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概観と提言

このガイドラインは何か

　このガイドラインは、主観的幸福度データの収集と利用についての指針をま
とめたものである。各国統計局とその他の主観的幸福度データ生産者を、主観
的幸福尺度を設計、収集、公表する方法を示すことで支援することを目的とし
ている。さらに、このガイドラインは主観的幸福に関する情報を利用する人々
にも有益になるよう構成されている。
　ガイドラインは、主観的幸福尺度の妥当性に関する情報を提供している。主
観的幸福に関する情報を収集するための質問の開発にかかわる主な方法を論じ、
主観的幸福の測定における最良慣行を示し、主観的幸福度データの分析と報告
に関して助言を行っている。主観的幸福の様々な側面に関して原型となる質問
群も数多く収録している。
　このガイドラインは、正式な統計基準というよりは、最良慣行についての助
言と捉えるべきである。今のところ、主観的幸福に関する情報への関心の高さ、
また各国統計局がこのようなデータを収集できるかといった点で、各国間に隔
たりがある。したがって、このガイドラインの役割は、第一にデータ生産者が
利用者のニーズに応えられるように支援するべく、質が高く比較可能な主観的
幸福度データを生産する方法として現在知られているものをまとめることであ
る。OECDは政府の国際機関として、データの国際比較可能性を高めることに
特に関心を持っており、それは本書の主要目的の1つである。
　このガイドラインは、公式統計の中で主観的幸福の測定の一貫性を高めるこ
とを目的としている。特に、このガイドラインは次のことを意図している。
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●●質問の文言や調査の設計について最良慣行を提供することによって、各国統計局

が集める主観的幸福尺度の質を高める。
●●主観的幸福度データを集める場合の適切な頻度、調査枠組み（survey●vehicles）、

共変量（co-variates）についてガイドラインを設定することによって、集められ

たデータの有用性を高める。
●●各国統計機関が用いることができる共通概念、分類、方法を設定することによっ

て、主観的幸福尺度の国際比較可能性を高める。
●●データの利用者に主観的幸福度データの分析にあたって助言・支援をする。

主観的幸福とは何か

　主観的幸福の測定は、「幸せ（happiness）」を測ることに限定されていると
考えられがちである。実際には、主観的幸福には単なる幸せ以上の様々な概念
が含まれている。このガイドラインでは、比較的広義の主観的幸福が用いられ
ている。特に、主観的幸福は次のように捉えられている1。

　肯定的なものから否定的なものまで、人々が自分の生活について行うあらゆる

評価と、人々が自身の経験に対して示す感情的反応を含む良好な精神状態。

　この定義は包括的なものであり、この分野における研究によって一般に認識
されている主観的幸福の様々な面をすべて網羅することを意図している。何よ
りもまず、人々が自分の生活全体をどのように経験し、評価しているかを測る
ことが含まれる。しかし、このガイドラインではその他に、例えば財産状態や
健康状態についての満足度など、生活の特定側面に対する人々の経験と評価の
測定、さらに人生の「有意義さ」または「目的」（主観的幸福の「エウダイモ
ニア的」側面と呼ばれる）の測定についても、助言を行っている。したがって、
主観的幸福の定義には次の3要素が含まれる。

●●生活評価：ある人の生活またはその特定側面に対する自己評価。



15

概観と提言

●●感情：ある人の気持ちまたは情動状態、通常は特定の一時点を基準にして測る。
●●エウダイモニア（eudaimonia）：人生における意義と目的意識、または良好な精

神的機能。

　このガイドラインでは、健康状態の自己評価や、個人が大気の質をどう自覚
しているかといった客観的概念の主観的尺度は取り上げていない。この種の質
問を測るツールは「主観的」であるが、調査対象となっている事柄自体は主観
的ではなく、第三者による観察が可能である。しかし、財政状態や健康状態へ
の満足度のような、人々の生活の特定の領域に対する自己評価の測定について
は、助言も行っている。本書に収録されている主観的幸福の概念の特徴は、調
査対象となっている人だけが評価した、情動や精神的機能に関する情報を提供
できるということである。つまり、人々の個人的な見解のみが関心の対象だと
いうことである。

なぜこのガイドラインが作成されたのか

　「主観的幸福（well-being）」や「幸せ（happiness）」という考え方は、かな
り以前から生活の質の中心的要素と考えられてきた。しかし最近までは、この
概念は定量的測定の範疇ではないと考えられていた。しかしここ20年で、主
観的幸福は調査によって測ることができ、その尺度も妥当かつ信頼に足るもの
であり、政策策定にも有益な情報となることが、一連の証拠から明らかになっ
てきた。その証拠に、この分野における研究は飛躍的に増加してきている2。
　研究者と政策当局双方から主観的幸福への関心が高まってきたことを受けて、

『経済成果と社会進歩の計測に関する委員会報告（Report of the Commission 
on the Measurement of Economic Performance and Social Progress）』（Stiglitz 
et al., 2009）は、各国統計機関に主観的幸福度データを収集、公表するよう提
案した。特に、同委員会は次のように述べている。

　最近の研究によると、主観的幸福について有意義かつ信頼できるデータの収集
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は可能である。主観的幸福には、自分の生活の認知的評価、肯定的感情（喜び、

誇り）、否定的感情（苦痛、怒り、不安）という3つの側面が含まれている。主観

的幸福のこれらの側面には様々な決定要因があるが、あらゆる事例において、そ

の決定要因は人々の所得と物質的状態にとどまらない。……主観的幸福のこれら

の側面はいずれも別々に測って、より包括的に人々の生活の質を測り、その決

定要因（人々の客観的状態を含む）をよりよく理解できるようにするべきである。

各国統計機関は、主観的幸福に関する質問を各国の標準的な調査に組み込んで、

人々の生活評価、快楽的体験、生活の優先事項を把握すべきである。

　経済成果と社会進歩の計測に関する委員会の報告を受けて、主観的幸福の測
定を目的としたイニシアチブを開始する統計機関が増加した。
　主観的幸福は学術文献の中で幅広く研究されており、その中には主観的幸福
をどのように測定し、データをどのように集めるべきかということについての
考察も含まれているが、この研究を利用する各国統計局のための一貫性のある
ガイドラインは今のところ存在しない。公式の主観的幸福尺度を有用なものに
するために、これらの公式尺度は一貫した方法で集める必要があり、したがっ
て、採用すべき最良の方法について合意が必要である。これが、主観的幸福の
測定を巡って、現在までの最良の証拠に基づく、一般に受け入れられるガイド
ラインを開発する主な動機である。このガイドラインは、主観的幸福に関して
より多くの情報が入手できるようになるのに合わせて、改定していく必要がある。

このガイドラインはどのように用いるべきか

　このガイドラインは、独自の調査を開発しているデータ生産者にとっての資
料であるとともに、収集されたデータの国際比較可能性を高めるためのガイド
にもなることを目的としている。独自の質問を開発することに関心を持つ利用
者にとっては、このガイドラインは参考資料として利用できる。国際比較可能
性を重視する利用者にも、このガイドラインは現時点の推奨慣行についてより
具体的な提案をしている。
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　第1章では、測定される概念の概観を明らかにし、様々な種類の尺度の妥当
性と信頼性について明らかになっていることを評価している。主観的幸福のど
の側面を測るべきか、そしてその尺度をどの程度実験的なものとして扱うべき
かを決めるための情報を提供することを目的としている。第2章は質問と調査
の設計および実施に関する方法論の問題に焦点を当てている。このガイドライ
ンの方法論の部分は、主に主観的幸福に関する質問の開発に携わる調査設計者
を支援し、様々な測定効果に起因するバイアスを最小化するための戦略――質
問の文言だけでなく、調査の実施方法も含む――を明らかにすることを目的
としている。第3章は主観的幸福の測定における推奨慣行について論じている。
特に、標本と調査設計の問題について、その前に論じた方法論の考察から得ら
れた証拠に基づいて、実践的な提言を行っている。第4章では、主観的幸福度
データを公表する最良の方法と、この種のデータを分析するための指針を収録
している。
　このガイドラインの重要な部分は原型となる質問群で、第3章で詳しく紹介
しているほか、本書の附録Bに収録されている（質問群A～F）。利用者のニ
ーズと統計生産者が利用できる資源に違いがあることを認識して、このガイド
ラインでは、主観的幸福に関する情報の収集に単一のアプローチはとっていな
い。代わりに、6つの質問群を提供している。各質問群はそれぞれ主観的幸福
の異なる側面に着目している。
　質問群Aは国際比較可能性を最優先とする中核的尺度である。この尺度は
その妥当性と信頼性について最も多くの証拠があり、結果がよりよく理解され、
なおかつ政策への利用が最も進んでいるものである。質問群Aは生活評価と
感情双方の尺度を収録しており、各国統計機関はいずれもこれをそのまま実施
するよう奨励されている。1つしかない実験的なエウダイモニア尺度もこの主
要な質問群に含まれている。この中核的質問群を完全に収集することができな
い場合は、この質問群で概説している最も重要な生活評価尺度を最低限用いる
べきである。
　質問群B～Eはそれぞれ主観的幸福の異なる側面を取り上げている。これら
の質問群は、そのまま変更せずに用いられることが意図されているわけではな
いが、各国統計局が独自の調査票を開発するための資料になりうる。



18

　6つの質問群は次のとおりである。推奨として強調されているものについて
は、各国統計局にはそれをそのまま実施することが求められている。その他の
質問群についてはより詳細な調査票を開発しているデータ生産者のための資料
である。

●●世帯調査に推奨

質問群A　中核的尺度

●●世帯調査のための資料

質問群B　生活評価

質問群C　感情

質問群D　エウダイモニア的幸福

質問群E　領域別評価

●●時間利用調査に推奨

質問群F　経験的幸福

結論と提言

　本書には、多くの提言が収録されている。各章の提言の概要は以下のとおり
である。より詳細な情報が必要な場合、または提言がなぜそのような形をとっ
ているかに関心がある場合には、本文の各章を参照されたい。概要は4つのセ
クションに分けられており、本文の各章に対応している。各セクションは、報
告書の対応する部分の簡潔な概要と、該当する提言を収録している。

主観的幸福尺度の概念と妥当性（第1章）

　主観的幸福尺度の信頼性と妥当性およびそのデータの収集と分析にかかわる
方法論的課題については、豊富な証拠がある。実際、この問題に対する学術的
関心とこの問題の難しさを考えると、主観的幸福尺度の長所と短所に関する一
連の証拠は、公式統計の一部として定期的に収集されている多くの統計に関す
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る証拠よりも多いかもしれない（Smith, 2013）。主観的幸福尺度にはいくつか
の重大な制約があるが、この尺度を公式統計の「範疇外」と単純にみなしてよ
いとする確たる証拠はない。いくつかの方法論的制約はあるものの、主観的幸
福度データは、注意深く収集すれば、「目的適合性」という基本的な基準を満
たして多くの利用可能性がある。
　しかし主観的幸福尺度には、データの収集方法と潜在的に無関係な回答者の
性質によって受ける影響が、他の公式統計の場合よりも大きい領域もある。こ
れによって主観的幸福尺度が無条件に否定されるという意味ではないが、次の
2つの重要なポイントが浮かび上がってくる。第一に、主観的幸福の公式デー
タは、できれば試験的なデータとして収集されるべきで、それによって未解決
の方法論の問題をいくつか解決する糸口が見つかる可能性がある。第二に、最
も重要な方法論の問題の性質に関する情報を、主観的幸福度データの生産者が
利用できるようにすべきであり、これらの問題に対処する共通のアプローチを
開発すべきである。
　主観的幸福尺度の質に関する主なポイントについては、以下、関連性、信頼
性、妥当性という見出しで、その概要を説明する。

関連性
　主観的幸福尺度には、様々な潜在的な活用方法があり、利用者がいる。これ
らは次の4つに分類することができる。

●●他の成果指標を補完する。
●●主観的幸福を高める要因となるものをよりよく理解する。
●●政策評価と費用対効果分析、特に非市場的成果が含まれる場合のそれを支援する。
●●政策に内在する問題点を明らかにする。

信頼性
　信頼性は、ある統計が一貫性のある結果を出せるかどうか（つまり信号対雑
音比が高いかどうか）ということを指す。
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●●主観的幸福尺度の再現性のスコアは、教育や所得などの一般に収集されている統

計の場合と比べると、総じて低いが、（家計支出のような）より難しいと考えられ

ている経済概念のスコアよりは高い。
●●生活満足度指数といった、複数項目から構成され、より信頼できる主観的幸福尺

度は信頼性も高くなるが、人口統計や教育統計に比べると、まだ低い。
●●各国平均をみると、生活満足度は一般に信頼性の許容範囲の閾値内に十分に収ま

っている。
●●感情の尺度は予想通り、信頼性が評価的尺度の場合よりも低い。それは心的状態

はより頻繁に変化するものだからである。
●●エウダイモニア的幸福の尺度の信頼性に関する証拠は、比較的少ない。

妥当性
　妥当性とは、ある指標が測定対象に内在する概念をどの程度把握しているか
ということである。

●●生活評価と感情の双方の尺度が妥当な情報を捉えていることは、過去の証拠から

明らかである。
●●エウダイモニア的幸福の尺度の基礎となる証拠はそれほど明確ではない。「意義」

や「目的」に関連する特定の指標は、他では得られない有意義な情報を捉えられ

ることは明らかだが、エウダイモニアの全体像はもっと曖昧である。つまり、こ

のような尺度の妥当性を確かなものにするには、さらなる研究が必要である。
●●主観的幸福尺度の妥当性には様々な問題による制約があるが、その問題の多くは

目的適合性への影響が限定的である（つまり最終的な結論には実質的に影響しな

い）か、または適切な調査設計とデータの慎重な分析と解釈によって対処するこ

とができる。
●●文化的要素は多変量解析（multi-variate●analysis）に実質的にバイアスをかけ

ないという証拠があるが、主観的幸福の水準を国際比較する際には慎重でなけれ

ばならない。
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主観的幸福測定の方法論的考察（第2章）

　調査に基づく他の尺度と同様に、主観的幸福度データも採用された測定手法
の影響を受ける可能性がある。バイアスのリスクを最小限に抑えることでデー
タの質を最大に高めることが、調査設計の最優先課題である。調査の運営方法
が異なるデータ間の比較可能性も、留意しなければならない必須事項である。
時系列または回答者グループ間のデータの比較可能性を確保するために、この
ガイドラインでは可能な限り一貫した測定アプローチを、すべての調査手法、
調査期間（ウェーブ）、国の間で採用して、異なる方法論を導入することで生
じうる余計な差異を抑えることを支持している。もちろん、方法論的要素を検
証するという明らかな目的のために試験的統計を収集する場合は、例外である。
この場合、調査設計の要素を1つずつ系統的に変えることが重要である。

提言：質問の文言と回答形式
●●調査設計という点で、質問の文言が重要な問題であることは明らかである。そし

て比較可能な尺度をとるには、比較可能な文言が必要である。したがって、国際

比較可能性を確保するには、効果的な翻訳手続きが特に重要になってくる。
●●参照期間の長さは、感情の尺度にとって重要である。実際に経験した感情の正確

な報告を得るという観点から、24時間前後またはそれ未満の期間についての報

告が奨励されている。評価的測定とエウダイモニア的幸福の測定は比較的長期間

にわたる複合的心象を捉えることを目的としているが、理想的な参照期間につい

ての証拠は少ない。
●●回答形式が多様だと、データの質と、複数の調査方式間の比較可能性に影響する

可能性がある。評価的尺度の場合、0～10の数値目盛りに（「非常に満足／非常

に不満」などの）概念上の絶対値を表す言語ラベルを用いることは実証的に裏付

けられている。総合的に考えれば、目盛りの間のポイント（アンカーの間）には

言語ラベルではなく数値ラベルを付ける方が望ましい。
●●回答カテゴリーの並び順は、電話での面接や、各回答カテゴリーに言語ラベルが

付けられている場合には特に重要になる可能性がある。数値目盛りの場合は並び
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順はそれほど重要ではないが、最低（例えば、0）から最高（例えば、10）まで

の選択肢の提示の仕方が一貫していれば、回答者の負担を減らせるかもしれない。
●●感情の尺度の場合、単極型尺度（「まったくない」から「いつもある／完全にある」

のような1つの構成概念だけに焦点を当てた連続的尺度）が望ましい。これは概

念上の理由から、肯定的感情と否定的感情を別々に測る方が、単一の両極型質問

（「非常に悲しい／非常に幸せ」）に統合してしまうよりも便利だからである。生活

評価とエウダイモニアについては、尺度の両極性についての証拠は少ない。得ら

れた情報によると、両極型尺度でも単極型尺度でも生活評価尺度の結果は非常に

近いものになるが、両極型尺度は評価的質問が否定的な枠組みとなっている場合、

回答者に混乱を与える場合がある。

提言：質問の並び順と文脈効果
●●質問の並び順の効果は非常に大きい問題になりうるが、他の影響を受けやすい

調査項目よりも前に主観的幸福に関する質問を配置することで、解決できる可能

性もある。それができない場合は、冒頭説明またはその他の質問を用いることで、

文脈の影響を緩和することができる。
●●並び順の影響は、主観的幸福の一連の質問の中にも存在する。質問群には、一義

的な評価的尺度を1つだけ含み、一般的な質問から特殊な質問の順に並べ、肯定

的感情と否定的感情を一貫性のある順序で並べるべきである（否定的な質問を先

に配置することがそれに続く肯定的な質問への回答を歪める、またはその逆が起

こるリスクを削減するためである）。

提言：調査方式とタイミング
●●異なる調査方式を用いると、主観的幸福度データに違いが出る可能性がある。し

かし、その違いの有意性と程度は、研究によって大幅に異なる。調査方式を選ぶ

際に考慮されたトレードオフを前提とすると、どれが一番良いとは、明確には言

えない。しかし、データの質という点で言えば、直接会って行う面接には多くの

利点がある。
●●複数の調査方式を用いる場合、異なる調査方式ごとに質問の提示の仕方を大幅に

改定しなくて済むような質問と回答形式を選ぶことが、データ比較可能性にとっ
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て重要である。調査方式の詳細は回答と一緒に記録されるべきで、データ全体へ

の調査方式の影響は系統的にテストした上で報告される必要がある。これは、標

本の特性が調査の回答方法に影響を及ぼす可能性がある場合（例えば、地域の違

いや人口統計学的属性の違い）に特に重要である。
●●調査が行われた曜日や調査時間の前後に起こる日々の出来事など、より広い調査

環境における様々な側面が感情の尺度に影響を及ぼす可能性があるが、これは誤

差とみなすべきではない。まれな、または重要な出来事が生活評価に影響を及ぼ

す可能性があるという証拠は、いくつか存在する。したがって、様々な日に調査

を行うことが重要である。データの比較可能性は、調査日が平日か週末か、休日

か、どの季節か、その割合について一貫したアプローチを採用することで、改善

できる。

提言：回答の癖と国際比較可能性
●●回答の癖が各国間または一国内の人口のサブグループ間で体系的に異なっている

場合、データ解釈上の問題となる。しかし、これはすべての自己申告指標に当て

はまることで、主観的幸福尺度だけが影響を受けるとは言えない。
●●回答の癖によってもたらされるバイアスに対処する現段階で最良のアプローチ

は、確固とした調査設計の原則を採用して、回答者が質問に答える際に特徴的な

回答の癖や経験則（ヒューリスティクス）に頼るリスクを最小化することである。

この原則には、解釈・理解しやすく、記憶への負担が最小となる質問を選ぶこと、

また回答者の意欲を促進するように調査を構成・導入することが含まれる。

結論：方法論についての考察
　主観的幸福度が異なる測定条件の下でどのように変わるかということについ
て非常に多くのことが知られているのは、おそらくその活用に懸念があるから
だろう。主観的幸福に関する質問は多種多様な方法で試行されてきたが、それ
がその質問の強みと制約をよりよく理解しようとする人々に確たる科学的根拠
を与えている。しかし、主観的幸福を測る「最適な」方法については、まだ問
題が残っている。各国統計局は、大規模かつ国全体の代表標本が求められる質
問に回答できるデータを提供することによって、その科学的根拠を改善すると
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いう、他の機関では果たせない役割を担っている。

主観的幸福の測定（第3章）

　この章では、主観的幸福を測る最良慣行を収録している。測定対象となる概
念の範囲と、それらを測定するための最良のアプローチの双方を取り上げてい
る。この中には、標本設計、調査設計、データ処理とコード化、調査票の設計
といった問題が含まれている。

調査枠組み
　主観的幸福尺度は幅広い場面に関連する。進歩を観察する上で特に重要なの
が、このような尺度を総合世帯調査や一般社会調査に含めることである。時間
利用調査は、感情とそれに先行する事象に関する詳細な情報を集めるための主
要な調査枠組みである。しかし、その他の世帯調査からも感情に関して有益な
情報を集めることは可能である。
　主観的幸福尺度はまた、犯罪被害調査、健康調査、特定事項の調査にも関連
がある。特に特定事項の調査は、主観的幸福の複数の側面をより詳細に掘り下
げて調べる上で優れた枠組みである。しかし、「単発」という性質のため、幸
福（well-being）の変化を時間を追って観察するには用いることができない。
　パネル調査に主観的幸福尺度を含めることは、主観的幸福の因果関係とそれ
を促進するものを調査する上で重要である。

その他の集めるべき情報：共変量と分析的変数
　主観的幸福度データと併せて集めるべき共変量の適切な範囲は、関心のある
主観的幸福の側面および調査課題によって様々である。それでも、主観的幸福
度データと併せて収集されるべき最も重要な情報に関して一般的なガイドライ
ンを示すことは可能である。

●●人口統計学的属性：年齢、性別、結婚歴（法的結婚歴と社会的結婚歴）、家族構成、

子どもの数、世帯規模、居住地情報。
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●●経済状態：世帯所得、消費、貧困、住居の質。
●●生活の質：雇用状態、健康状態、仕事と生活のバランス、教育と技能、社会との

つながり、市民参加とガバナンス、環境の質、個人の安全。
●●心理的尺度：将来の夢と希望。これは個人が自分の生活を評価または感情を報告

する際に用いる基準枠の一部を形成するものである3。

時間利用日誌
　世帯調査に適していると認められた尺度はいずれも等しく時間利用調査に適
しているが、時間利用日誌を用いることで、標準的な世帯調査では不可能な追
加的共変量の情報を集めることができる（例えば、ある活動を誰とどこで行っ
たかを表す活動度分類）。これは感情のような主観的幸福の側面に関する情報
が、日誌そのものの中に集められるので、特に有益である。

対象となる母集団
　主観的幸福尺度の対象年齢層は、調査プログラムの目的によって様々である。
例えば、退職後所得政策に関する調査の場合には、対象を65歳以上の人に限
定することが妥当と考えられる。しかし一般には、主観的幸福尺度は通常成人
全員（年齢15歳以上）を対象にする。

●●いずれの場合も、標本抽出枠は、すべての個人が1人ずつ面接されたかのような、

個人または世帯の代表標本を作成しなければならない。
●●子どもは11歳から、生活評価と感情状態を測る質問に答えられることが、過去

の例からわかっている。
●●代理回答は、所得、婚姻状態、年齢などの一部のデータには適しているかもしれ

ないが、主観的幸福尺度には適さない。

調査頻度と期間
　幸福を観察するために用いられる最も重要な中核的尺度について、最低でも
年に1回調査を行うことが必須である。
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●●理想的には、調査は1年以上にわたって行われ、休日を含むすべての曜日を含む

のが望ましい。
●●1年間調査を行うことが不可能な場合、調査がすべての曜日にできる限り均等に

行われるようにすべきである。

標本規模
　主観的幸福のいずれのトピックについても、標本規模は大きい方が望ましい。
それによって推計の標準誤差を減らし、より正確な推計が可能になるとともに、
統計母集団のサブグループ間のクロス集計表の作成と分析をより自由に行える。

調査方式
　データの質という点で、カードを示しながら行うコンピュータ支援型個人面
接（CAPI）が、今のところ主観的幸福度データの収集に理想的な方法と考え
られる。

●●他の面接方法、例えば、コンピュータ支援型電話面接（CATI）やコンピュータ支

援型面接法（CASI）が用いられる場合、データ生産者は調査方式の影響を推計で

きる情報を収集することが重要である。
●●特に各国統計機関は、主観的幸福の中核的尺度への回答に様々な調査方式が及ぼ

す影響をテストし、その結果をCATIやCASIの結果とともに公表すべきである。

質問の配置
　ある調査内での質問の配置は、回答に重要な影響をもたらす可能性がある。
この影響は、いくつかの対策をとることで、最小化することができる。

●●主観的幸福に関する重要な質問を調査票の始めの方に置く。調査票の始めの方

に質問を置いても、文脈効果から生じる問題をすべて解決できるわけではないが、

これが今ある最良の方法であり、可能な限り実施すべきである。特に、国際比較

または時系列的比較が不可欠な主観的幸福の中核的尺度について、これらの質問

は回答者の調査への参加を決める選別用の質問の直後に配置すべきである。附録
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Bに含まれる中核的尺度の質問群は調査票の最初に配置されることを意図してい

る。
●●主観的幸福に関する質問を、強い感情的反応を引き出しやすい質問の直後に配置

しない。回答者が主観的幸福に関する質問への回答を決める際に経験則（ヒュー

リスティクス）を用いてしまうかもしれないからである。その中には、所得、社

会との関わり、就業状態、犯罪被害、政治的信条、その他社会的階層を示唆する

質問が含まれる。主観的な質問の前に置くのにふさわしい質問は、比較的中立的

で事実を述べる人口統計学上の質問が望ましい。
●●つなぎとなる質問を用いて、回答者の注意を再び喚起する。前の質問によって

生じる文脈効果に対処するために用いられたテクニックの1つは、回答者の注意

を自分の生活に向けるように設計された、つなぎの質問を用いることである。し

かし、つなぎの質問はそれ自体が文脈効果をもたらす可能性もある。例えば、回

答者自身の生活に注意を向けさせることで、その後に続く生活全体に関する質問

に回答するときにも、回答者が個人的な人間関係や家族に注目するかもしれない。

効果的なつなぎの質問を開発することが、今後の優先課題の1つである。
●●導入文を用いて、質問のトピックを区別する。各質問またはトピックの前に言葉

を選んだ文を挿入すると、主観的幸福尺度と繊細な質問の間の緩衝になりうる。

しかし、そのような導入文の効果または最適な表現については、証拠がほとんど

ない。本書の附録Bに収録されている原型となる各質問群には、標準的な導入文

が挿入されている。異なる種類の導入文の影響について、さらなる認知テストま

たは実験に基づいて分析を行うことが有益である。

質問の選択
　既存の質問に何らかの変更を加える場合は、同時期に類似の標本を用いて段
階的に行うことが奨励されている。そうすることで、変更の影響をもれなく文
書化して検証することができる。これによって方法論を変更した場合の影響を
考察することができ、その前のデータセットを調整するための情報を統計局に
提供できる。
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翻訳
　質問の文言は、人々の主観的幸福に関する質問への回答に大きくかかわるの
で、質問の翻訳は非常に重要である。翻訳によって生じる可能性のある問題を
すべてなくすことはできないが、効果的な翻訳プロセスによって管理できる。
したがって、一度別の言語に翻訳されたものを元の言語に翻訳し直す作業も含
めて、翻訳プロセスを頑強なものにすることが不可欠である。

面接者の訓練
　主観的幸福に関する質問への回答者の態度にかかわるリスクを管理するため
に、面接者はその質問で測ろうとしている概念だけでなく、収集された情報が
どのように使われるかということについても、よく把握していなければならな
い。面接者は回答者と良好な関係を築くことが必須で、それによって回答者の
信頼とデータの質が高まる。
　主観的幸福尺度は、回答者が回答する上では比較的問題が少ない。生活評価
でも感情の尺度でも、回答拒否率は低い。しかし、統計提供者は回答者を悩ま
せる質問にかかわるリスクをうまく管理する方法を考えるべきである。このよ
うなリスクは主にエウダイモニアに関する質問に付随するもので、該当する回
答者の割合も少ないため誇張すべきではないが、効果的に対処する必要はある。

主観的幸福度データの公表と分析（第4章）

　主観的幸福度データの分析に関して奨励されることを簡潔に一覧にすること
は、ほとんどの助言がその分析の目標に対応しているため、容易ではない。そ
れでも、主観的幸福度データの公表に関しては、以下のとおりいくつかの提言
ができる。

●●主観的幸福度データを他の幸福尺度を補完する目的で用いるには、統計情報の生

産者は大規模な代表標本から質の高い国全体を網羅したデータを定期的に収集し

て公表する必要がある。
●●特に国の調査結果を報告する際には、用いられている指標の詳細な解説を提供す
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ることが重要である。その中には、調査対象の構成概念や「幸福感（happiness）」

の他に何が反映されているか等が含まれる。
●●データを公表する際には、主観的幸福度データの水準と分布の双方の情報を含め

るべきである。

主観的幸福度データの中心傾向と水準を報告する
　平均値、中央値、最頻値といった中心傾向に関する要約統計量は、ある母集
団の中の主観的幸福度データの水準を1つの数で明らかにし比較するには有益
な方法である。水準に関する情報も、該当する母集団の割合が特定の閾値を上
回ったか下回ったかという形で公表される場合がある。閾値に基づく尺度は、
専門家ではない人々にとって簡潔に結論を知ることができる有益な方法である。
しかし、閾値はよく考えて選ばなければならない。閾値に基づいて報告すると
歪みを生み、データの重要な変化を隠してしまう恐れがあるからである。

●●平均値は主観的幸福の水準を表す要約統計量として有益である。
●●可能であれば、平均値と、閾値を上回った、または下回った母集団の割合の双方

を、公表データに含めるべきである。
●●閾値に基づいてデータを公表する際には、閾値を上回る、または下回る母集団の

割合の変化が、分布全体の変化からみえてくる全体像と一致しているかを確認す

ることが重要である。閾値の選択についても解説を付けるべきである。

主観的幸福度の分布を報告する
　主観的幸福尺度に関しては回答オプションの数が限られているため（このガ
イドラインで提案されているほとんどの質問では0から10）、データ公表の際
に回答の全体的な分布を示すことも可能である。

●●ばらつきの要約尺度が必要な場合、四分位範囲（第1四分位数にある各値と第3

四分位数にある各値の間の差）または2つの分位点間のポイント差（例えば、90

パーセンタイル値と10パーセンタイル値の差）が望ましい。
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主観的幸福度データの分析
　主観的幸福度データの分析に関して奨励されることを簡潔に一覧にすること
は、ほとんどの助言がその分析の目標に対応しているため、容易ではない。し
かし、このセクションでは以下のトピックを取り上げている。

●●主観的幸福の記述統計の分析と解釈の問題。この中には、経時的変化の解釈、異

なるグループ間の差、国際比較を行う際の文化的「バイアス」のリスクなどが含

まれる。
●●幸福（well-being）の要因の分析。共通手法分散、欠落変数、逆の因果関係と二

方向の因果関係、基準枠組みの効果、快楽の適応（hedonic●adaptation）とい

った問題の管理が含まれる。
●●政策オプションの評価、設計、審査の情報源として、主観的幸福度データがどの

ように用いられるのか。費用対効果分析に主観的幸福度データを用いる可能性も

含まれる。

今後の研究への期待

　このガイドラインは、主観的幸福の測定についての「最終決定」を目指して
いるわけではない。生活全体の満足度に関する質問のような、主観的幸福のい
くつかの側面はよく理解されているものの、その他の重要と考えられる尺度で
も今のところ証拠となる基盤が非常に弱い。主観的幸福の根拠の開発が、今後
数年で急速に進むことが期待されている。特に、各国統計局が定期的に主観的
幸福度データを収集、公表し始めると、より良いデータが入手できて多くの方
法論の問題が解決されると考えられる。そして、知識量が増えて主観的幸福度
データの政策的な利用も増えるだろう。
　今後数年かけて主観的幸福の測定に関する進歩を再考察することで、このガ
イドラインについて引き続き追跡研究が行われることになっている。このガイ
ドラインを更新する必要があるか、またより大規模に国際標準を作成する方向
に向かうことが可能かつ望ましいかを決定することを視野に入れている。その
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意図するところは、この見直しが各国統計局によって集められた情報に基づい
て、主観的幸福測定のためのより公式性の高い国際標準の設定に向かう可能性
を検討することである。

注
1. ここで用いられている定義は主にDiener et al.（2006）から引用したものである。
2. 1990年代には、EconLitデータベース所収の雑誌に収録された幸せ、あるいはそ

れに関連する主題の記事の掲載数は、平均で年間5件未満であった。2008年までに、
その数は年間50件以上にまで増加した。

3. 「基準枠」とは、回答者が自分の生活または感情について判断する際の比較の基準
となる状態またはグループのことである。他者の生活についての知識と自分の先
行経験とは、回答者が現状について下す判断の基礎に影響を及ぼしうる。


