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要約 

本稿では、「理想の子ども数を生むことを実現することの出来る社会、子育てを行うこ

とで人々が幸福感を得ることのできる社会」を目指すべき日本の将来像とし、この達成に

向けて分析を進めた。 

我が国はかねてより少子化傾向が続いており、何年もの間、人口を維持するために必要

といわれている合計特殊出生率 2.07 を下回っている。少子化である現状が改善されないま

ま継続すると、働き手となる生産年齢人口の減少により、日本経済の低迷、社会保障制度

における現役世代の負担増加等、日本の弱体化が危惧される。本稿の構成は以下のとおり

である。 

第 1 章では、我が国における出生率の推移を示し、人口維持に必要であるとされる合計

特殊出生率 2.07 を下回っていることに対する問題意識を述べる。その後、現代において、

少子化は何故起こっているのかについて非婚率の増加、未婚率の増加、夫婦の完結出生児

数の減少という三つの観点から原因を考える。次に、少子化が問題視され始めてから政府

が行ってきた政策をいくつか挙げ、それでもなお少子化が改善されていない現状を示す。

そして、夫婦が理想とする子どもの数と、予定とする子どもの数2にギャップが生じている

ことに着目し、このギャップを埋めることが可能であれば少子化改善への兆しが見えると

いう結論に至ったことを述べる。 

第 2 章では、理想子ども数と、予定子ども数に着目した先行研究を挙げた。鈴木(2010)

の研究によると、理想数と予定数の差を緩和させるためには「フルタイム勤務」「子ども

への接し方の不安」等の要因に適切な支援を行っていく必要があると結論付けている。ま

た、幸福感に関する先行研究にも着目したところ、人々の幸福感に影響を及ぼす要因と子

ども数に影響を及ぼす要因が類似しており、関連性がみられる。本稿では、理想子ども数

と予定子ども数のギャップ及び前述した幸福感との関連性に着目した。 

本稿の独自性は二点である。一つ目は、「理想子ども数を生むことを実現することの出

来る社会」と「子育てを行うことで人々が幸福感を得ることのできる社会」を両立させる

方法を見出そうとしている点。二つ目は、政府考案の「すべての女性が輝く政策パッケー

ジ」内の政策案が理想と予定のギャップを縮小することに結び付くのかどうか、さらには

それらの政策は人々の幸福感向上に結び付くのかを検証する点である。本稿は少子化改善

と生活満足度上昇、それに伴い国民の幸福感上昇という三方に貢献可能である点に意義が

ある。 

第 3 章では、理想子ども数と予定子ども数のギャップの要因を把握することを目的とし

て回帰分析を用いる。データは、東京都 23 区に居住する 10 代から 80 代までの男女を対

象としたアンケート調査により得たものを使用する。理想子ども数と予定子ども数に

ギャップが生じる原因として我々が予想する要因は、職場の環境、居住地域の住環境、周

囲の育児支援の 3 点である。分析により、上記 3 点の程度が理想子ども数と予定子ども数

にギャップを生じさせる要因であるという仮説を検証する。 

                                                      
2 以降、夫婦が理想とする子ども数を「理想子ども数」、予定とする子ども数を「予定子ども数」と署

す。 
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また、子育てが人々の幸福感に結び付くような社会を実現するために、人々の幸福感と

子どもの数そして先述の 3 点の程度がどのような関係性にあるのかを検証する。具体的に

は、職場の環境や居住地域の住環境、周囲の育児支援が充実しているほど、子どもの数が

増えることが幸福度に結び付くという仮説を検証する。 

第 4 章では、分析結果から安倍内閣が掲げる「すべての女性が輝く政策パッケージ」内

の項目において優先すべき項目を提案する。一つ目は「子ども・子育て支援新制度による

すべての子育て家庭への支援の充実」、二つ目は「男性の家事・子育てへの参画促進、男

性の意識と職場風土の改革」である。一つ目に関しては現行の東京都の方針の有用性を裏

付ける一助となり、二つ目に関しては新たに「育児検定」の新設を提言する。 

本稿での政策により「理想の子ども数を生むことを実現することの出来る社会」と「子

育てを行うことで人々が幸福感を得ることのできる社会」の両立が将来の日本で可能とな

ることを期待している。そのような社会が実現可能となれば、そのことが出産に対するイ

ンセンティブとなり、少子化問題の改善に結び付くと考える。 

 

キーワード：理想子ども数、予定子ども数、幸福度、生活満足度 
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はじめに 

日本では、第 2 次ベビーブーム期以降、合計特殊出生率と出生数がともに低下し始め、

少子化が進行してきた。1989 年に合計特殊出生率が 1.57 となった事をきっかけとして、

政府は 1994 年にはエンゼンプランを 1999 年には新エンゼルプランを策定し本格的に少子

化対策に乗り出した。しかし、その後も出生率の改善はみられず、2005 年には合計特殊出

生率が 1.26 まで低下した。このような少子化の進行によって、将来における生産年齢人口

の減少が経済規模の縮小をもたらすことが懸念されるうえ、少子化の進行とともに急速に

進行する高齢化の問題も合わさり、現行の社会保障制度を維持することが困難であること

も明確となってきている。すなわち、少子化は経済及び社会保障の維持といった社会を維

持するうえで重要な事項に深刻な懸念をもたらすと予想されている。 

このような議論がなされる一方で、人々がより多くの子どもを産むことを望まないので

あれば、少子化対策によって人々の望みを考慮せずに出産を促す政策を実行することに否

定的な主張も存在する。そのため、望ましい社会を実現するためには子どもの数を増加さ

せるということのみに着目した政策を実行するよりも、人々の理想を実現し人々がしあわ

せに感じることの出来る社会を実現することが重要であると考えられる。すなわち、予定

子ども数と理想子ども数との間にギャップを生じさせる要因を明らかにし、人々が考える

理想子ども数を実現することを目指した政策を立案することが重要であると考えられる。

また、子育てを行うことが人々の幸福感に結び付くような社会も望ましい社会の姿である

といえる。そのような社会を実現することができれば、そのことが出産に対するインセン

ティブとなり、少子化の問題を解決することにも結び付くと考えられる。 

そこで本稿では、理想子ども数と予定子ども数との間にギャップが生じる要因を重回帰分

析によって明らかにする。具体的には、職場の環境や居住地域の住環境、そして周囲の育

児支援の程度が理想子ども数と予定子ども数にギャップを生じさせる要因であるという仮

説を検証する。また、子育てが人々の幸福感に結び付くような社会を実現するために、

人々の幸福感と子どもの数そして職場の環境や居住地域の住環境、周囲の育児支援の程度

がどのような関係性にあるのかを検証する。具体的には、職場の環境や居住地域の住環

境、周囲の育児支援が充実しているほど、子どもの数が増えることが幸福度に結び付くと

いう仮説を検証する。 
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第1章 現状分析・問題意識 

第1節 日本における少子化 
 我が国における少子化は深刻な問題である。内閣府「平成 26 年版少子化社会対策白

書」によると、日本の年間の出生数は、第 1 次ベビーブーム期には約 270 万人、第 2 次ベ

ビーブーム期には約 200 万人であった。しかし 1975 年に 200 万人を割り、それ以降は増

加と減少を繰り返しながら、緩やかな減少傾向になっている。また、年次ごとの 15~49 歳

までの女性の年齢別出生率を合計した合計特殊出生率は次のような推移をたどっている。

すなわち第 1 次ベビーブーム期には 4.3 を超えていたが、1950 年以降急激に低下。その

後、第 2 次ベビーブーム期を含め、ほぼ 2.1 台で推移していたが、1975 年に 2.0 を下回っ

てから再び低下傾向。1989 年には、それまでの最低値であった 1966 年(丙午)の数値を下

回る 1.57 を記録し、さらに 2005 年には過去最低である 1.26 にまで落ち込んでいるので

ある。2013 年には 1.43 となり、やや増加したものの、日本の人口を維持するために必要

な数値が 2.07 とされていることを考えると、依然として低い数値と考えられる(図 1 参

照)。 

 

 
図 1 合計特殊出生率 

（出所：厚生労働省「平成 25 年人口動態調査」(2013)、「平成 7 年人口動態調査」(1995)

をもとに筆者作成） 
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第2節 東京都における少子化 
 少子化は日本全体の問題であるが、本稿ではその中でも特に東京都に注目したい。その

理由は東京都において、少子化の傾向が顕著に現れているからである。表 1 に示すよう

に、厚生労働省の「平成 20 年～平成 24 年人口動態保健所・市区町村別総計の概況」を見

ると、市区町村別合計特殊出生率下位 20 位のうち 8 つの市区町村が東京都となってい

る。一方で、今後の日本は都市部への人口集中が進む可能性がある点にも注目したい。図

2 に示すように、東京都には 1996 年以降、他地域からの人口流入が進んでいる。少子化

の原因となる要因が山積していると考えられる都市部へ、日本の人口が集中することは、

言い換えるならば子育て世代が子育てが難しい地域に流入してしまうということを意味し

ている。この傾向が続けば、日本における出生数がより低下してしまう可能性が考えられ

ないだろうか。少子化の問題が顕著である都市部の子育て環境を整備することは急務であ

ると考えられる。 

 本稿で着目する理想子ども数と予定子ども数にギャップが生じるという問題は、合計特

殊出生率が低い都市部においてより顕著であると考えられる。そのため、理想子ども数と

予定子ども数との間にギャップが生じる要因を検証する場合、都市部を対象とした分析を

行うことは意義があると考える。また、上述の通り少子化問題に関して地方から都市部へ

の人口移動によって出生力が低下するという議論もあり、今後も都市部への人口流入が継

続すると予想されていることを踏まえると、出生力が低く理想と予定子ども数の間に

ギャップが生じていると考えられる都市部を対象とした分析が必要であるといえる。 

 

表 1 市区町村別合計特殊出生率 下位 20 位 

（出所：厚生労働省(2014) 「平成 20 年～平成 24 年人口動態保健所・市区町村別総計の

概況 人口動態総計特殊報告」をもとに筆者作成） 
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図 2 東京都における転入超過人数 

（出所：東京都総務局統計部(2013) 「東京都住民基本台帳人口移動報告」をもとに筆者作

成） 
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第3節 少子化がもたらす弊害 
 現状のまま少子化が進行すると何が問題となるのであろうか。考えられる主要な弊害と

して 2 点説明を行いたい。一つ目は、出生数減少に伴う人口構造変化の結果、生産年齢人

口が減少することである。国立社会保障・人口問題研究所の日本の将来推計人口による

と、生産年齢人口（15～64 歳）については、2010 年の 8,173 万人から減少し続け、2060

年には 4,418 万人となる。総人口に占める割合は、2010 年の 63.8％から低下し続け、

2060 年には 50.9％となる（図 3 参照）。生産年齢人口が減少することで、世界における

日本経済のプレゼンスが低下することが危惧されているのである。政府は労働力人口の低

下を防ぐために女性や高齢者が働きやすい社会を実現させようとしている。しかし、少子

化を生み出した一つの要因として指摘されてきているのが仕事と子育ての両立である。女

性の労働者数が仮に増えたとしても、子育て環境の整備が整わない限りは、少子化を助長

させることにもつながりかねない。したがって、女性が働きやすい社会作りは子育て環境

の整備と車の両輪として政策を進めていく必要があるといえる。 

 

図 3 年齢 3 区分別人口の推移 

（注）2012 年以前は総務省統計局「国勢調査」「10 月１日現在推計人口」、2015 年以降

は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口－平成 24 年１月推計－」の中位

推計値 

（出所：国立社会保障・人口問題研究所(2014) 「社会保障統計年報」をもとに筆者作成） 

 

少子化による弊害の二つ目は、社会保障制度の崩壊である。日本の社会保障制度は、現

役世代が保険料や税を負担し、それをもとに高齢世代に給付を行うという世代間の所得再

分配（賦課方式）が基本となっている。厚生労働省「社会保障・税一体改革について」に

よると、国民負担率は 1965 年では 65 歳以上 1 人に対して 20～64 歳が 9.1 人の比率で支

えていたが、2012 年では 2.4 人に減り、2050 年には 1.2 人で負担する推計が出ている。

現行のまま少子化が進んでいけば、社会保険の給付と負担のバランスが崩れていくことが
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第4節 少子化の 3 つの原因 
本節では出生数・合計特殊出生率の低下の主な原因を 3 点挙げたい。具体的には非婚率

の増加、未婚率の増加、夫婦の完結出生児数の減少の 3 点である。 
一つ目の非婚率の増加について以下述べる。国立社会保障・人口問題研究所｢第 14 回出

生動向基本調査(独身者調査)｣(2011)によると、図 4 に示すように調査時に未婚である 18～

34 歳の男性の内、一生結婚するつもりはないと回答した者の割合は 9.4％で 1987 年の調

査以降増加傾向にある。また、この傾向は女性においても同様であり、結婚意思がなく独

立志向の未婚者が男女共に増加している。これは、結婚に対する必要性や魅力を感じない

者や、何らかの要因で結婚を諦めた者が増加しているためであると考えられる。 

 

 
図 4 一生結婚するつもりはないと回答した 18～34 歳の未婚男性の割合（％） 

（出所：国立社会保障・人口問題研究所(2011) ｢第 14 回出生動向基本調査(独身者調査)｣

をもとに筆者作成） 

 

二つ目の未婚率の増加についてである。総務省｢国勢調査｣(2010)によると、図 5、6 に

示すように 25~29 歳の未婚率は、1970 年では男性が 46.5％、女性が 18.1％であるのに対

し、2010 年では男性が 71.8％、女性が 60.3％と、男女ともに増加している。25~29 歳の

未婚率の増加は晩婚化とも関係性があるといえるが、30~34 歳、35~39 歳、40~44 歳にお

いても未婚率は増加しており、婚期が遅れているだけでなく生涯未婚のままでいる者が増

加していることが指摘できる。事実、図 7 に示すように 45~49 歳と 50~54 歳未婚率の平

均である生涯未婚率は男女ともに近年急速に増加している。 未婚率の増加は、結婚意思

がない者の増加と結婚意思のある未婚者が独身にとどまっていることが原因であると考え

られる。国立社会保障・人口問題研究所｢第 14 回出生動向基本調査(独身者調査)｣(2011)に

よると、結婚するうえで障害となる要因として最も挙げられているのが、男性では「結婚

資金」、2 番目に「結婚のための住居」、3 番目に「職業や仕事の問題」が挙げられてい

る（図 8 参照）。女性においても、「結婚資金」、「職業や仕事上の問題」を理由とする

者が多く、現在の所得状況や貯蓄、そして将来の所得の見通しといった経済的要因が結婚

するためには重要であることが指摘できる。 
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図 5 年齢階級別未婚率（％）（男性） 

（出所：総務省(2010)｢国勢調査｣をもとに筆者作成） 

 

 
図 6 年齢階級別未婚率（％）（女性） 

（出所：総務省(2010)｢国勢調査｣をもとに筆者作成） 
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図 7 生涯未婚率（％） 

（出所：総務省(2010)｢国勢調査｣をもとに筆者作成） 

 

図 8 未婚理由（％） 

（出所：国立社会保障・人口問題研究所(2011)｢第 14 回出生動向基本調査(独身者調査)｣

をもとに筆者作成） 
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 三つ目の夫婦の完結出生児数の減少についてである。夫婦の完結出生児数とは、結婚

持続期間(結婚からの経過期間)15～19 年の夫婦の平均出生子ども数であり、夫婦の最終的

な平均出生子ども数としてみなされる。国立社会保障人口問題研究所｢第 14 回出生動向基

本調査(夫婦調査)｣(2011)によると、夫婦の完結出生児数は戦後大きく減少していることが

分かる(図 9 参照)。1972 年の第 6 回調査において、2.20 人となった後、2002 年の第 12

回調査における 2.23 人まで、30 年にわたり一定の水準で安定していたが、2005 年の第

13 回調査では 2.09 人に減少し、2010 年の第 14 回調査ではさらに 1.96 人に減少した。夫

婦の完結出生児数低下の要因としては、養育費増加等の経済的要因、晩婚化、子育て支援

体制の不足、地域コミュニティーの軽薄化等による不十分な住環境の存在が考えられる。 

 

図 9 夫婦の完結出生児数  

（出所：国立社会保障・人口問題研究所(2011) ｢第 14 回出生動向基本調査(夫婦調査)｣を

もとに筆者作成） 
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第5節 政府の取り組み 
政府が少子化を問題として認識し始めたのは 1990 年の「1.57 ショック4」が契機であ

る。その後、保育関係での対策として 1994 年「今後の子育て支援のための施策の基本的

方向について（エンゼルプラン）」、「緊急保育対策等 5 か年事業」が策定された。1999

年には雇用、母子保健、相談、教育等の事業を加えた「重点的に推進すべき少子化対策の

具体的実施計画について（新エンゼルプラン）」が策定された。また 2004 年には「少子

化社会対策大綱」が閣議決定され、子どもが健康に育つ社会、子どもを生み、育てること

に喜びを感じることのできる社会への転換が喫緊の課題とれ、少子化改善のための施策に

集中的に取り組むとされた。 

しかし 2005 年には合計特殊出生率が 1.26 と過去最低を記録し、少子化は依然として進

んでいた。そのため少子化対策の抜本的な拡充を目的に 2006 年に「新しい少子化対策に

ついて」が少子化社会対策会議において決定された。その後 2007 年「『子どもと家族を

応援する日本』重点戦略」などが策定されてきた。しかしながら、託児所や保育施設の不

足、働きながら子どもを持つことの難しさ等、出産・育児を取り巻く環境は依然として万

全であるとは言い難い。 

そのような中、政府の有職者委員会である｢選択する未来｣は 2014 年 6 月、50 年後に人

口を 1 億人維持し、2030 年頃までには合計特殊出生率を 2.07 にまで増加させる必要があ

るとの見解を示した。 

また現在、安倍内閣で掲げられている経済政策である「三本の矢」において、第三の矢

として「民間投資を喚起する成長戦略」が挙げられている。成長戦略の中では女性の活用

も謳っており、安倍政権は 2014 年 10 月 10 日「すべての女性が輝く政策パッケージ」と

してワークライフバランスなどの働き方改革に力点を置いた政策をまとめた。パッケージ

では、女性が子育て等しやすい社会の仕組みをつくることは、同時にすべての人にとって

暮らしやすい社会をつくることでもあるとの見解を示している。 

なお、幸運にも 2020 年にオリンピック・パラリンピック東京大会等の開催が決定され

た。1964 年の東京オリンピックでは、戦後日本の国際社会への復帰を国内外に強烈に示す

ことに成功した。今回は少子化の問題を抱える先進国代表として、諸外国に模範を示す好

機として捉えるべきである。 

  

                                                      
4 1989 年の合計特殊出生率 1.57 が、「ひのえうま」の要因により過去最低であった 1966 年の合計特殊

出生率 1.58 を下回ったことによる衝撃を指す。 
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第6節 問題意識 
第 1 章 3 節で論じたように、少子化は主に経済や社会保障といった日本社会を維持する

うえで重要な事項に対して深刻な懸念材料となると考えられるため、政策的に優先度の高

い課題であるといえる。そして、少子化の原因は第 4 節で述べたように、非婚と未婚の増

加、夫婦の完結出生児数の減少であると考えられている。そこで、政府は第 5 節で述べた

ように出生率の上昇を目指してこれまで様々な政策を実施してきた。しかし、合計特殊出

生率の上昇のみを目的とした政策では、望ましい社会を実現できないと考えられる。何人

の子どもを出産するかは夫婦間で決定されるべきであり、出産しないという選択をするこ

とも個人の自由である。そのため、合計特殊出生率の上昇のみを政策の目標とすると、出

産しないという選択をした人や独身でいるという選択をした人へのプレッシャーとなり不

幸をもたらす可能性がある。すなわち、問題として捉えるべきなのは、出生率が低下して

いるということよりも、理想と予定子ども数の間にギャップが生じていて、夫婦が望むよ

うな出産が実現できていないことであり、そのギャップを解消し理想子ども数を実現する

ことのできる社会を構築することを目指すべきであるといえる。 

国立社会保障・人口問題研究所の｢第 14 回出生動向基本調査｣によると、夫婦に尋ねた

理想子ども数は、2010 年では平均 2.42 人となっている。一方、現実的な生活を考慮した

上での予定子ども数は、平均 2.07 人となっている（図 10 参照）。つまり、夫婦には子ど

もを産みたいという願望があり、理想とする子どもの数もあるが、それを実現できない現

状が存在すると考えられる。そこで、本稿は、理想と予定子ども数にギャップを生じさせ

る要因を明らかにすることで、理想の子ども数を生むことを実現することの出来る社会の

あり方を見出すことを目的とする。また、子育てを行うことで人々が幸福感を得られるよ

うな社会を構築する方法を見出すことも本稿の目的である。少子化問題の解決は、人々が

理想の子ども数を実現した結果実現されると考える。 

 

図 10 夫婦の平均理想子ども数と平均予定子ども数  

（出所：国立社会保障・人口問題研究所(2011) ｢第 14 回出生動向基本調査(夫婦調査)｣を

もとに筆者作成） 
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第2章 先行研究・本稿の位置づけ 

第1節 先行研究 

第1項  理想子ども数と予定子ども数に関する先行研究 

理想子ども数と予定子ども数のギャップに影響を及ぼす要因を明らかにした論文として

以下のものが挙げられる。森田(2006)では、夫の月収が高い世帯ほど、理想子ども数と予

定子ども数のギャップが小さく、子ども一人あたりの養育費が高い世帯ほど理想子ども数

と予定子ども数のギャップが大きいという結果を示した。また児童手当が子どもを増やす

という効果は限定的であるとした。育児手当の効果が限定的であるとはいえ、森田(2006)

は、養育費の高さや夫の月収といった経済的な要素は理想子ども数を実現するためには無

視することはできないということを示唆しているといえる。松浦(2008)は理想子ども数と

現実子ども数のギャップを増加させる要因として「年齢」「居住環境」「ペットの存在」

「育児・教育に対する意識」を挙げている。ここでの居住環境とは、持ち家か否かと居住

面積についてであり、居住場所が持ち家である人は統計的に有意に理想と予定子ども数の

ギャップが小さいという結果が得られている。また年齢に関しては、男性よりも女性の年

齢の方が理想と予定子ども数のギャップに影響を与えると述べている。鈴木ら(2010)は理

想子ども数と予定子ども数のギャップを増加させる要因として、「フルタイム勤務」「結

婚年齢」「子どもへの接し方の不安」を挙げている。これは、理想と予定子ども数の

ギャップを縮小するためには子育てをしやすい勤務制度を選択できることや、育児に関し

て相談・支援をしてくれる人が身近にいることが重要であることを示唆していると考えら

れる。予定こども数や理想子ども数に影響を与える要因に関して分析を行っているより最

近の研究としては、石井(2013)が挙げられる。石井(2013)は、出生動向基本調査と国民生

活基本調査のデータを用いて、予定子ども数、今後出産する予定の子ども数、理想子ども

数に影響を与える要因として健康状態に注目して分析を行っている。そして、月経不順・

月経痛の自覚症状がある人、不妊症や妊娠・産褥の傷病で通院している人は現存子ども数

が低く、理想子ども数はそうでない人と変わらないという結果を見出している。また、上

記のような身体的な健康状態のみでなく、妊娠・出産に関して悩みやストレスを抱えてい

るといった精神的な健康状態が良好でない人も現存子ども数が低く、理想子ども数はそう

でない人と変わらないという結果を見出している。すなわち、身体的・精神的な健康状態

が良好でない人は、健康状態が良好である人に比べて理想と予定子ども数の間にギャップ

が生じやすいと考えられる。 
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第2項  幸福度に関する先行研究 

 次に、幸福度に関する先行研究について整理する。幸福感に関する代表的な指標としては主

観的幸福度(happiness)と生活満足度(life satisfaction)がある。白石ら(2010)は、幸福度は感情

的な精神面での指標であり、生活満足度は現実的な生活面での指標とし捉えている。 

Giusta et al. (2011)では、イギリスの British Household Panel Survey の 1996 年から 2007

年のデータを用いて研究を行い、女性のみのサンプルで分析を行った場合、3、4 歳児の子ども

を多く持つことが生活満足度を低下させるという結果を出している。一方男性のみのサンプル

で同様の分析を行った結果、統計的に有意な結果は得られなかったとしている。そして、主に

女性が家事に従事しているため、3、4 歳児の子どもを多く世話することが負担となり、女性の

生活満足度を低下させる要因となっているのではないかと結論付けている。また、Rätzel 

(2012)では、ドイツの German Socio-Economic Panel の 1984 年から 2006 年のデータを用い

て、男女ともに子どもの数が多いことが生活満足度に統計的に有意に正の影響を与えていると

いう Giusta et al. (2011)とは異なる結果を見出している。また、労働時間が生活満足度にあた

える影響についても分析を行っており、男性では約 7 時間の労働時間が、女性については約 4

時間の労働時間が最も生活満足度を上昇させるという結果を出している。Rätzel (2012)では、

男女で最適な労働時間が異なるのは、男性の方が労働から得られる非金銭的な効用が高いため

と結論付けられているが、これは育児を担うのが主に女性であるためであると考えられる。す

なわち、ドイツにおいて子どもの数が多いことは男女を問わず生活満足度を高める要因となる

が、育児を担うのが主に女性であるため、そのことが女性において労働から得られる非金銭的

な効用が男性に比べて低い要因ではないかと考えられる。 

日本における研究としては白石ら(2010)が挙げられる。女性の幸福度の増加要因を分析した

白石ら(2010)では、 夫の家事育児への参加度合いが高いと、また、親からのサポートがある

と、女性の幸福度が高まるという結果を示した。また、松田(2001)は母親の幸福度向上のため

には、父親も育児に関わり、様々な親族・非親族がそれをサポートするかたちが望ましいとの

見解を示し、加藤(2012)も母親の主観的幸福感上昇には社会的なサポートが関係しているとし

た。これらの研究成果を踏まえると、育児の負担感は男性よりも女性に偏っていて、そのこと

が女性の幸福度の低下に結びついている可能性があると考えられる。また、男性の育児参加や

親族の育児協力があることによって育児の負担感が低下し女性の幸福度が上昇する可能性が示

唆されているといえる。 
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第2節 本稿の位置づけ 
 

先行研究より、理想子ども数と予定子ども数のギャップに影響を及ぼす要因は、人々の

幸福度に影響を及ぼす要因に類似しており、関連性が見られる。特に、配偶者や親族から

の育児サポートは、理想と予定子ども数のギャップを縮小させるだけでなく、子育ての負

担感を低減させ生活満足度の上昇にも結び付くと考えられる。すなわち、理想と予定子ど

も数のギャップを縮小させ、同時に人々の生活満足度にも結び付くような要因を明らかに

し、それらを取り組むべき優先度の高い要素であると考え政策を立案することが、本稿が

目指す「理想の子ども数を生むことを実現することの出来る社会、子育てを行うことで

人々が幸福感を得ることのできる社会」を実現するための方法を見出すことに結び付くと

考える。 

 そこで、本稿では、理想と予定子ども数のギャップを被説明変数として重回帰分析を行

い、理想と予定子ども数にギャップが生じる要因を明らかにする。具体的には、職場の労

働環境や居住地域の育児環境そして周囲の育児サポートの程度が理想と予定子ども数の

ギャップを埋める要因であるという仮説を検証する。同時に、生活満足度および幸福度を

被説明変数として子どもの数や職場の労働環境、居住地域の育児環境、周囲の育児サポー

トの程度との関係性を検証する。 

 本稿の独自性は二点である。一つ目は、「理想の子ども数を生むことを実現することの

出来る社会」と「子育てを行うことで人々が幸福感を得ることのできる社会」を両立させ

る方法を見出そうとしている点である。この点を実現するために、理想と予定子ども数の

ギャップに影響を与える要因を、生活満足度および幸福度を被説明変数とした重回帰分析

において説明変数として使用する。先行研究では、理想と予定子ども数のギャップを埋め

ることと生活満足度の向上を両立させるような政策を提示しているものは存在しない。二

つ目は、現在政府が女性の活躍を目指して検討している「すべての女性が輝く政策パッ

ケージ」の内容を政府の考える少子化対策と考え、その中に含まれる政策案が理想と予定

のギャップを縮小することに結び付くのかどうか、さらにはそれらの政策は人々の幸福感

向上に結び付くのかを検証する点である。政府が示した「すべての女性が輝く政策パッ

ケージ」は 2014 年 10 月 10 日に「全ての女性が輝く社会づくり本部」で提示されたばか

りのもので、これらの政策が望ましい社会の実現に有効な政策であるかどうかを検証する

ことは重要であると考えらえる。 
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第3章 分析 

第1節 分析手法 

第1項  理想子ども数と予定子ども数のギャップ 

本稿では、理想子ども数と予定子ども数のギャップの要因を把握することを目的として

回帰分析を用いる。まず、個人𝑘の理想子ども数と予定子ども数のギャップ𝐺𝐴𝑃𝑘は以下の

ように表せられる。 

 

 𝐺𝐴𝑃𝑘 = 𝑓(𝒙𝑘, 𝑦𝑘, 𝒛𝑘 , 𝒍𝒌,𝒎𝒌) (1) 

 

ここで𝑥kは𝑘の世帯所得である。𝑦𝑘 = (𝑦1
𝑘, … , 𝑦𝑀

𝑘 )は個人𝑘（および配偶者）の職場に関す

る変数（以下、職場環境変数）であり、職場環境を𝑀個の観点から特徴づけており、変数

としては、職場の育児休暇の取りやすさ、有給休暇の取りやすさ、勤務制度（フレックス

タイム、休暇等）、上司に相談しやすい職場環境か、などが該当する。𝑧𝑘 = (𝑧1
𝑘, … , 𝑧𝑁

𝑘)は

社会関係資本を N 個の観点から特徴付けており、配偶者(夫)の育児意識、親族の協力の有

無、隣人・友人などの協力の有無などが該当する。また、𝑙𝑘 = (𝑙1
𝑘 , … , 𝑙o

𝑘)は個人𝑘の居住地

域の住環境(以下住環境変数)を O 個の観点から特徴付けたものであり、ここでは、地域の

経済支援(育児手当等)、育児支援施設の充実度などが該当する。なお、ギャップは経済状

況、職場環境、社会関係資本、住環境などの外部的な要因に加え、個人𝑘とその配偶者の

年齢・健康状態などの個人的な要因にも影響を受けると考えられるため、年齢(女性)・結

婚年齢(女性)・健康状態・居住形態・雇用形態・延床面積といった個人属性変数m𝑘 =

(𝑚1
𝑘, … ,𝑚𝑝

𝑘)もギャップの説明変数とする。 

 

第 2 項 生活満足度 

ところで、すでに述べたように、人々が置かれている状況を顧みずに、子どもの数を増

やすことを強要することは、幸福度の観点から問題となる可能性がある。すなわち、個人

𝑘が置かれている状況によっては、子どもの数が増えることで負担が増大し、場合によっ

ては子どもの数の増加が幸福度の低下に結びつく可能性もあるという点に注意が必要であ

る。 (1)式で明らかにするギャップ要因の検証に加え、生活満足度の観点からギャップ要

因の重要性を整理する必要があると考えられる。そこで、本稿は生活満足度変数を被説明

変数とした以下の(2)式についても回帰分析によって検証することとする。 

 

 𝐿𝑆𝑘 = 𝑔(𝒘𝒌, 𝒙𝑘 , 𝑦𝑘 , 𝒛𝑘 , 𝒍𝒌,𝒎𝒌, 𝒏𝒌) (2) 
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ここで𝐿𝑆𝑘は個人𝑘の生活満足度指標（Life Satisfaction: LS）、wkは個人𝑘の子どもの人数

である。𝑥k、𝒚𝑘、𝒛𝑘、𝒍𝑘はすでに定義したとおりである。なお、(1)式と同様に、生活満足

度は経済状況、職場環境、社会関係資本、住環境などの外部的な要因に加え、個人𝑘の性

別・年齢・健康状態などの個人的な要因にも影響を受けると考えられるため、個人属性変

数m𝑘 = (𝑚1
𝑘, … ,𝑚𝑝

𝑘)も説明変数とする。なお、Boyce et al. (2013)がとりまとめているよう

に、生活満足度を回帰する際、そのコントロール変数として、個人属性変数に加えて、性

格指標も考慮に入れる必要があるという点が指摘される。生活満足度はその人個人の感じ

方、考え方に大きく影響を受けると指摘されてきているのである。心理学における先行研

究では人々の性格は 5 つの要因で説明されるという Big Five（Goldberg, 1990, 1992）と

呼ばれるパーソナリティ把握手法が開発されており、その中でも比較的少ない設問数(10

問 )で回答者に負担を与えることなく把握することができる方法として Ten Item 

Personality Inventory と呼ばれる手法が確立されてきている（Gosling et al., 2003; 小塩

ら, 2012）。本研究も先行研究に従い、性格指標として Big five を用いることとする。こ

の性格のコントロール変数が𝒏𝒌である。 

 主観的幸福度指標については古くからその計測方法について議論がなされてきており

（たとえば Diener, 1984）、「あなたは全体としてどの程度現在の生活に満足しています

か」という最もシンプルな把握の仕方に加え、Cantril ladder と呼ばれる手法、すなわち

回答者に考え得る最もよい生活、そして考え得る最も悪い生活を想定させてから、自分自

身の生活に関する満足度を尋ねる手法（Cantril, 1965)、そして前日に肯定的感情と否定的

感情のどちらに偏っていたかを把握する方法など、様々な方法が検討されてきている。本

稿では先行研究で最も採用されてきているシンプルな把握の仕方に加え、複数の主観的幸

福度に関する指標をアンケートで把握することで、頑健な結果を見出していく。 

 本稿では(2)式において、子どもの人数と他の説明変数との交差項を回帰モデルに含める

ことで、個人の置かれている状況別に、子どもの数が生活満足度に及ぼす影響を把握する

ことを目指す。たとえば、職場環境変数と子どもの数の交差項をモデルに導入することで、

置かれている職場環境の状況の違いによって、子どもの数が生活満足度に及ぼす影響にど

のような違いが生じるのかを明確にすることが期待される。すなわち、職場環境の主観的

評価を 0 から 10 の 11 段階としたとき、職場環境のスコアがいくつ以上の人は子どもの数

が生活満足度に及ぼす影響はプラスとなる一方で、職場環境のスコアがいくつ未満の人は、

子どもの数が増えたときに生活満足度が下がる傾向がある、といった議論をすることがで

きると考えられる。周囲(配偶者・親族・友人・隣人)のサポートなどの社会関係資本や居

住地域の子育て施設の充実度合いなどの住環境についても、子どもの数との交差項をモデ

ルに含めることで、同様の議論が可能となることが期待される。 

 

第 3 項 Life satisfaction approach（LSA） 

本稿では、2 つの回帰分析を行った後、Life satisfaction approach（LSA）と呼ばれる

手法を用いて、職場環境、社会関係資本、住環境のそれぞれの変数の金銭価値評価を行

う。具体的な方法は、所得と非市場材（職場環境、社会関係資本など）それぞれの限界効

用を算出し、その代替率を計算することで非市場材の金銭価値を算出する。（Frey et al. 

2009）。金銭価値評価を行うことで、それぞれの分野ごとに、人々が苦しんでいる程度

を、金銭的に表すことができる。たとえば、職場環境が整っていない人の苦痛の程度は、

年間 40 万円支払っているのと同じくらいだということが言える。よって、金銭価値の符

号が負になっている人が多い分野は、より苦しんでいる人が多いと言え、政策によって改

善させる必要があることがわかる。さらには、他の政策との比較も可能になり、どの政策

を優先させるかといった議論にも活用されることが期待される。 
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第2節 データ概要 
 

データは実施期間を 2014 年 9 月 24 日から 10 月 6 日とし、東京 23 区に住む 10 代から

80 代の男女を対象としたインターネット調査の結果を用いる。有効回答数は 3,422 サンプ

ルであった5。入手したデータ概要を表 2 に、表 3 に我々が理想の子ども数と予定子ども数

のギャップ及び、生活満足度に影響を与える要因の候補としている（1）職場環境、（2）

社会関係資本、（3）住環境についてのアンケートの設問文を示す。 

 

表 2 データ概要 

調査項目 1) 生活満足度（主観的幸福度、優位な感情等） 

 2) 理想の子ども数 

 3) 実際の子ども数または予定の子ども数 

 4) 性別 

 5) 年齢 

 6) 結婚年齢 

 7) 所得 

 8) 健康状態 

 9) 居住形態 

 10) 学歴 

 11) 雇用形態（正規・非正規） 

 12) 延床面積 

 13) 育児休暇 

 14) 有給休暇 

 15) 職場の勤務制度（フレックスタイム、休暇等） 

 16) 上司に相談しやすい職場環境 

 17) 配偶者の育児意識 

 18) 親族の育児協力 

 19) 友人・隣人の育児協力 

 20) 地域の育児支援施設 

 21) 地域の経済支援（育児手当等） 

 22) 性格指標 

有効回答数 3,422 サンプル 

 

 

 

 

 

表 3 主要要因の設問文 

育児休暇 
出産育児・介護に関して以下の問にお答えください。 

-あなたの職場は育児休暇制度が十分整備されている 

                                                      
5 インターネット調査のデータの質に関しては回答者の偏りや不正回答の可能性が指摘されてきている。

しかし、近年、インターネットが都市部にも地方部にも普及をし、幅広い世代に普及が進んでいること
から、回答者の偏りの問題は低下しているといわれる。本項で用いるアンケートデータは男女比と世代
比に偏りがないようにサンプルを回収している。また、不正回答を防ぐために、アンケート設問に不正
回答を検出するための設問を複数含め、それらの回答に一貫性が見られない場合には、そのサンプルを
不正回答とみなし、サンプルから排除するという事前のスクリーニングを行うことで、データの質改善
を行っている。 
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有給休暇 
出産育児・介護に関して以下の問にお答えください。 

-あなたの職場は有給休暇がとりやすい職場環境である 

職場の勤務制度 

（フレックスタ

イム、休暇等） 

出産育児・介護に関して以下の問にお答えください。 

-あなたの職場は柔軟な勤務体制（裁量労働制、フレックスタイム、短

時間勤務制度（短時間勤務（1日 6時間等）が可能等）、所定時間外労

働の制限（残業が免除される制度））が十分整備されている 

上司に相談しや

すい職場環境 

出産育児・介護に関して以下の問にお答えください。 

-あなたの職場は出産・育児・介護について上司に相談しやすい職場環

境である 

配偶者の 

育児意識 

出産育児・介護に関して以下の問にお答えください。 

-あなたの配偶者は育児を積極的に行う意識を持っている 

親族の育児協力 

出産育児・介護に関して以下の問にお答えください。 

-育児に関して周囲（親・兄弟・姉妹・子ども・その他親族）からのサ

ポートがある 

友人・隣人の 

育児協力 

出産育児・介護に関して以下の問にお答えください。 

-育児に関して周囲（隣人・友人など）からのサポートがある 

育児支援施設 

出産育児・介護に関して以下の問にお答えください。 

-地域の育児支援施設（保育施設、児童・学童施設、医療施設、子育て

相談窓口）が充実している 

経済支援 
出産育児・介護に関して以下の問にお答えください。 

-地域の子育てに関する経済支援（育児支援手当等）が充実している 

 

 

上記表 2 に示したデータを本稿では回帰分析に用いる。なお、分析の際に使用するコー

ドは以下の表 4 の通りである。 

 

 

 

 

表 4 コード表（*は数字が多いほど満足度が高い） 

変数名 コード化 備考 

1) 生活満足度（主観的幸福度、優位な感情

等） 

0－10 * 

2) 理想の子ども数6 0=0 人 

1=1 人 

2=2 人 

3=3 人 

4=4 人 

5=5 人以上 

 

3) 実際の子ども数または予定の子ども数 0=0 人 

1=1 人 

2=2 人 

3=3 人 

4=4 人 

5=5 人以上 

 

                                                      
6 西村(2012)を参考に質問文を作成 
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4) 性別 0=女性 

1=男性 

 

5) 年齢 自由記述  

6) 結婚年齢 自由記述  

7) 所得 0=100 万円未満 

1=100～200 万円未満 

2=200～300 万円未満 

3=300～400 万円未満 

4=400～500 万円未満 

5=500～600 万円未満 

6=600～700 万円未満 

7=700～800 万円未満 

8=800～900 万円未満 

9=900～1000 万円未満 

10=1000～1100 万円未満 

11=1100～1200 万円未満 

12=1200～1300 万円未満 

13=1300～1400 万円未満 

14=1400～1500 万円未満 

15=1500～1600 万円未満 

16=1600～1700 万円未満 

17=1700～1800 万円未満 

18=1800～1900 万円未満 

19=1900～2000 万円未満 

20=2000 万円以上 

 

8) 健康満足度 0－10 * 

9) 居住形態 0=持ち家以外 

1=持ち家 

 

10) 学歴 1=中学卒 

2=高校卒 

3=専門学校・専修学校 

・各種学校卒 

4=短期大学・高専卒 

5=大学卒 

6=大学院修士卒 

7=大学院博士卒 

8=その他 

 

11) 雇用形態（正規・非正規） 0=夫婦のどちらも正規雇用以外 

1=夫婦のどちらかが正規雇用 

 

12) 延床面積 0=20 平米未満 

1=20～30 平米未満 

2=30～40 平米未満 

3=40～50 平米未満 

4=50～60 平米未満 

5=60～70 平米未満 

6=70～80 平米未満 

7=80～90 平米未満 
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8=90～100 平米未満 

9=100～120 平米未満 

10=120～140 平米未満 

11=140～160 平米未満 

12=160～180 平米未満 

13=180～200 平米未満 

14=200 平米以上 

13) 育児休暇 0－10 * 

14) 有給休暇 0－10 * 

15) 職場の勤務制度 

（フレックスタイム、休暇等） 

0－10 * 

16) 上司に相談しやすい職場環境 0－10 * 

17) 配偶者の育児意識 0－10 * 

18) 親族の育児協力 0－10 * 

19) 友人・隣人の育児協力 0－10 * 

20) 育児支援施設 0－10 * 

21) 経済支援（育児手当等） 0－10 * 

22) 性格指標7 0=全く違うと思う 

1=おおよそ違うと思う 

2=少し違うと思う 

3=どちらでもない 

4=少しそう思う 

5=まあまあそう思う 

6=強くそう思う 

(2 つずつある設問の回答の平均) 

 

 

 本分析では、データ範囲を指定し、分析対象を 20 代～40 代の結婚している男女とし

た。その結果、分析に使用するサンプル数は 1031 サンプルとなった。なお、理想子ども

数と予定子ども数のギャップの分析においては、予定子ども数が理想の子ども数を上回っ

ている回答者は排除したため、サンプル数は 999 サンプルである。その理由は、本稿の目

的は、子どもを産みたいのに産めない状況の人々を減らす政策を提言することであるから

である。使用サンプルの基本統計量を以下の表 5、6 に示す。 

 

表 5 理想の子ども数と予定子ども数のギャップ・基本統計量 (999 サンプル) 

  平均 標準偏差 最小値 最大値 

理想子ども数 1.875876 0.916673 0 5 

予定子ども数 0.994995 0.910292 0 3 

年齢 

(回答者が女性の場合は本人、 

回答者が男性の場合は配偶者） 

38.62162 6.346616 20 49 

結婚年齢 

(回答者が女性の場合は本人、 

回答者が男性の場合は配偶者） 

29.84484 5.164523 16 49 

                                                      
7 外向性、協調性、勤勉性、神経症傾向、開放性という 5 項目それぞれについて 2 問ずつ、合計 10 問を

アンケートで尋ねることで把握をしている。値が高いほどその項目が当てはまることを意味している。
尋ね方の詳細は小塩ら（2012）を参照のこと。 
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所得（2014年世帯所得（見込み額）） 7096597 4257426 500000 2.00E+07 

健康満足度 6.161161 2.282866 0 10 

居住形態 4.25025 1.910166 1 7 

学歴 4.427427 1.214677 1 8 

雇用形態 6.45045 6.170531 1 17 

延床面積 65.74575 30.18014 25 200 

育児休暇 6.30981 3.686332 0 12 

有給休暇 6.476977 3.562282 0 12 

職場の勤務制度 

（フレックスタイム、休暇等） 
6.206206 3.655646 0 12 

上司に相談しやすい職場環境 6.35986 3.525299 0 12 

配偶者の育児意識 6.176176 3.071459 0 10 

親族の育児協力 5.206206 3.068934 0 10 

友人・隣人の育児協力 4.356356 2.850507 0 10 

育児支援施設 5.375375 2.360376 0 10 

経済支援 5.159159 2.364927 0 10 

外向性 3.426927 0.887266 1 5.5 

協調性 2.961461 0.864153 1 5.5 

勤勉性 3.443443 0.80021 1 5 

神経症傾向 3.515015 0.906321 1 5.5 

開放性 3.637638 0.805682 1 5.5 

 

表 6 生活満足度・基本統計量 (1031 サンプル) 

  平均 標準偏差 最小値 最大値 

生活満足度 6.154219 2.294882 0 10 

予定子ども数 1.045587 0.954731 0 5 

性別 1.56741 0.495676 1 2 

年齢（本人） 38.63822 6.3587 20 49 

所得（2014年世帯所得（見込み額）） 7091174 4239313 500000 2.00E+07 

健康満足度 5.899127 2.226388 0 10 

育児休暇 6.324927 3.973718 0 12 

有給休暇 6.561591 3.827575 0 12 

職場の勤務制度 

（フレックスタイム、休暇等） 
6.226964 3.902811 0 12 

上司に相談しやすい職場環境 6.397672 3.763513 0 12 

配偶者の育児意識 6.193986 3.067082 0 10 

親族の育児協力 5.221145 3.086705 0 10 

友人・隣人の育児協力 4.402522 2.883154 0 10 

育児支援施設 5.401552 2.359397 0 10 

経済支援 5.184287 2.366224 0 10 

外向性 3.42483 0.886481 1 5.5 

協調性 2.965082 0.86223 1 5.5 

勤勉性 3.444229 0.79869 1 5 

神経症傾向 3.511639 0.909422 1 5.5 

開放性 3.64161 0.806722 1 5.5 
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第3節 推計結果 

第1項  理想子ども数と予定子ども数のギャップ 

 理想の子ども数と予定子ども数のギャップを被説明変数とした回帰分析の推計結果を表

7 から表 9 に示す。なお、分析に際しては多重共線性の問題を回避するために職場環境変

数、社会関係資本に関する変数、そして住環境に関する変数は別々のモデルに含めてい

る。表 7 が職場環境に関する変数を含めたモデル、表 8 が社会関係資本に関する変数を含

めたモデル、そして表 9 が住環境に関する変数を含めたモデルの推計結果である。 

 まず、表 7 から表 9 まで全てのモデルにおいてギャップの説明変数に次のコントロール

変数を含めている。理想子ども数、年齢（夫婦のうち女性側）、結婚年齢（夫婦のうち女

性側）、世帯所得（2014 年見込み額）、健康満足度（夫婦のうち男性側）、健康満足度

（夫婦のうち女性側）、持ち家ダミー（0 が持ち家なし、1 が持ち家あり）、学歴（大卒

ダミー、0 が大卒ではない、１が大卒以上）、正規雇用ダミー（１が夫婦どちらか一方が

正規雇用、0 が夫婦どちらも正規雇用ではない）、延べ床面積である。 

理想子ども数については表 7 から表 9 まで全てのモデルで統計的に有意に正の符号が得

られている。この説明変数は理想が高いほどギャップが大きくなる影響を取り除く目的で

モデルに含めたものであり、期待したとおりの符合が得られたことになる。また夫婦のう

ちの女性側の現在の年齢が高いほど今後子どもを生む可能性が低くなること、そして夫婦

のうち女性側の結婚したときの年齢が高いほどその後子どもを生む可能性が低くなること

を考慮するために女性側の年齢と結婚年齢をモデルに含めている。分析の結果、表 7 から

表 9 全てのモデルで期待通りの符号が統計的に有意に得られている。次に、世帯所得に関

してであるが、表 7 から表 9 全てのモデルで統計的に有意に正の符号が得られている。す

なわち世帯所得が高いほどギャップが大きくなるという結果といえる。この結果は森田

（2006）が示した夫の月収が高いほどギャップが小さくなるという分析結果と異なる結果

である。これは、世帯所得の高さが長時間労働の性質を含めていると考えられる。 

我々の分析では世帯所得以外に所得が関係する学歴、持ち家ダミー、そして正規雇用ダ

ミーを含めており、経済的な豊かさについてはそれらの変数で影響を捉えていると考えら

れる。健康満足度については石井（2013）と同様に健康であるほどギャップが小さくなる

という結果が男性側についても女性側についても統計的に有意に得られている。学歴や正

規雇用については統計的に有意な結果が得られていない。最後に延べ床面積については自

宅の面積が小さいほどギャップが大きくなるという結果が統計的に有意に得られており、

松浦（2008）および鈴木ら（2010）と同様の結果が得られたといえる。 

本研究の興味である職場環境変数、社会関係資本に関する変数、住環境に関する変数に

ついて以下説明する。まず表 7 の職場環境変数についてであるが、全ての職場環境変数に

ついて統計的に有意な結果が得られなかった。この結果は鈴木ら（2010）の結果と異なる

ものである。一方で、社会関係資本に関する変数については、配偶者の育児意識、親族の

育児協力、友人・隣人の育児協力のうち、配偶者の育児意識と親族の育児協力が充実して

いるほどギャップが小さくなるという結果が統計的に有意に得られた。この結果は鈴木ら

（2010）と矛盾しない結果である。最後に、住環境に関しては、育児支援施設、経済支援

の 2 つの指標双方においてその充実がギャップを小さくするという結果が統計的に有意に

得られた。 

 以上の結果をまとめると、ギャップを埋める決定要因として統計的に有意な結果が得ら

れたのは、「配偶者の育児意識があること」、「親族の育児協力があること」、「育児支

援施設が充実していること」、「地域の経済支援があること」となった。 
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表 7 ギャップの決定要因（職場環境に関する変数を含めたモデル） 

 
(1)育児休暇 (2)有給休暇 (3)勤務体制 (4)上司相談 

理想子ども数 
 

0.49*** 0.49*** 0.50*** 0.49*** 

(16.63) (16.92) (16.92) (16.88) 

年齢(女性) 
 

－0.02*** －0.02*** －0.02*** －0.02*** 

(－4.8) (－5.1) (－4.82) (－5.19) 

結婚年齢(女性) 
 

0.04*** 0.04*** 0.04*** 0.04*** 

(7.79) (7.91) (7.9) (7.92) 

世帯所得 
 

1.49E-08** 1.56E-08** 1.61E-08** 1.56E-08** 

(2.11) (2.23) (2.33) (2.25) 

健康満足度(男性) 
－0.02 －0.02 －0.02 －0.02 

(－1.29) (－1.06) (－1.54) (－1.1) 

健康満足度(女性) 
 

－0.05*** －0.05*** －0.05*** －0.05*** 

(－3.8) (－4.03) (－4.08) (－3.93) 

持ち家ダミ－ 
 

－0.17*** －0.17*** －0.16*** －0.17*** 

(－2.94) (－2.88) (－2.83) (－2.94) 

学歴(大卒) 
 

0.05 0.06 0.05 0.06 

(0.98) (1.15) (0.84) (1.04) 

正規雇用 
 

－0.08 －0.05 －0.08 －0.06 

(－0.69) (－0.46) (－0.69) (－0.49) 

延床面積 

－0.0028*** －0.0027*** －0.0029*** －0.0026*** 

(－2.75) (－2.65) (－3) (－2.63) 

    

育児休暇 
 

0.01    

(0.92)    

有給休暇 
 

 －0.0016   

 (－0.18)   

勤務体制 
 

  0.01  

  (0.65)  

上司相談 
   0.0019 

   (0.19) 

修正済み R
2
 0.34 0.34 0.34 0.34 

サンプル数 701 713 722 715 

 

 

注）*は 10％水準、**は 5％水準、***は 1％水準で統計的に有意であることを意味している 
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表 8 ギャップの決定要因（社会関係資本に関する変数を含めたモデル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）*は 10％水準、**は 5％水準、***は 1％水準で統計的に有意であることを意味している 

 

 

 

 

 
 

  

 
(5)配偶者 (6) 親族 (7)友人・隣人 

理想子ども数 
 

0.50*** 0.49*** 0.49*** 

(19.76) (19.2) (19.2) 

年齢(女性) 
 

－0.02*** －0.02*** －0.02*** 

(－5.86) (－5.47) (－5.39) 

結婚年齢(女性) 
 

0.04*** 0.04*** 0.04*** 

(8.17) (8.05) (8.00) 

収入 
 

1.27 E-08** 1.20 E-08** 1.20 E-08** 

(2.17) (2.03) (2.04) 

健康満足度(男性) 
0.0017 －0.010 －0.010 

(0.13) (－0.47) (－0.56) 

健康満足度(女性) 
 

－0.04*** －0.04*** －0.04*** 

(－3.95) (－3.73) (－3.78) 

持ち家ダミ－ 
 

－0.10** －0.11** －0.11** 

(－2.06) (－2.20) (－2.23) 

学歴(大卒) 
 

－0.02 －0.02 －0.03 

(－0.35) (－0.53) (－0.58) 

正規雇用 
 

－0.14 －0.14 －0.14 

(－1.41) (－1.43) (－1.44) 

延床面積 
 

－0.0027*** －0.0027*** －0.0027*** 

(－3.24) (－3.26) (－3.31) 

配偶者の育児意識 
 

－0.03***   

(－4.22)   

親族の育児協力 
 

 －0.01*  

 (－1.79)  

友人・隣人の育児協力 
 

  －0.01 

  (－1.52) 

修正済み R
2
 0.32 0.31 0.31 

サンプル数 999 999 999 
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表 9 ギャップの決定要因（住環境に関する変数を含めたモデル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

注）*は 10％水準、**は 5％水準、***は 1％水準で統計的に有意であることを意味している 

 

  

 
(8) 育児支援施設 (9)経済支援 

理想子ども数 
 

0.50*** 0.49*** 

(19.44) (19.19) 

年齢(女性) 
 

－0.02*** －0.02*** 

(－5.34) (－5.31) 

結婚年齢(女性) 
 

0.04*** 0.04*** 

(7.96) (7.95) 

収入 
 

1.16E-08** 1.19E-08** 

(1.97) (2.01) 

健康満足度(男性) 
－0.01 －0.01 

(－0.39) (－0.54) 

健康満足度(女性) 
 

－0.04*** －0.04*** 

(－3.3) (－3.55) 

持ち家ダミ－ 
 

－0.11** －0.11** 

(－2.18) (－2.21) 

学歴(大卒) 
 

－0.03 －0.03 

(－0.59) (－0.58) 

正規雇用 
 

－0.13 －0.14 

(－1.33) (－1.4) 

延床面積 
－0.0027*** －0.0027*** 

(－3.33) (－3.33) 

育児支援施設 
－0.03***  

(－3.05)  

経済支援 
 

 －0.02* 

 (－1.95) 

修正済み R
2
 0.31 0.31 

サンプル数 999 999 
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第 2 項 生活満足度 

次に生活満足度を被説明変数とした回帰分析の結果を示す。推計結果を以下の表 10～13

に示す。表 10 は基本モデルであり、表 11 は職場環境に関する交差項を含めたモデル、表

12 は社会関係資本に関する変数の交差項を含めたモデル、そして表 13 は住環境に関する

交差項を含めたモデルである。 

まず表 10 の基本モデルの結果をみると、生活満足度の決定要因に関する先行研究の結

果とほぼ同様の結果が得られている。すなわち、男性のほうが女性よりも平均的に不幸で

あり、年間世帯所得が高いほど幸福であり、健康満足度が高いほど幸福という結果であ

る。性格に関するコントロール変数についてもおおむね予想通りの符号が統計的に有意に

得られている。 

本研究の興味である子どもの数については基本モデルでは統計的に有意な結果が得られ

ていない。この分析結果は Giusta et al. (2011)および Rätzel (2012)で有意な結果が得られ

ていることと異なる結果といえるが、日本の場合は状況が異なる可能性もあり、また、勤

務環境、社会関係資本、そして住環境の状況によって子どもの数が生活満足度に与える影

響が異なる可能性をこの表 10 のモデルは考慮に入れていないことが影響している可能性

もある。 

基本モデルに職場環境に関する交差項を含めた表 11 の結果を以下説明したい。交差項

としては、育児休暇、有給休暇、勤務制度、上司相談を含めている。分析の結果、育児休

暇については子どもの数について統計的に有意性が得られていない。一方で有給休暇、勤

務制度、上司相談の状況については子どもの数および交差項ともに統計的に有意な結果が

得られている。得られた符号から、子どもの数の増加が生活満足度に与える影響は有給休

暇、勤務制度、そして上司相談の状況に左右されるということが示されたことになる。す

なわち、これらの職場環境の状況の良し悪しが子どもの数と生活満足度の関係に影響を与

えるということである。 

 次に、基本モデルに社会関係資本に関する交差項を含めた表 12 の結果および基本モデ

ルに住環境の交差項を含めた表 13 の結果を説明したい。表 12 における配偶者の育児意

識、親族の育児協力、そして友人・隣人の育児協力、そして表 13 における全ての住環境

に関する変数の交差項について子どもの数も含め統計的に有意な結果が得られている。こ

れらの変数は理想子ども数と予定子ども数のギャップにも影響を与えているため、具体的

に社会関係資本や住環境の水準ごとに、子どもの数が生活満足度に与える影響について

は、次項（Life Satisfaction Approach）において議論を行う。  
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表 10 生活満足度の決定要因（基本モデル） 
 (1) 基本モデル 

男性ダミ－ 
－0.19 

(－1.52) 

年齢 
－0.01 

(－1.45) 

年間世帯所得 
1.04E-07*** 

(6.86) 

外向性 
0.05 

(0.61) 

協調性 
－0.25*** 

(－3.29) 

勤勉性 
0.16* 

(1.93) 

神経症傾向 
－0.07 

(－1.02) 

開放性 
0.12 

(1.47) 

健康満足度 
0.42*** 

(14.53) 

子どもの数 
－0.0047 

(－0.07) 

修正済み R
2
 0.28 

サンプル数 1031 

 

注）*は 10％水準、**は 5％水準、***は 1％水準で統計的に有意であることを意味している 
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表 11 生活満足度の決定要因（職場環境に関する交差項を含めたモデル） 

 
(2) 育児休暇 (3) 有給休暇  (4) 勤務制度 (5) 相談上司 

男性ダミ－ 
－0.33** －0.43*** －0.40*** －0.40*** 

(－2.18) (－2.97) (－2.69) (－2.71) 

年齢 
－0.03** －0.03** －0.02* －0.02** 

(－2.12) (－2.5) (－1.96) (－2.05) 

所得 
1.23E-07*** 1.22E-07*** 1.22E-07*** 1.22E-07*** 

(6.71) (6.82) (6.79) (6.84) 

外向性 
0.12 0.05 0.10 0.08 

(1.32) (0.61) (1.1) (0.85) 

協調性 
－0.28*** －0.31*** －0.30*** －0.26*** 

(－3.12) (－3.54) (－3.47) (－2.94) 

勤勉性 
0.05 0.15 0.14 0.13 

(0.53) (1.6) (1.53) (1.39) 

神経症傾向 
－0.12 －0.10 －0.12 －0.11 

(－1.39) (－1.16) (－1.44) (－1.34) 

開放性 
0.23** 0.30*** 0.22** 0.28*** 

(2.4) (3.21) (2.34) (2.99) 

健康満足度 
0.38*** 0.37*** 0.37*** 0.38*** 

(10.53) (10.88) (10.67) (10.95) 

子どもの数 

－0.16 －0.26** －0.21* －0.23* 

(－1.33) (－2.27) (－1.83) (－1.92) 

    

子どもの数 

×育児休暇 

0.03*    

(1.7)    

子どもの数 

×有給休暇 

 0.04**   

 (2.51)   

子どもの数 

×勤務制度 

  0.04**  

  (2.46)  

子どもの数 

×上司相談 

   0.03* 

   (1.89) 

修正済み R
2
 

サンプル数 

0.29 0.32 0.30 0.30 

694 706 717 713 

 

注）*は 10％水準、**は 5％水準、***は 1％水準で統計的に有意であることを意味している 

 

  



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

33 

 

表 12 生活満足度の決定要因（社会関係資本に関する交差項を含めたモデル） 

 
(6) 配偶者 (7) 親族 (8) 友人・隣人 

男性ダミ－ 
－0.31** －0.25** －0.21* 

(－2.42) (－1.99) (－1.70) 

年齢 
－0.01 －0.01 －0.01 

(－1.2) (－1.15) (－1.3) 

所得 
1.03E-07*** 1.06E-07*** 1.05E-07*** 

(6.85) (7.00) (6.97) 

外向性 
0.04 0.03 0.04 

(0.56) (0.43) (0.46) 

協調性 
－0.23*** －0.22*** －0.24*** 

(－3.05) (－2.93) (－3.18) 

勤勉性 
0.15* 0.17** 0.15* 

(1.88) (2.11) (1.92) 

神経症傾向 
－0.07 －0.07 －0.07 

(－0.91) (－0.96) (－1.02) 

開放性 
0.12 0.13 0.12 

(1.44) (1.55) (1.44) 

健康満足度 
0.42*** 0.41*** 0.42*** 

(14.46) (14.23) (14.23) 

子どもの数 
－0.42*** －0.35*** －0.32*** 

(－3.36) (－3.21) (－3.03) 

子どもの数 

×配偶者の育児意識 

0.06***   

(3.94)   

子どもの数 

×親族の育児協力 

 0.06***  

 (3.99)  

子どもの数 

×友人・隣人の育児協力 

  0.06*** 

  (3.84) 

修正済み R
2
 0.29 0.29 0.29 

サンプル数 1031 1031 1031 

 

注）*は 10％水準、**は 5％水準、***は 1％水準で統計的に有意であることを意味している 
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表 13 生活満足度の決定要因（住環境に関する交差項を含めたモデル） 

 (9) 育児支援施設 (10)  経済支援 

男性ダミ－ －0.18 －0.20 

(－1.47) (－1.55) 

年齢 －0.01 －0.01 

(－1.41) (－1.44) 

所得 1.09E-07*** 1.06E-07*** 

(7.2) (7.02) 

外向性 0.04 0.04 

(0.47) (0.48) 

協調性 －0.22*** －0.23*** 

(－2.96) (－3.01) 

勤勉性 0.14* 0.14* 

(1.72) (1.75) 

神経症傾向 －0.09 －0.09 

(－1.19) (－1.17) 

開放性 0.12 0.11 

(1.42) (1.34) 

健康満足度 0.41*** 0.41*** 

(14.12) (14.17) 

子どもの数 －0.52*** －0.38*** 

(－3.7) (－2.89) 

子どもの数 

×育児支援施設 

0.09***  

(4.16)  

子どもの数 

×経済支援 

 0.07*** 

 (3.32) 

修正済み R
2
 

0.29 0.29 

サンプル数 1031 1031 

 

注）*は 10％水準、**は 5％水準、***は 1％水準で統計的に有意であることを意味している 
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なお、第 2 項の分析結果の頑健性を確かめるために、被説明変数に他の指標、すなわち主

観的幸福度指標、Cantril ladder 指標を用いた結果についても以下に示す8。 

 

表 14 主観的満足度の決定要因（基本モデル） 
 (1)基本モデル 

男性ダミ– 
–0.22* 

（–1.85） 

年齢 
–0.029** 

(–3.08) 

所得 
6.32E–08*** 

(4.46) 

外向性 
0.16** 

(2.25) 

協調性 
–0.25*** 

(–3.52) 

勤勉性 
–0.017 

(–0.23) 

神経症傾向 
–0.12* 

(–1.81) 

開放性 
–0.013 

(–0.17) 

健康満足度 
0.40*** 

(14.52) 

子どもの数 
0.15** 

(2.42) 

修正済み R
2
 0.28 

サンプル数 1031 

 

 

注）*は 10％水準、**は 5％水準、***は 1％水準で統計的に有意であることを意味している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 前日の肯定的感情と否定的感情についてもアンケートで取得し、優位な感情の指標についても被説明変

数として分析を行ったが、子どもの数および交差項について統計的に有意な結果が得られなかったた
め、分析結果は示さない。優位な感情は短期的な気分を示すものである。一方で生活満足度や主観的幸
福度そして Cantril ladder はより長期的な自分の状況を踏まえて、客観的に自分の人生を評価する指標
と考えられる。我々が実現したい幸せな世の中は短期的な満足度ではなく長期的な（人生の）満足度で
ある。以上より、優位な感情の分析結果については本稿では触れないこととした。 
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表 15 主観的幸福度の決定要因（職場環境に関する交差項を含めたモデル） 

 
(2)育児休暇 (3) 有給休暇 (4)勤務制度 (5)上司相談 

性別ダミ－ 
－0.30** －0.39*** －0.32** －0.37** 

(－2.07) (－2.74) (－2.23) (－2.58) 

年齢 
－0.033*** －0.034*** －0.033*** －0.030*** 

(－2.76) (－2.91) (－2.84) (－2.6) 

所得 
8.88E－08*** 8.95E－08*** 8.60E－08*** 8.93E－08*** 

(5.04) (5.11) (4.97) (5.17) 

外向性 
0.10 0.073 0.11 0.10 

(1.18) (0.83) (1.31) (1.21) 

協調性 
－0.26*** －0.27*** －0.29*** －0.24*** 

(－3) (－3.22) (－3.5) (－2.89) 

勤勉性 
－0.063 －0.018 －0.039 －0.053 

(－0.69) (－0.21) (－0.44) (－0.6) 

神経症傾向 
－0.11 －0.10 －0.12 －0.10 

(－1.28) (－1.27) (－1.53) (－1.28) 

開放性 
0.12 0.16* 0.10 0.15 

(1.26) (1.77) (1.13) (1.6) 

健康満足度 
0.35*** 0.34*** 0.34*** 0.35*** 

(10.12) (10.28) (10.3) (10.35) 

子どもの数 
－0.092 －0.11 －0.17 －0.099 

(－0.81) (－0.93) (－1.59) (－0.86) 

子どもの数 

×育児休暇 

0.034**    

(2)    

子どもの数 

×有給休暇 

 0.031*   

 (1.93)   

子どもの数 

×勤務制度 

  0.054***  

  (3.37)  

子どもの数 

×上司相談 

   0.031* 

   (1.84) 

修正済み R
2
 0.25 0.26 0.26 0.26 

サンプル数 694 706 717 713 

 

 

注）*は 10％水準、**は 5％水準、***は 1％水準で統計的に有意であることを意味している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

37 

 

表 16 主観的幸福度の決定要因（社会関係資本に関する交差項を含めたモデル） 

 
(6)配偶者 (7) 親族 (8)友人・隣人 

男性ダミ－ 
–0.38*** –0.28** –0.24** 

(–3.24) (–2.38) (–2.03) 

年齢 
–0.025*** –0.026*** –0.028*** 

(–2.72) (–2.74) (–2.93) 

所得 
6.19E–08*** 6.46E–08*** 6.42E–08*** 

(4.44) (4.61) (4.57) 

外向性 
0.16** 0.15** 0.15** 

(2.21) (2.06) (2.11) 

協調性 
–0.22*** –0.22*** –0.24*** 

(–3.17) (–3.11) (–3.4) 

勤勉性 
–0.024 –0.0029 –0.019 

(–0.33) (–0.04) (–0.26) 

神経症傾向 
–0.11* –0.12* –0.12* 

(–1.68) (–1.76) (–1.82) 

開放性 
–0.018 –0.0073 –0.017 

(–0.23) (–0.09) (–0.22) 

健康満足度 
0.39*** 0.38*** 0.39*** 

(14.51) (14.2) (14.21) 

子どもの数 
–0.43*** –0.22** –0.16* 

(–3.7) (–2.15) (–1.65) 

子どもの数 

×配偶者の育児意識 

0.086***   

(5.97)   

子どもの数 

×親族の育児協力 

 0.065***  

 (4.59)  

子どもの数 

×友人・隣人の育児協力 

  0.061*** 

  (4.09) 

修正済み R
2
 0.30 0.29 0.29 

サンプル数 1031 1031 1031 

 

 

注）*は 10％水準、**は 5％水準、***は 1％水準で統計的に有意であることを意味している 
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表 17 主観的幸福度の決定要因（住環境に関する交差項を含めたモデル） 

 
(9)育児支援施設 (10) 経済支援 

男性ダミ－ 
–0.21* –0.22* 

(–1.79) (–1.88) 

年齢 
–0.029*** –0.029*** 

(–3.05) (–3.08) 

所得 
6.72E–08*** 6.52E–08*** 

(4.76) (4.62) 

外向性 
0.15** 0.15** 

(2.13) (2.12) 

協調性 
–0.22*** –0.23*** 

(–3.2) (–3.23) 

勤勉性 
–0.033 –0.032 

(–0.45) (–0.43) 

神経症傾向 
–0.13** –0.13** 

(–1.98) (–1.98) 

開放性 
–0.018 –0.024 

(–0.24) (–0.31) 

健康満足度 
0.38*** 0.39*** 

(14.12) (14.15) 

子どもの数 
–0.30** –0.21* 

(–2.29) (–1.73) 

子どもの数 

×育児支援施設 

0.075***  

(3.92)  

子どもの数 

×経済支援 

 0.064*** 

 (3.45) 

修正済み R
2
 0.29 0.28 

サンプル数 1031 1031 

 

 

注）*は 10％水準、**は 5％水準、***は 1％水準で統計的に有意であることを意味している 
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表 18 Cantril ladder 指標の決定要因（基本モデル） 
 (1)基本モデル 

男性ダミ－ 
－0.35*** 

(－3.38) 

年齢 
－0.0035 

(－0.41) 

所得 
8.57E－08*** 

(6.81) 

外向性 
0.054 

(0.85) 

協調性 
－0.14** 

(－2.31) 

勤勉性 
0.13* 

(1.95) 

神経症傾向 
－0.18*** 

(－2.92) 

開放性 
－0.061 

(－0.88) 

健康満足度 
0.32*** 

(13.11) 

子どもの数 
0.11** 

(1.98) 

修正済み R
2
 0.27 

サンプル数 1031 

 

 

 

注）*は 10％水準、**は 5％水準、***は 1％水準で統計的に有意であることを意味している 
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表 19 Cantril ladder 指標の決定要因（職場環境に関する交差項を含めたモデル） 

 
(2)育児休暇 (3) 有給休暇 (4)勤務制度 (5)相談上司 

男性ダミ－ 
－0.47*** －0.52*** －0.45*** －0.49*** 

(－3.67) (－4.15) (－3.59) (－3.95) 

年齢 
－0.011 －0.012 －0.010 －0.0086 

(－1.02) (－1.19) (－1) (－0.84) 

所得 
9.81E－08*** 9.53E－08*** 9.33E－08*** 9.81E－08*** 

(6.33) (6.16) (6.12) (6.44) 

外向性 
0.069 0.015 0.035 0.029 

(0.88) (0.2) (0.46) (0.38) 

協調性 
－0.16** －0.14* －0.16** －0.13* 

(－2.17) (－1.94) (－2.21) (－1.7) 

勤勉性 
0.089 0.14* 0.14* 0.13 

(1.11) (1.81) (1.77) (1.61) 

神経症傾向 
－0.15** －0.16** －0.17** －0.16** 

(－2.04) (－2.26) (－2.45) (－2.26) 

開放性 
－0.027 0.027 －0.0034 0.026 

(－0.33) (0.33) (－0.04) (0.33) 

健康満足度 
0.27*** 0.27*** 0.27*** 0.27*** 

(8.97) (9.22) (9.3) (9.03) 

子どもの数 
0.028 －0.096 －0.037 －0.079 

(0.28) (－0.96) (－0.39) (－0.77) 

子どもの数 

×育児休暇 

0.012    

(0.78)    

子どもの数 

×有給休暇 

 0.028*   

 (1.92)   

子どもの数 

×勤務制度 

  0.019  

  (1.37)  

子どもの数 

×上司相談 

   0.022 

   (1.46) 

修正済み R
2
 0.24 0.26 0.24 0.24 

サンプル数 694 706 717 713 

 

 

注）*は 10％水準、**は 5％水準、***は 1％水準で統計的に有意であることを意味している 
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表 20 Cantril ladder 指標の決定要因（社会関係資本に関する交差項を含めたモデル） 

 
(6)配偶者 (7) 親族 (8)友人・隣人 

男性ダミ－ 
－0.49*** －0.39*** －0.37*** 

(－4.63) (－3.77) (－3.53) 

年齢 
－0.00039 －0.0012 －0.0023 

(－0.05) (－0.14) (－0.28) 

所得 
8.46E－08*** 8.66E－08*** 8.63E－08*** 

(6.82) (6.92) (6.9) 

外向性 
0.049 0.044 0.046 

(0.78) (0.69) (0.72) 

協調性 
－0.12** －0.12** －0.14** 

(－1.98) (－1.99) (－2.2) 

勤勉性 
0.12* 0.14** 0.13* 

(1.88) (2.1) (1.93) 

神経症傾向 
－0.17*** －0.17*** －0.18*** 

(－2.8) (－2.88) (－2.92) 

開放性 
－0.064 －0.057 －0.063 

(－0.95) (－0.83) (－0.93) 

健康満足度 
0.31*** 0.31*** 0.31*** 

(13.06) (12.82) (12.83) 

子どもの数 
－0.36*** －0.14 －0.11 

(－3.55) (－1.53) (－1.29) 

子どもの数 

×配偶者の育児意識 

0.071***   

(5.49)   

子どもの数 

×親族の育児協力 

 0.043***  

 (3.45)  

子どもの数 

×友人・隣人の育児協力 

  0.044*** 

  (3.26) 

修正済み R
2
 0.29 0.28 0.28 

サンプル数 1031 1031 1031 

 

 

注）*は 10％水準、**は 5％水準、***は 1％水準で統計的に有意であることを意味している 
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表 21 Cantril ladder 指標の決定要因（住環境に関する交差項を含めたモデル） 

 
(9)育児支援施設 (10) 経済支援 

男性ダミ－ 
－0.35*** －0.35*** 

(－3.34) (－3.41) 

年齢 
－0.0031 －0.0033 

(－0.37) (－0.4) 

所得 
8.84E－08*** 8.70E－08*** 

(7.04) (6.93) 

外向性 
0.047 0.047 

(0.74) (0.74) 

協調性 
－0.13** －0.13** 

(－2.05) (－2.08) 

勤勉性 
0.12* 0.12* 

(1.78) (1.79) 

神経症傾向 
－0.18*** －0.18*** 

(－3.05) (－3.04) 

開放性 
－0.0640479 －0.068 

(－0.94) (－1) 

健康満足度 
0.31*** 0.31*** 

(12.76) (12.79) 

子どもの数 
－0.20* －0.14 

(－1.75) (－1.29) 

子どもの数 

×育児支援施設 

0.052***  

(3.06)  

子どもの数 

×経済支援 

 0.044*** 

 (2.67) 

修正済み R
2
 0.28 0.28 

サンプル数 1031 1031 

 

表 14 から表 17 は主観的幸福度指標、表 18 から表 21 は Cantril ladder の決定要因に関す

る推計結果である。主観的満足度と Cantril ladder に共通の特徴として特筆すべき点は、基本

モデルにおいて子どもの数の係数が統計的に有意に正の符号となっている点である。生活幸福

度については基本モデルにおいては統計的に有意な結果は得られていない。この違いが生じた

理由は、それぞれの被説明変数が捉えているものが異なることにあると考えられる。生活満足

度指標は白石ら（2010）が指摘しているように現実的な生活面での指標であり、一方で主観的

幸福度や Cantril ladder は現実的な生活を一旦咀嚼して、その生活をその人がどのように解釈

するかによって評価が変化する指標と考えられる。例えるならば、主観的幸福度は自分が寿命

をむかえた時に、自分の人生を振り返って評価をする行為と関係性が深いと考えられないだろ

うか。現実的な生活は苦しかったとしても、客観的に考えると幸せであったという可能性もあ

る。子どもの数というものは平均的には主観的満足度および Cantril ladder 指標を増大させる

影響を持つことは特筆に価すると考えられる。なお、主観的幸福度と Cantril ladder のその他

のモデルの分析結果は概ね生活満足度と同様の結果が得られている。具体的には以下の通りの

結果が得られている。まず職場環境に関する変数については生活満足度と同様に統計的に有意

な結果が得られていない。社会関係資本に関する変数については主観的幸福度指標については

生活満足度と同様の結果が得られている一方、Cantril ladder については配偶者の育児意識の

み統計的に有意な結果が得られている（親族の育児協力と友人・隣人の育児協力が統計的に有

意な結果が得られない）。住環境に関する変数については主観的幸福度指標についても

Cantril ladder についても生活満足度と同様に双方の変数について同様の結果が得られている
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9。以上より、Cantril ladder の親族の育児協力と友人・隣人の育児協力のみ生活満足度の決定

要因の分析と異なる結果が得られているが10、その他については概ね生活満足度の分析と同様

の結果が得られていることになる。以上より、生活満足度の決定要因に関する分析の頑健性が

被説明変数の選択によらず確かめられたといえるのではないだろうか。 

 

 

  

                                                      
9 例外として以下が挙げられる。まず職場環境に関する変数については生活満足度と同様に統計的に有意

な結果は得られていない。社会関係資本に関する変数については主観的幸福度指標については生活満足
度と同様の結果が得られている。一方、Cantril ladder については配偶者の育児意識のみが統計的に有
意な結果が得られており、親族の育児協力と友人・隣人サポートが統計的に有意な結果が得られないと
いう相違点がみられた。住環境に関する変数については主観的幸福度指標についても Cantril ladder に
ついても生活満足度と同様に全ての変数について同様の結果が得られている。 

10 したがって、配偶者の育児意識に比べて親族や友人・隣人のサポートの影響は頑健ではない可能性があ
る。 
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第 3 項 Life satisfaction approach（LSA） 

第 2 項の生活満足度の決定要因の分析結果を用いて、子どもの数が 1 人増えることの価

値について議論を行いたい11。前項で述べたように、ギャップと生活満足度の双方の分析

において統計的に有意であったのは、社会関係資本に関する全ての指標（配偶者の育児意

識、親族の育児協力、友人・隣人の育児協力）および住環境に関する全ての指標（育児支

援施設、経済的支援）であった12。これらの指標の水準ごとに子どもが一人増えることの

価値は異なるということになる。この価値を Life Satisfaction Approach（Frey et al. 

2009）を用いて評価を行った結果を表 22 から表 25 に示す。 

色づけされている部分は、金銭価値評価がマイナスになっている部分に該当するサンプ

ル数である。子どもが一人増えることの価値がこれらの人々にとってはマイナスの金額と

いうことをこの表は意味している。「マイナスの金額の状況の人々」というのはすなわ

ち、子育てで苦しんでいる人々ということに他ならない。 

  表 22 から表 25 の色つきの部分の人数をそれぞれの表で合計すると、図 11 のように

なる。表 24 の「育児支援施設」の人数が最も多く、全 1031 サンプル中 703 サンプルの

人々がマイナスという結果になっている。すなわち、地域の育児支援施設の整備が不十分

であることから子育てに苦労している人が相対的に最も多いということになる。経済的支

援については相対的に困っている人数は少ないことが明らかになった。人々の悩みや置か

れている状況が様々であることは事実であるが、この金銭価値評価は精神的被害額と解釈

できる。政策とは、国民をより幸福にするために存在するものであると考えると、国民が

最も苦しんでいる項目から政策を優先的に行っていくことが効果的に人々を苦しみから救

うことができる方法なのではないだろうか。 

 

表 22 配偶者の育児意識する金銭価値評価(年間世帯所得換算) 

配偶者の育児意識 子どもが 1 人増えることの金銭価値(万円) 度数(人) 

0 －405.43 83 

1 －345.45 27 

2 －285.46 30 

3 －225.48 63 

4 －165.50 45 

5 －105.52 185 

6 －455.42 90 

7 144.39 97 

8 74.42 124 

9 134.40 76 

10 1943810.68 211 

 

 

表 23 親族の育児協力に対する金銭価値評価(年間世帯所得換算) 

親族の育児協力 子どもが 1 人増えることの金銭価値（万円） 度数(人) 

0 －332.85 118 

1 －275.63 57 

                                                      
11 主観的幸福度指標および Cantril ladder 指標の決定要因の分析についても同様に金銭価値評価が可能

であるが、日々の生活（の苦しみ）を客観的に評価するための指標としては、白石（2010）がして生
きているように現実的な生活面での指標である生活満足度指標が最適であると考え、ここでは生活満足
度指標を用いた金銭価値評価のみを示すこととする。 
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2 －218.40 56 

3 －161.18 73 

4 －103.95 46 

5 －46.73 203 

6 104.98 103 

7 67.72 103 

8 124.95 106 

9 182.17 51 

10 239.40 115 

 

 

 

 

表 24 育児支援施設に対する金銭価値評価(年間世帯所得換算) 

育児支援施設 子どもが一人増えることの金銭価値（万円） 度数(人) 

0 －478.48 58 

1 －399.99 26 

2 －321.51 36 

3 －243.023 57 

4 －164.54 82 

5 －86.06 307 

6 －7.58 137 

7 70.90 143 

8 149.39 95 

9 227.87 46 

10 306.35 44 

 

 

表 25 経済支援に対する金銭価値評価(年間世帯所得換算) 

経済的支援 子どもが一人増えることの金銭価値（万円） 度数(人) 

0 －360.04 83 

1 －298.03 27 

2 －236.01 30 

3 －174.00 63 

4 －111.99 45 

5 －49.978 185 

6 12.03 90 

7 74.04 97 

8 136.06 124 

9 198.07 76 

10 260.08 211 
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図 11 子ども 1 人の金銭価値評価がマイナスとなった人数（全サンプル 1031）（筆者作成） 

 

以上、本節第 1 項、第 2 項そして第 3 項の分析結果より、社会関係資本に関する指標と

住環境に関する指標については、理想子ども数と予定子ども数のギャップを埋める要因と

なるだけでなく、生活満足度とも関係性があり、子どもの数が 1 人増えることの金銭価値

に影響を及ぼすことが確かめられたことになる。加えて、それぞれの指標において金銭価

値評価の状況は異なることから、政策の優先順位を考えることができると考えられる。一

方で、職場環境については生活満足度との関係性は見出されたものの、ギャップを埋める

要因としては統計的有意性が得られていないことに注意が必要である。社会関係資本や住

環境と異なり、職場環境はアンケートの回答が職場環境が整っていると回答したとして

も、生活満足度すなわち子どもを持つことの心理的な負担の軽減にはつながるものの、そ

の人の理想の子ども数と予定子ども数のギャップを縮めるまでのインパクトは持たないと

いうことになる。以下、以上の分析結果を踏まえて、政策提言を行う。 
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第4章 政策提言 

第1節 政策提言の方向性 
本稿では、理想子ども数と予定子ども数のギャップの要因について把握するため、また、

その要因の重要性を幸福度(生活満足度)の観点から整理するため、2 つの回帰分析を行った。

要因の候補として（1）職場環境、（2）社会関係資本、そして（3）住環境について検証

した結果、理想子ども数と予定子ども数のギャップを減少させる要因として、（1）職場

環境については統計的に有意な結果が得られず、一方で（2）社会関係資本および（3）住

環境については統計的に有意な結果が得られた。具体的には「配偶者の育児意識」、「親

族の育児協力」、「育児支援施設」、「地域の経済支援」がギャップに影響を与える要因

であることが確かめられた。一方で、生活満足度を増加させる要因としては（1）職場環

境についても統計的に有意な結果が得られ、「育児休暇の取りやすさ」、「有給休暇」、

「勤務制度」、「上司に相談しやすい職場環境」といった指標が子どもを持つ際には生活

満足度の意味で影響することが明らかとなった。また（2）社会関係資本については「配

偶者の育児意識」、「親族の育児協力」、「友人・隣人の育児協力」が子どもを持つ際に

生活満足度の意味で影響すること、（3）住環境については子どもを持つ際に「育児支援

施設」、「地域の経済支援」が生活満足度の意味で影響することが明らかとなった。 

以上の結果、ギャップと生活満足度、両者に影響する要因は「配偶者の育児意識」、

「親族の育児協力」、「育児支援施設」、「地域の経済支援」であると言える。これらの

要因の重要性を比較するために金銭価値評価を行った結果、政策の順位付けが可能となっ

た。結果は次のとおりである。 

現在の東京の子育て世代にとって最も重要だと思われる政策の内容は「育児支援施設」

についてである。続いて重要視すべき政策の内容は「親族の育児協力」、「配偶者の育児

意識」についてのものであり、この 2 つの間には差はほとんど見られなかった。そして、

その次に重要な政策の内容は「地域の経済支援」についてであることが判明した。 

以上の結果を踏まえ、安倍内閣において 2014 年 10 月 10 日にまとめられた「すべての

女性が輝く政策パッケージ」に対して、東京都における有効性の検証を行いたい。「すべ

ての女性が輝く政策パッケージ」には、女性の活躍を後押しするための 6 分野 35 項目が

盛り込まれており 2015 年春頃までに早急に実施すべき政策として位置づけられている。

なお、パッケージ内の政策については「できるものから着手し、必要な法的措置も含めて

速やかに進めていく21。」とされている。また、このパッケージでは地域ごとの考慮はさ

れておらず、日本全国一括した内容となっている。そのため、どの項目から実施していく

かは、各地域の特性に応じ判断していく必要がある。 

そこで本稿では、分析結果を踏まえ、特に少子化が深刻である東京都におけるパッケー

ジの効果的な活用法を提示する。本稿での政策提言は、東京都において効果的にパッケー

ジを進める一助となることが期待される。 

                                                      
21 すべての女性が輝く社会づくり本部(2014) 「すべての女性が輝く政策パッケージ」より引用 
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第2節 政策提言 

第1項 パッケージの検証 

 「すべての女性が輝く政策パッケージ」から、本研究と関連のある項目を抽出した結果

これらは「子育て家庭への支援の充実」と「男性の子育てへの参画促進」の視点から 2 種

類に分類可能と考えた。 

 「子育て家庭への支援の充実」に関連する 5 つの項目については、分析結果より「育児

支援施設の充実」に特に力を入れるべきだと考えられる。これに関しては、既に国により

「待機児童解消加速化プラン」（2013 年）が策定されている。これは緊急集中取組期間

(平成 25・26 年度)で約 20 万人分の保育を集中的に整備する方針である。これを受け、東

京都は 2014 年 9 月 2 日、3 千人分の保育の受け皿確保を目指し、今年度の一般会計補正

予算案で 32 億円を追加計上すると発表した22。本稿での分析結果は、この東京都の保育に

関する方針の有効性を示す一助となる。 

 よって、東京都が現段階では取り組みが不十分であるとされる項目は「男性の家事・子

育てへの参画促進、男性の意識と職場風土の改革」である。これは分析結果より「親族の

育児協力」、「配偶者の育児意識」の重要性が示唆されたためである。以下、この項目に

対する具体的な政策提言である。 

第2項 育児検定 

 男性の意識と職場風土の改革のために、企業に対し、昇進の際「育児検定」の取得を条

件とすることの義務付けを提案する。「育児検定」とは、育児全般の知識を問う検定であ

り、「妊娠・出産」、「乳幼児期の暮らし」、「習慣・文化」、「子育て支援制度」、

「ワークライフバランス」等様々なテーマの設問を設ける。「育児検定」実施の目的は、

資格取得をきっかけに育児への関心を高めてもらうこと、子どもを取り巻く社会環境に問

題意識を向けさせることである。育児に携わる者だけでなく、職場全体で資格取得を試み

ることによって、出産・育児に対して理解のある職場風土の構築を目指す。 

なお、育児に関する検定の実例として「子育てパパ力検定24」が存在し既に実施されて

いる。この検定の目的は、育児に携わる父親に対し育児への関心向上やパ－トナーとの関

係、自身の働き方の見直しを喚起させることにある。 

しかし「子育てパパ力検定」には問題点が 3 点存在する。①認知度が低いこと、②対象

者が育児該当者のみであること、③資格取得のメリットが軽薄であることである。そこで

本稿では「子育てパパ力検定」での問題点を解決し、より効果的な資格として「育児検

定」を提案する。 

問題点①認知度が低いことに関しては、検定そのものや、運営主体である NPO 法人

ファザーリング・ジャパンについての PR 不足が原因だと考える。そのため「育児検定」

では検定に特化した新たな NPO 法人を立ち上げ、後援を経済産業省が行う形をとる。そ

して企業に対し、昇進の際「育児検定」の取得を条件とすることの義務付けを行い、その

結果、資格としてのブランド力の確立を目指す。 

問題点②対象者が育児該当者のみに関しては、「子育てパパ力検定」は主に父親を対象

に検定を行っている。仮に当人が資格を取得し、子育てに対する意識が改善したとする。

その結果、育児休暇取得を申し出たとしよう。しかし、実際に育児休暇を取得し育児に参

加するためには、当人が所属する企業からの出産・育児に対する理解が必要である。理解

                                                      
22 参照：朝日新聞 2014 年 9 月 3 日 
24 NPO 法人ファザーリング・ジャパン考案。 
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が得られなければ、子育てへの協力は実現しにくいものとなる。つまり、育児該当者当人

のみの意識が改善するだけでは不十分なのである。よって「育児検定」では、子を持つ、

持たないに関わらず、管理職昇進の際に検定の受験を義務づける。これによって出産・育

児に対して理解のある職場風土の構築を目指す。 

問題点③資格取得のメリットの軽薄性に関して。「子育てパパ力検定」での認定基準は

50 点満点中 0~10 点は「ドキドキパパ」、11~25 点は「チャレンジパパ」、 26~40 点は

「ナイスパパ」、41~50 点は「スーパーパパ」と四段階となっている。ここで高い評価(す

なわち、スーパーパパの称号)を得たからといって、取得者の利益に繋がるとは言いがた

い。そこで「育児検定」では企業に対して、従業員の昇進の際には「育児検定」の取得を

条件とする義務を課す。これにより、従業員にとって「育児検定」を取得することのメ

リットが生まれる。また階級の名称の変更も行う。「子育てパパ力検定」での階級には

「パパ」が含まれていることから、父親しか受験できないのではないかという誤解が生じ

える。そこで「育児検定」では基準を一級・二級等と改め先述の誤解を防ぐ。 

 以上 3 点の改善により、「育児検定」の認知度は高まり、職場の風土も改善し、育児該

当者が過ごしやすい環境となると考える。さらに「育児検定」システムの導入は、企業に

とってもメリットを生み出す。メリットの具体的な例としては、管理職を対象とした出

産・育児への理解に関するセミナー実施等の手間を省くことが可能となる、子育て支援に

取り組んでいる企業として社会からの評価が高まる等が挙げられる。資格取得の義務を導

入すること自体は、職務内容に直接恩恵を及ぼすものではないかもしれない。しかし子育

て支援の取り組みをしている情報を社会に発信することにより、結果として企業にもメ

リットが生じることが期待できるのである。 

 「育児検定」導入により育児該当者本人の意識改革と共に、それを支える職場そのもの

の風土改革が可能となり、男性の子育てへの参画促進も円滑に進むと考える。 
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おわりに 

本稿では「理想の子ども数を生むことを実現することの出来る社会、子育てを行うこと

で人々が幸福感を得ることのできる社会」という日本の将来像実現のために、理想子ども

数と予定子ども数のギャップに着目して研究を行った。その上で、安倍内閣が掲げる「す

べての女性が輝く政策パッケージ」内の項目において、①「子育て家庭への支援の充実」

に関連する項目、②「男性の家事・子育てへの参画促進、男性の意識と職場風土の改革」

を優先して取り組むべきであると見解を出した。①に関しては現行の東京都の方針の有用

性を裏付ける一助となり、②に関しては新たに「育児検定」の導入を提言した。 

本稿での政策により「理想の子ども数を生むことを実現することの出来る社会」と「子

育てを行うことで人々が幸福感を得ることのできる社会」の両立が将来の日本で可能とな

ることを願いたい。 

 なお、本稿では東京都に的を絞り政策を提言した。これは最も深刻である東京都の少子

化を改善することが日本の合計特殊出生率・出生数の効率の良い上昇に繋がると考えたた

めである。そのため東京都以外の地域については言及していないが、持続可能な日本の発

展のためにはその他の地域の少子化も無視できない。その他の地域については、地域ごと

の特性を把握した上で方針を打ち出していく必要がある。よって以上の点を今後の課題と

し、研究を進めたいと考える。 
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