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要約 

ワーク・ライフ・バランスという考え方は、2007 年に内閣府が「ワーク・ライフ・バラ

ンス憲章（仕事と生活の調和）」が発表されて以来広く知られるようになった。この憲章で

は、具体的にワーク・ライフ・バランスが実現される社会の条件について次の３つがあげら

れている。 

1 つ目は、非正規労働者などの安定していない賃金や待遇の人であっても、経済的に自立

できる社会の実現である。 

 2 つ目は、男性の長時間労働が減少したり、労働者が有給休暇を積極的に取得したりする

ようになることで、ライフの時間が充実し労働者の健康面が非常に充実した社会の実現であ

る。 

 3 つ目は、男性も女性も短時間勤務制度やフレックスタイム勤務制度の利用者が増え、自

由で柔軟な働き方ができる社会の実現である。 

 しかし、現在においても、男性は外で働き、女性は家庭を守るといった性別役割分業が依

然残り、上に述べたようなワーク・ライフ・バランス社会には程遠い。日本では、諸外国に

比べ、女性に家事・育児負担が重く、男性に長時間労働をする傾向が強くなっている。その

ような環境のため、カップルが子どもを持つ意欲を低め、我が国の出生率はなかなか回復し

ない状況となっている。 

そこで本稿では、働き方、夫婦の家事育児分担を改善し、ワーク・ライフ・バランス実現

を推進することが、出生率を高めるのではないかと考え、その検証をし、それに続き、政策

提言を行う。 

第 1 章では、本稿と関連する先行研究を提示し、本稿の位置づけを明示している。主に

ワーク・ライフ・バランスについて取り上げた先行研究について分析し、ワーク・ライフ・

バランスの実現が少子化問題の解決に有効であることを本稿のオリジナリティとしている。 

第 2 章では、本論文で使用したデータについての説明である。本稿で用いるデータは、

二次的データであり、連合総合生活開発研究所（連合総研）及び、日本労働組合総連合（連

合）が 2007 年 11 月に実施したアンケート調査(生活時間に関するアンケート調査 2007)か

ら得られたミクロデータである。同データはアンケート形式となっており、そのアンケート

調査の対象国や対象人数、年齢、調査方法、調査事項について記載している。 

第 3 章の第 1 節では、現在の日本の現状をマクロデータを用いて分析している。マクロ

データからは四ヶ国(アメリカ・フランス・韓国・日本)の合計特殊出生率と年齢別労働力率

のグラフを用いて分析した。ここでは、主にアメリカ・フランスと韓国・日本の差異が 2

点みられた。1 つは、1980 年以降の TFR(合計特殊出生率)をみると、アメリカ・フランス

では少子化を軽減しているのに対して、韓国・日本では TFR が低下し続けている点である。

2 つ目は、年齢別労働力率から、韓国・日本で 25-40 歳代半ばで労働力率が低下して、M 字

カーブと呼ばれる女性が出産育児のために一度労働市場から離脱しまう現象がみられる点

である。 

そして第 2 節では、ミクロデータを用いて、子供を持つ意欲、妻の夫に対する家事、育

児の満足度、男女の家事、育児時間、実質労働時間、有給休暇取得日数、1 週間の平均的な

労働日数、1 日の平均残業時間のグラフを用いて分析した。この分析から最も顕著に表れた
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のは、日本の男性の家事、育児時間が他国に比べて著しく低いことである。このことは、日

本男性の労働時間が長いことが原因として考えられる。そのため日本の女性が家事育児に携

わる時間が増え、女性が労働できない状況に陥っているといえる。このことから日本の男性、

女性ともにワーク・ライフ・バランスが取れていないといえるだろう。 

第 4 章では、スピアマンの相関分析を用いて、子どもを持つ意欲が、どういった変数と

相関があるのかということを検証した。また、クロス分析を用いて、就労形態により子ども

を持つ意欲がどのように変わってくるのかを検証した。 

スピアマンの相関分析の結果から以下の 3 点が得られた。 

1 つ目は、現在の生活への満足度が高ければ、男女ともに、子どもを持つ意欲が高まると

いうことである（子どもの数が 1 人の女性を除く）。そしてその生活への満足度を上げる要

因としてパートナーとの家事・育児分担の満足度が関わっており、このことから 1 人で家

事・育児をするのではなく、パートナーと分担して家事・育児を行うことが子供を持つ意欲

につながるということが検証された。 

2 つ目は、子どもを 1 人持つ男女正規雇用者の場合は、ともに育児に携わる時間が長けれ

ば、子どもを持つ意欲は高くなることである。そのため、夫婦ともに生活時間を充実させる

ことが重要になってくる。 

3 つ目は、子どもを 1 人持つ男性正規雇用者において、実労働時間や残業時間が短ければ、

あるいは、有給休暇取得日数が多ければ、生活への満足度が上がり、子どもを持つ意欲が上

がるということである。このことから、日本人男性の長時間労働・長時間残業、有給休暇の

未消化という現状を変え、仕事時間を減らし、生活時間を増やすことが重要であると考えら

れる。 

クロス分析では、子どもの数がいてもいなくても、子どもが「欲しい」という比率が高か

ったのは、正規雇用(共働き)であった。また、無業(片働き)では「欲しい」の比率が一番低

い数字となった。よって、カップルの片方だけが仕事をしているより、共に仕事をしている

方が子どもを持つ意欲が高いことが分かった。 

第 5 章では、上述した分析の結果から、ワーク・ライフ・バランスを実現するための政

策提言を挙げた。それは以下の 4 点である。 

1.有給休暇制度の改善  

日本の低い有給休暇の取得率を改善し、多くの人に有給休暇を取得してもらえるような政

策を提言する。 

2.残業時間を残業手当として支給するか代替休暇として支給するか選択できるようにする 

日本の男性の長い長時間労働を少しでも短くして、ライフの時間を充実してもらえるよう 

な政策を提言する。 

3.男性の出産休暇や育児休業の改革 

日本男性の低い育児休業取得率を改善し、男性にも育児に積極的に参加してもらえるよう

な政策を提言する。 

4.ワーク・ライフ・バランスの啓発 

日本ではまだまだワーク・ライフ・バランスの知名度が低い。そこで、ワーク・ライフ・

バランスを多くの人に知ってもらえるような政策を提言する。 
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はじめに 

 

ワーク・ライフ・バランスという考え方が日本において、広く知られるようになったのは、

2007 年(平成 19 年)のことである。「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」憲章が

内閣府から発表された。ワーク・ライフ・バランス憲章で定義されているワーク・ライフ・

バランス社会とは、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任

を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各

段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」である。具体的には次の 3 つのこと

が実現できる社会である。 

1 つ目は、就労による経済的自立が可能な社会の実現である。近年日本では、非正規労働

者の増加やフリーターの増加により、経済的に自立できていない若者の増加が問題となって

いる。この問題を改善するためにも、非正規労働者の賃金待遇などを向上させ、若者が経済

的に自立できる社会を実現しようということである。 

2 つ目は、健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会の実現である。近年日本では、

男性の長時間労働や有給休暇の低い取得率など仕事に偏った生活が原因で、過労死やうつ病

などが問題となっている。この問題を改善するためにも、男性の長時間労働がなくなり、有

給休暇の取得率が高くなるような社会を実現しようということである。 

3 つ目は、多様な働き方・生き方が選択できる社会の実現である。近年日本では、低い男

性の育児休業の取得率や多くの女性が結婚出産時に退職していることが問題となっている。

この問題を改善するためにも、男女共に短時間勤務制度やフレックスタイム勤務制度の利用

者が増え、自由で柔軟な働き方ができる社会を実現しようということである。 

ここにあげられた 3 つのことが日本で実現できた場合、少子化が改善されるのではない

かと考えられる。現在の日本において、少子化状況を改善することが急務の政策課題となっ

ている。日本では、1970 年代後半から合計特殊出生率が低下し始め、2005 年には、1.26

という過去最低の合計特殊出生率を記録した。その後、2010 年にかけては、緩やかに回復

し、2010 年では、1.37 となっている。しかし、2005 年にはすでに人口減少が始まってい

る。出生率が回復しなければ、日本人口は衰滅の一途をたどる以外ない。 

日本では、丙午(ひのえうま)の合計特殊出生率 1.58 を、丙午以外の通常の年に下回った

ことがわかった 1990 年の「1.57 ショック」以降、少子化対策が講じられるようになってき

た。しかしながら、少子化対策が顕著な効果を示したとは思えないのである。 

1970 年代以降、スウェーデン、ノルウェー、フランス、オランダといった欧州先進諸国

においても、出生率が低下する現象が見られた。どの国も女性の高学歴化と女性の社会進出

が大きな要因であったと考えられる(津谷、2006、p168)。しかしながら、これらの国々で

は、女性が仕事と家庭を両立させることができる制度を整備していくにつれ、出生率の回復

が見られるようになってきている。まさしく、ワーク・ライフ・バランス社会が形成されて

いくにつれ、出生率が上昇に転じたということができるのではないだろうか(津谷、2006、

p169)。 

日本では、なぜワーク・ライフ・バランス政策が進んでいないのだろうか。オイルショッ

ク以降の日本の福祉政策が関連していると思われる。日本は、「日本型福祉社会」の道を選

択したのである。つまり、子育てや介護といった福祉は、「社会」ではなく、「家族」、すな
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わち、女性が担うということである。日本型福祉社会の実現のため、1970 年代後半以降、

パートナー特別控除、第三号被保険者制度など、専業主婦を優遇する制度が整備された。こ

のような政策の中で、日本では、性別役割分業社会が強化されることになったのである。こ

れは、女性の高学歴化、社会進出を後押しした欧米社会とは逆の動きであったと言えるだろ

う。 

それでは、なぜワーク・ライフ・バランス社会が実現すれば出生率は回復するのだろうか。

シカゴ学派の出生率の理論(Mincer (1963), Becker  (1960), Willis(1973))によれば、子ども

を持つことの経済コストには 2 つあるとする。 

1 つは、子どもの教育費などの直接コストともう 1 つは、女性が仕事を辞めずに続けてい

たら貰えたであろう給料、つまり女性の出産育児への機会費用である。 

女性が雇用労働化し、所得を獲得するようになれば、女性が出産・育児によって、退職す

ることで失われる所得、すなわち機会費用が高まる。高所得であるほど、機会費用は高くな

り、子どもに対する需要は減少することになる。しかし、女性が出産・育児と仕事を両立で

きるような環境が整備されれば、機会費用は低下することになる。北欧諸国では、保育所の

充実、育児休業の期間の長さ、育児休業中の所得補償割合の高さ、短時間勤務正社員の普及

など女性が結婚出産後も仕事を続けられる環境が整備されている。これらは機会費用を低下

する政策だと言うことができるだろう。 

また、女性が出産後も仕事を続けられれば、出産・育児への機会費用を低下するだけでな

く、夫婦の子どもの教育費などの直接コストも下げることにつながる。つまり、子どもの経

済コスト全般が低下することにより、子どもの需要を高めることにつながるのである。さら

に、女性が労働市場から退出せず、働き続けることは、GDP 成長率に貢献するとともに、

政府の税収が増加するというメリットをもたらすとも考えられる。政府の税収増加はさらに

福祉を充実させることにつながり、ますます女性が労働市場で働きやすい環境が整備されて

いくことにつながると思われる。 

経済的な面以外にも効果があると考えられる。女性が働きやすい環境を整備することは、

社会のジェンダー平等意識の向上につながる。つまり、女性が男性同様に仕事をするととも

に、男性の家庭での貢献度が増すことにもなるということである。特に、男女が協力して子

育てを行うことは、子どもの成長や発達にもよい影響をもたらすのではないだろうか。 

 このように、ワーク・ライフ・バランス社会を実現する政策は、総合的な少子化対策にな

りえるということなのである。日本では、子ども手当や子どもの貧困対策、男女共同参画、

など個別の政策を行っている。しかしワーク・ライフ・バランス政策を推進することによっ

て、それら個別の政策を強化することになる。あるいは、個別にそれぞれの政策をするより

も、ワーク・ライフ・バランス政策を推進することによって低コストで、それら政策の効果

が実現されることになるかもしれない。そこで、ワーク・ライフ・バランス政策を推進する

ことが、現在の日本の少子化対策の中核に据えるべきだと考えるのである。 

本稿では、ワーク・ライフ・バランスの実現がカップルの子どもを持つ意欲を高め、少子

化を改善するということを以降の分析によって検証し、効果的な政策を打ち出したいと考え

ている。 

本稿の構成は次のようになっている。次章で、先行論文・研究についてサーベイする。続

いて、第 2 章では本稿の分析で使用するデータについて説明し、第 3 章でワーク・ライフ・

バランスの現状分析について考察したい。第 4 章では、ワーク・ライフ・バランスの実現

が出生率を高めるという仮説を検証するため分析する。最後の第 5 章では、仮説の検証か

ら得られたインプリケーションをもとにワーク・ライフ・バランスを実現するための政策提

言を打ちだしたい。 
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第1章 先行研究 

本稿では、いわゆるワーク・ライフ・バランスの実現をかなえる諸政策や諸環境、たとえ

ば育児休業制度や、就労しやすい環境、夫婦の間の家事育児協力等が出生意欲を高めたり、

出生行動を早めたり、出生確率を高めるといった先行研究をサーベイする。 

まず、育児休業制度が出生行動にプラスの影響を与えるとした先行研究に関しては、日本

で代表的なものとして、樋口(1994)、駿河・張(2003)、滋野・松浦(2003)、川口・坂爪(2007)

などが挙げられる。 

特に、駿河・張(2003)は、家計経済研究所が実施した「消費生活に関するパネル調査」の

1993 年から 1997 年までの五年間の個票データから、調査前年度に就業していた既婚女性

を取り出して、育児休業制度が出産と女性の継続就業に与える影響について検証した。その

結果、育児休業制度などの支援が出産・育児の機会費用を低下させ、出生確率と就業継続に

有効な手段であるとしている。 

また、子どもを持つことのできる企業の両立環境整備が出生行動に影響を及ぼすことを示

した先行研究もいくつか存在する。例えば、丸山(2001)、坂爪(2008)、Jan M.Hoen(2005)

などである。 

丸山(2001)は、1.女性の高学歴化は人的資本の向上に効果的に生かされていない 2.就業継

続を選択した女性たちは、児童手当の充実などの現金志向の支援よりも、勤務時間短縮など

の就業環境の整備を非就業継続者よりも望んでいる 3.第一子出産後就業継続しなかったも

のは、その後の再就職の大半がパートやアルバイトであり、賃金の上昇がないなどの三点を

示した。 

坂爪(2008)は、多様な保育サービスを量的に拡充させることが不可欠であり，その上で時

短制度の導入やサービスの質の向上を進めると，少子化の阻止に効果的であることを示し

た。 

 Jan M.Hoen(2005)は、高い出生率をあげているスウェーデンについての研究がなされて

いる。ここでは、ジェンダーの平等に重点を置いた政策がスウェーデンの高い出生率に繋が

っていることを指摘している。具体的には、女性を出産や育児のために仕事から切り離すの

ではなく、柔軟な労働システムを制度化することが高い出生率に繋がっているとしている。 

さらに、夫婦間の家事育児協力が出生行動に影響を及ぼすことを示した先行研究には、藤

野(2006)西岡・星(2009)などがある。 

藤野(2006)は、兵庫県・財団法人 21 世紀ヒューマンケア研究機構家庭問題研究所「若 

い世代の生活意識と少子化についてのアンケート調査」(2003 )を用いて、兵庫県在住、 

在勤の 20～39 歳の既婚者のうち現在子どもが 1 人いる者を対象に、今後産むと考えられ

る 

追加予定子ども数を被説明変数、夫の家事分担度、夫の育児分担度、妻の年齢・就業形態・ 

学歴、夫の収入、親との同居の有無等を変数として、順序プロビット分析による分析を行 

った。 

それによれば、 (1)夫の家事分担度については、中心的な家事項目(食事のしたく、片付 

け、部屋の掃除、洗濯)への分担度が高ければ、追加予定子ども数が増加する確率が有意 

に高まること、 (2)夫の育児分担度については、「子どもの遊び相手」に関して、その度合 
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いが高ければ、追加予定子ども数も高まること、 (3)妻の就業形態別にみると、妻が正規就 

業では有意でないものの、妻が専業主婦、非正規就業である場合には、夫が中心的な家事 

を分担すれば、追加予定子ども数が高まる可能性があること、が示されたとしている。 

西岡・星(2009)は、「国際比較パネル調査による少子社会の要因と政策的対応に関す 

る総合的研究」の一環として実施された「結婚と家族に関する国際比較調査(第一次調査、 

第二次調査)」(2004 年、2007 年)のパネルデータを用いて、第二次調査時点で 39 歳以 

下で婚姻状況を初婚と答えた女性を対象に、妻の出産意欲に関する意識(これから子ども 

がほしいか、何人子どもがほしいか、いつ子どもがほしいか)を被説明変数として、夫の 

家事参加の程度、夫の労働時間、居住地域、親との同居の有無、世帯収入等を説明変数と 

して、分析を行った。分析に当たっては、夫の家事参加や労働時間と妻の出産意欲との因 

果関係の方向を検証するため、パネルデータを用いた双方向の因果関係を含む分析モデル 

である交差遅延効果モデルと同時効果モデルという二つのモデルを用いて分析を行った。 

それによれば、どちらのモデルでの推計においても、 (1)夫の家事参加が積極的であるこ 

とによって妻の出産意欲が高まる、あるいは欲しいと思う子どもの数が増えるという夫側 

の要因の先行性が検証された、としている。ただ、 (2)夫の労働時間については、どちらの 

モデルにおいても、夫の労働時間が長くなる/短くなることが、妻の出産意欲を低める/高 

めるという関係はみられなかった、としている。 

なお、筆者は、 (1)と (2)の結果を踏まえて、 (3)夫の労働時間と家事参加との関係につ

いて分析を行った結果、両者にはほとんど関連せず、労働時間が短いことが必ずしも夫の家 

事参加を促しているわけではない、としている。  

以上、見てきたように、先行研究で育児休業や企業の両立環境整備、夫婦間の家事育児分

担が出生率に与える影響について分析したものがあるが、日本国内に限ればその数は少な

い。多くは出生率に対し、プラスの影響があるとするものであるが、結果があいまいなもの

も存在している。さらに育児休業や企業の両立環境など「ワーク」の側面だけでなく、「ラ

イフ」の側面、つまり、夫婦の家事育児分担などをも含め、トータルに分析した研究はない。 

また今までの研究では、分析する際に、使用しているデータが 1 つの国を対象にしたも

のとなっている。しかし、日本については次章「現状分析」で見るように、夫婦の性別役割

分業が明確な国である。つまり、日本の場合、一様に男性は長時間働き、女性は短い。男性

は一様に家事育児時間が短く、女性の家事育児時間が長い。日本の個人を対象としたミクロ

データの場合では、多様な働き方、多様な家事育児分担の在り方を見ることができない。そ

うすると、出生率に与える影響もあいまいな結果しか出てこないのではないだろうか。そこ

で、本研究では、アメリカ・フランス・韓国・日本の四ヶ国の男女雇用労働者からなるデー

タを用い、多様な働き方、多様な家事育児分担の存在するカップルのデータからその出生意

欲との関連性を見る。そして、ワーク・ライフ・バランスにかかわる、ワークの側面・ライ

フの側面双方を考慮し、出生意欲にどのような影響があるかを検証する。 
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第2章 データ 

 

本稿で用いるデータは、二次的データであり、連合総合生活開発研究所(連合総研)及び、

日本労働組合総連合(連合)が 2007 年 11 月に実施したアンケート調査「生活時間に関するア

ンケート調査 2007」から得られたミクロデータである。 

このアンケート調査は、日本(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)、アメリカ(ニュージャ

ージー州、ニューヨーク州、ペンシルバニア州)、フランス(パリ郊外)、韓国(ソウル市、キ

ョンキ道‘ソウル市を取り囲む行政区’)に居住する 50 歳未満の雇用労働者とそのパートナ

ーを対象として実施されたものである。データ数は日本 418 カップル(836 人)アメリカ 400

カップル(800 人)フランス 412 カップル(824 人)韓国 400 カップル(800 人)の、計 1630 カッ

プル(3260 人)となっている。 

アンケート調査は、調査会社の該当モニターに対するインターネット調査によって行われ

ている。日本・アメリカ・フランスについては、該当モニターに対してメールで調査参加を

呼びかけ、あらかじめ設定していた性別・年齢の割り当て数の完了状況を参照しながら、設

定していた数に達しない層の該当モニターに対しては、再度参加を呼びかけたとのことであ

る。韓国については該当モニターに対して、電話調査(予備調査)を行い、カップルでの参加

を了承した対象者に調査のＵＲＬを送り、参加を依頼した。 

調査票の言語はまず日本語から英語に翻訳し、続いて英語からフランス語、韓国語それぞ

れに翻訳したとのことである。 

主要な調査事項は(1)性別・年齢・同居人数などの個人属性(2)収入を伴う仕事の有無・現

在の仕事の職種、業種、勤め先の従業員規模などの就業(3)平均的な 1 週間の労働日数、所

得労働時間、年次有給休暇の付与日数・所得日数・所得理由などの就業に関する生活時間(4)

出勤日及び休日における家事・育児時間、子どもの人数、子どもがほしいかなどの家庭・子

育てに関する生活時間(5)出勤日と休日のテレビ・雑誌・インターネットの視聴もしくは購

読時間、読書、音楽、映画の視聴時間などの自宅での自由時間に関する生活時間(6)家族で

の外食、自己啓発活動、スポーツなど体を動かす、ショッピング・ヘアサロンなどの諸活動

実施の頻度に関する生活時間(7)睡眠、仕事、家事・子育ての生活時間を今後増減させるか

(8)家族全員で夕食をとる頻度、実家との距離などのその他(9)現在の仕事に対する満足度、

パートナーとの家事分担に対する満足度、パートナーの子供とのかかわりに関する満足度な

どの現在の生活に関する満足度(10)昨年 1 年間の仕事から得た収入額、仕事以外から得た収

入額などの経済状況である。 

ただし、この調査票には、問題点があることも明らかとなっている。アンケート調査票は、

パートナーのみへの質問、2 人に対する質問に分かれているものの、パートナーへの質問が

大半であり、雇用者本人に対する質問がほとんどない点である。すなわち、働き方や生活時

間なども雇用者本人ではなく、パートナーの情報となっており、雇用者本人の情報を知るこ

とができない。このような調査票の構造のため、パートナーの年齢はわかるが、雇用者本人

の年齢はわからないという事態も起こっている。この問題点が、データ分析の際の制約とな

っている。 

そうはいっても、四ヶ国の国際比較が可能なデータであり、日本がどのような状況にある

のか知るために、非常に有益であると言えるだろう。 
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第3章 現状分析 

図表 3-1 四ヶ国の合計特殊出生率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データ:平成 23年度子ども・子育て白書(旧少子化社会白書) 調査結果資料(内閣府)HP: 

http://www8.cao.go.jp/shoushi/whitepaper/index-w.html(日本、アメリカ、フランスを筆

者作成) 

経済協力開発機構家庭データベース(韓国を筆者作成) 

http://www.oecd.org/document/4/0,3746,en_2649_34819_37836996_1_1_1_1,00.html 

第1節 マクロデータから見た現状分析 
本章では、ワーク・ライフ・バランスの現状について紹介したい。特に、本章では、アメ

リカ、フランス、韓国、日本の四ヶ国にデータを使用して分析を行うことから、この四ヶ国

の現状について見ていくことにする。まずマクロデータから、四ヶ国の合計特殊出生率

(TFR、以下 TFR と呼ぶ)及び四ヶ国の年齢別労働力率を見て、考察を加えよう。 

これらは図表 3-1、図表 3-2 に示されている通りである。 

 TFR を見てみると、四ヶ国、1960 年代まではすべての国が 2.0 を超える水準にあったが、

1970 年代から 1980 年頃にかけて全体として低下傾向となっている。その背景には子ども

の養育コストの増大、結婚・出産に対する価値観の変化、避妊の普及などがあったと内閣府

の子ども・子育て白書などで指摘されてきた。  

日本では、1940 年代の第一次ベビーブームに続き、1970 年代初めの第二次ベビーブーム

のため、ＴＦＲが 2.0 を超えている時期があったが、1975 年以降、一貫して 2.0 を割って

いる。1974 年にはＴＦＲが人口置換水準である 2.08 より低くなり、それ以降、人口置換水

準を超えることがない、少子社会に突入したと言われている。また 1966 年にＴＦＲが大き

http://www8.cao.go.jp/shoushi/whitepaper/index-w.html
http://www.oecd.org/document/4/0,3746,en_2649_34819_37836996_1_1_1_1,00.html
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く減少しているのは、丙午(ひのえうま)に関係している。丙午生まれの女性は男性に災いを

もたらすという迷信が信じられたことがＴＦＲを大きく減少した。 

 1989 年に日本では、丙午の年を下回るＴＦＲを記録したことで初めて少子化の事実を認

識した(1.57 ショック)。その後 2005 年に記録したＴＦＲ1.26 という数値が日本の最低数値

となっている。2006 年以降は少しずつ増加傾向にあり 2010 年にはＴＦＲ1.37 となってい

る。 

 アメリカのＴＦＲは 2010 年現在では先進国の中では、高いと言える。そのアメリカＴＦ

Ｒの推移は日本と同様 1970 年代の初頭から 2.0 を割るようになっている。しかし日本と異

なる点は、1975 年から 1989 年にかけて第二次ベビーブームが起こったことであり、その

ため 1990 年以降もＴＦＲが 2.0 を超え続けている。さらにアメリカは 2000 年後半にも第

三次ベビーブームが到来しており、2007 年には第一次ベビーブームを超える出生率を誇っ

ている。 

 ヨーロッパの中でも北欧と並び女性の社会進出に対して前向きな政策を行っているフラ

ンスのＴＦＲは 2010 年現在ヨーロッパではトップを争っている。そのフランスのＴＦＲの

推移も日本、アメリカと同様 1970 年代から徐々に 2.0 を下回るようになり、1994 年には

最低値の 1.66 にまで落ち込んだ。しかし 2006 年には 2.005 まで回復することに成功して

いる。この要因は「家族手当」をはじめとする先進国中最も手厚い補助政策・支援政策をと

ったこと、さらにフランスの補助対象は「生むこと」ではなく「育てること」に重点を置い

ているため、保育園などは学費が無料など極めて低く抑制されているうえに子供が 20 歳に

なるまで支給対象となるといった具合に日本の補助政策とは根本的に発想が違っているこ

となどが挙げられている。しかし、ワーク・ライフ・バランスを推進してきたことも関係し

ていると思われる。 

 近年、日本以上に少子化が深刻な韓国のＴＦＲは 2010 年現在日本の 1.39 を下回る 1.23

となっている。最も低かった時で 2005 年の 1.08 であり、これは先進諸国の中では、最も

低い水準であったと言える。韓国は朝鮮戦争直後にベビーブームが始まり、その最中の 1960

年におけるＴＦＲは 6.0 あった。その後出生率は低下し始めたが 1970 年でも 4.53 と日本

の第一次ベビーブームの初年である 1947 年の 4.54 とほぼ同じといった高い水準にあった。

しかし、その後、ＴＦＲは低下を続け 1983 年には人口置換水準である 2.08 となり、1987

年に 1.55 前後になった。1988 年以降、一時的に TFR が回復したものの、1992 年の 1.78

をピークに低下を続け 2005 年の 1.08 を更新したわけである。このことから韓国は日本よ

り短期間のうちに速いテンポで少子化が進展したことがわかる。 

図表 3-2 四ヶ国の年齢別労働力率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データ:統計局/世界の統計第 12 章労働・賃金 HP 

http://www.stat.go.jp./data/sekai/12.htm#h12-01より筆者作成 

http://www.stat.go.jp./data/sekai/12.htm#h12-01
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次に四ヶ国の年齢別労働力率の図表から現状分析を行う。 

 日本と韓国は 25～29 歳の間から労働力率が低下し、日本の場合には 45～49 歳、韓国の

場合には 40～44 歳頃まで、労働力率が上昇に転じることはない。すなわちこの二ヶ国にお

いては、図表の形がＭ字型カーブとなっている。Ｍ字カーブは、出産適齢期の 20 代半ばに

出産した女性が職場を離れ、子どもがある程度まで育つまでは職場復帰しないため、この期

間の労働力率が落ち込むためにできる。日本、韓国というアジアの国において、M 字型カ

ーブがなおも存在していることは、アジアの家庭と仕事の両立制度の遅れがうかがえる。 

一方、アメリカとフランスは家庭と仕事の両立制度が整備されているため、20 代半ばに

なっても労働力率が低下することはない。また日本に比べてアメリカの女性の労働力率の水

準はどの年齢層も高い。フランスにおいては、若年層、高齢層に日本よりも低いが、20 代

第後半から 50 代前半の労働力率の水準が高い。アメリカ、フランス両国の女性に対する社

会的地位が高いことが推察される。 

第2節 ミクロデータから見た現状分析 
 次に、我々が分析で使用するミクロデータからも四ヶ国の現状について、見てみよう。デ

ータは、前に述べたように、連合総合生活開発研究所(連合総研)及び、日本労働組合総連合

(連合)が 2007 年 11 月に実施したアンケート調査「生活時間に関するアンケート調査 2007」

から得られたものである。 

 まずは、ワーク・ライフ・バランスの「ワーク」の側面について考察していく。すなわち、

1 日の実労働時間や 1 週間の労働日数、年間の有給休暇取得日数など働き方に関する四ヶ国

比較を行う。  

図表 3-3 は、四ヶ国の 1 日の実労働時間を男女雇用労働者別に見たグラフである。ここ

での雇用労働者には、非正規雇用労働者も含んでいる。日本の男性が 9.8 時間と他の三ヶ国

よりも長いことが示されている。一方、日本の女性は、6.3 時間と他の三ヶ国よりも短いこ

とが示されている。 

つまり、日本の女性の場合、労働時間の短い非正規雇用労働者(パートタイマー)として多

くが働いている女性が多いことを示しているものと思われる。このように日本の場合、男女

実質労働時間格差が大きく、他の国に比べ、男性はワークに偏り、女性はライフに偏ってい

ることがわかる。 

図表 3-4 は、図表 3-3 の 1 日の実労働時間中の、残業時間を取り出し見たものである。こ

こでは、おもしろい結果が出ている。女性の残業時間はどの国も 15 分から 20 分程度であ

り、その差が認められない(１F 検定の結果)。しかしながら、男性の残業時間は日本の 92.25

分が最も長く、四ヶ国で差が認められる。このような残業時間によって、日本の男性の 1

日の実労働時間が長いことがわかる。 

図表 3-5 は、各国の 1 週間の平均的な労働日数を男女雇用労働者別に見たものである。

やはり、日本の女性の労働日数は少なく、4.46 日となっている。一方で、男性に関しては、

5.18 日であり、アメリカと同程度となっている。 

図表 3-6 は各国の有給休暇取得日数を男女雇用労働者別に見たものである。日本では、通

常、同企業における勤務年数が 2 年にもなれば、20 日間程度の年次有給休暇があるはずで

あるが、日本の男性はその半分の 10 日間程度しか取得できていないことがわかる。一方、

フランスでは、法定の年次有給休暇が 5 週間であるが、4 週間の有給休暇を取得しているこ

とがわかる。しかし、日本はアメリカと同程度であり、また韓国よりは年次有給休暇の日数

が長いことが示されている。 

                                                      
１結果の値を F 値という。F 値は観測された変数の分散比を表しており、数字が大きければ大きいほど変数

間に差があるということを示している。 
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図表 3-3 実質労働時間(時間, F 値, １P 値) 

 
データ:生活時間に関するアンケート調査，2007  (東京大学社会科学研究所)HP: 

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.htmlより筆者作成 

 

図表 3-4 一日の平均残業時間(分,F 値,P 値) 

 
データ:生活時間に関するアンケート調査，2007  (東京大学社会科学研究所)HP: 

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.htmlより筆者作成 

                                                      
１ Probability(確率、有意水準)の頭文字。この値が大きければ大きいほど、検証を誤る可能性が高くなり、

低ければ低いほど検証を誤る可能性が少ない。図表 3-3 の場合、0.000 未満のため、0.000 パーセント未
満で検証が誤っていると言える。言い換えれば、ほぼ 100 パーセント正しい検証ということになる。 

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.html
http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.html
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図表 3-5 一週間の平均的な労働日数(F 値,P 値) 

 
データ:生活時間に関するアンケート調査，2007  (東京大学社会科学研究所)HP: 

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.htmlより筆者作成 

 

図表 3-6 有給休暇取得日数(年間,F 値 P,値) 

 
データ:生活時間に関するアンケート調査，2007  (東京大学社会科学研究所)HP: 

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.htmlより筆者作成 

 

 

 

 

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.html
http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.html


ＩＳＦＪ政策フォーラム 2011 発表論文 17th – 18th Dec. 2011 

 16 

次に、ワーク・ライフ・バランスの「ライフ」の側面について見ていこう。 

 次に図表 3-7 から男性雇用労働者の家事・育児時間について見ていこう。ここでは、平日

の家事時間、平日の育児時間、休日の家事時間、休日の育児時間が示されている。また、育

児時間に関しては、子どものいる雇用労働者に限定されている。男性の平日の家事時間につ

いては、アメリカが最も長く、56 分となっている。また、男性の平日の育児時間について

も同様でアメリカが最もが長く、85 分となっている。一方、日本は平日の家事時間、育児

時間ともに四ヶ国中で最も短くそれぞれ 16 分、27 分となっている。ところが、休日におい

ては、58 分、137 分と増加する。休日の家事時間は、やはり四ヶ国中やはり最も短いが、

休日の育児時間に関しては、韓国より 3 分多くなる。しかしアメリカ、フランスには及ば

ない。 

 図表 3-8 は女性雇用労働者の家事・育児時間について示している。図表 3-7 と同様に平日

の家事時間、平日の育児時間、休日の家事時間、休日の育児時間が示されている。育児時間

に関しては、子どものいる雇用労働者に限定されている。女性の平日の家事時間、育児時間

はそれぞれ 139 分、125 分であり、四ヶ国の中で最も長くなっている。ところが、休日の

家事時間は、アメリカよりも少なく、また休日の育児時間は四ヶ国の中で最も短くなってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム 2011 発表論文 17th – 18th Dec. 2011 

 17 

図表 3-7 男性の家事・育児時間 

 
データ:生活時間に関するアンケート調査，2007  (東京大学社会科学研究所)HP: 

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.htmlより筆者作成 

 

 

 

図表 3-8 女性の家事・育児時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データ:生活時間に関するアンケート調査，2007  (東京大学社会科学研究所)HP: 

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.htmlより筆者作成 

 

 

 

 

 

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.html
http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.html
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図表 3-9 では、女性雇用者(妻、あるいはカップルの女性パートナー側)のパートナー(夫)

に対する家事分担の満足度を示している。日本の女性雇用者がパートナー(夫)に対して、

「かなり満足している」と回答した割合は、14.6%となっており、韓国と並んで、低い割合

となっている。また「かなり不満である」と回答した割合は 16.3%となっており、他の三

ヶ国と比較して最も高くなっている。つまり、日本の女性雇用者のパートナーの家事分担の

評価は他国に比較して低いと言うことができる。 

 図表 3-10 では、同じく、女性雇用者のパートナー(夫)に対する育児分担の満足度を示し

ている。家事分担に対する満足度と同様の傾向を示している。つまり、「かなり満足してい

る」の割合が 23.6%と最も低い。また、「やや不満である」が 18.7%、「かなり不満である」

が 9.8%であり、不満である割合が他の国と比較して非常に高くなっている。 

 

図表 3-9 妻の夫に対する家事分担の満足度 

 
データ:生活時間に関するアンケート調査，2007  (東京大学社会科学研究所)HP: 

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.htmlより筆者作成 

 

図表 3-10 妻の夫に対する育児分担の満足度 

 
データ:生活時間に関するアンケート調査，2007  (東京大学社会科学研究所)HP: 

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.htmlより筆者作成 

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.html
http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.html
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「ワーク」及び「ライフ」の側面を考察してきたところ、日本の場合、労働時間や家事育

児時間について男女間格差が他の国に比べ大きく、男性は「ワーク」に、女性は「ライフ」

に偏っており、男性、女性ともに「ワーク・ライフ・バランス」が取れていないことが示さ

れた。そのことが、女性の家事や育児のパートナーへの不満にもつながっていると考えられ

る。 

 最後に、四ヶ国の出生意欲について、確認しておこう。図表 3-11 には、まだ子どものい

ないカップルの子どもを持つ意欲について見たものが示されている。日本は、「欲しかった

があきらめた」の割合が 10.9%と他の国に比べ、高い割合となっている。 

また、「欲しい」の割合が 42.5%と他に比べ低い割合となっていることがわかる。 

図表 3-12 には、子どもがすでに 1 人いるカップルの子どもを持つ意欲について見たものが

示されている。やはり「欲しかったがあきらめた」の割合が 16.5%と他に比べ、ずば抜け

て高くなっている。「欲しい」とする割合も 45.3%と最も低くなっている。 

 

図表 3-11 4 ヶ国の子どもを持つ意欲(子ども 0 人) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データ:生活時間に関するアンケート調査，2007  (東京大学社会科学研究所)HP: 

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.htmlより筆者作成 

 

図表 3-12 4 ヶ国の子どもを持つ意欲(子ども 1 人) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データ:生活時間に関するアンケート調査，2007  (東京大学社会科学研究所)HP: 

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.htmlより筆者作成 

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.html
http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.html
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第4章 分析 

 

第 1 節 仮説 
我々は、男性も女性も柔軟な働き方が可能で、なおかつ男性、女性ともに家事や子育てに

携われるようになれば、出生率が向上するのではないかという大きな仮説を考えている。言

い換えると、ワーク・ライフ・バランスの実現度が高い方が少子化を改善できるという仮説

である。 

この仮説を検証するために、さらに、以下のような具体的な仮説を 5 つたてる。 

 

(1)共働きカップルは、片働き夫婦よりも子どもを持つ意欲が高くなる。 

 

(2)正規雇用女性が仕事と生活の両側面において満足度が高ければ、子どもを持つ意欲が高

くなる。 

 

(3)共働きカップル(共に正規雇用者)で、パートナーに対する家事・育児分担の満足度の高い

方が、子どもを持つ意欲が高くなる。 

 

(4)共働きカップル(共に正規雇用者)で、生活を充実させることができる働き方をしている場

合、すなわち、労働時間が短い、有給休暇が長い、フレックスタイムを利用可能な場合、

子どもを持つ意欲が高くなる。 

 

(5)子どもを 1 人持つ正規雇用男性の育児時間が長ければ、子どもを持つ意欲が高くなる。 

 

第 2 節 検証の方法 
 これらの仮説を検証するために、まず、データを、①子どものいないカップル、②子ども

が一人のカップルに対象者を絞る。現在、子どもを多く持っている夫婦の場合には、子ども

がいることによって、家事・育児分担が多くなったり、労働時間が短くなったりしていると

いう関係があるかもしれないからである。 

 次に、検証に使用する「子どもを持つ意欲に関する指標」について説明しよう。 

子どもを持つ意欲の変数は、1～5 までの 5 件法の順序変数であり、1 は、「欲しかったが

あきらめた」、2 は、「欲しくない」、3 は、「どちらかといえば欲しくない」、4 は、「どちら

かといえば欲しい」、5 は、「欲しい」となっている。 

(1)の仮説に関しては、男女雇用者、カップルの「子どもを持つ意欲に関する指標」と雇

用者のパートナーの就業形態のクロス分析を行うことで検証する。本人は必ず、雇用労働者

である。１就労形態は 3 つに分類する。すなわち、パートナーが正規雇用(正規の社員・職

                                                      
１  このアンケート調査では、雇用者本人に対する雇用形態や働き方の質問はなく、「雇用労働者である」

という情報しかない。パートナーについての就業状況についての回答は得られる。回答は雇用者のパー
トナーを中心としたものであることに留意したい。 
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員)、パートナーが非正規雇用(パート、アルバイト、派遣・契約・嘱託社員など)、パートナ

ーが無業(専業主婦・主夫、学生、無職)である。ここでは、データ数が少ないという理由で、

データから自営業、家族従業員、自由業を取り除いた。それらと、上記に述べた、「子ども

を持つ意欲に関する指標」を掛け合わせる。 

(2)、(3)、(4)、(5)の仮説に関しては、「子どもを持つ意欲に関する指標」と現在の生活や

仕事への満足度、配偶者・パートナーとの家事・育児分担の満足度、有給休暇取得日数、フ

レックスタイム、実労働時間、残業時間、出勤日・休日における家事・育児時間をスピアマ

ンの相関分析することによって検証する。１相関分析では、パートナーの就労形態を正規雇

用のみに絞る。つまり、共働きのカップルを対象にするということである。パートナーの就

労形態において、非正規雇用を取り除く理由は、国ごとに、非正規雇用の定義が違っている

ためである。また、ここでは、男女別(回答者)、また現在、子どもが 0 人のカップル、子ど

もが 1 人のカップル別で相関分析を行う。 

 相関分析で用いられる変数は、前に述べた子どもを持つ意欲変数と以下の変数(図表 4-(1)

となる。変数の詳細については図表 4-1 に述べられた通りである。 

  

図表 4-1 スピアマンの相関分析で用いられる変数   

子どもを持つ意欲
(順序変数)1=欲しかったがあきらめた,2=欲しくない,3=どちらかといえば欲しくない,4=どち
らかといえば欲しい,5=欲しい

フレックスタイムの有無

(名義変数)0=常日勤終業時刻は一定+交代勤務深夜業なし+交代勤務深夜業あり,1=常
日勤・フレックス勤務(コアタイムあり)+常日勤・フレックス勤務(コアタイムなし、みなし勤
務、裁量労働含む)

1日の実労働時間(時間)
(連続変数)終業時間－始業時間－食事時間－休憩・休息時間＋残業時間
注：始業時刻・終業時刻を始業時間・終業時間に直す方法。x 時y分＝（x＋y/60）時間

残業時間(時間) (連続変数)シート上では、x時間y分と表記されていたので(x+y/60)をして時間に直した。

年間有給休暇取得日数(日) (連続変数)繰り越し分は除く1年間の間で付与された有給休暇のうち取得した日数

家事時間(出勤日)(分) (連続変数)シート上では、x時間y分と表記されていたので(60x+y)をして分に直した。

育児時間(出勤日)(分) (連続変数)シート上では、x時間y分と表記されていたので(60x+y)をして分に直した。

家事時間(休日)(分) (連続変数)シート上では、x時間y分と表記されていたので(60x+y)をして分に直した。

育児時間(休日)(分) (連続変数)シート上では、x時間y分と表記されていたので(60x+y)をして分に直した。

現在の仕事への満足度
(順序変数)1=かなり不満である,2=やや不満である,3=どちらともいえない,4=やや満足して
いる,5=かなり満足している

配偶者・パートナーとの家事分担についての満足度
(順序変数)1=かなり不満である,2=やや不満である,3=どちらともいえない,4=やや満足して
いる,5=かなり満足している

配偶者・パートナーの育児参加についての満足度
(順序変数)1=かなり不満である,2=やや不満である,3=どちらともいえない,4=やや満足して
いる,5=かなり満足している

現在の生活への満足度
(順序変数)1=かなり不満である,2=やや不満である,3=どちらともいえない,4=やや満足して
いる,5=かなり満足している

 
データ: 生活時間に関するアンケート調査，2007  (東京大学社会科学研究所)HP: 

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.html_より筆者作成 

 

 
                                                      
１ 「子どもを持つ意欲に関する指標」が順序変数であるため、スピアマンの相関分析を行う。 

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.html_
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第 3 節 分析結果 
(1) 子どもを持つ意欲とパートナーの就業状況のクロス分析結果 

子どもを持つ意欲がパートナーの現在の仕事の就労状況によりどのように異なるかを検

証した結果については、図 1、図 2 に示されている。 

まず、現在子どもがいないカップルについて見てみよう(図表 4-2)。パートナーが正規雇

用の場合に、「欲しい」とする割合が最も高く、54.3%となっているのに対し、無業の場合

46.8%と最も低くなっている。また、「どちらかといえば欲しい」とする割合についても正

規雇用が最も高く、22.1%となっているのに対し、無業の場合には 10.6%と最も低くなって

いる。逆に、「欲しくない」については、正規雇用が 10.3%であるのに対し、無業の場合、

23.4%と高くなっている。「欲しかったがあきらめた」についても正規雇用の場合には 6.7%

にすぎないが、無業の場合には、12.8%と高くなっている。 

すなわち、現在子どもがいないカップルについて、共働きである場合(特にパートナーが

正規雇用)の場合に、子どもを持つ意欲が高いことが示されている。 

次に、現在子どもが 1 人いるカップルについて見てみよう(図表 4-3)。パートナーが正規

雇用の場合に、「欲しい」とする割合が最も高く、46.0%となっているのに対し、非正規雇

用の場合、34.2%と最も低くなっている。無業の場合は正規雇用とあまり変わらないが、

45.7%と、やはり、やや正規雇用の方が高い割合をとっている。逆に、「欲しかったがあき

らめた」については、正規雇用の割合が 7.9%と最も低くなっているのに対し、無業の場合

は、15.2%と最も高くなっている。 

現在、子どもが 1 人いるカップルに対しても、パートナーが正規雇用の場合に「欲しい」

とする割合が高いとともに、「欲しかったがあきらめた」の割合が低いことが明らかとなっ

ている。すなわち、現在子どもが 1 人いるカップルについても、共働きである場合(特に、

パートナーが正規雇用)の場合に、子どもを持つ意欲が高いことが示されていると言えるだ

ろう。 

 

図表 4-2 就業形態と出生意欲(子ども 0 人男女) 

 
データ: 生活時間に関するアンケート調査，2007  (東京大学社会科学研究所)HP: 

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.html_より筆者作成 

 

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.html_
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図表 4-3 就業形態と出生意欲(子ども 1 人男女) 

 
データ: 生活時間に関するアンケート調査，2007  (東京大学社会科学研究所)HP: 

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.html_より筆者作成 

 

 

 

(2)スピアマンの相関分析の結果 

スピアマンの相関分析の結果は図表 4-4~図表 4-7 である。表において、青色で塗りつぶ

されているところが、両側検定 5%において、正の相関、または、負の相関のあったもので

ある。青色で塗られていない部分は、有意でなく、相関関係がないと思われるところである。 

ここで、重要な点は、分析はあくまでも相関関係であり、因果関係についてはわからない

という点である。しかしながら、子どもを持つ意欲との間に相関関係があるものについては、

子どもを持つ意欲を高める可能性のある変数と見ることができ、重要である。ただし、図表

4-4~図表 4-7 は、すべての変数間の相関係数を示している。  

まず、子どものいないカップルの男性正規雇用者の結果を見てみよう。 

特に、子どもを持つ意欲変数と正の相関関係が見られるのは、パートナーの家事分担への満

足度と現在の生活の満足度である。相関係数は現在の生活の満足度の方が大きい。男性正規

労働者で、仕事ではなく、現在の生活に満足度の高い場合に、子どもを持つ意欲が高い点は

注目すべき点である。つまりライフが充実していると子どもを持ちたいという気持ちが高ま

る可能性があるかもしれない。 

 次に、子どものいないカップルの女性正規雇用者の結果を見てみよう。子どもを持つ意欲

変数と正の相関関係が見られるやはり現在の生活の満足度である。つまり女性正規雇用者の

場合にも現在の生活に満足度の高い場合に子どもを持ちたいという気持ちが高まるという

ことである。特に女性の場合には、現在の生活の満足度は、現在の仕事への満足度、パート

ナーに対する家事満足度と正の相関関係があり、現在の仕事への満足度が高い場合、パート

ナーが家事に協力的な場合に高くなっているところにも注目したい。さらに、子どもを持つ

意欲変数と休日の家事時間との間には負の相関関係が見られる。女性正規雇用者の場合、休

日に家事を負担しなければならないことは、子どもを持つ意欲を減退させるということにも

注目したい。つまり、女性正規雇用者ではなく、そのパートナーが休日家事分担することに

よって、逆の効果、すなわち、子どもを持つ意欲を高める可能性があるということである。 

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.html_


ＩＳＦＪ政策フォーラム 2011 発表論文 17th – 18th Dec. 2011 

 24 

 第三に、子どもの 1 人いるカップルの男性正規雇用者の結果を見てみよう。子どもを持

つ意欲と正の相関のある変数は、出勤日における育児時間、休日における育児時間、現在の

仕事への満足度、家事分担、現在の生活への満足度の 4 つの変数である。この中で一番高

い相関係数を持つのは、現在の生活への満足度である。特に注目すべき点は、現在の生活へ

の満足度が実労働時間、残業時間と負の相関関係があることである。すなわち、実労働時間、

残業時間が短く、現在の生活への満足度が高い場合に、子どもを持つ意欲が高まるというこ

とである。また、有給休暇取得日数が多く、現在の生活への満足度が高い場合にも、子ども

を持つ意欲は高まるということである。さらに重要な結果として、出勤日・休日における育

児時間が長ければ、子どもを持つ意欲が高まるということである。 

最後に、子どもの 1 人いる女性正規雇用者の場合を見てみる。子どもを持つ意欲変数と

正の相関が見られるのは、子どもの 1 人いる男性正規雇用者と同じく、出勤日における育

児時間、休日における育児時間の変数である。これらの育児時間が長ければ、子どもを持つ

意欲が高まるということである。 
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図表 4-4 

子どもを持
つ意欲

フレックス
タイム 実労働時間 残業時間

有給休暇取
得日数

家事時間
(出勤日)

家事時間
(休日)

現在の仕事
への満足度

配偶者・
パートナー

との家事分
担

現在の生活
への満足度

相関係数 1.000 -.019 -.020 .012 .030 .026 .006 .081 .109 .169

有意確率

(両側)

. .685 .674 .798 .611 .557 .890 .074 .014 .000

N 503 467 467 467 294 503 503 489 503 503

相関係数 -.019 1.000 .041 -.041 .179 -.050 -.059 -.088 .035 -.051

有意確率
(両側)

.685 . .376 .372 .002 .280 .200 .058 .448 .274

N 467 467 467 467 294 467 467 467 467 467

相関係数 -.020 .041 1.000 .699 -.143 -.196 -.065 .118 .116 .088

有意確率

(両側)

.674 .376 . .000 .014 .000 .161 .011 .012 .058

N 467 467 467 467 294 467 467 467 467 467

相関係数 .012 -.041 .699 1.000 -.215 -.172 -.102 .111 .122 .125

有意確率

(両側)

.798 .372 .000 . .000 .000 .027 .016 .009 .007

N 467 467 467 467 294 467 467 467 467 467

相関係数 .030 .179 -.143 -.215 1.000 -.020 -.052 -.117 -.070 -.205

有意確率
(両側)

.611 .002 .014 .000 . .731 .371 .045 .234 .000

N 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294

相関係数 .026 -.050 -.196 -.172 -.020 1.000 .532 -.183 -.075 -.167

有意確率
(両側)

.557 .280 .000 .000 .731 . .000 .000 .094 .000

N 503 467 467 467 294 503 503 489 503 503

相関係数 .006 -.059 -.065 -.102 -.052 .532 1.000 -.060 -.020 -.082

有意確率

(両側)

.890 .200 .161 .027 .371 .000 . .184 .662 .065

N 503 467 467 467 294 503 503 489 503 503

相関係数 .081 -.088 .118 .111 -.117 -.183 -.060 1.000 .284 .433

有意確率

(両側)

.074 .058 .011 .016 .045 .000 .184 . .000 .000

N 489 467 467 467 294 489 489 489 489 489

相関係数 .109 .035 .116 .122 -.070 -.075 -.020 .284 1.000 .385

有意確率
(両側)

.014 .448 .012 .009 .234 .094 .662 .000 . .000

N 503 467 467 467 294 503 503 489 503 503

相関係数 .169 -.051 .088 .125 -.205 -.167 -.082 .433 .385 1.000

有意確率

(両側)

.000 .274 .058 .007 .000 .000 .065 .000 .000 .

N 503 467 467 467 294 503 503 489 503 503

Spearmanの

ﾛｰ

子どもの数が０人（男性）

子どもを持

つ意欲

フレックス

タイム

実労働時間

残業時間

有給休暇取

得日数

家事時間
(出勤日)

家事時間

(休日)

現在の仕事

への満足度

配偶者・

パートナー
との家事分

担

現在の生活
への満足度

 
データ: 生活時間に関するアンケート調査，2007  (東京大学社会科学研究所)HP: 

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.html_より筆者作成 
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図表 4-5 

子どもを持
つ意欲

フレックス
タイム 実労働時間 残業時間

有給休暇取
得日数

家事時間
(出勤日)

家事時間
(休日)

現在の仕事
への満足度

配偶者・
パートナー

との家事分
担

現在の生活
への満足度

相関係数 1.000 .037 -.023 -.078 .066 .015 -.100 .003 .023 .105

有意確率

(両側)

. .437 .620 .100 .274 .738 .025 .949 .613 .018

N 502 448 448 448 280 502 502 457 502 502

相関係数 .037 1.000 .015 .014 .221 -.103 -.110 -.052 .010 -.065

有意確率
(両側)

.437 . .758 .762 .000 .029 .020 .277 .832 .171

N 448 448 448 448 280 448 448 448 448 448

相関係数 -.023 .015 1.000 .478 -.062 -.203 -.017 .028 -.027 .024

有意確率

(両側)

.620 .758 . .000 .300 .000 .714 .559 .569 .612

N 448 448 448 448 280 448 448 448 448 448

相関係数 -.078 .014 .478 1.000 -.136 .004 .062 .070 .033 .058

有意確率

(両側)

.100 .762 .000 . .022 .939 .190 .140 .486 .218

N 448 448 448 448 280 448 448 448 448 448

相関係数 .066 .221 -.062 -.136 1.000 -.155 -.148 -.115 -.052 -.112

有意確率
(両側)

.274 .000 .300 .022 . .009 .013 .055 .388 .062

N 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280

相関係数 .015 -.103 -.203 .004 -.155 1.000 .492 .018 .139 .017

有意確率
(両側)

.738 .029 .000 .939 .009 . .000 .697 .002 .698

N 502 448 448 448 280 502 502 457 502 502

相関係数 -.100 -.110 -.017 .062 -.148 .492 1.000 -.033 .109 -.002

有意確率

(両側)

.025 .020 .714 .190 .013 .000 . .480 .014 .961

N 502 448 448 448 280 502 502 457 502 502

相関係数 .003 -.052 .028 .070 -.115 .018 -.033 1.000 .287 .393

有意確率

(両側)

.949 .277 .559 .140 .055 .697 .480 . .000 .000

N 457 448 448 448 280 457 457 457 457 457

相関係数 .023 .010 -.027 .033 -.052 .139 .109 .287 1.000 .385

有意確率
(両側)

.613 .832 .569 .486 .388 .002 .014 .000 . .000

N 502 448 448 448 280 502 502 457 502 502

相関係数 .105 -.065 .024 .058 -.112 .017 -.002 .393 .385 1.000

有意確率

(両側)

.018 .171 .612 .218 .062 .698 .961 .000 .000 .

N 502 448 448 448 280 502 502 457 502 502

現在の生活
への満足度

Spearmanの

ﾛｰ

有給休暇取

得日数

家事時間
(出勤日)

家事時間

(休日)

現在の仕事

への満足度

配偶者・

パートナー
との家事分

担

子どもの数が０人（女性）

子どもを持

つ意欲

フレックス

タイム

実労働時間

残業時間

 
データ: 生活時間に関するアンケート調査，2007  (東京大学社会科学研究所)HP: 

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.html_より筆者作成 
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図表 4-6 

子どもを持

つ意欲

フレックス

タイム 実労働時間 残業時間

有給休暇取

得日数

家事時間

（出勤日）

育児時間

（出勤日）

家事時間

（休日）

育児時間

（休日）

現在の仕事

への満足度

配偶者・

パートナー

との家事分

担

配偶者・

パートナー

との育児分

担

現在の生活

への満足度

相関係数 1.000 -.035 .002 -.003 -.031 .086 .195 .023 .217 .161 .156 .081 .226

有意確率

(両側)

. .522 .973 .955 .630 .109 .000 .668 .000 .003 .004 .144 .000

N 346 346 346 346 242 346 346 346 346 346 346 328 346

相関係数 -.035 1.000 -.011 -.087 .292 -.022 -.037 .015 -.008 .055 .041 .020 .077

有意確率

(両側)

.522 . .842 .105 .000 .681 .493 .783 .881 .307 .450 .724 .151

N 346 346 346 346 242 346 346 346 346 346 346 328 346

相関係数 .002 -.011 1.000 .723 -.340 -.294 -.282 -.062 -.059 -.109 -.075 .039 -.126

有意確率

(両側)

.973 .842 . .000 .000 .000 .000 .252 .277 .042 .164 .483 .019

N 346 346 346 346 242 346 346 346 346 346 346 328 346

相関係数 -.003 -.087 .723 1.000 -.298 -.199 -.199 .040 .020 -.072 -.089 .059 -.139

有意確率

(両側)

.955 .105 .000 . .000 .000 .000 .463 .705 .181 .099 .286 .010

N 346 346 346 346 242 346 346 346 346 346 346 328 346

相関係数 -.031 .292 -.340 -.298 1.000 .158 .112 -.041 -.073 -.052 -.025 -.051 .145

有意確率
(両側)

.630 .000 .000 .000 . .014 .083 .526 .258 .420 .697 .441 .025

N 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 235 242

相関係数 .086 -.022 -.294 -.199 .158 1.000 .430 .551 .180 .183 .124 -.014 .224

有意確率

(両側)

.109 .681 .000 .000 .014 . .000 .000 .001 .001 .021 .797 .000

N 346 346 346 346 242 346 346 346 346 346 346 328 346

相関係数 .195 -.037 -.282 -.199 .112 .430 1.000 .295 .630 .187 .136 .088 .242

有意確率
(両側)

.000 .493 .000 .000 .083 .000 . .000 .000 .000 .011 .111 .000

N 346 346 346 346 242 346 346 346 346 346 346 328 346

相関係数 .023 .015 -.062 .040 -.041 .551 .295 1.000 .206 .147 .071 .056 .151

有意確率

(両側)

.668 .783 .252 .463 .526 .000 .000 . .000 .006 .190 .315 .005

N 346 346 346 346 242 346 346 346 346 346 346 328 346

相関係数 .217 -.008 -.059 .020 -.073 .180 .630 .206 1.000 .115 .074 .104 .084

有意確率

(両側)

.000 .881 .277 .705 .258 .001 .000 .000 . .032 .168 .061 .119

N 346 346 346 346 242 346 346 346 346 346 346 328 346

相関係数 .161 .055 -.109 -.072 -.052 .183 .187 .147 .115 1.000 .306 .088 .472

有意確率

(両側)

.003 .307 .042 .181 .420 .001 .000 .006 .032 . .000 .112 .000

N 346 346 346 346 242 346 346 346 346 346 346 328 346

相関係数 .156 .041 -.075 -.089 -.025 .124 .136 .071 .074 .306 1.000 .268 .440

有意確率

(両側)

.004 .450 .164 .099 .697 .021 .011 .190 .168 .000 . .000 .000

N 346 346 346 346 242 346 346 346 346 346 346 328 346

相関係数 .081 .020 .039 .059 -.051 -.014 .088 .056 .104 .088 .268 1.000 .226

有意確率

(両側)

.144 .724 .483 .286 .441 .797 .111 .315 .061 .112 .000 . .000

N 328 328 328 328 235 328 328 328 328 328 328 328 328

相関係数 .226 .077 -.126 -.139 .145 .224 .242 .151 .084 .472 .440 .226 1.000

有意確率
(両側)

.000 .151 .019 .010 .025 .000 .000 .005 .119 .000 .000 .000 .

N 346 346 346 346 242 346 346 346 346 346 346 328 346

 子どもの数が１人（男性）

Spearmanの

ﾛｰ

子どもを持

つ意欲

フレックス
タイム

実労働時間

残業時間

有給休暇取
得日数

配偶者・

パートナー

との育児分

担

現在の生活
への満足度

家事時間

（出勤日）

育児時間

（出勤日）

家事時間

（休日）

育児時間

（休日）

現在の仕事

への満足度

配偶者・

パートナー

との家事分
担

 
データ: 生活時間に関するアンケート調査，2007  (東京大学社会科学研究所)HP: 

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.html_より筆者作成 
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図表 4-7 

子どもを持
つ意欲

フレックス
タイム 実労働時間 残業時間

有給休暇取
得日数

家事時間
（出勤日）

育児時間
（出勤日）

家事時間
（休日）

育児時間
（休日）

現在の仕事
への満足度

配偶者・
パートナー

との家事分
担

配偶者・
パートナー

との育児分
担

現在の生活
への満足度

相関係数 1.000 -.127 .009 .099 .088 .010 .233 .003 .294 .005 .041 .053 .024

有意確率
(両側)

. .052 .889 .132 .261 .879 .000 .970 .000 .943 .533 .438 .718

N 234 234 234 234 167 234 234 234 234 234 234 212 234

相関係数 -.127 1.000 .116 -.047 .354 -.181 .054 -.078 .022 -.002 -.021 -.084 .047

有意確率
(両側)

.052 . .077 .470 .000 .006 .414 .237 .742 .978 .744 .223 .471

N 234 234 234 234 167 234 234 234 234 234 234 212 234

相関係数 .009 .116 1.000 .519 -.057 -.153 -.097 .016 .040 .019 .134 -.006 .041

有意確率
(両側)

.889 .077 . .000 .465 .019 .141 .804 .541 .768 .040 .931 .530

N 234 234 234 234 167 234 234 234 234 234 234 212 234

相関係数 .099 -.047 .519 1.000 -.094 -.012 -.016 .012 .002 -.035 .015 -.041 -.013

有意確率
(両側)

.132 .470 .000 . .226 .858 .812 .854 .978 .592 .815 .550 .842

N 234 234 234 234 167 234 234 234 234 234 234 212 234

相関係数 .088 .354 -.057 -.094 1.000 -.079 .098 -.020 .091 -.060 -.157 .130 -.081

有意確率

(両側)

.261 .000 .465 .226 . .312 .207 .793 .245 .444 .043 .106 .295

N 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 155 167

相関係数 .010 -.181 -.153 -.012 -.079 1.000 .249 .527 .166 .092 -.104 -.178 .004

有意確率

(両側)

.879 .006 .019 .858 .312 . .000 .000 .011 .162 .112 .009 .956

N 234 234 234 234 167 234 234 234 234 234 234 212 234

相関係数 .233 .054 -.097 -.016 .098 .249 1.000 .193 .667 .081 -.040 -.054 .141

有意確率

(両側)

.000 .414 .141 .812 .207 .000 . .003 .000 .217 .543 .433 .031

N 234 234 234 234 167 234 234 234 234 234 234 212 234

相関係数 .003 -.078 .016 .012 -.020 .527 .193 1.000 .224 .028 -.113 -.088 -.024

有意確率

(両側)

.970 .237 .804 .854 .793 .000 .003 . .001 .674 .083 .204 .714

N 234 234 234 234 167 234 234 234 234 234 234 212 234

相関係数 .294 .022 .040 .002 .091 .166 .667 .224 1.000 .003 -.006 -.024 .084

有意確率

(両側)

.000 .742 .541 .978 .245 .011 .000 .001 . .968 .933 .730 .201

N 234 234 234 234 167 234 234 234 234 234 234 212 234

相関係数 .005 -.002 .019 -.035 -.060 .092 .081 .028 .003 1.000 .352 .059 .506

有意確率

(両側)

.943 .978 .768 .592 .444 .162 .217 .674 .968 . .000 .396 .000

N 234 234 234 234 167 234 234 234 234 234 234 212 234

相関係数 .041 -.021 .134 .015 -.157 -.104 -.040 -.113 -.006 .352 1.000 .321 .503

有意確率

(両側)

.533 .744 .040 .815 .043 .112 .543 .083 .933 .000 . .000 .000

N 234 234 234 234 167 234 234 234 234 234 234 212 234

相関係数 .053 -.084 -.006 -.041 .130 -.178 -.054 -.088 -.024 .059 .321 1.000 .303

有意確率
(両側)

.438 .223 .931 .550 .106 .009 .433 .204 .730 .396 .000 . .000

N 212 212 212 212 155 212 212 212 212 212 212 212 212

相関係数 .024 .047 .041 -.013 -.081 .004 .141 -.024 .084 .506 .503 .303 1.000

有意確率

(両側)

.718 .471 .530 .842 .295 .956 .031 .714 .201 .000 .000 .000 .

N 234 234 234 234 167 234 234 234 234 234 234 212 234

現在の生活

への満足度

子どもの数が１人（女性）

Spearmanの
ﾛｰ

子どもを持
つ意欲

フレックス
タイム

実労働時間

残業時間

有給休暇取

得日数

家事時間

（出勤日）

育児時間

（出勤日）

家事時間

（休日）

育児時間

（休日）

現在の仕事
への満足度

配偶者・
パートナー

との家事分
担

配偶者・

パートナー
との育児分

担

 
データ: 生活時間に関するアンケート調査，2007  (東京大学社会科学研究所)HP: 

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/gaiyo/0681g.html_より筆者作成 
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第 4 節 分析からの知見 
(1)子どもを持つ意欲とパートナーの就業状況とのクロス分析からの知見 

 子どもがまだいないカップルのケースでは、明らかに、カップルが片働きよりも共働き

の方が子どもを持つ意欲が高く、また子どもを持ちたくない意欲は低い。さらに子どもが欲

しかったが、あきらめたという割合も低い。 

子どもが 1 人いるカップルのケースにおいては、共働きカップルの方が、片働きカップ

ルよりも、子どもが欲しかったが、あきらめたという割合が低くなっている。すなわち、片

働きカップルよりも共働きカップルの方が子どもを持つ意欲が高く、現実に持ちやすいので

はないかということが示され、(1)の仮説が検証されたと言えるだろう。 

すなわち、カップルの中で、どちらか一方が働くケースよりも、カップル同士がそれぞれ、

仕事も生活もバランスさせることが子ども意欲を高める可能性があるということである。 

 

(2)スピアマンの相関分析からの知見 

 重要な知見は、現在の生活の満足度が高ければ、男女どちらとも子どもを持つ意欲が高ま

るということである(子どもの数が1人の女性を除く)。また、その現在の生活への満足度は、

女性の場合には、①パートナーとの家事分担の満足度②パートナーとの育児分担の満足度、

が高ければ高くなる。よって、これらのことからわかることは、パートナーとの家事・育児

分担の満足度が高ければ、子どもを持つ意欲が高まるということである。このことからまず、

(3)の仮説は検証されたことになる。 

 また、子どもの数が 1 人の男女正規雇用者の場合は、ともに育児に携わる時間が長けれ

ば、子どもを持つ意欲は高くなることがわかった。すなわち、カップルがお互いに育児をし

た方が、子どもを持つ意欲を高める可能性は高いということである。そしてこのことからも、

やはり、カップルは生活時間の充実がかなり重要になってくるのである。(5)の仮説は検証

されたと言えよう。 

 (4)の仮説については、子どもの数が 1 人の男性正規雇用者の場合だが、実労働時間や残

業時間が短ければ、あるいは、有給休暇取得日数が多ければ、現在の生活への満足度が高く

なり、子どもを持つ意欲が高くなるということである。これは、日本人男性の長時間労働や

長時間残業、また、有給休暇取得日数の少なさが子どもを持つ意欲を阻害しているようにと

らえることができる。よって、子どもの数が 1 人の男性正規雇用者の場合、仕事をする時

間を短くし、生活時間を長くすれば、子どもを持つ意欲は高くなるということがわかり、(4)

の仮説は検証されたことになる。 

(2)の正規雇用女性が仕事と生活の両側面において満足度が高ければ、子どもを持つ意欲

が高くなるという仮説については、子どもを持つ意欲と現在の仕事への満足度、現在の生活

への満足度ともに相関は見られなかったので残念ながらこの仮説は検証されなかった。 

 

以上から、第 1 節で挙げた 5 つの仮説の、(1)、(3)、(4)、(5)の 4 つの仮説が検証された

ことになる。これらの結果を用いて、政策提言につなげたいと思う。 
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第5章 政策提言と今後の課題 

 

第1節 分析結果の知見から得られる政

策インプリケーション 
以上のような分析結果から、主に、(1)有給休暇の取得向上、(2)残業時間の減少、(3)育児

休業などの育児時間の充実、(4)男女が家事・育児を分担すること、などのワーク・ライフ・

バランスに関する政策インプリケーションを得ることができたのではないかと思う。 

(1)については、有給休暇の取得日数を向上させることによって、特に子どものいる男性

の生活の満足度を高めることが重要となる。(2)についても同様で、特に子どものいる男性

の残業時間を減少させることで、生活の満足度を高めることが重要である。 

 (3)については、子どもがいる男女のケースにおいて、育児時間を確保することができる

ことがさらに子どもを産む意欲につながることが示されている。(4)は、特に女性の場合に、

パートナーの家事の協力があると出産意欲が高まることが示されている。男女が協力して、

特に家事を分担することが女性の子どもを産む意欲につながっているということである。 

 次節で、これらの政策的なインプリケーションをより具体的な政策提言として検討するこ

とにする。 

  

第2節 具体的な政策 

(1)有給休暇制度の改善 

① 日本の現状 

日本の有給休暇制度には 4 つの問題点がある。 

1 つ目の問題点は、年次有給休暇が付与されているにもかかわらず、使用しない人が多い

という点である。労働基準法において、労働者の年次有給休暇の取得の権利が定められてい

るにもかかわらず、労働者に権利として認識されていないのが現状であると言えるだろう。

年次有給休暇を取得しない主な理由として、「病気休暇」が存在しておらず、いざというと

きのために残しておきたいという理由が考えられる。 

2 つ目の問題点は、使用しなかった有給休暇が 2 年間で時効となり、消滅してしまう点で

ある。 

3 つ目の問題点は、1 年間に 5 日分の有給休暇しか 1 時間単位での分割取得ができない上

に、労使協定で分割取得できるか否かを定めなければならないという点である。平成 22 年
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の労働基準法の改正で有給休暇を 1 時間単位が分割できるようになったのであるが、まだ

制度的な不備があるのではないだろうか。 

4 つ目の問題点は、日本には連続休暇制度が法制化されていないことである。欧州の多く

の国では、有給休暇を 2 週間連続して取得しなければならないなど、連続休暇が法制度化

されている。 

 

②  我々の提言 

年次有給休暇のある一定の割合は、2 年で消滅することなく、貯蓄できるようにして、育

児休業の代わりに使用したり、子どもの保育園の送迎や行事への参加、子どもが病気になっ

た時、労働者自身が病気になったときなどに幅広く利用できるようにすることを提言する。

そして、その残りの有給休暇は年度内に消化しなければ消滅するということにすべきであ

る。そうすることによって、有給休暇の消化が促進されるとともに、いざというときの備え

も可能となる。 

次に、すべての労働者に対し、年次有給休暇を 1 時間単位で分割取得可能にして、短時

間勤務として利用できるようにしたいと考えている。こうすれば、特に育児のために使用し

やすくなる。例えば、3 時間の有給休暇を使用して、1 日 5 時間で働くということである。

このようにできれば、「働き方」の変更を一時的に行うことが可能である。また、短時間労

働に変更することによって、生じるかもしれない、所得の損失が生じないことになる。 

また分割取得とは逆に、連続休暇を取得可能にすることも制度化すべきである。特に、中

学生以下の子どものいる労働者を対象として、子どもの夏休みに合わせて連続して年次有給

休暇を取得できるような仕組みをつくることができないだろうか。そうすることによって、

家族で過ごす時間が増え家族の愛情が深まり、子どもの健やかな成長につながるかもしれな

い。また、親にとってもいいリフレッシュになり、仕事の効率性が上がるかもしれない。 

 

(2)残業時間について 

① 日本の現状 

平成 22 年、労働基準法が改正された。この改正により、使用者は 1 ヶ月の時間外労働

が 60 時間を超える労働者に対して、所定労働時間の 1 時間の賃金に 50%割増した賃金を

支払うか、労使協定により今回の改正で 25%から 50%に引き上げられ割増した賃金の代

わりに代替休暇を与えることが可能となった。 

しかし、この改正では 1 ヶ月の時間外労働が 60 時間までなら現行と何も変わっておら

ず、時間外労働は減少するとは考えられない。また、1 ヶ月の時間外労働が 60 時間を超

える労働者は割増し賃金か代替休暇を選択できるということだが、労働者は高い残業手当

が魅力で時間外労働をしていると考えられるので、代替休暇を選択する人はほとんどいな

いと考えられる。 

 

② 我々の提言 

我々は、時間外労働をするすべての労働者を対象として、残業手当として支給するか代替

休暇として支給するか選択できるようにする政策を提言する。ただし、代替休暇は 1 時間

単位で取得でき、残業をした翌月に代替休暇を取得できるものとする。また、残業手当を代

替休暇に振り替える場合、残業手当の割増分も１代替休暇として与えなければならない。 

                                                      
１例えば、1 ヶ月の時間外労働が 40 時間から 60 時間なら 25%割増した残業手当がもらえるが、代替休暇

でも 25%割増した代替休暇をもらえる。さらに、1 ヶ月の時間外労働が 60 時間を超える場合は 50%割
増した残業手当がもらえるが、代替休暇でも 50%割増した代替休暇をもらえる。 
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また、この代替休暇は、有給休暇とは異なる休暇として認識されなければならない。こう

することによって、労働者が長時間労働から解放されるとともに、生活の充実のための時間

を確保することが可能となる。また、雇用主も人件費の削減につながると同時に、代替休暇

を与えないようにするため、労働生産性を高めることを意識するのではないだろうか。 

これは、実際に、1998 年以降、週 35 時間労働制が導入されたフランスにおいて、実施

されている政策である。フランスにおいては、このことにより、柔軟な働き方が生まれ、女

性の労働力率を高めると同時に高出生率に貢献されたのではないかとされている。 

 

(3)育児休業の改革 

① 日本の現状 

近年日本では、男性の育児休業の取得率が 2%以下で推移しており、全くと言ってもいい

ほど男性の育児参加が進んでいない。 

今の日本の育児休業は、両親に対して子どもが原則 1歳まで取得することが認められてい

るが、育児休業を利用しているのはほとんどが女性である。この原因は育児休業が両親に対

して与えられていることが原因であるかと考える。母親が育児をすべきだという規範が強い

上に、高い所得を得ている男性が育児休業を取得することによる機会費用が高いため、男性

の取得は敬遠される傾向にある。 

平成 22年育児介護休業法の改正で、主に育児休業制度について、次のような 3点が改善

されている。1)妻が専業主婦であっても、夫が産後 8 週の育児休業取得が認められるように

なった 2)夫が産後 8 週に育児休業を取得した場合、再度、取得することが認められるよう

になった 3)妻と夫がともに育児休業を取得する場合、子どもが 1 歳 2 ヶ月になるまでの取

得が認められるようになった。この改革によって、改正前よりは夫も育児休業を取得しやす

くなったのだが、育児休業を 1日単位でしか取得できないことや分割取得できないことなど

問題点が残されている。また、妻の産児休業中に夫は育児休業を取得できると改正されたが、

低い男性の育児休業取得率が改善されなければあまり効果はないと考えられる。また、妻の

産児休業中、出産休暇など男性が取得できる場合があるが、これは企業などによって休暇の

長さが異なっていたり、制度化されていない場合もある。 

 

②  我々の提言 

そこで、我々は育児休業を 1時間単位で使用できるようにし、育児休業を短時間勤務とし

ても利用できるようにしたいと考えている。例えば 3時間の育児休業を使用して、1日 5時

間の短時間勤務をする。このように育児介護休業法を改正すれば、男性も積極的に育児休業

を取得してくれるのではないかと考える。 

また、我々は男性の出産休暇を作りたいと考えている。女性には産児休業があり、特に、

母体保護のため、産後 8週は仕事をすることができない。しかし、男性には産児休業は存在

しない。産む性ではないからである。しかしジェンダーの視点からは、男性に産児休業が存

在していてもいいのではないだろうか。つまり、妻、女性パートナーが出産するときに、男

性も 1週間の連続した出産休暇が取得できる権利を与える。これは育児休業とは切り離され

たものとして、認めるべきである。このような視点から欧州では、多くの国で父親の出産休

暇が認められている。 

国によって日数は異なるが、平均として 2週間程度である。ほとんどの国でこの取得率が高

くなっている。 
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(4)ワーク・ライフ・バランスの啓発 

① 日本の現状 

 日本ではワーク・ライフ・バランスの啓発が行われているものの、都道府県レベルである。 

ところで、妊婦が自治体からから受け取る母子手帳があるが、来年度に 10年ぶりの大幅改

訂が行われる。その改訂で、父親が自由に記入できる欄が設けられることとなった。しかし、

父親に対して手帳が与えられたわけではない。また、東京都や愛知県などの地方自治体では

すでに父子手帳が導入されているところもあるが、国レベルでは導入されていない。 

また、ワーク・ライフ・バランスのキャンペーン月間が広島県や愛知県などの地方自治体

には導入されている。しかし、特に若年世代は、転勤など移動が多く、ある県ではされてい

ても、その他の県でされていない場合、効果は薄いものと思われる。 

 

③ 我々の提言 

 我々は、国レベルで、父子手帳やワーク・ライフ・バランスのキャンペーン月間を強力に

推進すべきだと考える。父子手帳の具体的な内容については、育児休業の使い方など子育て

に関わる制度の使い方を分かりやすく説明した内容を盛り込みたい。 

また、ワーク・ライフ・バランス月間を、効果あるものとするためには、全国の企業の協

力がなければ実現しない。やはり、国レベルで行わなければ意味がないのではないだろうか。 

 

第3節 今後の課題 
 

本稿では、生活時間に関するアンケート調査 2007によるミクロデータを用いて、ワーク・

ライフ・バランスの実現が少子化を改善するということを相関分析によって明らかにした。

その結果から、ワーク・ライフ・バランスを実現できる政策を述べてきた。 

 しかし、以下のような問題も残されている。 

 短時間勤務制度やフレックスタイム勤務制度を四ヶ国で比較をするときに、正社員の定義

の違いから日本だけのデータの個数がすくなくなるといった問題点がある。またアンケート

の回答者がパートナーのため、雇用者本人の情報が少ないという問題点もある。そこで、多

変量分析によって詳しくワーク・ライフ・バランスの出生意欲に対する影響を見ることがで

きなかった。 

 また分析の問題点以外として、ワーク・ライフ・バランスを積極的に推進している企業

へのフィールドワークを行ったり、男性の育児休業取得者に直接インタビューをするなどの

より踏み込んだアクションが必要だったのではないかと考える。 

 しかしながら、本稿でワーク・ライフ・バランスの実現が少子化を改善することを証明し、 

政策提言の方向性を指し示すことができたことはよかったのではないだろうか。 
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