a-random-walk model

9

success p
m times

core 
mechanism RW process objective

position
subjective
evaluation

identity
function

Fig. 1 Outline of the life-is-like-a-random-walk model

From the model, a simple explanation for the middle concentration tendency of class iden-

tification is derived: if the lives of most people are like a series of fifty-fifty games and they

evaluate their status based on their wins, then distribution of class identity eventually shows

middle concentration. In addition, two implications with respect to parameters can be derived

immediately from the model.

Implication 1 The higher success probability (p) in society, the higher the social average sub-

jective status.

Implication 2 The larger the number of trials (m) in society, the smaller the variance of

subjective status.

It is noteworthy that the LLRW model has the same mathematical structure as the specific
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version of Fararo-Kosaka model of class identification with the assumption of two ranks and

identical distributions (Fararo and Kosaka, 2003). Hence, it can be said that the LLRW

model and the Fararo-Kosaka model have different allegorical mechanisms, but share the

same fundamental mechanism.

3 Parameter Estimation by the Bayesian Statistical Model

I will apply the Bayesian statistical modeling approach for parameter estimation of the life-

is-like-a-random-walk model where there are two parameters to be estimated: latent success

probability p and latent number of trials m.

In contrast to the conventional frequentists approach, the Bayesian modeling approach

enables us to construct a flexible model by means of a hierarchical model and to express the

generative process of observed distribution. These features help us conduct direct estimations

of the mathematical model and interpret an outcome of quantitative analysis based on the

concrete theoretical framework.

3.1 Data and Variables

Data to be analyzed comes from the National Survey of Social Stratification and Social Mobil-

ity (SSM) surveys, which are national level random sampling cross-sectional surveys conducted

every 10 years from 1955 to 2015. It should be noted that since female samples are only avail-

able from the 1985 survey, in this study, I decide to analyze only male samples aged 20 to 69

for examination of longitudinal trends of class identification.

The outcome variable is relative class identification score z ranging from 1 as the highest to

0 as the lowest. The variable is recoded from 5-scaled class identification.

I try to examine how a difference in social category results in a difference in class identifi-

cation in the different games model, which I will describe in detail in the next section. In this

study, I focus on age cohorts and educational levels as factors that would differentiate social

economic opportunities among people in Japan .

3.2 Comparison of Two Models

In the following analysis, I test two models, the common game model and the different games

model. The common game model assumes that every player of the game has the same oppor-

tunities in terms of success probability p and number of trials m; thus, the dispersion of success

rate and identified class is a matter of probabilistic luck. On the other hand, the different

games model assumes that players in different categories play different games with different

opportunities determined by pj and mj ; therefore, the dispersion of success rate depends on
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different opportunities as well as probabilistic luck.

Figure 2 shows a simple outline illustration of the two models.
Comparison of two models 

15

p, m

Common game model

Same opportunity, it’s a matter of luck

p1, m1

p2, m2

p3, m3

Different games model

Different opportunities and luck

Model comparison by WAIC

Fig. 2 Outline of the two models

The preference of the models in terms of model prediction of new data will be evaluated by

the WAIC (the Watanabe-Akaike or widely applicable information criterion) in every wave.

4 Results of Analyses

From the analysis, I found the following point: (1) assuming approximately five trials of fifty-

fifty games with around 0.5 success probability describes well the observed class identification

distribution in 2015 data; (2) the Japanese postwar period can be divided in two based on

people’s subjective evaluations—the period of expanding opportunity (1955 to 1975) and the

period of high and constant success probability, but less chance of trials (after 1985); and

(3) the different games model on educational levels is always better in terms of goodness of

predictions than the common game model in each survey period. However, these models were

closest in terms of goodness of prediction in 1975 and 1985, possibly indicating that during

the “all middle-class society” period, people evaluated their society almost the same as the

common game where all players have the same opportunities, but dierent luck.

References

Fararo, T. J. and K. Kosaka (2003). Generating Images of Stratification: A Formal Theory.

Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publisher.
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社会ネットワーク分析におけるエルミート隣接行列の提案 

─無向グラフの隣接行列の対角化─ 

 

杉原 桂太 

（南山大学） 

 

 

1 目的 

 本報告の目的は，社会ネットワーク分析において無向グラフおよび有向グラフを表現する行列として，

従来の隣接行列ではなくエルミート隣接行列を用いることの利点について考察することにある． 

 

2 方法 

 無向グラフと有向グラフをエルミート隣接行列によって表すため，以下を確認しておこう． 

表 1 用語と定義 1 

用語 定義 

虚数単位:i -1 の平方根 

複素数 a+bi （a，b は実数） 

 

 次に，複素数と実数，虚数，純虚数について確かめておこう． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに，次の通りである． 

表 2 用語と定義 2 

用語 定義 

複素共役 複素数 z=a+bi の複素共役はz̅ = 𝑎 − 𝑏𝑖 

複素共役行列 複素行列A = [𝛼𝑖𝑗]の複素共役行列は�̅� = [�̅�𝑖𝑗] 

随伴行列 複素行列Aに対して，�̅�の転置行列 (�̅�)𝑡 をAの随伴行列といい，𝐴∗で表す． 

エルミート行列 複素行列Aに対して，𝐴∗ = 𝐴を満たす正方行列𝐴をエルミート行列という． 

実数 

(b=0) 

複素数 a+bi 

純虚数 bi 

(a=0) 

 

虚数 a+bi 

(b≠0) 

図 1 複素数と実数，虚数，純虚数の包含関係 
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 ここで，エルミート隣接行列について取り上げることができるようになった．社会ネットワーク分析

においては，これまで，有向グラフ𝑋 = (𝑉, 𝐸)を次のように定義される隣接行列を用いて表現してきた． 

𝐴𝑢𝑣 = {
1 𝑖𝑓𝑢𝑣 ∊ 𝐸 
0 𝑖𝑓 𝑢𝑣 ∉ 𝐸

 

無向グラフ𝑋 = (𝑉, 𝐸)の隣接行列は，線𝑢𝑣の存在を，弧𝑢𝑣，弧𝑣𝑢の存在と読み替えることによって，

上記の有向グラフの隣接行列から導くことができる． 

有向グラフのエルミート隣接行列は次のように定義される[3]． 

𝐻𝑢𝑣 = {

1 𝑖𝑓 𝑢𝑣 𝑎𝑛𝑑 𝑣𝑢 ∊ 𝐸
𝑖 𝑖𝑓 𝑢𝑣 ∊ 𝐸 𝑎𝑛𝑑 𝑣𝑢 ∉ 𝐸

−𝑖 𝑖𝑓 𝑢𝑣 ∉  𝐸 𝑎𝑛𝑑 𝑣𝑢 ∊ 𝐸 
0 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

 

 無向グラフ𝑋 = (𝑉, 𝐸)の隣接行列は，線𝑢𝑣の存在を，弧𝑢𝑣，弧𝑣𝑢の存在と読み替えることによって，

上記の有向グラフのエルミート隣接行列から導くことができる． 

無向グラフ，隣接行列を表現するためにエルミート隣接行列を用いる利点の一つは，以下の表に示さ

れているように，エルミート隣接行列はエルミート行列であるため，対角化可能であることが保証され

ている点にある． 

表 3 隣接行列とエルミート隣接行列の差異 

グラフの種類 グラフを記述する行列 行列の種類 行列の対角化可能性 

無向グラフ 
隣接行列 実対称行列 直交行列で対角化可能 

エルミート隣接行列 隣接行列と同じ 隣接行列と同じ 

有向グラフ 
隣接行列 実行列 対角化可能とは限らない 

エルミート隣接行列 エルミート行列 ユニタリ行列で対角化可能 

 

 対角化可能については次を参照のこと． 

表 4 用語と定義 3 

用語 定義 

単位行列 正方行列で，対角成分がすべて 1，そのたの成分がすべて 0 であるものを単位行列

といい，𝐼で表す． 

正則行列 𝑛次正方行列𝐴に対して，AX=XA=I を満たす𝑛次正方行列𝑋が存在するとき，𝐴を正則

行列という． 

逆行列 𝑛次正方行列𝐴に対して，AX=XA=I を満たすn次正方行列𝑋が存在するとき，𝑋を𝐴の

逆行列といい，𝐴−1で表す． 

相似 2 つの正方行列𝐴と𝐵に対して𝐵 = 𝑃−1𝐴𝑃を満たす正則行列Pが存在するとき，𝐴と𝐵

は相似であるという． 

対角化可能 行列𝐴がある対角行列𝐵 = 𝑃−1𝐴𝑃と相似であるとき，𝐴は𝑃で対角化可能という． 

直交行列 実正方行列𝐴が 𝐴𝑡 𝐴 =  𝐴 𝐴𝑡 = 𝐼を満たすとき，𝐴を直交行列という． 𝐴𝑡 は転置行列． 

ユニタリ行列 複素正方行列𝑈が𝑈∗𝑈 = 𝑈𝑈∗ =  𝐼満たすとき，𝑈をユニタリ行列という． 
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 行列の対角化は，線形代数において，複雑なものを簡単にするために用いられ，2 次形式の標準化な

どの応用例がある[7]．ここでは，対角化による行列の n 乗計算を取り上げる． 

 行列の対角化とは，行列𝐴をある行列𝑃とその逆行列𝑃−1で挟んで，対角行列の形に変形することであ

る[4]．ここでは行列𝐴の次数を 2 とする． 

𝑃−1𝐴𝑃 = [
𝛼 0
0 𝛽

] 

 この式の両辺を n 乗する．なお，𝑃𝑃−1 = 𝐼である． 

(𝑃−1𝐴𝑃)(𝑃−1𝐴𝑃)(𝑃−1𝐴𝑃) ∙∙∙ (𝑃−1𝐴𝑃) = [
𝛼𝑛 0
0 𝛽𝑛] 

𝑃−1𝐴𝑛𝑃 = [
𝛼𝑛 0
0 𝛽𝑛] 

 よって，両辺に左から𝑃，右から𝑃−1をかけて以下を得る． 

𝐴𝑛 = 𝑃 [
𝛼𝑛 0
0 𝛽𝑛] 𝑃−1 

 行列𝐴の対角化に用いる行列𝑃と α，βは，行列𝐴の固有値と固有ベクトルから求めることができる．

αは行列Aの最大固有値，βはもう一つの固有値である．行列𝑃は，αに対応する固有ベクトル，βに対

応する固有ベクトルを左から並べた行列である． 

社会ネットワーク分析において，隣接行列の対角化，エルミート隣接行列の対角化はどのように有用

なのか．ここではボナチッチ中心性に着目する．ボナチッチは，無向グラフの各点の中心性を求める上

で，因子分析的アプローチと無限数列の収束アプローチ，連立一次方程式によるアプローチが実質的に

等しいことを示した[1]．この内，無限数列の収束アプローチは，無向グラフの隣接行列を𝐴，すべての

成分が 1 である列ベクトルを𝑆0，𝐴の最大固有値を𝜆1として，以下となる． 

𝑆𝑛 = 𝐴  
𝑆𝑛−1

𝜆1
= 𝐴𝑛

𝑆0

𝜆1
𝑛 

この式は，𝑛を無限大に近付けると，最大固有値𝜆1の固有ベクトルに収束する[1]．では，上記の式の

𝐴𝑛を対角化によって求めてみよう． 

 

3 結果 

ここでは，無向グラフの点の数は 2 とする． 

𝑆𝑛 = 𝐴𝑛
𝑆0

𝜆1
𝑛 =  𝑃 [

𝜆1
𝑛 0

0 𝜆2
𝑛] 𝑃−1

𝑆0

𝜆1
𝑛 =  𝑃

[
 
 
 
 (

𝜆1

𝜆1
)
𝑛

0

0 (
𝜆2

𝜆1
)
𝑛

]
 
 
 
 

𝑃−1𝑆0 = 𝑃 [

1 0

0 (
𝜆2

𝜆1
)
𝑛
] 𝑃−1𝑆0 

この式は，𝑛を無限大に近付けると，以下となる． 

𝑃 [
1 0
0 0

]𝑃−1𝑆0 
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ここで，𝑃 = [
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

]，𝑃−1 = 𝑃 =𝑡 [
𝑎 𝑐
𝑏 𝑑

]としてこの上記を計算する． 

𝑃 [
1 0
0 0

]𝑃−1𝑆0 = [
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

] [
1 0
0 0

] [
𝑎 𝑐
𝑏 𝑑

] 𝑆0 = [
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

] [
𝑎 𝑐
0 0

] 𝑆0 = [
𝑎𝑎 𝑎𝑐
𝑐𝑎 𝑐𝑐

] [
1
1
] = [

𝑎𝑎 + 𝑎𝑐
𝑐𝑎 + 𝑐𝑐

] = (𝑎 + 𝑐) [
𝑎
𝑐
] 

以上から，𝑆𝑛は，𝐴𝑛を対角化によって求めても最大固有値𝜆1の固有ベクトルとなることが示された．

ボナチッチがベクトル空間の基底に言及しているのに対し，上記の手法はより簡明である．  

 

4 考察 

 無向グラフの隣接行列の対角化が有用であることについてボナチッチ中心性を通して確かめた．この

方法はより簡明であるために，ボナチッチ中心性について新たな意味付け・解釈を展開するための考察

の余地が広いと考えられる．同様の有用性を有向グラフについて得るためには，対角化可能であること

が保証されるエルミート隣接行列で有向グラフを表現する必要がある．今後の課題は以下のようなもの

だろう．今回はボナチッチ中心性において無向グラフの点の数を 2としたが，一般の場合について確か

める必要がある．その上で，有向グラフをエルミート隣接行列で表現することが n乗計算において有用

であることを確認する必要がある．さらに，n 乗計算以外にも行列の対角化可能が社会ネットワーク分

析において持つ有効点について考察する余地がある．この点については，行列の固有値分解が考えられ

る． 

 こうした検討においては，無向グラフの隣接行列の固有値，固有ベクトルと無向グラフの性質の関係

を検討するスペクトルグラフ理論への着目が必要だろう．例えば次のような定理への留意を要すると考

えられる．「点の数が𝑝の無向グラフの隣接行列の固有値を𝜆1, 𝜆2,···, 𝜆𝑝とし，長さ𝑘の閉歩道の個数を𝑐と

すると，𝑐 = ∑ 𝜆𝑖
𝑘𝑝

𝑖=1 である」[9]．その上で，エルミート隣接行列によって有向グラフのスペクトルグラ

フ理論を展開することが求められる． 
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1  Introduction 

Pedestrians are confined to fewer rules which are necessary to maintain the safety of the road than vehicles. 

There is no widespread compliance on pedestrian legislation. Several studies conducted between 1940 and 1982 

found that about 25% of pedestrians crossed illegally at intersections (Mullen et al., 1990). And Keegan and 

O’Mahony (2003) found that 35% of pedestrians entered illegally at a signalized intersection. Those illegal 

pedestrians are called jaywalkers, whose behavior is considered as an important factor contributing to traffic jam. 

The influence associated with jaywalkers is unclear, and better information would assist in setting a rationale for 

enforcement and priorities for public education. Nowadays, a lot of researches have been done to inquiry the 

influence of the jaywalkers in the intersection area, however, the influence of those jaywalkers on the middle of the 

road to the traffic flow is not clear. Therefore, a simulation inquiry was conducted to study the influence of 

jaywalkers on traffic flow on a common road with signalized traffic light. 

2  Methods 

The simulation of traffic system is conducted using software NetLogo. As shown in Figure 1, a system of one 

road containing one lane and one traffic light is built to inquiry the influence of jaywalkers on traffic flow without 

the consideration of legal pedestrians. In this model, the periodic boundary condition is adopted. All the jaywalkers 

move downwards without the influence of cars’ movement in a constant speed. When jaywalkers and cars encounter 

in the road, the car would be affected and slow down until the jaywalkers pass the road. Besides the influence of 

jaywalkers, a car would also be affected by the car in front of it. The back one would slow down if its speed is larger 

than the front one. A traffic light is set at the left-end of the road.  

In the model, the independent variables includes numbers of jaywalkers, cars, and the cycle time of the traffic 

jaywalkers 

Cars Traffic Light 

Figure 1. Schematic View of Simulation Model 
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light (unit: time step). Although other variables such as acceleration, deceleration, speed of cars and jaywalkers 

could be also changed in this model, based on the consideration of controlling variables, those variables are 

remaining constant. The dependent variables which can be used to estimate the degree of traffic jam in this paper is 

waiting time. The average waiting time is an important outcome to represent the critical value describing a traffic 

jam occurs. Inside the model, waiting time is a characteristic value of every car. The waiting time of a car will 

increase one when this car remains static in one time step. The waiting time of a car would be become zero when 

this car begins to move. In every time step, waiting time of every car would be added together and the average value 

would be used to describe the situation of traffic flow.  

3  Results 

Figure 2 shows the waiting time as a 

function of jaywalker density. We 

observe critical density which waiting 

time greatly increases around jaywalker 

density equals to 35~42.5%. No matter 

there is traffic light or not, or how long 

the time cycle of traffic light is, the traffic 

jam all occurs after a certain critical value 

of jaywalker density. Another interesting 

phenomenon is that in a road with a traffic light, a small number of jaywalkers are helpful to alleviate the waiting 

situation of traffic vehicles as shown in the left part in Figure 2. 

4  Conclusion 

 Traffic jam occurs when jaywalkers’ density reaches around 35%~42.5%. When car density equals to 30%, 

under a larger cars’ density, the critical jaywalkers’ density would reduce. The influence of traffic light on 

critical density is very small.  

 In a road with a traffic light, a small number of jaywalkers are helpful to alleviate the waiting situation of traffic 

cars. The relieve/positive effect is larger when the time cycle of traffic light is larger. This positive effect could 

only occur before the critical jaywalkers’ density causing traffic jam. 
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Figure 2. Wait Time Result (Car density: 30%) 
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─現代日本における報酬格差に関する意識の基礎的分析（1）─ 

 
〇有田 伸 

（東京大学） 
 

永吉 希久子 
（東北大学） 

 
 

1 目的 
 本報告を含む一連の報告では，われわれの研究プロジェクトが実施した報酬格差科研調査第 1 次プリ

テストのデータにもとづき，日本社会において，ひとびとが就業者間の報酬格差をどのように「容認」

しているのか，あるいはしていないのかを考察する．そのうち本報告では，研究プロジェクトと本調査

の全体像を示すとともに，ヴィネット調査をもちいて，ひとびとの考える「ある属性をもつ就業者の適

正な所得」を適切に測定するための方法について検討する． 

日本の報酬格差を理解するために，その発生・再生産メカニズムを社会学的な視点から明らかにする

ことは必須の課題である．そしてこのような課題に取り組む際，格差の正当化機制への着目は欠かせな

い．平等観念の発達した現代社会では，ひとびとの間の報酬格差は適切に理由づけられてこそ，安定的

に存在し得るためである（Costa-Lopes et al. 2013 ほか）．ひとびとの間の報酬格差がどのような想定・ロ

ジックにもとづいて正当化され，実際に受容されているのかを，報酬格差の実態に照らし合わせつつ考

察することは，社会学的視点にもとづく報酬格差研究の有望な方向の 1 つと考えられる． 

その具体的な方法の 1 つが，適正所得，すなわち，さまざまな職業に対してひとびとが適正だと考え

る所得水準の考察である．先行研究にもとづけば，ひとびとの考える適正所得の水準は必要とされる人

的資本の差を反映した職業（等）によって異なるのが一般的であるが（Kelley and Evans 1993, 2009; Osberg 

and Smeeding 2006），このような職業の違いによる所得の違いは「適切な格差」としてひとびとに受容

されているものととらえられる． 

しかし，これまでの適正所得研究には，(1)職種の違いに焦点があてられる傾向が強く，日本において

重要な格差の要因となっている雇用形態や企業規模の違いによる所得の差を，人々がどう評価している

のかについては十分に検討されていない，(2)職業間での適正所得の違いが，職業そのものの違いに基づ

くのか，それらの職業に就いている就業者の属性に起因するものなのかまで検討したものは少ない，(3)

適正所得の違いが生じるメカニズムや，その社会間での共通性・相違性は十分に解明されていない，と

いう限界が存在しており，日本社会の格差の状況をふまえつつ，さらなる研究を進めていく余地は大き

い． 

 

2 方法 
先行研究のこれらの限界を乗り越え，日本社会における報酬格差の生成・再生産メカニズムを社会学

的視点から理解するために，われわれの研究プロジェクトでは，就業者の適正所得についての意識と，



その背後に存在する想定やロジックを明らかにするための国際比較調査研究を進めることとした．その

一環として，ひとびとの考える適正所得の望ましい測定方法を検討し，また就業者と仕事の属性によっ

て適正所得水準がどのように異なるのかを暫定的に理解するためのプリテストを，2017 年 2~3 月にウェ

ブ調査を通じて行った． 

このプリテストは，ヴィネット調査の形式をとっている．ヴィネット調査とは，架空の具体的状況を

記述した情報を 1 セット（ヴィネット）として提示しつつ，それに対する評価や意思決定などの回答を

調査対象者に求める調査方法である（Atzmüller and Steiner 2010; 林 2010）．各ヴィネットでは回答者の

反応を引き起こす要因をランダムに組み合わせることができる．これにより，要因同士の関連は無相関

になり，回答者の反応に対する個々の要因の独立した効果を検証することができる．したがって，この

形式をもちいれば，前述の限界(2)をかなりの程度克服できるものと期待される．本調査ではその適正所

得を尋ねる架空就業者を，職種，雇用形態，企業規模，学歴，性別，年齢，家族/婚姻関係という 7 つの

要因によって構成することとする．そのうえで，回答者 1 人につき，これらを組み合わせた 17 人の架

空就業者（うち 2 人は完全に同一条件のものが提示される）の適正所得を尋ね，以上の要因の水準の違

いが適正所得をどう異ならせるのかを検討することとした． 

また，このプリテストでは，それぞれの就業者が得るべき所得の年収実額を直接尋ねる「直接的方法」

を採用した．架空の所得水準を提示した上で，リッカート尺度を通じてその多寡の判断を尋ね，さらに

その回答を適正所得金額へと変換する「間接的方法」には問題も多い（Markovsky and Eriksson 2012）た

めである． 

一方で，このように多くの要因によって構成された各ヴィネット（＝架空就業者）の適正所得の実額

を，回答者が整合的な形で答えられるかどうかには若干の懸念もある．評価するヴィネットの数や考慮

する次元が増えれば，回答者にとっての負荷が大きくなるからだ．この点は，認知能力の高い大学生を

対象とした実験室実験では問題となりにくいが，一般の人々を対象とした社会調査にヴィネット調査を

組み込んだ際には大きな問題となりうる（Sauer et al. 2011）．そこで，7 つの要因からなるヴィネット調

査は，どのような形式であれば実現可能なのかを検討するために，本調査では，17 のヴィネットについ

て，提示する形式を変えた 3 パターンの調査票を用い，回答を比較した．具体的には「1 つの要因の水

準のみが互いに異なる 2~3のヴィネットを一画面に同時に提示し，それらの適正所得を一度に回答する」

というヴィネット間の相互比較が可能であり，そのために整合的な回答が容易な形式（パターン 1）と，

「各ヴィネットを一画面に 1 つずつ提示し，それぞれの適正所得を 1 つずつ回答する（後戻りしての回

答修正不可）」というそれらが困難な形式（パターン 2）を試すこととした．さらに，前者に関しては，

一画面内に提示する 2~3 のヴィネットを，適正所得の予想額が増加する順（たとえば非正規雇用者の適

正所得を評価してから，正規雇用の適正所得を評価する）に提示する形式（パターン 1a）と，減少する

順（たとえば正規雇用者の適正所得を評価してから，非正規雇用の適正所得を評価する）に提示する形

式（パターン 1b）の 2 つを試した．パターン 1a，1b を比較したのは，たとえば男性の適正所得を評価

したのちに，女性の適正所得を評価する場合，適正額を低下させることは難しいという，デザイアビリ

ティバイアスが生じるのかどうかを確認するためである．なお各調査票の回答画面の提示順序はランダ

マイズしている． 

この調査の対象は，調査会社が保有するモニターのうち，30 歳から 59 歳までの日本全国に居住する



（登録情報上）有職の男女である．以上の 3 パターンの調査に対して，それぞれ 200 余人の対象者から

の回答を得た（各対象者は 1 つの調査パターンのみ回答）． 

 

3 結果・考察 
 これら 3 パターンの調査の回答を比較してみたところ，1 つの要因の水準のみ異ならせたパターン 1a，

パターン 1b では，やはり全般的に整合的な回答がなされていることがわかった．またこの際の提示順

序の違いは，回答傾向の違いをもたらさなかった．つまり，特にそれが「政治的に望ましくない」場合

に，先に評価したヴィネットよりも，後のヴィネットの適正所得を下げにくい，という傾向は見出され

なかった．さらに，それぞれのヴィネットを別個に 1 つずつ提示し，適正所得を尋ねたパターン 2 では，

若干の非整合的な回答も現れたものの，全体的な評価の傾向については，パターン 1a・パターン 1b と

大きな違いは認められなかった．たとえば，図 1 に雇用形態別の平均適正所得の比較を，図 2 に学歴別

の平均適正の比較を，回答パターン別に示した．これをみると，回答パターンによらず，契約社員＜正

規社員，高卒＜専門学校卒＜大卒という適正所得の大小関係になっていることがわかる。また，各パタ

ーンの調査票の異なる画面に組み込まれた 2 人の「まったく同一条件の架空就業者」（佐藤さん，伊藤

さん）の適正所得の回答にも大きなずれは見られず，対応のある t 検定による比較の結果を見ても，パ

ターン 1b を除くと有意な差はみられなかった（表 1）．これらの結果から，調査対象者はそれなりに複

雑なヴィネットであっても，各条件を適切に考慮に入れて，各架空就業者の適正所得を回答しており，

各ヴィネットを 1 つずつ別個に提示し回答を求めるパターン 2 の形式で，十分な回答が得られるものと

結論付けられる． 

 

 

図 1 パターン別雇用形態による適正所得の平均値 

注）他の条件を 40 歳，男性，大卒，営業職，企業規模 1000

人，未婚とした場合 

 
図 2 パターン別学歴による適正所得の平均値 

注）他の条件を 40 歳，男性，プログラマー，企業規模 1000

人，既婚子ども 2 人とした場合 

 

 

 

 

 



      表 1 同一のヴィネットの平均適正所得 
    度数 平均値 標準偏差 

パターン 1a 

佐藤さん 191 531.78 9.13 
伊藤さん 191 529.05 8.70 

差 191 2.73 5.02 

t 0.54   
p 0.59     

パターン 1b 

佐藤さん 190 568.19 11.29 

伊藤さん 190 549.97 10.95 

差 190 18.22 4.88 

t 3.73   
p 0.00     

パターン 2 

佐藤さん 189 543.61 9.55 

伊藤さん 189 548.02 10.51 

差 189 -4.41 4.98 

t -0.89   
p 0.38     

注）40 歳，男性，大卒，正規雇用，営業職，企業規模 1000 人，未婚の場合 

 

付記 本研究は JSPS 科研費 JP16H03688（基盤 B）の助成を受けた． 
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どのような格差を容認するのか 

─現代日本における報酬格差に関する意識の基礎的分析（2）─ 

 

〇吉田 崇 

（静岡大学） 

 

多喜 弘文 

（法政大学） 

 

 

1 目的 

 現代日本において，職業や従業上の地位あるいは学歴による所得の違いなど，さまざまな格差が存在

していることは疑いようのない事実である．しかし，そうした格差がすべて「不平等」なものとしてひ

とびとに認識されているかというと，必ずしもそうとは限らない．ある特定の格差が，他の格差よりも

正当なものとしてひとびとの間で受け入れられている，というような状況も想定し得るからである．仮

にある特定の格差がひとびとに相対的に容認されている場合，その格差を是正しようという動きは生じ

にくくなるだろう．そのように考えるならば，ひとびとが日本社会におけるどのような格差を容認して

いるのかを検討することが，格差が維持されるメカニズムを明らかにする上で不可欠であるといえる． 

そこで，本研究ではこのような課題に対し，実際の所得格差とひとびとが適正であると考える所得，

すなわち適正所得の格差を比較することで，どのような格差が容認される傾向にあるのか（あるいは容

認されないのか）に関する基礎的な検討をおこなう．具体的には，ヴィネット調査の形式で条件ごとの

適正所得を尋ねた報酬格差科研調査第 1次プリテストの結果を，客観的な格差の検討に適した「就業構

造基本調査」の値と比較することで，どのような格差が容認されているのかを記述的に探っていく． 

 

2 方法・結果 

 はじめに，回答者はどのヴィネット属性間にどの程度の所得格差がある状態を適正だと認識しており，

それが現実の格差と比べてどのような特徴を有するのかを検討する．われわれのヴィネット調査では，

職種，雇用形態，企業規模，学歴，性別，年齢，家族/婚姻関係という 7 つの要因を組み合わせた 17 種

類の架空就業者について適正所得を尋ねている．これら要因ごとの実際所得と適正所得の格差を比較す

ることで，ひとびとの格差認知の傾向を描き出す． 

 実際所得の算出には，平成 24 年の「就業構造基本調査」の個票を用いる．職種にはヴィネットで提

示した条件に相当する職業小分類として，「自動車部品溶接」については金属溶接（小分類コード 707）

と自動車組立（同 722）の合計を，「技術開発」については食品，電気，機械，金属，化学の各技術者（同

510～515）の合計を用いる．また，企業規模については「10人」は 5～9人と 10～19人，「1000人」は

500～999人と 1000人以上の合計，年齢は「40歳」は 35～44歳，「25歳」は 22～29歳の合計を用いる．

なお，家族の属性についてはサンプル数の都合からここでは考慮していない． 

 表 1は，ヴィネット属性ごとの実際所得と適正所得の比較をおこなった結果である．表からは，適正

所得と実際所得の間に比較的大きなズレが存在するものの，平均所得の高い職業では，適正所得も高く

見積もられていることが読み取れる．「わからない」という選択肢が設けられていた ISSP2009とは異な

JA
M
S6

5



り，われわれのプレ調査は，回答しないと先にすすめないWeb調査として設計されている．このように

あえて答えてもらう形式にした場合でも，概ね実際所得と一貫性のある形で適正所得の上下が動いてい

ることから，適正所得がまったくでたらめな回答であるというわけではないことが推察される． 

 次に，どのような格差が容認される傾向にあるのかを検討するために，ヴィネット属性間の実際所得

と適正所得のズレを検討する．ただし，ここでいうズレとは，たとえば学歴格差に関して言うと，他の

要因を統制した格差というより，男性 40歳で規模 1000人の正社員プログラマーという条件のもとでの

学歴格差を表していることに注意する必要がある（なお，ここで検討していることは，次報告でおこな

われる回帰分析の結果と関連する）．詳細については当日あらためて報告するが，われわれのプロジェ

クトの目的に照らし合わせるならば，たとえば次のような議論が可能となる．企業規模は，実際所得の

格差が比較的大きいものの，適正所得での格差が小さい．そのことから，企業規模についてはそれが職

業能力に直結しないために，格差を正当化しにくいのではないかといった可能性が提起できる． 

 

表 1 各ヴィネット属性の適正所得平均と実際所得の比較 

# 規模 雇用形態 職種 学歴 家族 年齢 性別 適正（A） 就調（B）
A-B

（万円）

カテゴリ間
格差（A）

カテゴリ間
格差（B）

1 1000人 正社員 運搬 高卒 未婚 40 男性 483.8 450.8 33.0

2 1000人 正社員 営業 高卒 未婚 40 男性 511.5 547.1 -35.7 27.6 96.3

3 1000人 正社員 SE 高卒 未婚 40 男性 553.6 651.5 -97.8 69.8 200.7

4 1000人 契約社員 営業 大卒 未婚 40 男性 463.6 - -

5 1000人 正社員 営業 大卒 未婚 40 男性 549.2 728.4 -179.1 85.6 na

6 10人 正社員 自動車部品溶接 高卒 既婚・子2 40 男性 469.7 329.6 140.1

7 1000人 正社員 自動車部品溶接 高卒 既婚・子2 40 男性 515.7 558.5 -42.9 45.9 228.9

8 1000人 正社員 プログラマー 高卒 既婚・子2 40 男性 540.4 588.3 -48.0

9 1000人 正社員 プログラマー 専門 既婚・子2 40 男性 565.2 556.1 9.1 24.9 -32.2

10 1000人 正社員 プログラマー 大卒 既婚・子2 40 男性 610.9 707.0 -96.0 70.6 118.7

11 1000人 正社員 技術開発 大卒 未婚 25 男性 423.6 400.0 23.6

12 1000人 正社員 技術開発 大卒 未婚 40 男性 592.5 727.8 -135.3 168.9 327.8

13 1000人 正社員 販売 大卒 未婚 25 女性 372.3 270.0 102.2

14 1000人 正社員 販売 大卒 未婚 25 男性 382.0 324.9 57.1 9.7 54.8

15 1000人 正社員 営業 大卒 未婚 40 男性 544.8 746.7 -201.9

16 1000人 正社員 営業 大卒 既婚・子0 40 男性 552.4 746.7 -194.3 7.7 na

17 1000人 正社員 営業 大卒 既婚・子2 40 男性 583.7 746.7 -163.0 38.9 na  

（注 1）#4に該当するケースは 1ケースであったため就調の値を省略した．また，就調では家族属性を考慮しなかったた
め#15～17の Bの値は同じものである．（注 2）格差は網掛けセルの最上位のカテゴリとの比較（差額）を表している． 

 

3 考察 

 今回のプレ調査で得られたデータから，適正所得は少なくともでたらめな回答ではなく，ある程度ひ

とびとの現実についての認知を反映したものであることが示唆された．また，ひとびとが適当と考える

属性間の格差は現実の格差よりも総じて小さいことから，ひとびとが現実よりも平等な状態を適正と判

断する平等志向の存在が指摘できる．ただし，今回のプリテストにはひとびとが実際所得をどのように

認識しているかを尋ねていないといった限界があり，慎重に判断していく必要がある．  

 

付記 本研究は JSPS 科研費 JP16H03688（基盤 B）の助成を受けた．また就業構造基本調査の個票データは
統計法第 33 条に基づき提供を受けた調査票情報を独自集計したものであり，本研究は 2016 年度東京大学社
会科学研究所課題公募型共同研究「公開データを用いた社会階層構造の基礎的分析」の成果の一部である． 
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格差を容認するのは誰か 

─現代日本における報酬格差に関する意識の基礎的分析（3）─ 

 

〇神林 博史 

（東北学院大学） 

 

竹ノ下 弘久 

（慶應義塾大学） 

 

永吉 希久子 

（東北大学） 

 

 

1．目的 

 さまざまな職業の持ち主がどの程度の所得を得るのが妥当かについて人びとに判断してもらうと，

「事務職は年収 500万円，管理職は年収 800万円」のように，妥当だと考えられる所得水準は職業（ま

たはその他の社会的地位）によって異なるのが一般的である．このように，職業もしくは他の地位間の

適正所得の判断が異なるとき，その所得の違い（所得格差）は容認されていると考えることができる．

ここで「容認」とは，個人が何らかの格差の存在を肯定することを意味する．（有田伸は「何らの理論

や規範に基づいて報酬格差の存在を理由付ける」（有田 2016:196）ことを報酬格差の「正当化」と呼ん

だが，ここでの「容認」は「正当化」とは異なる概念であることに注意されたい．） 

 とはいえ，すべての人が同じように適正所得を判断するとは限らない．事務職と管理職の場合なら，

管理職の適正所得を事務職のそれよりも多く判断する，同額と判断する，事務職を多く判断するなどの

回答がありうる．このことを詳しく調べれば，様々な社会的地位間の所得格差に関して「容認されやす

い格差は何か」「格差を容認するのはどういう人か」といったことを明らかにできる． 

 本報告では，報酬格差科研調査の予備調査データを用いて，架空の就業者に対する適正所得の回答に，

回答者自身の属性がどのように影響するかを分析する．このことを通じて「格差を容認するのはどうい

う人か」について若干の検討を行う． 

 

2．仮説 

 適正所得の判断がどのようになされるかについては，多くの仮説が提唱されている．本報告ではその

1 つである，社会的アイデンティティ理論に基づく適正所得評価メカニズム（Shamon and Dülmer 2014）

を検討する． 

 社会的アイデンティティとは，自分がどのような社会集団・社会的カテゴリに所属しているかについ

ての認識である．よく知られているように，社会的アイデンティティは内集団（所属集団）びいきや，

自己評価上昇の動機づけと密接に関係する．社会的アイデンティティに由来する心理メカニズムが適正

所得評価を通じて作動する場合，人は自分と同じ属性の人たち（≒自分の属するグループ）の適正所得

を高く回答すると予想できる（Shamon and Dülmer 2014）．たとえば，男性回答者は女性回答者よりも男

性労働者の適正所得を高く回答するだろう．したがって，「回答者は，自分自身の属性と同じ属性の労

働者の適正所得を高く回答する」という仮説を設定できる． 

 もしこの仮説が成立するなら，人びとは自分自身の属性を高く評価する方向で適正所得を容認する．
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Shamon and Dülmer（2014）は性別および子どもの有無の 2つの属性に注目して仮説検証を行ったが，理

論的にはこの仮説は年齢・学歴・職業・従業上の地位などにも適用できる．これらの結果を総合するこ

とで，どのような社会的地位の人びとがどのような報酬格差を容認するかの基礎的な情報を得ることが

できるだろう． 

 

3．データと方法 

3.1 データ 

 本報告で使用するのは，報酬格差科研調査第 1次プリテストのデータである．この調査は，2017年 2

月 28 日から 3 月 2 日にかけて，株式会社マクロミル社の調査モニターに対して，ウェブ調査の形式で

実施したものである．対象は 30歳から 59歳までの日本全国に居住する（登録情報上）有職の男女であ

り，提示方式が互いに異なる 3パターンのヴィネット群に対して，それぞれ 200余りの対象者からの回

答を得た．有効回答者数は 624であった． 

 

3.2 方法 

今回のヴィネット調査では，回答者は架空の就業者 17 人の適正所得を回答する．したがって，デー

タは架空就業者の適正所得が回答者にネストした階層構造をなす．架空就業者を単位とした場合，ケー

スは 624×17=10,608となる．このようなデータの場合，ヴィネットへの回答をレベル 1，回答者をレベ

ル 2とするマルチレベルモデルを用いた方が，OLS などよりも正確な推定結果が得られる． 

 もし回答者が自身と同じ属性の架空就業者の適正所得を高く評価するなら（たとえば男性回答者が男

性の架空就業者の適正所得を高く回答するなら），架空就業者の性別（レベル 1）と回答者の性別（レベ

ル 2）の間には，正のクロスレベル交互作用効果が生じると予想できる．このように，架空就業者の属

性（以下「ヴィネット属性」と呼ぶ）と回答者属性が一致する場合のクロスレベル交互作用を確認する

ことで，仮説の当否を検証する． 

 

3.3 変数 

 従属変数は，ヴィネットで提示された架空の労働者の適正所得額（年収）である．100 万円未満の回

答と 1,500万円以上の回答は外れ値として除外した． 

 レベル 1の独立変数は，ヴィネット属性である．今回の調査では，以下の 8つの属性が架空の労働者

に与えられている．これらをダミー変数化して分析に使用する．（1）性別：男性／女性（ref.），（2）年

齢：25歳（ref.）／40 歳，（3）学歴：高卒（ref.）／専門学校卒／大卒，（4）職業：運搬労務／営業／シ

ステムエンジニア／自動車部品溶接（ref.）／プログラマ／技術開発／販売，（5）従業上の地位：正社員

／契約社員（ref.），（6）企業規模：10 人（ref.）／1,000人，（7）婚姻関係：未婚（ref.）／既婚，（8）子

どもの有無：なし（ref,）／2人． 

 レベル 2の独立変数は，回答者属性である．ヴィネット属性と同じ 8項目に加え，回答者へのヴィネ

ット提示タイプもコントロール変数として投入した（厳密には提示タイプはレベル 3とすべきだが，便

宜上レベル 2 とする）．基本的な処理法はヴィネット属性に準ずるが，一部の属性はカテゴリの内容が

異なる（詳細は表 1 参照）．なお，ヴィネット属性と回答者属性を可能な限り対応させるため，ヴィネ
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ット属性に含まれない属性の回答者（無職者，自営業者，家族従業者，内職）は分析から除外した．こ

の結果，分析可能なケースは架空就業者単位で 8,510，回答者単位で 505となった． 

 

4．結果 

マルチレベルモデルの分析結果を表 1にまとめた． 

 

表 1 ヴィネット属性および回答者属性が適正所得額に与える影響 

B S.E. B S.E. B S.E.

切片 511.885 *** 4.757 167.497 *** 10.215 102.602 *** 18.620

年齢（ref.25歳） 40歳 168.770 *** 4.842 168.757 *** 4.842

性別（ref.女性） 男性 10.271 * 4.850 10.270 * 4.850

学歴（ref.高卒） 専門学校卒 13.504 ** 4.484 13.502 ** 4.484

大卒 50.163 *** 3.171 50.163 *** 3.171

職業（ref.自動車部品溶接） システムエンジニア 69.423 *** 6.348 69.428 *** 6.348

プログラマ 33.982 *** 4.488 33.982 *** 4.488

技術開発 56.381 *** 7.549 56.386 *** 7.549

営業 17.752 ** 5.792 17.755 ** 5.792

販売 15.315 8.970 15.312 8.970

運搬労務 1.340 6.346 1.346 6.346

雇用形態（ref.契約社員） 正社員 91.151 *** 4.088 91.147 *** 4.088

企業規模（ref.10人） 1000人 46.216 *** 4.854 46.213 *** 4.854

婚姻関係（ref.未婚） 既婚 -1.653 4.093 -1.651 4.093

子どもの有無（ref.なし） あり（2人） 34.137 *** 4.843 34.140 *** 4.843

年齢（ref.30-39歳） 40-49歳 -2.067 11.456

50-59歳 3.062 11.309

性別（ref.女性） 男性 -15.751 11.110

学歴（ref.高卒） 大卒 24.602 * 9.932

職業（ref.マニュアル） ノンマニュアル 7.365 11.653

雇用形態（ref.非正規） 正規雇用 33.326 ** 11.686

企業規模（ref.30-999人） 1-29人 -12.685 12.146

1000人以上 8.902 11.239

官公庁 17.232 20.738

婚姻関係（ref.未婚） 既婚 24.210 * 12.137

子どもの有無（ref.なし） あり 8.696 11.722

提示パターン（ref.タイプA） タイプB 19.794 11.416

タイプC 8.185 11.370

分散成分 切片 10776.9472 *** 722.63 11185.74712 *** 728.39297 10342.946 *** 675.157

-2LL 104713.080 99770.078 99731.756

有職の被雇用者のみ（N=8510）, 推定法：最尤法, *** p<.001, ** p<.01, * p<.05

モデル0 モデル1 モデル2

レ
ベ
ル
1

（
ヴ

ィ
ネ

ッ
ト
属
性

）

レ
ベ
ル
2

（
回
答
者
属
性

）

 

 

 モデル 0は，いわゆるヌルモデルである．切片の分散は有意であり，適正所得回答が回答者によって

異なることを意味する．級内相関係数（ICC）は 0.497 であった． 

モデル 1は，ヴィネット属性のみを独立変数としたモデルである．ここでは切片のみに変量効果を設
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定するランダム切片モデルを用いた．ほとんどのヴィネット属性が統計的に有意であり，効果がないの

は婚姻関係と一部の職業カテゴリのみである．このことから，人びとは適正所得に関して様々な属性間

格差を容認していることがわかる． 

 モデル 2は，モデル 1にレベル 2変数すなわち回答者属性を追加したモデルである（ランダム切片モ

デル）．レベル 1 とは異なり，レベル 2 では統計的に有意な効果を持つ変数は 3 つしかなく，レベル 2

変数を追加したことによるモデルの改善度も小さい． 

このモデル 2にクロスレベル交互作用項を追加することで仮説の検証を行った．すべてのクロスレベ

ル交互作用項を同時に投入したモデルは計算不能に陥ったため，モデル 2と性別の交互作用項，モデル

2 と年齢の交互作用項……のように，交互作用項を個別にモデル 2 に追加して分析した．こうして得ら

れたクロスレベル交互作用の回帰係数をまとめたものが，表 2である． 

 

表 2 適正所得に対するクロスレベル交互作用効果 

交互作用（Lv1*Lv2） B S.E. 交互作用（Lv1*Lv2） B S.E.

男性*男性 -9.251 7.075 営業*NM 9.666 * 4.127

40歳*40代 2.282 4.762 販売*NM -8.075 6.121

40歳*50代 12.449 ** 4.598 運搬労務*NM -15.609 8.399

大卒*大卒 11.160 ** 3.439 正規*正規 8.053 7.440

システムエンジニア*NM -5.884 8.454 1000人*1000人以上 16.319 * 7.090

プログラマ*NM 0.256 5.178 既婚*既婚 4.024 3.514

技術開発*NM -0.706 6.115 子どもあり*子どもあり 9.965 ** 3.510

注）表1のモデル2にクロスレベル交互作用項（固定効果）を追加した時のB, ** p<.01, * p<.05
 

 年齢，学歴，職業（一部のみ），企業規模，子どもありの 5つの交互作用項が統計的に有意となった．

これらの回帰係数の符号はいずれも正で，仮説の予想に合致する． 

 

5．考察 

 表 2より，社会的アイデンティティに基づく適正所得評価メカニズムは，今回検討した回答者属性で

万遍なく生じるわけではないことが明らかになった．このことは，特定の社会的地位の人が自身の地位

を高く評価する方向で格差を容認する傾向とは別に，個人の地位とは関係なく格差を容認する心理的メ

カニズムが存在することを示唆する．これがどのようなものかを探ることが，今後の課題である． 

 

【付記】本研究は JSPS科研費 JP16H03688（基盤 B）の助成を受けた． 

 

文献 

有田伸.2016.『就業機会と報酬格差の社会学：非正規雇用・社会階層の日韓比較』東京大学出版会 

Shamon, H. and H. Dülmer. 2014. “Raising the Question on ‘Who Should Get What?’ Again: On the Importance of 

Ideal and Existential Standards.” Social Justice Research 27: 340-368. 
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場所、出来事、社会的事実の数理モデル 

 

落合 仁司 

（同志社大学） 

 

 

１ 目的 

 社会は、ある特定の場所に存在し、その場所に固有の社会的事実が持続し、その社会的

事実に拘束されて出来事が生起している。報告者は、2017年、この社会的事実と出来事の

関係を数理モデル化した『社会的事実の数理』（勁草書房）を上梓した。本報告は、その

成果の上に、社会を構成する第３の基本的な要因である場所を考慮に入れた、場所、出来

事、社会的事実の関係の数理モデル化を試みる。 

 

２ 方法 

 前掲書では、社会的事実と出来事の数理モデルとして多様体とその上の微分形式を援用

したが、場所を考慮するためにはこれでは不十分である。そこで本報告は、場所をリー群

としてモデル化し、社会的事実を場所の作用する軌道（多様体）、出来事を場所の部分リ

ー群としてモデル化する。結果として分かるように、このモデルは前掲書のモデルを部分

として含む拡張となっている。 

 

リー群 S3                     場所 

群の作用 S³×S²→S² 

軌道 S2       社会的事実 

部分リー群 S1    出来事 

 

３ 結果 

{g∈S³;gx=x∈S²}=S¹ 

出来事は場所の社会的事実への作用の固定群である 

S3/S1≅S2 

社会的事実は場所の出来事を法とする剰余類と同型である 

 

４ 考察 

場所、出来事、社会的事実の関係をリー群の作用として数理モデル化することにより、

①出来事は場所の社会的事実への作用の固定群であり、②社会的事実は場所の出来事を法

とする剰余類と同型であることが帰結した。この帰結は、①出来事は社会的事実に拘束さ
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れ、②社会的事実は出来事によって持続されることを含意する。したがって本報告の数理

モデルは、前掲書の数理モデルを包摂すると共に、場所の社会的事実への作用という第３

の要因を整合的にモデル内化することに成功したと言えよう。 

 

文献 

落合仁司, 2017,『社会的事実の数理―デュルケーム、モース、レヴィ＝ストロース』,勁草

書房. 

寺田至・原田耕一郎, 2006,『群論』, 岩波書店. 
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主意主義的社会理論と圏論 

─意味・規則・行為─ 

 

大山 智徳 

(日本郵便) 

 

 

1 目的 

本稿の目的は．佐藤俊樹(1988)の提出した主意主義的な社会理論構築の課題―意味と規則と行為を扱

うことのできる社会理論の構築―への応答を試みることにある．1980 年代の日本の理論社会学において，

橋爪大三郎・志田基与師・恒松直幸(1984)の「危機に立つ構造-機能理論」を契機に，いくつかの新しい

社会理論が誕生した．今田高俊の自己組織性，橋爪大三郎の言語ゲーム論，大澤真幸の第三者の審級等

である．これらの理論は日常言語で記述されているため，全く異なる社会理論に視えるが，圏論の随伴

の表現とみなすととてもよく似た言説構造を備えている．本報告では，自己言及を圏論の恒等射と恒等

関手として考えるというアイデアを基本とする．このアイデアで「意味・規則・行為」を内蔵した主意

主義的な社会理論の基本モデルを提示する．  

 

2 方法 

2.1 随伴の定義 

 まず，数学の随伴の定義を行う．次にそれぞれの数学の概念に社会学の概念をmappingする．さらに，

できあがった社会モデルの社会学的解釈をおこなう． 

 本報告の中心の概念である随伴の定義はS.Awodey（2015:242-3）の定義9.6をベースに，随伴による社

会学モデルを以下のとおりとする． 

 なお、本稿では理解しやすいように射を「→」で、関手を「⇒」で表記する。 

 

 随伴とは関手 Ｆ：圏Ｃ⇒圏Ｄ，Ｇ：圏Ｄ⇒圏Ｃ 

 と自然同型 

      φ：HomＤ（ＦＣ，Ｄ）≅ HomＣ（Ｃ，ＧＤ）：ψ 

 からなる。 

   この定義はＦとＧについて対称であるという特典をもつ。 

  随伴である単元η：１Ｃ→Ｇ∘Ｆと余単元ε：Ｆ∘Ｇ→１Ｄはこのとき 

          ηＣ＝φ（１ＦＣ）・・・① 

          εＤ＝ψ（１ＧＤ）・・・② 

 として決定される。                       

 図式は図1のようになる。 
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                対象：Ｃ，射：f 

                     f         

             圏Ｃ    Ｃ → → →  ＧＤ          

             関手Ｆ ⇓        ⇑関手Ｇ 

                 ⇓        ⇑             

            圏Ｄ： ＦＣ →  → →  Ｄ 

                     g  

                 対象：Ｄ，射：g 

                  図1  随伴図式 

 

2.2 普遍写像性の証明 

①と②の解釈が本報告の中心となるのでその普遍写像性の証明を図式で並列に示す。 

 

① ηＣ＝φ（１ＦＣ）と定義する．       ②εＤ＝ψ（１ＧＤ）と定義する． 

すべての g:FC→D に対して          すべてのｆ:C→GD に対して 

          g                    ｆ 

   FC→→→→→→→→D           C→→→→→→→GD 

   φ（g）＝Gg∘ηＣ                                         ψ(f)＝εＤ∘Ff 

   D に FC を代入する．           C に GD を代入する． 

   １FC：FC→FC    φ                      １GD:GD→GD ψ 

       ηＣ ：C→GFC                            εＤ：FGD→D 

 

            g=1(FC)                 f=1(GD) 

    FC→→→→→→→FC          GD→→→→→→GD          

            Gg                                    Ff 

    GFC→→→→→→GFC                  FGD→→→→→FGD 

      ⇑           ↗                            ↘          ⇓ 

   ηＣ  ⇑    ↗                  ↘     ⇓  εＤ 

    ⇑  ↗ φ（g）             ψ（f）   ↘     ⇓ 

    ⇑↗                         ↘ ⇓ 

    C                                                    D 

 [式]    

   φ（ｇ）＝Gg∘ηＣ                     ψ（ｆ）＝εＤ∘Fｆ 

           ＝Gg∘φ（１ＦＣ）             ＝ψ（１ＧＤ）∘Ff 

           ＝φ（g）∘φ（１ＦＣ）            ＝ψ（１ＧＤ）∘ψ（ｆ）  

          ＝φ（１ＦＣ）               ＝ψ（１ＧＤ） 
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2.3 随伴による社会モデル 

 随伴図式へ社会理論の対象を代入し,①と②の式を解釈することが本報告の方法である．本報告で

は，圏Ｃを「知の圏」とし，圏Ｄを「身体の圏」とする．圏Ｃの対象は概念とし，射を論理とする．さ

らに，志田（1988）にならい，「有限・線形（順序）・閉区間」からなる有限な圏とする．圏Ｄは物質的

な身体を対象とし，そのふるまいを射とする．関手 F は身体化,関手Ｇは言語化とする．なお，本報告で

は，圏Ｃと圏Ｄが全体集合と部分集合という包含関係になっていない． 

                 

               対象：概念，射：論理         

     圏Ｃ：知（言語）の圏  Ｃ → → →  ＧＤ          

        関手Ｆ：身体化 ⇓        ⇑関手Ｇ：言語化 

                ⇓        ⇑         

    圏Ｄ：身体の圏    ＦＣ →  → →  Ｄ 

                対象：身体，ｇ:ふるまい                           

              ＜図２ 随伴による社会学モデル＞  

 

冒頭言及した三つの社会理論を随伴モデルで考察した結果のみを簡記しておく．今田の自己組織性と

いう社会理論は二つの意味１FCと１GDを双対に決定する．また，橋爪の言語ゲーム論はウィトゲンシュ

タインの言語ゲームの外的視点として言語化を考えることにより社会理論を可能にした．この外的視点

は関手 G を意味している．また，大澤の神秘的な響きをもつ第三者の審級は「随伴による双対な身体を

決定する社会システム」と考えるとその言説戦略が可視化される．いずれも，随伴モデルの帰結である． 

 

3 結果 

3.1 随伴による行為モデル 

ここで，随伴の要件①ηＣ＝φ（１ＦＣ）を解釈しよう．これは，知の圏 C の概念の単元と身体の圏 D の

身体の恒等射が同型写像 φ により一致した状態である．左辺 ηＣは言語化された対象である概念が身体

化されたあと，言語化により再び概念へ戻る恒等関手を意味する．一方，右辺の１ＦＣは，概念によって

身体化された身体のふるまいの始点にループ（自己言及）している恒等射である．１ＦＣは不可視な射で

ある．これをこころや自我に代表される主観的意味と解せる．主観的意味は射で表現される．理解社会

学では，この１ＦＣの主観的意味に動機を代入する．すると，ふるまいが行為に変わる．理解社会学では

動機に基づくふるまいを社会的行為と呼ぶ．社会的行為は同型写像 φ により理解社会学の論理と同型に

なる．これが，ふるまいを社会的行為へと再構成する理解社会学のメカニズムである．主意主義的な行

為論（方法論的個人主義，現象学的社会学，エスノメソドロジー等）では，①式の左辺 ηＣと φ を地と

して捨象し，右辺の１ＦＣと射ｇを基本モデルとして，社会理論をスタートさせる．着目すべきは知の圏

C と関手 F がセットで作動し，行為の射ｇが論理の射ｆと同型になるように作用した点である．圏 C の

論理ｆが関手 F により身体化され，行為に機能している，と解釈される．圏 C と関手 F がセットで圏 D

の射ｇと同型に決定されるとき，これを規則と呼んでよい．ここで，規則がモデル化された． 
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3.2 随伴による論理モデル 

もう一つの要件②εＤ＝ψ（１ＧＤ）は身体の圏Ｄの余単元と知の圏Ｃの命題の恒等射が同型写像 ψ によ

り一致した状態と解釈できる．左辺は身体が言語化を経たのち，再び身体化するという恒等関手であり，

右辺の１ＧＤは身体によって命題化された終点でループ（自己言及）している恒等射である．１ＧＤはも

ともと論理ｆ：Ｃ→ＧＤのＣにＧＤを代入した恒等射である．したがってこの恒等射は論理によって構

築されている．これは１ＧＤという論理がループ（自己言及）しており，トートロジーであることを示し

ている．ところで，これは数学記号の等号「＝」同様，なんらかの新しい意味を創発している．こちら

の意味も射で表現される．圏Ｃの概念と論理によって新しく生じる意味と解釈できる．意味の創発とし

ての恒等射である．圏 C の命題が社会学であれば，社会学モデルや社会（学）理論が創発する．理解社

会学はこの１GDの一つの表現である．随伴による社会学モデルでは動機１FCと双対に表現される恒等射

１GDは理念型でもあり，理解社会学そのものでもありうる． 

 

4 考察 

これまで，理解社会学を一つの例に，知の圏と身体の圏という二つの圏の随伴モデルから考えた．佐

藤の提出した問いの中核である三つの概念，意味と規則と行為に関して，随伴モデルに社会学的概念を

mapping＝翻訳すると今田の自己組織性のように意味は１FC と１GD として自然に，双対に射として現象

する．行為は圏 D の射ｇ，規則は先に言及した圏 C と関手 F がセットで作動した動的な状態の名詞で

ある．さらに，佐藤(1988)を解釈すれば，シュッツの主観的意味１FC とルーマンの構造１GD は双対であ

り，ルーマンの過程は方法論的個人主義のメカニズム（言説）と同じであることから，双対に方法論的

集合主義のメカニズム（言説）と同型な規則が現象する．また，行為の射ｇと論理の射ｆは同型である．

論理は言語化された規則と解される．規則は二つのシニフィエを持つ．以上，主意主義的社会学を随伴

モデルに mapping することによって，新しい社会モデルを提示することできた．今田の自己組織性，橋

爪の言語ゲーム論，大澤の第三者の審級と本質的に同じように主意主義的社会学のモデル化に成功した．

このことは，随伴が数学のみならず，社会学のいたるところにあることと「秘密の格納庫」として十分

機能することが示せた．  

 

文献 

Awodey,S., 2010 ,Category Theory (2nd edition), Oxford:Oxford University Press. .（＝2015, 前原和寿訳『圏論―原

著第２版共立出版．） 

橋爪大三郎，1985，『言語ゲームと社会理論－ヴィトゲンシュタイン・ハート・ルーマン』勁草書房. 

橋爪大三郎・志田基与師・恒松直幸,1984,「危機に立つ構造―機能理論」『社会学評論』35(1)：2-18. 

今田高俊，1986，『自己組織性－社会理論の復活』創文社． 

落合仁司，2016，「社会と行為－コールマン・ボートとマクロ・ミクロ・リンク」『理論と方法』30(1)：117-25． 

大澤真幸，1988=99，『行為の代数学－スペンサー＝ブラウンから社会システム論へ』青土社.  

大山智徳，2016,「社会的意味と圏論」第131回日本社会分析学会例会配布資料． 

佐藤俊樹，1988，「理解社会学の理論モデルについて」『理論と方法』3(2)：151-70． 

志田基与師，1988，「自我とゲーム」『ソシオロゴス』13：219-31. 

吉田民人ほか，1988，「討論：意味・ルール・自己言及」『理論と方法』3(2)：135-50． 
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複雑系社会変革理論の新展開 

―歴史的・地域的適用の比較― 

 

〇嶋田 一郎 小山 富男 

（東北大生命研） （東北大金研） 

  

 

1 目的 

 既に本理論の地域的適用において、選挙毎の地域（ 47 都道府県）の変革出力（選挙得票率の変動）

の調和平均が全国の得票率の変動になるなど、調和平均の重要な役割を初めて明らかにした。また変革

出力、体制出力ともべき分布と指数分布が共存する社会変革の過渡期にあることが理論的、実証的に明

らかにされた。そこで今回、地域別の選挙得票率の変動の時系列データを解析し、その結果と以前の選

挙毎の地域得票率変動の結果を比較検討する。更に各地域にまたがる普遍性と各地域の特徴を明らかに

する。 

2 方法 

 「複雑系社会変革理論」1)、2)とその中の「社会変革勢力の発展」については、JAMS63 自由報告要旨

参照。 

戦後 70 余年の参議院選挙の全国区・比例区における、日本共産党（JCP） の各地域（47都道府県）

における変革出力 R（得票率の変動）の長期的経年的データから得られる分布を解析し、各地域に共通

する社会変革の特徴と地域固有の特徴抽出を試みる。自由民主党（LDP）についても同様に共通性と固

有の特徴抽出を試みる。解析結果に基づき異なる発展段階にあると推定される典型的な４地域の特徴に

ついて議論する。 

3 結果 

長期間（戦後 70 余年、 23 回の選挙）で見た各地域の JCP の得票率変動の分布例の 1 つが図１a、b の

宮城県の例である。べき分布と指数分布のそれぞれによくフィットして両分布が共存している。従って 
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これまでの知見から、宮城県は社会

変革への過渡期にある。そこで理論

的調和平均 NcRo が得られる。この

ようにして各地域のNcRoが得られ、

他方、各地域の得票率変動のデータ

からそれぞれ直接的に調和平均値が

求められる。これらと各地域の NcRo

の相関を示したのが図２である。こ

れは高い相関があるが（R2=0.74,ｒ＝

0.93 ）、 選 挙 毎 の 場 合 の 相 関

（R2=0.97,r=0.99）に比べるとやや低

い。 これは、選挙毎の解析結果など

に比べて、べき分布から外れる傾向が見

られることに対応する。その典型例は後

に議論する。しかし、全体的には、図３の

ように地域別と選挙毎の NcRo と調和平

均の相関は良く重なっている。LDP につ

いても量的な差は見られるが、同様の結

果が得られ全体として社会変革の過渡期

にあることが示された。ただ、63 回大会

で報告（JAMS63自由報告要旨）したよう

に、LDP の選挙毎の全国得票率変動と

NcRo はべき分布から外れ、明確な指数分

布を示した。 

理論的調和平均 NcRo はそれぞれの地域の変革出力の歴史的合成と考えられるが、図 4a,bで見られるよ

うにきれいにべき分布と指数分布が両立している。この結果は、全国得票率の変動や選挙毎の NcRo の

結果と一致して、日本社会は戦後史的にも、地域的にも全体として社会変革の過渡期にあることが確認

された。ただ、べき指数 Dm＝3.61なのに対し選挙毎のべき指数は Dm=1.16と小さかった（JAMS63 自

由報告要旨）。 
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社会変革に関わる各地域の戦後

70 余年にわたる長期的特徴を見て

みよう。どの地域も得票率の変動は

JCP と LDP は指数分布にはよくフ

ィットし余り変わらないので、両対

数プロットでべき分布のみを示す。

図 5 は東京の JCP と LDP のグラフ

である。JCP はべき分布によくフィ

ットし、べき指数 Dm=1..42 と全国

得票率変動のDm=1.27に近く、LDP

はべき分布から外れる点が多く指

数分布を示す。変革勢力としての

JCP と体制勢力としての LDP を示し

ている。図 6 の大阪はどちらもべき

分布にフィットしている。べき指数

Dmは LDP より JCP の方が小さい。

JCP の変革勢力としての発展と LDP

の体制勢力としての衰退を示してい

る。次に例数は少ないが、JCP と LDP

がともに指数分布を示す例である。 

図 7 の京都はどちらもべき分布から

外れ、指数分布を示す。得票率から見

ると JCP と LDP はともに強力であ

る。指数分布は、直接相手の勢力を大

きく減らすような闘争をせず、住みわけ的な関係にある。 
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図 8の岩手はどちらもべき分布から外れ、指数分布である。JCP の得票率が小さいので弱小勢力で発展

の初期にあり、LDP は体制勢力を安定に維持している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 考察 

地域別の歴史的得票率変動の分布が、べき分布と指数分布の並存を示し（図 1a,b）、NcRo と調和平均

が高い相関を示す（図 2）ので、地域を歴史的に見ても社会変革の過渡期にある。更に各地域の NcRoの

分布も両分布が並立している（図 4a、b）。 

ここでこれまでの結果を、歴史的（時系列）観点と地域的（空間的）観点から比較検討してみる。図

1 と図６のグラフは宮城県と東京都という 2 地域の歴史的得票率変動の分布を示している。JCP のべき

指数はそれぞれ 1.38と 1.42 である。全地域でも 0.63から 1.42の範囲である。又選挙毎の地域性を反映

した NcRo の歴史的分布のべき指数は 1.16 である。他方、図４a に示すように、地域の歴史を反映した

NcRo の地域分布はべき指数 3.61 と大きい値を示す。又選挙毎の JCP の各地域の得票率変動の分布は、

戦後 70余年で、べき指数 0.79 から 3.91の範囲をとっている。全体として歴史的べき指数は、地域的べ

き指数より小さい傾向が見られる。地域的に見るより歴史的に捉える方が情報エントロピーは増大し社

会変革が進んだ傾向を示す。しかし、図４のように選挙毎の歴史的 NcRo と地域別の空間的 NcRo を対

応する調和平均との相関を見ると良く重なっている。社会変革出力を地域的空間的解析した結果

と歴史的時系列解析の結果は異なるのか、あるいは一致するのか、更なる検討が必要であ

ろう。 

各地域の社会変革への状況は、図 5~8の 4つの場合が量的に把握できる典型例であるが、 

これらから得られる示唆と、具体的な政治情勢の知見を組み合わせることで、新しい展望

が描けるかもしれない。 
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