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要約

目的：インフルエンザ予防接種に関しては、 という観点からの分析が行わ

れてきた。しかし、多くの先進国では、強制的に接種を義務づけらておらず、個々人の自

発的な意思で接種を受けている。本稿では、人々の選択という経済学的な視点から予防接

種を分析する。

方法：独自に実施したアンケートを用いて２つのアプローチから分析を行う。まず一つ目

のアプローチは、実際の行動に関する分析であり、これは実際にこの２シーズン（

シーズンと シーズン）での予防接種がいかなる要因によって決まるかを分析するも

のである。二つ目のアプローチは である。これは、費用をはじめ様々な

仮想的な状況における需要や選択を尋ねるものであり、本稿の文脈では価格、利便性、流

行情報からなる仮想的な状況における接種希望の有無を尋ねる。

成績：実際の行動の分析では以下のことが明らかになった。 シーズンはその前の

シーズンよりも接種確率が ポイント増加している。他方、昨シーズンインフルエンザ

に罹患した人はしていない人と比べて ～ ポイント増加している。また、昨シーズン

予防接種を受けた人は、 ～ ポイント増加している。世帯所得は最も多くの標本を使っ

た場合でのみ有意で、 世帯所得が高いと ポイント接種率が低くなることが示唆さ

れる。その他の場合では有意でないので強い証拠とは言えないが、接種するためにかける

時間的費用 機会費用 によって、接種率が影響を受けていることが確認される。

では費用に関してはいずれも負で有意であり、現行の 円が仮に無料になった

場合には ポイントの接種率向上になる。休日・夜間あるいは職場・学校での接種が

可能になった場合にはそれぞれ ポイントの接種拡大に寄与する。むしろ、大流行

の情報が流れた場合には ポイントの増加と非常に大きな影響力を持つ。予防接種経験

と昨シーズンのインフルエンザ罹患経験はいずれも正で有意で、それぞれ ポイント、

ポイント程度接種を増加させる。

結論：実際の行動の分析では、 シーズン、インフルエンザ罹患経験、予防接種経

験が接種に影響を与えていることが明らかにされた。また、 では、休日・



夜間あるいは職場・学校での接種が可能になった場合、大流行情報が流れた場合に予防接

種率が増加した。所得が有意に接種率を下げることから、機会費用が重要であることが示

唆された。また、予防接種経験による効果は大きいことが確認された。



はじめに

インフルエンザが、直接、間接に死亡の主要な要因になっていることはよく知られている。

これは総死亡における超過死亡という概念で捉えられており、アメリカのＣＤＣをはじめ、

世界的にもインフルエンザの猛威を示す指標として監視されている 。日本において

も単純な定義によるものが従来から研究されているが 、より有効な指標を作成する試み

がなされている 。これによれば、 年 月に 人、 年 月に 人、 年

月に 人の超過死亡を観察している。

インフルエンザに対する対応としては、近年ザナミビルやオセルタミビルといった特効

薬の開発、認可が行われているが、予防、重症化阻止という観点、あるいは

という観点からも、予防接種が最も有効な対応策であることは論を待たない。その有効性

は、従来は の観点から、単純にインフルエンザ治療による医療費あるいは超

過死亡と、予防接種の製造、接種費用とを比べた単純な分析であった 。これらは、

強制的に接種を義務づけられるような環境においては有効な議論と言えようが、現在の先

進国においてその可能性は低い。むしろ、自発的に接種するような政策的誘導を議論する

方が遙かに実際的に有効な議論であろう。しかし、自発的な行動を想定した時点で、予防

接種の進行はもはや医学的あるいは公衆衛生上のみの問題ではなく、人々の判断、選択を

扱う経済学的な問題と変質している。残念ながら、そうした選択もしくは需要という観点

から、予防接種をあつかった研究は国際的にも多くはない。例外的な研究 では予防接種

需要と労働供給の同時推定から前年度の流行、教育、保険、機会費用が高いほど予防接種

をうける傾向があることを明らかにしている。ただし、 モデルを用いて

いる点、また同時推定の妥当性についても疑問が残る。

本稿では、独自に実施したアンケートを用いて２つのアプローチから分析を行う。まず

一つ目のアプローチは、実際の行動に関する分析であり、これは実際にこの２シーズン

（ シーズンと シーズン）での予防接種がいかなる要因によって決まるかを分

析するものである。分析の目的上、実際に接種したかどうかがもっとも正確なデータであ

ることは当然のことであるが、実際には接種率が低く、また誰が接種しているかを先験的



に知ることはできないので、十分に信頼に足るデータを収集することは困難である。そこ

で代替的にとった手法が２つめのアプローチとして用いる である。これ

は、費用をはじめ様々な仮想的な状況における需要や選択を尋ねるものであり、本稿の文

脈では価格、利便性、流行情報からなる仮想的な状況における接種希望の有無を尋ねる。

これは、実際の行動ではないために希望しながらも、実際には接種しない可能性が否定で

きないが、そのことを留意すれば、需要予測には有効な手法となりうる。

本稿は以下のように構成されている。次節でデータを提示する。第３節では実際の接種

に関する分析をまとめる。それは本稿でのもっとも大きな標本上での分析と、成人のみを対

象とした労働所得、就業状態、学歴等より細かい情報を利用しての若干小さい標本上での

分析からなる。第４節では、 をまず概説し、その上で

に基づく分析をまとめる。最後に残された課題をまとめておく。

データ

本稿で使用するデータは、１９９９年１２月に首都圏（東京、神奈川、埼玉、千葉）と関西

地区（大阪、京都、奈良、兵庫）において行われた調査から得られたものである。調査対象

は調査会社とモニター契約を結んでいる世帯である。調査票の総配布数は１３００（首都

圏が７８０、関西圏が５２０世帯、有効な回収は１２４２（首都圏が７３９、関西圏が５０

３）世帯である。モニターは二層化抽出法により全人口から抽出されている。しかしなが

らモニター契約を結ぶか否かは世帯の判断なので偏りが生じる可能性がある。実際に、失

業世帯が含まれない、自営業者が少ない、比較的高所得世帯に若干偏る事が知られている。

しかしながら後で説明するようにデータは直接比較されるものではなく、推定式を通じて

解析されるので、そうした偏りの多くは年齢や世帯所得といった説明変数でコントロール

されていると考えられる。もちろん、そうした説明変数によっても制御できない本質的な

偏りの可能性を完全に排除する事はできないが、それはむしろ標本設計や標本数の問題で

あり、本稿の分析では対応する事は難しい。またその偏りの方向性を事前に知ることも困

難である。もちろんこの点に関して結果の解釈にあたって留意が必要である事は言うまで



もないが、結果の頑健性を確かめるさらに大規模な調査が必要であろう。なお、有効回答

における年齢構成は母集団と等しくなるように設計されている。

調査は主に世帯票と個人票に分けられる。世帯票は主に主婦によって記入され、世帯全

員の情報が網羅される。他方、個人票は世帯の各成人世帯員によって記入される。したがっ

て、未成年者はもちろんのこと、高齢者やその他事情により協力を得られない世帯員が少

なからず存在していることに留意しておく必要があろう。ちなみに世帯票で記載のあるの

は４２８２人、個人票での記載があるのは２７８７人である。なお以下の分析では、用い

る期間（ シーズンと シーズン）の両方に回答していない場合や、説明変数の

欠損値の有無などにより、標本数は実際に記載のあった人数より少なくなっている。また、

表２と表４では２シーズンのデータを使用しているので、標本数が人数の約２倍になる。

世帯票では、年齢、性別、慢性疾患の有無、世帯所得、資産、持ち家、予防接種の状

況、 シーズンにおけるインフルエンザ罹患の状況が含まれている。インフルエンザ

罹患は自記入つまり自覚による。したがって、医学的に正確であるとは限らない。むしろ、

ここでは医学的な正確さよりも本人がいかに認識しているかが問題であり、正確性よりも

主観性が重要である。また、自記入による不正確さは、それが被説明変数ではなく説明変

数として用いられるために、つまり罹患率そのものの分析ではないために、大きな問題に

はならないと考えられる。個人票では、就業状態、労働所得、学歴等に加えて予防接種に

関する のための仮想的設問が含まれている。したがって以下で行う実際

の接種の分析でも、もっとも多くの情報が利用できる世帯票のみの分析と、労働所得、就

業状態、学歴まで含めた個人票を併用しての分析に分けて行う。

表１には記述統計量がまとめられている。上段の変数群が世帯票に基づく部分である。

中段の変数群が個人票に基づく部分である。最後の予防接種希望は、 で

様々な条件下での接種希望を示している。



実際の接種に関する分析

全標本での分析

被説明変数は第 個人が第 期（ シーズンあるいは シーズン）に予防接種

を受けた場合 、受けていない場合 となる二値変数である。説明変数は年齢

、年齢と６ 歳以上ダミーの交差項 、性別（女性の場合１、男性の場合 ） 、慢

性疾患ダミー 、世帯所得（対数値） 、世帯純金融資産 、持ち家（一戸建て） 、

持ち家（マンション） 、 シーズンダミー である。推定式は、

　

である。

次に、昨シーズンのインフルエンザ罹患経験と昨シーズンでの予防接種経験が今シーズ

ンでの予防接種行動に及ぼす影響を検討するために、標本を シーズンに限定した分

析を行う。つまり、推定式は（１）式から を除き代わりに シーズンにインフルエ

ンザに罹患している場合に１、そうでない場合に となる 、また シーズンに予防

接種を受けた場合に１、そうでない場合に となる を加えた

　

となる。推定方法はいずれも不均一分散に頑健な 推定法を用いる。 式の推定

結果はそれぞれ表２と表３にまとめられている。なお、推定結果の評価に当たっては有意

水準を経済学の伝統に従い 基準とするが、表では異なる基準での解釈の為に確率値も



記載している。また、量的な把握に ポイントの変化という表現を用いるが、これはも

ともとが である確率が になることを指す。

表２と表３はほぼ同じ傾向で年齢はいずれも有意で、 歳までは年齢を重ねるに従い接

種確率が減少（ 年間で ～ ポイント減少）、 歳以降は増加（ 年間で ポイ

ント増加）する。慢性疾患では循環器系のみが有意で正で、 ポイント増加させる。ま

た、関西は関東よりも接種率が ～ ポイント低い。 シーズンはその前のシー

ズンよりも ポイント増加している。他方、昨シーズンインフルエンザに罹患した人は

していない人と比べて ポイント増加している。注目すべきは昨シーズンの予防接種を

受けた人は、 ポイントも接種確率が増加する点である。

世帯所得は表 でのみ有意で、 世帯所得が高いと ポイント接種率が低くなる。

所得はその個人が直面している時間の価格であると経済学的には考えられるので、高所得

者は実際の費用の他に高い時間的な費用を負担していることになる。表 では有意でない

ので強い証拠とは言えないが、接種するためにかける時間的費用 機会費用 によって、接

種率がその影響を受けていることが示唆される。

成人のみ標本を用いての分析

さらに個人票の情報を用いて、より詳しい分析を行う。具体的には、本人の労働所得（対

数） 、本人の労働所得を除く世帯員一人当たり所得（対数） 、学歴ダミーベクトル 、

該当する職種の場合には１、そうでない場合には となる職種ダミーベクトル を加えた

　

と、 式に対応する



　

である。推定結果はそれぞれ表４と表５にまとめられている。それによると全標本とは大

きく異なり年齢あるいは 歳以上年齢は有意ではない。性別では女性の方が ～ ポ

イント接種率が高い。慢性疾患では全標本の場合と異なり神経系、消化器系が有意な場合

もある（主に表４）。また、有意な地域差は認められない。学歴では専門学校のみが正で有

意である。

他方、昨シーズンインフルエンザに罹患した人はしていない人と比べて ポイント増

加している。また、昨シーズン予防接種を受けた人は、 ポイント増加している。受け

ていない人と比べてこうした傾向は全標本と同じである。

就業状態、職種、労働所得、その他の所得はいずれも有意ではない。したがって、機会

費用による接種率への影響は確認されない。他方で、持ち家（マンション）が有意に接種

率を高める傾向にある。

に関する分析

についての概説

本稿では、 と呼ばれる手法を用いる。これは、アンケート調査を用いて

財やサービスに対する個人の効用を表明させる技法の一つである。具体的には、

いくつかの想定的なシナリオとそれにともなう選択肢からなる質問を作り、最も好む

選択を回答させる。

想定シナリオや個人属性を説明変数、選択行動を被説明変数にして統計モデルを推

定し

効用の変化や代替性を測定する



という手順からなる。従来、医療経済学の分野では、新薬や新技術の便益を評価する際に、

患者に対するアンケートから、 と呼ばれる方法を用いて便益金額を計

算したり、 や あるいは 等の方法により患者

の効用水準を測定することが行なわれてきた。しかしながら、これらの手法は理論的にも

技術的にもさまざまな問題を抱えている。例えば、 により得られる金額

はもちろん効用水準とは異なる概念であるし、 、 、

もそれぞれ正確に効用水準を測定しているとは言いがたい。また、そもそも序数的

な効用概念に従えば、効用水準は個人間で比較したり集計したりすることが可能かという

理論的問題もある。これに対して、 では、直接に効用水準をみるのでは

なく、効用の差によって選ばれる選択行動をみているので理論的な問題点を回避している。

また、 に比較して、選択することを前提としておらず、さらに経済学

的にもまた多くの実際の意思決定の場面とも整合的に価格を所与としているなどの利点も

ある。さらに、統計モデルを用いて推定するために、説明変数の変化に対する政策シミュ

レーションを直接的に行うことができる。

このように は従来の手法に対して優れていると考えられているが、ア

ンケート調査を用いて想定的な行動を質問している以上、想定質問を用いることによる誤

謬が存在すると考えられる。その誤謬は、実際の選択行動ではなく「選択行動を想像する

ことに伴う誤謬」と「想定的シナリオの想像しにくさに伴う誤謬」の２つに分けることが

できると考えられる。両者を明示的に区別し、それぞれの誤謬に対しても分析を行なった

研究 によると、両者の誤謬は無視し難く大きく、特に「想定的シナリオの想像しにくさ

に伴う誤謬」は非常に重要であり、想定的質問を用いることによる問題点を定量的に評価

している。しかしながら、そうした問題点を一般的に評価することは現時点では難しく、

の今後の大きな課題であると言えよう。本稿においてもそれは同様で、

実際の行動とのずれを補正することが必要である。また、その信頼性を高めるためには継

続的でより大規模な調査、研究が不可欠である。

従来、 は、環境経済学や交通の経済学の分野で主に用いられてきたが、

最近、医療経済学の分野でもいくつかの研究例がみられるようになってきている。その多く



は、新規医療技術の導入の是非を問う分析で、例えば試験管受精 、歯科矯正技術 、中絶

技術 、輸血技術 、膝の損傷に対する の使用 について を用い

た分析を行なっている。また、１９９９年に開催された国際医療経済学会世界大会では多く

の研究論文が報告された 。他方、わが国においては、残念ながら

を用いた研究例はほとんどなく、例外的な研究 があるのみである。

の分析は通常、 を含む 推定法が用いられる。こ

れは、 の構造そのものから由来している。つまり、被説明変数が選択行

動であるので、基本的には二値変数である。これにおける適切な推定方法が 推定法

である。また、同じ個人が想定（価格やその他の諸条件）を微妙に変えた質問に回答して

いるために、同一個人の回答が複数存在する。当然のことながら同一個人であるというこ

とは、調査された分析で用いることのできる情報（多くの場合説明変数を構成する）以上

の情報を持っていると考えられるが、それは観察不可能である。こうした観察不可能な個

人に由来する効果は として知られているが、それを除去するのには固定

効果モデルと モデルがある。しかし、ここでは固定効果モデルを用いること

はできない。なぜならば、 では微妙に変えられた想定（価格やその他の

諸条件）以外の個人の情報は不変であるために、選択行動への影響が考えられる説明変数

と固定効果の間には完全な多重共線性が生じる。そのために固定効果モデルではそうした

説明変数の影響を評価できない。他方、 モデルでは を確率

変数としているので固定効果モデルのような多重共線性は生じない。また、通常の

モデルでは説明変数と確率変数である との無相関が一致性のため

に仮定される。しかし、 以外での モデルではではしばし

ば、この仮定に対する 検定 が棄却され、 モデルの妥当性が失わ

れる。ところが では、微妙に変えられた想定（価格やその他の諸条件）

以外の個人の情報は不変なので固定効果モデルでは識別できず、また微妙に変えられた想

定（価格やその他の諸条件）は設定上すべての個人で同じように変化するので確率変数と

の相関はそもそも である。そのために では モデルは棄



却されない。すべての設問にすべての被験者が回答していればこれは厳密に成り立ち、検

定の必要はない。もっとも、実際にはかならずしもすべての設問にすべての被験者が回答

しているわけではないので、そのことから微妙に変えられた想定（価格やその他の諸条件）

と との相関が生じる可能性がある。

で用いた仮想的な状況は以下の通りである。

シナリオ１ 医療機関や保健所で平日の日中しか受けられない場合（現状）で、大流行と報じられ

た場合、 円程度の自己負担（現状）であれば予防接種を受けたいですか

シナリオ２ 医療機関や保健所で平日の日中しか受けられない場合（現状）で、大流行と報じられ

た場合、 円程度の自己負担であれば予防接種を受けたいですか

シナリオ３ 医療機関や保健所で平日の日中しか受けられない場合（現状）で、大流行と報じられ

た場合、無料であれば予防接種を受けたいですか

シナリオ４ 医療機関や保健所で平日の日中しか受けられない場合（現状）で、大流行と報じられ

ていない場合、 円程度の自己負担（現状）であれば予防接種を受けたいですか

シナリオ５ 医療機関や保健所で平日の日中しか受けられない場合（現状）で、大流行と報じられ

ていない場合、 円程度の自己負担であれば予防接種を受けたいですか

シナリオ６ 医療機関や保健所で平日の日中しか受けられない場合（現状）で、大流行と報じられ

ていない場合、無料であれば予防接種を受けたいですか

シナリオ７ 医療機関や保健所で平日の日中の他に、夜間・休日にも受けられる場合で、大流行と

報じられた場合、 円程度の自己負担（現状）であれば予防接種を受けたいですか

シナリオ８ 医療機関や保健所で平日の日中の他に、夜間・休日にも受けられる場合で、大流行と

報じられた場合、 円程度の自己負担であれば予防接種を受けたいですか

シナリオ９ 医療機関や保健所で平日の日中の他に、夜間・休日にも受けられる場合で、大流行と

報じられた場合、無料であれば予防接種を受けたいですか



シナリオ１ 医療機関や保健所で平日の日中の他に、夜間・休日にも受けられる場合で、大流行と

報じられていない場合、 円程度の自己負担（現状）であれば予防接種を受けた

いですか

シナリオ１１ 医療機関や保健所で平日の日中の他に、夜間・休日にも受けられる場合で、大流行と

報じられていない場合、 円程度の自己負担であれば予防接種を受けたいですか

シナリオ１２ 医療機関や保健所で平日の日中の他に、夜間・休日にも受けられる場合で、大流行と

報じられていない場合、無料であれば予防接種を受けたいですか

シナリオ１３ 学校や職場で日中に受けられる場合で、大流行と報じられた場合、 円程度の自

己負担（現状）であれば予防接種を受けたいですか

シナリオ１４ 学校や職場で日中に受けられる場合で、大流行と報じられた場合、 円程度の自

己負担であれば予防接種を受けたいですか

シナリオ１５ 学校や職場で日中に受けられる場合で、大流行と報じられた場合、無料であれば予防

接種を受けたいですか

シナリオ１６ 学校や職場で日中に受けられる場合で、大流行と報じられていない場合、 円程

度の自己負担（現状）であれば予防接種を受けたいですか

シナリオ１７ 学校や職場で日中に受けられる場合で、大流行と報じられていない場合、 円程

度の自己負担であれば予防接種を受けたいですか

シナリオ１８ 学校や職場で日中に受けられる場合で、大流行と報じられていない場合、無料であれ

ば予防接種を受けたいですか

保健所での接種は現在行われておらず、その意味において接種場所に保健所を加えた設問

は適切でない。しかしながら、ここでの設問はあくまで仮想的なものなので、仮に回答者

がそのことを知っていたとしてもそれよる歪みは生じないと推測される。もっともこれは

単なる推測に過ぎないので今後の調査、研究でより適切な表現を用いなければならないこ

とは言うまでもない。



をもちいての需要分析

被説明変数は予防接種希望の有無 である。添え字 は第 番目の仮想的状況における予

防接種希望の有無を示している。説明変数 式と同じものに加えて、仮想的状況を示

す価格（対数） 、夜間・休日に接種できる場合に１、そうでない場合に となる 、職

場・学校で接種できる場合に１、そうでない場合に となる 、大流行と報じられた場合

に１そうでない場合に となる が加えられる。つまり、推定式は、

　

　

となる。ここで は に従う確率変数で、 を示す。これを

を伴う 推定法を用いて推定を行なう。仮想的な質問は都合 種類あるので

の最大数は であるが、回答者によっては無回答も有りうるので、全ての回答者に関して

個の標本が観察されるわけではない。推定式は、予防接種経験、昨シーズンのインフル

エンザ罹患経験を含まないケース、両方含むケースの２種類の推定を行なう。推定結果は

表６と表７にまとめられている。

費用に関してはいずれも負で有意であり、現行の 円が仮に無料になった場合には

ポイントの接種率向上になる。休日・夜間あるいは職場・学校での接種が可能になっ

た場合にはそれぞれ ポイントの接種拡大に寄与する。むしろ、大流行の情報が流

れた場合には ポイントの増加と非常に大きな影響力を持つ。

いずれにしてもこれらは仮想的な質問に基づいているので結果を鵜呑みにすることは危

険である。実際に、現行の制度（ 円、休日・夜間あるいは職場・学校での接種なし、大

流行情報あり）で接種希望と回答した者は にものぼる（表１でのシナリオ１）が、実際



の接種率はその１／５の に過ぎない。このギャップをどのように解釈すべきかが問題

である。最も単純な考えは、残りの４／５の人は希望しながらも日常的な業務のために、受

けられないかもしくは受ける前に罹患したかのいずれかであるとする考えである。もしこ

うした摩擦的な関係が一定であるならば、つまり摩擦と他の説明変数が独立であるならば、

推定結果もその分割り引いて評価しなければならない。実際の行動は１／５程度という仮定

の下では、先の諸条件の影響は現行の 円が仮に無料になった場合には ポイントの

接種率向上、休日・夜間あるいは職場・学校での接種が可能になった場合には ポ

イントの接種拡大、大流行情報が流れた場合には ポイントの増加になる。

予防接種経験と昨シーズンのインフルエンザ罹患経験はいずれも正で有意で、それぞれ

ポイント、 ポイント程度接種を増加させる。インフルエンザ罹患経験は実際の行動

における推定値よりも２倍から７倍程度高いが、予防接種経験は半分程度である。ここで

もやはり摩擦的な関係を考慮すると、それぞれの係数に１／５を乗じて となる。

年齢は負で有意である一方、 歳以上になると正で有意となる傾向は表２と表３と共通

しているが、その影響の大きさはそれぞれ約 倍、 倍と非常に大きい。女性の方が有意

に接種する傾向は表４と表５と同じであるがやはり 倍ほどの大きさの開きがある。この

ようにそれぞれの係数が非常に大きく出るのはやはり仮想的質問であり実際の行動でない

ためであると思われる。

労働所得は、その他所得も全ての場合で負で有意である。実物資産（持ち家）と金融資

産は、表７での持ち家（マンション）のみが有意である。以上から、少なくとも

では、機会費用は非常に影響を及ぼしていると言えよう。また関西の方がやはり

ポイントほど接種率は低い。学歴、就業状態、職種、慢性疾患（表６を除く）は有意

ではない。

おわりに

本稿では、予防接種に関する独自のアンケートを行い、実際の行動と の

つのアプローチを試みた。まず実際の行動の分析では以下のことが明らかになった。



シーズンはその前のシーズンよりも接種確率が ポイント増加してる。他方、昨シーズ

ンインフルエンザに罹患した人はしていない人と比べて ～ ポイント増加している。

また、昨シーズン予防接種を受けた人は、 ～ ポイント増加している。

世帯所得は最も多くの標本を使った場合でのみ有意で、 世帯所得が高いと ポイ

ント接種率が低くなることが示唆される。その他の場合では有意でないので強い証拠とは

言えないが、接種するためにかける時間的費用 機会費用 によって、接種率が影響を受け

ていることが確認される。他方で、成人にのみ標本を限定すると就業状態、職種、労働所

得、その他の所得はいずれも有意ではない。さらに年齢、性別、慢性疾患、地域差、学歴

等に関しては、全標本か成人のみ標本かで結果が大きく異なるが、何らかの影響は示唆さ

れるので、その分析は今後の課題であろう。

における希望と実際の行動のバイアスを５倍として、またバイアスと

説明変数とが独立であるという仮定の下では、現行の 円が仮に無料になった場合には

ポイントの接種率向上、休日・夜間あるいは職場・学校での接種が可能になった場合

には ポイントの接種拡大、大流行情報が流れた場合には ポイントの増加に

なる。

また、 では、機会費用に関してかなりはっきりした傾向が確認され、

労働所得、その他所得も全ての場合で負で有意である。他方で資産は有意ではない。学歴、

就業状態、職種、慢性疾患は有意ではない。

最後に残された課題をまとめておこう。本稿で得られた多くの事実は、今まで認識され

ていなかっただけに今後の政策にとって重要な示唆が含まれているが、その頑健性につい

ては今後ともさらなる吟味が必要であろう。例えば、異なる調査客体、あるいは異なる質問

形式に対して同様の結果が得られるかどうかを確認することが重要である。特に、

という仮想的質問法と実際の行動とのギャップを橋渡しする分析が急務であろう。

また、今回の調査は世帯調査であったので、老人福祉施設や病院に入所・入院している方

は対象に含まれていない。しかし、多くのインフルエンザによる死亡は、そうした施設で

起こっているので、そこでの接種のあり方が非常に重要となる。本稿での分析はそこまで

視野に含めることができないので、それには別個の研究が必要であろう。
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　表 記述統計量

　　　　 平均　 標準偏差 最小値 最大値
全標本 　 　　
予防接種
年齢　　
年齢 ・ 歳以上ダミー
女性ダミー
神経系慢性疾患
循環器系慢性疾患
呼吸器系慢性疾患
消化器系慢性疾患
その他慢性疾患
インフルエンザ罹患経験
（ シーズン）
世帯所得（対数）
純金融資産
持ち家（一戸建て）
持ち家（マンション）
関西ダミー

成人のみ標本
予防接種
年齢　　
年齢 ・ 歳以上ダミー
女性ダミー
労働所得（対数）
その他所得（対数）
専門・技術職
経営・管理職
一般事務職
生産・労務職
営業・販売職
農林漁業
その他職
医薬系大学（院）卒
その他大学（院）卒
短大・高専卒
専門学校卒

（つづく）



（表１続き）
での予防接種希望

シナリオ１
シナリオ２
シナリオ３
シナリオ４
シナリオ５
シナリオ６
シナリオ７
シナリオ８
シナリオ９
シナリオ１
シナリオ１１
シナリオ１２
シナリオ１３
シナリオ１４
シナリオ１５
シナリオ１６
シナリオ１７
シナリオ１８

ここでの全標本及び成人標本における標本数は、２シーズンのデータを使用している

ので、標本数が人数の約２倍の全標本で 個、成人のみ標本で 個である。

での調査客体は成人のみ標本であるが、同一個人が最大 回回答するために標本

数は 個となる。シナリオ１～１８は本文で説明されている１８通りのシナリオであ

る。「世帯所得」「労働所得」、「その他の所得」の単位は万円で対数値である。「純金融資

産」は資産から負債を引いたもので単位は百万円である。



　表２ 実際の予防接種の推定（全標本：２シーズン）

推定値 値 確率値 マージナル効果
年齢　　
年齢 ・ 歳以上ダミー
女性ダミー
神経系慢性疾患
循環器系慢性疾患
呼吸器系慢性疾患
消化器系慢性疾患
その他慢性疾患

シーズン
世帯所得（対数）
純金融資産
持ち家（一戸建て）
持ち家（マンション）
関西ダミー
定数項

標本数は 個である。全ての係数が であるという帰無仮説との尤度比検定の統

計量は 、有意水準 で棄却される。対数尤度は で擬似Ｒ は である。



　表３実際の予防接種の推定（全標本：インフルエンザ罹患経験 予防接

種経験）

推定値 値 確率値 マージナル効果
年齢　　
年齢 ・ 歳以上ダミー
女性ダミー
神経系慢性疾患
循環器系慢性疾患
呼吸器系慢性疾患
消化器系慢性疾患
その他慢性疾患
インフルエンザ罹患経験
予防接種経験
世帯所得（対数）
純金融資産
持ち家（一戸建て）
持ち家（マンション）
関西ダミー
定数項

標本数は 個である。全ての係数が であるという帰無仮説との尤度比検定の統

計量は 、有意水準 で棄却される。対数尤度は で擬似Ｒ は である。



　表４実際の予防接種の推定（成人のみ標本：２シーズン）

推定値 値 確率値 マージナル効果
年齢　　
年齢 ・ 歳以上ダミー
女性ダミー
神経系慢性疾患
循環器系慢性疾患
呼吸器系慢性疾患
消化器系慢性疾患
その他慢性疾患

シーズン
労働所得（対数）
その他所得（対数）　
純金融資産
持ち家（一戸建て）
持ち家（マンション）
専門・技術職
一般事務職
生産・労務職
営業・販売職
その他職
医薬系大学（院）卒
その他大学（院）卒
短大・高専卒
専門学校卒
関西ダミー
定数項

標本数は 個である。全ての係数が であるという帰無仮説との尤度比検定の統

計量は 、有意水準 で棄却される。対数尤度は で擬似Ｒ は である。



　表５実際の予防接種の推定（成人のみ標本：インフルエンザ罹患経験

予防接種経験）

推定値 値 確率値 マージナル効果
年齢　　
年齢 ・ 歳以上
女性ダミー
神経系慢性疾患
循環器系慢性疾患
消化器系慢性疾患
その他慢性疾患
インフルエンザ罹患経験
予防接種経験
労働所得（対数）
その他所得（対数）　
純金融資産
持ち家（一戸建て）
持ち家（マンション）
専門・技術職
一般事務職
生産・労務職
営業・販売職
その他職
医薬系大学（院）卒
その他大学（院）卒
専門学校卒
関西ダミー
定数項

標本数は 個である。全ての係数が であるという帰無仮説との尤度比検定の統

計量は 、有意水準 で棄却される。対数尤度は で擬似Ｒ は である。



　表６予防接種の

推定値 値 確率値 マージナル効果
費用（対数）
休日・夜間接種
職場・学校接種
大流行情報 　　　　　
年齢　　
年齢 ・ 歳以上ダ
女性ダミー
神経系慢性疾患
循環器系慢性疾患
呼吸器系慢性疾患
消化器系慢性疾患
その他慢性疾患
労働所得（対数）
その他所得（対数）　
純金融資産
持ち家（一戸建て）
持ち家（マンション）
専門・技術職
一般事務職
生産・労務職
営業・販売職
農林業業　　
その他職
医薬系大学（院）卒
その他大学（院）卒
短大・高専卒
専門学校卒
関西ダミー
定数項

標本数は 個 個人である。全ての係数が であるという帰無仮説との尤度

比検定の統計量は 、有意水準 で棄却される。



　表７予防接種の （インフルエンザ罹患 予防接種経験

含む）

推定値 値 確率値 マージナル効果
費用（対数） 　
休日・夜間接種
職場・学校接種
大流行情報 　　　　　
年齢　　
年齢 ・ 歳以上ダミ
女性ダミー
神経系慢性疾患
循環器系慢性疾患
呼吸器系慢性疾患
消化器系慢性疾患
その他慢性疾患
予防接種経験
インフルエンザ罹患経験
労働所得（対数）
その他所得（対数）　
純金融資産
持ち家（一戸建て）
持ち家（マンション）
専門・技術職
経営・管理職
一般事務職
生産・労務職
営業・販売職
その他職
医薬系大学（院）卒
その他大学（院）卒
短大・高専卒
専門学校卒
関西ダミー
定数項

標本数は 個 個人である。全ての係数が であるという帰無仮説との尤度

比検定の統計量は 、有意水準 で棄却される。


