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要約 

本研究は、日本全体が年齢によらず幸福度の高い社会の実現に向けた政策を提言するこ

とを目的とする。そのため、幸福度に影響を与える要因を分析し、そのうち政策的にコン

トロール可能な変数に着目し、幸福度を上げる政策を提言する。 

「幸福度」とは、幸福の程度を図る指標である。日本では、2009 年に閣議決定された

「新成長戦略（基本方針）」の中で、「国民の『幸福度』を表す新たな指標を開発し、そ

の向上に向けた取組を行う」とした。そこで「幸福度指標案」を発表するなど、幸福度は

注目されている。 

幸福度に関する研究は世界各国で行われており、幸福度の規定要因が分析されている。

その中で、日本を含め世界各国において加齢とともに幸福度が低下する傾向がある。しか

し、先行研究では直接加齢が幸福度に負の影響を与えているのか、それとも経済的要因や

社会環境等のコーホートによるものなのかが明らかにされていない。また、これまで日本

で行われてきた幸福度に関する調査をもとに、年齢と幸福度の関係を示した。『健康に関

する意識調査』（厚生労働省）では 2014年の幸福度の平均と年齢の関係は、年齢が上がる

とともに幸福度が上がっており、年齢と幸福度は正の関係があるといえる。ここから、

2014 年の日本の幸福度はこれまでの先行研究と異なっていることがわかる。各年代の年齢

と幸福度の推移を見ると、幸福度と年齢のグラフの形状は異なっていることがわかった。

以上より、幸福度に影響を与えているものは年齢ではなく、その時々の社会背景、景気変

動等によると考えた。これらの現状を踏まえると、年齢が幸福度に影響を与えるという先

行研究の結果に疑問を持った。そこで、本稿では年齢の幸福度に与える影響を確認し、幸

福度に影響を与える年齢以外の要因を分析する。本稿では先行研究に則り、主観的健康状

態、性別、年齢、教育年数、現在の就労状況、婚姻状況、政治参加、子供の有無、一世帯

の所得、信仰宗教の有無などの幸福度に影響を与える可能性が高いと思われるデータを利

用して分析した。 

上記のデータを用いて幸福度について順序プロビット分析を行った結果、年齢は有意で

なく、年齢が幸福度に決定的な影響を与えていないことが明らかになった。よって、年齢

以外の要因で幸福度は説明できると考えられる。そこで、幸福度に正の影響を与える要因

として、社会的属性では（1）世帯所得が多いこと、（2）生徒・学生であること、（3）

選挙に行ったこと、個人属性では（1）主観的健康感がよいこと、（2）結婚しているであ

ることがわかった。一方、幸福度に負の影響を与える個人属性として（1）男性であるこ

と、（2）主観的健康感がよくないことがあげられる。 

以上の分析結果にもとづき、本研究では、分析結果より有意でかつ政策的にコントロー

ル可能な婚姻状況について政策を提言する。先行研究から結婚率を高めるには、正社員で

あること、所得が高いことが結婚率に正の影響を与えることがわかっている。そこで、雇

用制度の見直しを提言する。このとき、非正規雇用者の正規雇用転換に有意である企業内

訓練の促進を提言することで、結婚確率を高め幸福度を上げることを目的とする 
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はじめに 

本稿では、個人に対するアンケート調査結果の実証分析にもとづき、日本全体の幸福度

をあげるための政策提言を行う。 

「幸福度」とは、幸福の程度を図る指標である。日本では、2009 年に閣議決定された

「新成長戦略（基本方針）」の中で、「国民の『幸福度』を表す新たな指標を開発し、そ

の向上に向けた取組を行う」とした。そこで「幸福度指標案」を発表するなど、幸福度は

注目されている。また、内閣府において、「新成長戦略」に盛り込まれた新しい成長及び

幸福度に関する調査研究を推進するため、有識者からなる「幸福度に関する研究会」が設

けられた。内閣府経済社会研究所（ESRI）は 2012 年 3 月に幸福度指標作成のために「第 1

回生活の質に関する調査」を実施している。 

経済学では個人の満足度を効用と表し、幸福度に関して以前より分析を行ってきた。日

本国内における調査・研究からも示されているように幸福度は変化が大きく、我々は幸福

度が個人の主観によって左右されやすいものであると考える。このことから、日本人の主

観的幸福度について、幸福度を下げる要因が何なのかを研究する必要があると考えた。 

 幸福度の研究は、Easterlin（1974）が、経済の発展が必ずしも国民に幸福をもたらし

ていないという「幸福のパラドクス」を発表したことで経済学的見地からも発展した。国

際的に幸福度は注目されている指標であり、公共政策に活かすことを目的に様々な機関で

国別の比較が行われている。『世界幸福度報告書（World Happiness Report）』は、国連

の「持続可能な開発ソリューション・ネットワーク（Sustainable Development Solutions 

Network：SDSN）」の支援を受けて、コロンビア大学地球研究所が 2013 年 9 月に発表した

ものである。この調査は 2010 年から 2012 年にかけて実施され、世界 156 カ国に住む人々

の幸福度を国別のランキングにまとめている。評価基準としては富裕度、健康度、人生の

選択における自由度、困ったときに頼れる人の有無、汚職に関するクリーン度や同じ国に

住む人々の寛大さなどの要素が考慮されている。調査の結果は GDP1 位のアメリカは 17

位、GDP2位の中国は 93位、GDP3位の日本は 43位となった。このことから GDPの高さが幸

福度の高さに直接つながるわけではないことが明らかとなった。ここでも「幸福のパラド

クス」に当てはまっている。 

また類似調査として、2011 年から公表されている『OECD より良い暮らし指標（OECD 

Better Life Index：BLI）』がある。これはオンライン上で利用者が自分の生活の満足度

を測り比較することができるインタラクティブ指標で幸福度を測るものである。従来の

GDP の数値とは異なる方法で測定している。『より良い暮らし指標』は、住宅、収入、雇

用、共同体、教育、環境、ガバナンス、健康状態、生活満足度、安全、仕事と生活の両立

という 11 の分野で 36 カ国の豊かさを比較できるようになっている。この調査の目的は、

「より良い暮らし指標 2014」を通じて市民との議論を促進し、人々に進歩の探求に関与し

てもらうことである。 2014 年の調査では、日本の総合順位は 36 カ国中 20 位だった。分

野ごとに見てみると、日本は安全（1位）や収入（6位）が高い順位で、健康状態（32位）

や仕事と生活の両立（31位）が低かった。 

日本の幸福度は他の先進国の中で決して高い水準ではないことがわかっている。その原

因として出てきたこれらの数種類の要素を実際に分析に組み込んで本研究を行っていくこ

とで、日本全体の幸福度を上げ、幸福度が高い社会の実現を目指す。 

第 1 章ではこれまで幸福度に関して行われてきた先行研究を振り返り、幸福度の規定要

因を整理した。また、さまざまな見解のある年齢と幸福度に関する先行研究についてみて

いく。第 2 章では、先行研究のように日本の幸福度が加齢にともない低下していくかを確
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認し、本稿の位置づけを示す。第 3 章では、本稿で用いるデータを説明し、実際に幸福度

に関して分析を行う。第 4 章では、第 3 章の分析結果を踏まえて幸福度を上げるための政

策を提言する。 
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第1章 先行研究 

 本章では、これまでの日本の幸福度に関する研究を振り返りその論点を整理する。 

第1節 幸福度の規定要因に関する先行研究 
 

 はじめに 日本の幸福度が何によって規定されているか 2つの先行研究により確認する。 

筒井,大竹,池田（2009）は、性別、年齢、学歴、職業などの基本属性、所得・資産の経

済変数、喫煙・飲酒習慣などの行動変数が幸福度に与える影響を検討した。この研究の特

徴としては、危険回避度と時間割引率という選好パラメータを調査し、それらと幸福度の

関係を分析していることである。データは、2004年 2月に、20歳から 65歳までの 6000人

を全国から二段階抽出し、訪問留め置き法にて実施された調査「くらしの好みと満足度に

ついてのアンケート」を用いた。このアンケートの有効回答数は 4224 であり、回答率は

70.4％であった。「全体として、あなたは普段どの程度幸福だと感じていますか。」とい

う質問に対し、5 を基準とし「10：非常に幸福～0：非常に不幸」で回答を得、集計したも

のである。性別、年齢、学歴、職業などの基本属性と所得、消費、資産などの人々の金銭

的裕福度を表す経済変数を用いて分析している。その結果、幸福度に正の影響を与える要

因として、（1）結婚している者（未婚者、配偶者と死別した人と比較して）、（2）健康

な者、（3）無職の主婦、（4）学生、（5）所得、（6）宗教活動があげられる。また、幸

福度に負の影響を与える要因として、（1）世帯人数が多い、（2）現在求職中の者、

（3）「他の人の生活水準を意識している」者、（4）男性、（5）喫煙、（6）時間割引率

が高い（7）危険回避的であるがあげられる。この結果から所得の増加は幸福度を増す

が、逓減的であることがわかった。また、男性が不幸であるという結果が生物学的な相違

によるものではなく、「喫煙する人は幸福でなく、かつ、男性に喫煙者が多い」という事

実によることを示している。 

目に、松島,立福,伊角,山内（2013）は、日本人の将来への展望について現状を把握す

るとともに、どのような人が将来への希望を持つのか、また現在の幸福度と予想する将来

の幸福度の決定要因がどのように異なるかを考察した。分析において、特に健康と、現在

の幸福度及び予想する将来の幸福度の双方向への影響を考慮している。また、健康が内生

変数であるかを確認し、健康を外生変数として扱った推計に加えて、操作変数法を利用し

て内生性をコントロールした推計を行った。この研究では、被説明変数を現在の幸福度

（0:とても不幸～5：ふつう～10:とても幸せ）と、予想される 5 年後の幸福度（-5:今よ

り不幸せ～0:今と同じ～5:今より幸せ）とした。説明変数を個人属性と社会属性をコント

ロールする変数として、年齢、年齢の二乗、婚姻状況、子どもの人数、所得クラス、最終

学歴とした。また、就業に関する変数として、就労状況、及び非労働者の属性（休職、求

職、学生ダミー、家事ダミー、職業引退ダミー、その他）を用いている。この研究では内

閣府経済社会総合研究所が行った調査「第 1 回生活の質に関する調査」のデータが用い

られている。この調査は、主観的幸福度など国民の生活の質の評価や感情、及びそれを支

える要因等を継続的に調査し、明らかにすることを目的としている。また、幸福度の決定

に関する誘導形モデルを、順序プロビットモデルを用いて推定している。 

ここでは幸福度に正の影響を与える要因として、（1）主観的健康感が高い、（2）世帯

収入が多い、（3）既婚または、結婚経験がある、（4）休職中である（就労者と比較し
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て）、（5）家事従事者である（就労者と比較して）、（6）職業生活引退者である（就労

者と比較して）、（7）その他の理由による非就業者である（就労者と比較して）があげ

られる。一方、幸福度を低下させている要因として、（1）男性である、（2）求職中であ

る（就労者と比較して）、（3）学生である（就労者と比較して）があげられる。また、

予想される 5 年後の幸福度が現在より低くなる要因として、（1）加齢、（2）最終学歴が

高校卒業である（中学卒業と比べて）、（3）学生である（就労者と比較して）があげら

れる。5 年後の幸福度をポジティブに捉えている人は、（1）主観的健康感の高い人、

（2）世帯収入の多い人、（3）子どもを多く持つ人であること、がわかった。高齢社会で

ある日本において、多くの国民が幸せに暮らすためには老後の社会的支援や子育て支援に

関する政策が不可欠である。 

以上の 2つの先行研究の結果をまとめると、幸福度の規定要因は以下のとおりである。 

（ⅰ）幸福度への正の影響を与える要因 

（1）主観的健康感が高い 

（2）世帯収入が多い 

（3）既婚者である 

（4）休職中である（就労者と比較して） 

（5）家事従事者（主婦）である（就労者と比較して） 

（6）職業生活引退者である（就労者と比較して） 

（7）非就業者（その他の理由による）である（就労者と比較して） 

（8）熱心な宗教活動をする者 

 

（ⅱ）幸福度への負の影響を与える要因 

（1）男性である 

（2）求職中である（就労者と比較して） 

（3）年齢が高い 

（4）パートで働いている主婦（無職の主婦と比較して） 

（5）世帯人数が多い 

（6）「他の人の生活水準を意識している」者 

（7）喫煙している者 

（8）時間割引率が高い 

（9）危険回避的である 

 

松島,立福,伊角,山内（2013）では、学生であることが負の影響を与えるとしていた

が、筒井,大竹,池田（2009）では学生が幸福度に正の影響を与えるとしている点が異なっ

た分析結果であった。また、5 年後の幸福度が現在より下がると予想させる要因として、

（1）加齢、（2）最終学歴が高校卒業である（中学卒業と比べて）、（3）学生である

（就労者と比較して）があげられる。5 年後の幸福度をポジティブに捉えている者は、

（1）主観的健康感の高い者、（2）世帯収入の多い者、（3）子どもを多く持つ者である

こと、がわかった。 

また、加齢は現在と 5 年後の幸福度に負の影響を与えることがわかった。年齢に関して

は以下にあげるように、様々な分析結果が報告されている。 

第2節 年齢と幸福度に関する先行研究 
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先に述べた先行研究では、年齢が幸福度に負の影響を与えるとしている。これまでの研

究では年齢と幸福度に関する見解は多様である。主観的幸福度について、諸外国での幸福

度は年齢とともに徐々に低下し、40 歳ぐらいで最低点に達したあと、再び上昇する、と報

告している論文が大半である。Frijters et al.（2002）が行ったドイツを対象とした研究

において、仕事の満足度は年齢に依存しており、U 字カーブを描くとしている。また、西

ドイツの労働者は 48 歳、東ドイツの労働者は 53 歳のとき幸福度が最低になると報告して

いる。Senik（2002）のロシアを対象とした研究においても、人々の幸福度はある時期ま

では加齢とともに低下し、その後上昇することが明らかにされている。また Blanchflower 

and Oswald（2004）は、アメリカとイギリスを対象とした研究を行い、年齢と幸福度に関

して U 字カーブを描くとしている。Blanchflower and Oswald（2009）は、アメリカの

General Social Survey、ヨーロッパの Eurobarometer、そして 76カ国のデータを用いて年

齢と幸福度の関係を分析した。世界 72カ国の幸福度を調査し、ほとんどの国で最も不幸な

年齢は 40～50 歳代で、平均は 46 歳であることを明らかにした。しかし、Esterlin

（2001）は，クロスセクション分析の結果より、U 字カーブを描く、年齢と正の相関、無

相関など様々な結果が報告されていることを指摘している。Hellevik（2003）の 15歳以上

を対象としたノルウェーの調査では，25～35 歳をピークとして、それより高齢になるほど

幸福度が低下すると報告している。 

日本における幸福度と年齢の先行研究において、大竹（2004）では 40歳代後半で最も幸

福度が低くなるとしている。また、佐野,大竹（2007）でも年齢と幸福度は U字カーブを描

くとし、年齢は幸福度に負の影響を与えるとしている。松島,立福,伊角,山内（2013）で

は、現在と比較して加齢が 5 年後の幸福度に負の影響を与えると予想させる要因であると

している。 

 以上の先行研究から、海外での年齢と幸福度の関係についての見解は、各研究により異

なり定まっていないことがわかる。しかし、日本の多くの研究では年齢は幸福度に負の影

響を与えることがわかった。 
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第2章 現状分析・問題意識 

第１章で述べた先行研究では、幸福度に影響を与える要因について分析した。その結

果、先行研究では日本において加齢が幸福度に負の影響を与えるとしている。しかし、直

接加齢が幸福度に負の影響を与えているのか、それとも経済的要因や社会環境等のコー

ホートによるものなのかが明らかにされていない。ここでは、始めに現在の幸福度につい

て確認する。目に、これまで日本で行われてきた幸福度に関する調査をもとに年齢と幸福

度の関係を図示し、年代別に幸福度の推移をみていく。 

第1節 現状分析 
 

先行研究では、日本において幸福度は加齢に伴い低下すると報告している。しかし、

2014 年に厚生労働省が健康に関する意識の傾向を分析するために行った「健康意識に関す

る調査」では、幸福度が加齢にともない上がっていることがわかる2（図 1）。この調査

は、幸福度について 5 を基準とし、「10：とても幸せ～0：とても不幸」の点数で 11 段階評

価をしている。この調査の結果は、先行研究と異なり、幸福度と年齢の間に正の影響があ

ることがわかる。 

図 1 2014年の年代別幸福度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）厚生労働省政策統括官付政策評価官室委託 

「健康意識に関する調査」より著者作成 

  

目に、幸福度と年齢の関係を年代ごとにみる。 

                                                      
2 このとき、幸福度の最大値は 10、最小値は 0 である。 
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 図 2は 2010年、2011年、2012年、2013年、2014年の内閣府大臣官房政府広報室が行った

「国民生活に関する世論調査」のデータをもとに、年齢と幸福度の関係のグラフを作成し

た3。この調査は、「あなたは、全体として、現在の生活にどの程度満足していますか。」

という質問に対し、「満足している、まあ満足している、やや不満だ、不満だ、どちらと

もいえない、わからない」で回答を得ている。グラフ作成の際、「わからない」を除いて

「4：満足している～1：不満だ」と評価した。このグラフは 20 歳代から 70 歳代までの幸

福度の推移を年代別に表している。「国民生活に関する世論調査」は、現在の生活や今後

の生活などの国民生活に関する意識や要望を調査することを目的としている。年代別に幸

福度と年齢の関係性を見ると、2010 年では 50～59 歳の幸福度が 3.1 未満なのに対して、

2013 年では 3.3 以上であることがわかる。以上より、年齢と幸福度の関係は年代により大

きく異なることがわかった。 

 

図 2 年代別幸福度の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）内閣府「国民生活に関する世論調査」より著者作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2節 問題意識・本稿の位置づけ 
 

                                                      
3 このとき、幸福度の最大値は 4、最小値は 0 である。 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

11 

 

これまでの幸福度に関する先行研究では、日本では年齢は幸福度に負の影響を与えると

し、加齢にともない幸福度が下がると報告されてきた4。しかし、厚生労働省が行った「健

康に関する意識調査」では、2014 年の幸福度と年齢の関係は加齢とともに幸福度が上がっ

ており、年齢と幸福度に正の関係があるといえる。ここから、2014 年の日本の幸福度はこ

れまでの先行研究と異なっていることがわかる。 

また、各年代の幸福度の平均と年齢の関係より、年代が異なると年齢と幸福度の関係に

差が生じることがわかった。我々は、各年代の年齢と幸福度の推移より、日本では年齢が

幸福度に負の影響を与えているという先行研究の結果に疑問を持った。そこで何が幸福度

を左右しているかを考慮すると、その時々の社会背景、景気変動等によって変わり得ると

考えられる。例えば、2011 年の東日本大震災は幸福度に影響を与えたと考えられる。内

田,高橋,川原(2011)では、東日本大震災前後に 20～39 歳の若年層に対して行ったイン

ターネットアンケート調査を用いて、震災による人々の生活行動、人生観、幸福度の 3 

点についての変化とその要因の統計分析を行った。この調査では、被災地以外の若年層の

幸福度は震災前よりも高まったことを明らかにしている。これは被災地以外の若年層が被

災地の状況を考慮すると、自分の状況が幸せと考えたためだと報告されている。 

以上より、幸福度は時代の社会的要因と個人の生活背景により左右され、数値はその個

人の主観に影響されると考えられる。 

 このことから、幸福度が年齢によって影響を受けるとは考えにくい。そこで、本稿では

年齢が幸福度に直接影響を与えないことを確かめる。また、幸福度に影響を与える要因を

分析し、政策でコントロールが可能な変数を検討する。そして見つけ出した変数に着目

し、幸福度を上げる政策を提言する。  

 

                                                      
4 『平成 20 年度国民生活白書』より。 
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第3章 分析 

第1節 分析の視点 
第 2 章では、本研究の目的と日本の幸福度と年齢の関係について述べた。「健康意識に

関する調査」より、2014 年の日本の幸福度はこれまでの数々の先行研究と異なり、高齢者

の方が幸福度が高いことがわかった。また、年齢と幸福度の関係を年代ごとに図示する

と、年代ごとに年齢と幸福度のグラフの形が異なることがわかった。よって、年齢と幸福

度の間に負の関係はなく、年齢は幸福度に影響を与えないと仮定する。 

 本章では、今回用いるデータを説明し、実際に幸福度を分析するにあたり、これまでの

研究で用いられてきた幸福度に影響を与えると思われる変数を選択する。そして、幸福度

に影響を与えている要因が何かを分析する。このとき、引き続き年齢が幸福度に影響を与

えているかについても分析し、その重要性を確認する。 

 

第2節 データ 
 

3－2－1 使用するデータ 
 

今回の分析において”International Social Survey Programme: Health and Health 

Care - ISSP 2011”の日本のデータを用いる。このデータは ISSP（国際比較調査グルー

プ）の加盟国が健康や医療をテーマに実施した調査で、人々の健康維持に関する意識や行

動、医療制度に対する考え方などを探ることを目的としている。日本においての調査は、

ＮＨＫ放送文化研究所 世論調査部が 2011年 11月に 16歳以上の日本人 1800人を住民基本

台帳から層化無作為二段抽出し、配付回収法したものである。調査有効数は 1306人となっ

た。    

 

図 3 幸福度に関する質問事項 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）GESIS(2011)“Japan ISSP 2011 – Health Questionnaire” ｐ1より抜粋 

 

本稿では、このデータの中で幸福度に関する質問である Q2に注目する。図 3に示すよう

に、Q2「あなたの今の生活は、全体として幸せだと思いますか。それとも幸せではないと

思いますか。」では、「非常に幸せである、幸せである、どちらかといえば幸せであるど
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ちらともいえない、どちらかといえば幸せではない、幸せではない、まったく幸せではな

い、わからない」の 8段階で回答を得ている。 

また先行研究に則り、主観的健康感、性別、年齢、教育年数、現在の就労状況、婚姻状

況、政治参加、子どもの有無、一世帯の所得、信仰宗教の有無など、幸福度に影響を与え

る可能性のあるデータを利用する。 

 

3－2－2 変数選択  
 

 ここでは、幸福度が何によって規定されているかを分析するために、数々の先行研究よ

り幸福度に影響を与えるとされている変数を選択する。また、実際に ISSP2011のデータを

用いて幸福度の平均と各変数でグラフを作成し、幸福度と変数の関係を考察した。変数を

選択するにあたり、被説明変数を幸福度、説明変数を主観的健康感、性別、年齢、教育年

数、現在の就労状況、婚姻状況、政治参加、子供の有無、一世帯の所得、信仰宗教の有

無、とした。 

 

（1） 被説明変数 

はじめに、被説明変数である幸福度について説明する。幸福度に関する質問内容は図 3

に示すように、Q2「あなたの今の生活は、全体として幸せだと思いますか。それとも幸せ

ではないと思いますか。」の質問に対して、「1：非常に幸せである、2：幸せである、

3：どちらかといえば幸せである、4：どちらともいえない、5：どちらかといえば幸せで

はない、6：幸せではない、7：まったく幸せではない、8：わからない」の 8 段階で回答

を得ている5。3 の「どちらかといえば幸せである」が 504 人で約 40%を占めるが、2 の

「幸せである」は 462 人で約 35%、4 の「どちらともいえない」は 144 人で約 10％であ

る。１の「非常に幸せである」も、98 人と 7%であった。図 4 は平均幸福度を横軸に、人

数を縦軸にとったグラフである。分布は全体的に左に偏り、幸福度の高い人が多いことが

わかる。5 以下は約 6%にすぎない。また「まったく幸せではない」はわずか 10 人であっ

た。分析の際に、「非常に幸せである、幸せである、どちらかといえば幸せである」を合

わせて「幸せである」とし、「どちらともいえない」、「どちらかといえば幸せではな

い、幸せではない、まったく幸せではない」を合わせて「幸せでない」の 3 段階評価に設

定しなおした。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 幸福度の分布 

                                                      
5 このときの幸福度を「1：非常に幸せである、2：幸せである、3：どちらかといえば幸せである、4：ど

ちらともいえない、5：どちらかといえば幸せではない、6：幸せではない、7：まったく幸せではな
い」とした。「わからない」は除外してグラフを作成した。 
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（出所）ＮＨＫ放送文化研究所 世論調査部委託「ISSP2011」より著者作成 

 

（2）説明変数 

 目に説明変数を選択する。この際数々の先行研究に則り、本稿においても、社会的属性

と個人属性に分けて説明変数を設定する。個人属性は人にとって外生的に与えられたもの

であるが、社会的属性は、少なくとも一定程度は、当該個人の選択によるため、その属性

を選んだより基本的な原因に帰せられるべきである。しかし、その作業が難しいため、本

稿では、社会的属性が外生であるとして分析する。 

１）社会的属性 

 まず社会的属性に関する変数について述べる。このとき、幸福度と各変数の関係を目視

しやすいように、幸福度を Q2の数字とは異なる「7：非常に幸せである、6：幸せである、

5：どちらかといえば幸せである、4：どちらともいえない、3：どちらかといえば幸せで

はない幸せではない、2：幸せではない、1：まったく幸せではない」とした。 

① 一世帯の所得水準 

世論調査部委託「ISSP2011」では、世帯全体の税込みの年間総収入を100万円から 2,000

万円の 12 段階に分けて尋ねている。550 万円までは所得の増加にともない幸福度が上がっ

ているが、650 万円に達すると幸福度が下がる。750 万円からは幸福度が再び上がるが、

950 万円で幸福度が下がる。その後も所得と幸福度の関係は上下し、高所得であることが

単純に幸福度の高さにつながっていないことが読み取れる（図 56）。先行研究では、所得

が増えるほど幸福度が上昇するが、高所得者層に入ると低下することから、所得の増加に

は飽和点があると報告されている。図 4 からも、これまでの先行研究と同様の関係が読み

取れる。 

 

 

 

先行研究の一つとして、Easterlin(1995,2001)は、全員の所得を増やした場合には幸福

度は上昇しないことを指摘している。また、幸福度は時系列的な所得の変化には依存しな

いが、一時点の相対的な相違には依存するとされている。加えて、将来の所得の増加予想

                                                      
6 このとき、幸福度の最大値は 7、最小値は 1 である。 
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と幸福度には正の相関があるとされている。本稿でも所得が幸福度に正の影響を与えるか

確認する。 

 

図 5  幸福度の平均と世帯所得 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）ＮＨＫ放送文化研究所 世論調査部委託「ISSP2011」より著者作成 

  

② 現在の就労状況 

多くの先行研究では、求職者は就労者と比べ不幸であることを明らかにしている。

Clark and Oswald（1994）は「人の社会的地位は就いている仕事により判断される側面が

あり、失業した人は地位を失ったと感じることが幸福度の低下に影響を及ぼす」と指摘し

ている。よって失業者の幸福度が低い原因は、所得の減少という経済的要素だけではな

い。幸福度と就労状況は特に関係が強いとされているため、本稿でも就労状況を変数とし

て用いる。また、『平成 20年度国民生活白書』では、学生であることが幸福度に正の影響

を与えるとしている。本稿の分析では、「仕事をしている」、「仕事をしておらず、求職

中である」、「生徒・学生（予備校、専修学校・各種学校の生徒含む）である」の要素に

着目する。今回用いたデータのサンプル数は、「仕事をしている」が 743 人、「仕事をし

ておらず、求職中である」が 26人、「生徒・学生（予備校、専修学校・各種学校の生徒含

む）」が 82人となっている。「仕事をしておらず、求職中である」は 20歳代と 40歳代に

多く、「生徒・学生」は 10歳代と 20歳代で大多数を占めている（表 1）。「生徒・学生」

であることが最も幸福度の平均が高く、「現在仕事をしておらず、求職中」であること

が、ほかの就労状況と比べて幸福度が低いことがわかる7（図 6）。 

 

 

 

表 1 就労状況と年齢の分布 

 

 

                                                      
7  このとき、幸福度の最大値は 7、最小値は 1 である。 

(人）
就労状況/年齢（歳代） 10 20 30 40 50 60 70 80 90 計
仕事をしている 0 99 147 195 159 113 26 4 0 743
求職中 0 7 2 9 4 4 0 0 0 26
学生 57 23 0 2 0 0 0 0 0 82
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（出所）ＮＨＫ放送文化研究所 世論調査部委託「ISSP2011」より著者作成 

 

図 6 幸福度の平均と就労状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）ＮＨＫ放送文化研究所 世論調査部委託「ISSP2011」より著者作成 

 

③ 政治参加 

Frey and Stutzer（2002）は、スイスで直接民主制の参政権を所持している者は、権利

のない者より主観的な幸福度を高めることを明らかにしている。選挙に積極的に参加して

いる場合、政治プロセスに関わっていることが幸福度の上昇につながることを示してい

る。グラフから、選挙に行った人の幸福度は選挙に行かなかった人に比べて高いことがわ

かる8（図 7）。本稿で用いるデータは、選挙に行ったかどうかに関するものである。サン

プル数は、選挙に「行った」人が 871 人、選挙に「行かなかった」人が 435 人である。本

稿では、積極的な政治参加が幸福度に影響があるかを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 幸福度の平均と政治参加 

 

 

                                                      
8  このとき、幸福度の最大値は 7、最小値は 1 である。 
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（出所）ＮＨＫ放送文化研究所 世論調査部委託「ISSP2011」より著者作成 

 

2）個人属性 

①主観的健康感 

先行研究から、主観的健康感は幸福度に影響を与えることが明らかにされている。本稿

でも先行研究にしたがい、主観的健康感を変数として採用した。今回のデータでは、主観

的健康感に関して「5：かなりよい、4：よい、3：ふつう、2：よくない、1：かなりよく

ない」の 5 段階で評価されている。「ふつう」が 709 と最も多く、続いて「よくない」の

回答が多かった（表 2）。これは『OECD より良い暮らし指標』が報告した日本の主観的

健康感の低さと同様の結果となっている。図 8 から、主観的健康感が高いほど幸福度が高

いことが読み取れる。分析の際には、「かなりよい」と「よい」を合わせて「よい」、

「ふつう」、「よくない」と「かなりよくない」を合わせて「よくない」の 3 段階で評価

した。また、本稿では、主観的健康感が先行研究と同様に幸福度に影響を与えているかを

確認する。 

 

表 2 主観的健康感の分布 

 

 

 

 

（出所）ＮＨＫ放送文化研究所 世論調査部委託「ISSP2011」より著者作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 幸福度の平均と主観的健康感 

 

 

（人）
主観的健康感 かなりよい よい ふつう よくない かなりよくない無回答 計

35 181 709 330 41 10 1306
平均幸福度 5.84 5.78 5.31 4.81 4.23
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（出所）ＮＨＫ放送文化研究所 世論調査部委託「ISSP2011」より著者作成 

 

② 性別 

先行研究では、男性は女性よりも幸福度が低いことが報告されている。本稿の分析で用

いる性別に関するデータのサンプル数は、女性が 696、男性が 540 である。30 歳代の男性

のサンプル数が同じ年代の女性と比べて少ない（表 3）。また、グラフから、女性の方が

男性よりも幸福度が高いということがわかる9（図 9）。本稿では、先行研究と同様に男性

であることが幸福度に負の影響を与えるかを確認する。 

 

表 3 年齢と性別の分布 

  

 

 

（出所）ＮＨＫ放送文化研究所 世論調査部委託「ISSP2011」より著者作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 幸福度の平均と性別 

 

                                                      
9  このとき、幸福度の最大値は 7、最小値は 1 である。 

（人）
性別/年齢(歳代) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 計
男 31 69 82 123 103 113 73 22 0 616
女 32 65 115 114 100 136 89 33 6 690
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（出所）ＮＨＫ放送文化研究所 世論調査部委託「ISSP2011」より著者作成 

 

③ 年齢 

先行研究の分析結果のように、年齢とともに幸福度が下がっていくかを確認できるグラ

フを作成した10（図 10）。このとき、最も幸福度の平均が高いのが 90歳代であるが、対象

人数が 4人と母数が少ないことを考慮する必要があるといえる。80歳代、続いて 20歳代

の幸福度が低くなっている。幸福度が高いのは 90歳代、続いて 10歳代で、中高年代は幸

福度が低く、全体的にＷ字型を描いている。このグラフは、年齢と幸福度の関係がＵ字

カーブを描くとする先行研究と異なることがわかる。 

 

図 10 幸福度と年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）ＮＨＫ放送文化研究所 世論調査部委託「ISSP2011」より著者作成 

 

 

                                                      
10  このとき、幸福度の最大値は 7、最小値は 1 である。 
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④ 教育年数 

 筒井,大竹,池田（2005）、大竹（2004）より、学歴が高いほど幸福度が高いことがわ

かっている。高学歴であると所得水準が高く、社会において自分の地位が高いと感じやす

いこと等が幸福度に影響を与えていると考えられる。グラフから、中卒者の幸福度が比較

的低いことが読み取れる11（図 11）。教育年数が 20 年であるグループは幸福度が突出して

高く、21 年のグループは幸福度が極端に低いことがわかるが、どちらもサンプル数が 4 以

下であることを踏まえ、除外して考察した。本研究では、高学歴を教育年数の長さで捉

え、説明変数として採用した。 

 

図 11 幸福度の平均と教育年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）ＮＨＫ放送文化研究所 世論調査部委託「ISSP2011」より著者作成 

 

⑤ 婚姻状況 

結婚が幸福度に正の影響を与えることは過去の多くの研究結果から示されている(白石

（2006）、Frey and Stutzer（2005）)。女性の賃金水準の多寡にかかわらず、結婚によっ

て幸福度が上昇し、その後は少しずつ低下する傾向にあることが明らかになっている。グ

ラフより、結婚している人は未婚である人と比べて幸福度が高いことが読み取れる12（図

12）。婚姻状況は、幸福度と結びつきが強いとされている。先行研究の結果と同様に結婚

していることが幸福度に正の影響を与えるかを確認するために「結婚している」こと、

「未婚である」ことを変数として採用する。 

 

 

 

 

図 12 婚姻状況と幸福度の平均 

 

 

                                                      
11  このとき、幸福度の最大値は 7、最小値は 1 である。 

教育年数が 6 年のものについては、義務教育制度前に教育を受けた層が含まれていることを考慮した。 
12  このとき、幸福度の最大値は 7、最小値は 1 である。 
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出所）ＮＨＫ放送文化研究所 世論調査部委託「ISSP2011」より著者作成 

 

⑥ 信仰の有無 

 宗教を信仰している人のほうが、信仰していない人よりも幸福度が高いことがわかって

いる（筒井,池田,大竹（2010））。このデータでは、宗教を信仰している人のサンプル数

が 481 人、宗教を信仰していない人のサンプル数が 825 人となっており、信仰している人

に比べて信仰していない人が約 2 倍いることがわかる。グラフから「宗教を信仰してい

る」人は、「信仰していない」人に比べてわずかに高いことが読み取れる13（図 13）。 

 

図 13 幸福度の平均と宗教の信仰の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）ＮＨＫ放送文化研究所 世論調査部委託「ISSP2011」より著者作成 

本稿では信仰している宗教があることが、日本人の幸福度に影響を与えるかを分析す

る。 

 

                                                      
13 このとき、幸福度の最大値は 7、最小値は 1 である。 
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⑦ 子どもの有無 

子どもがいることは必ずしも幸福度を高めないが、6 歳以下の子どもがいた場合には幸

福度が高まることが指摘されている（佐野,大竹（2007））｡分析に用いるデータでは子ど

もがいる人のサンプル数が 576、いない人のサンプル数が 953 である。また、子どもがい

るほうが幸福度が高いことが読み取れる14（図 14）。 

 

図 14 幸福度の平均と子供の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）ＮＨＫ放送文化研究所 世論調査部委託「ISSP2011」より著者作成 

 

本稿では、子どもの年齢に関係なく、子どもがいるというデータを用いる。よって、6

歳以下の子どもに限らず、子どもの有無が幸福度にどのような影響を与えるか確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3－2－3記述統計 

                                                      
14 このとき、幸福度の最大値は 7、最小値は 1 である。 
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目に以下では本研究で用いるデータの基本統計量、変数リストを以下（表 4、表 5）に示

す。また、本分析ではデータ範囲を指定し、「わからない」と未解答の回答者は排除し

た。 

 

表 4 基本統計量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5 変数リスト 

平均　 標準偏差 最大値 最小値 サンプル数
幸福度 2.76 0.56 3 1 1306
世帯所得 574.55 395.85 2000 100 1306
仕事をしているダミー 0.56 0.49 1 0 1306
仕事をしておらず、
求職中であるダミー（比較基準）

0.02 0.13 1 0 1306

生徒・学生ダミー 0.06 0.23 1 0 1306
選挙に行ったダミー 0.66 0.47 1 0 1306
主観的健康感 1306
よいダミー 0.14 0.35 1 0 1306
普通ダミー 0.54 0.49 1 0 1306
よくないダミー 0.24 0.43 1 0 1306
年齢（歳） 50.49 18.12 92 16 1306
年齢二乗（1/100） 28.78 18.38 84.64 2.56 1306
男性ダミー 0.47 0.49 1 0 1306
信仰している宗教があるダミー 0.36 0.48 1 0 1306
子供がいるダミー 0.27 0.44 1 0 1306
既婚ダミー 0.64 0.47 1 0 1306
教育年数（年） 12.63 2.67 23 6 1306
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第3節 モデル 
 

幸福度と各要因の関連性について考察するため、実証モデルを目のように定式化する。 

Y= a+αiXin+ ui・・・（1） 

（1）において、幸福度を被説明変数 Y、Xinを説明変数とする。aは定数項、αiは係数、

ui は撹乱項を示す。この時、iは各調査対象者、nは各説明変数である。 

分析の際、幸福度が順序変数であることをから、順序プロビット分析を行った。はじめ

に（1）の式より幸福度と年齢の単回帰分析をした結果、年齢は有意ではなかった。ま

た、表 6をみると、年齢の p値が 0.5105、年齢の二乗の p値が 0.2657と、年齢が有意でな

いことがわかる。このことから、年齢は幸福度に決定的な影響を与えないことがわかっ

た。よって、幸福度は年齢以外の社会的要因や個人的要因で説明されることがわかった。 

被説明変数 幸福度 非常に幸せである、幸せである,どちらかといえば幸せである=3
どちらともいえない=2
どちらかといえば幸せではない、幸せではない,まったく幸せではない=1

説明変数 家計所得 ～100万円=100
100～300万=25
300～400万＝350
400～500万＝450
500～600万＝550
600～700万＝650
700～800万＝750
800～900万＝850
900～1000万＝950
1000～1200万＝110
1200万～1500万＝135
1500万～＝200

仕事をしているダミー 仕事をしている＝1、それ以外＝0
仕事をしておらず、求職中であるダミー 比較基準
生徒・学生ダミー 生徒・学生ダミ＝1、それ以外＝0
選挙に行ったダミー 選挙に行った＝1、それ以外＝0
主観的健康感
よいダミー かなりよい、よい＝1、それ以外＝0
普通ダミー（比較基準） 比較基準
よくないダミー かなりよくない、よくない＝1、それ以外＝0
年齢 年齢
年齢二乗 年齢二乗/100
性別 男＝1、女＝0
教育年数 教育年数
信仰している宗教があるダミー ある＝1、ない＝0
子供がいるダミー いる＝1、いない＝0
既婚ダミー 既婚＝1、それ以外＝0
未婚ダミー 比較基準
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目に、年齢を説明変数から除いた回帰分析の結果を表 7 に示す。表 7 の分析結果より、

幸福度に正の影響を与える要因として、社会的属性では（1）世帯所得、（2）生徒・学生

であること、（3）選挙に行ったこと、個人属性では（1）主観的健康感がよいこと、

（2）結婚していること、であることがわかった。幸福度に負の影響を与える要因とし

て、個人属性の（1）男性であること、（2）主観的健康感がよくないことがあげられる。 

年齢に関して、幸福度と年齢を含むすべての変数の推定結果（表 6）の「正しく予測さ

れた」ケース数が 83.7%であり、説明変数から年齢を除いた推定結果（表 7）の「正しく予

測された」ケース数と変わっておらず、年齢が幸福度の主因でないことがここからもわか

る。よって、幸福度は年齢ではなくその他の要因で説明できることがわかった。 

 

表 6 幸福度に関する回帰分析結果（1） 

                      係数          標準誤差         z        p 値 

…………………………………………………………………………………………………………………   

  所得ダミー                    0.00591521      0.00147715     4.004     6.22e-05 *** 

  仕事をしているダミー            0.105997        0.123788       0.8563    0.3918       

  生徒・学生ダミー               0.657508        0.338854       1.940     0.0523   * 

  選挙に行ったダミー              0.193951        0.111247       1.743     0.0813   * 

  主観的健康感がいいダミー        0.468218        0.168742       2.775     0.0055   *** 

  主観的健康感がよくないダミー   -0.267714        0.103265      -2.592     0.0095   *** 

  男性ダミー                 -0.427171        0.0995720     -4.290     1.79e-05 *** 

  年齢                    -0.0164793       0.0250451     -0.6580    0.5105 

  年齢二乗                  0.000222189    0.000199644    1.113     0.2657    

  教育年数                 0.0271392       0.0214754      1.264     0.2063   

  結婚しているダミー            0.407729        0.115558       3.528     0.0004   *** 

  信仰しているダミー              0.137144        0.107586       1.275     0.2024 

  子どもがいる ダミー             0.231278        0.133579       1.731     0.0834   * 

………………………………………………………………………………………………………………… 

「正しく予測された」ケース数 = 876 (83.7%) 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 係数      標準誤差       z        p 値  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

  年齢        -0.000249617   0.00218173    -0.1144   0.9089    

………………………………………………………………………………………………………………………. 

「正しく予測された」ケース数= 1064 (82.4%) 

 

＊この時、*は有意水準を表す。***は１％の水準、**は 5％の水準、*は 10％の有意水準で有意であるこ

とを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 7 幸福度に関する回帰分析結果（2） 
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                                 係数       標準誤差        z       p 値 

……………………………………………………………………………………………………………. 

  世帯所得                        0.00585459   0.00147050    3.981    6.85e-05 *** 

  仕事をしているダミー           0.0295577    0.110999      0.2663   0.7900 

  生徒・学生ダミー           0.647936     0.273467      2.369    0.0178   ** 

  選挙に行ったダミー              0.196485     0.107750      1.824    0.0682   * 

  主観的健康感がよいダミー        0.466842     0.168127      2.777    0.0055   *** 

  主観的健康感がよくないダミー   -0.256218     0.103163     -2.484    0.0130   ** 

  男性ダミー                     -0.416999     0.0988261    -4.220    2.45e-05 *** 

  教育年数                       0.0157450    0.0199265     0.7902   0.4294 

  結婚しているダミー             0.396060     0.108490      3.651    0.0003   *** 

  信仰しているダミー             0.164013     0.105419      1.556    0.1197   

  子どもがいるダミー              0.185757     0.125188      1.484    0.1379 

……………………………………………………………………………………………………………… 

「正しく予測された」ケース数=876 (83.7%) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

＊この時、*は有意水準を表す。***は１％の水準、**は 5％の水準、*は 10％の有意水準で有意であるこ

とを示す。 

 

第4節 考察 
分析結果から、我々の仮定通り、年齢は幸福度に影響を与えず、その他の社会的属性や

個人属性によって説明されることがわかった。幸福度を規定する要因について以下に考察

を述べていく。 

表 7 に示してあるように、世帯所得が幸福度に正の影響を与え、主観的健康感が高い人

は幸福度が高いことがわかった。就労状況に関しては、「学生・生徒であること」に関す

る偏回帰係数は有意に正である。 

 性別に関しては、先行研究と同様に男性であることが幸福度に負の影響を与えることが

わかった。年齢、年齢の二乗は有意な結果とはならなかったため、年齢は幸福度に決定的

な影響を与えていないことがわかった。 

政治参加について、選挙に行った人は幸福度に正の影響を与えていることがわかった。

教育年数に関しては、有意な結果を得ることができなかった。婚姻状況においては、結婚

していることが幸福度に正の影響を与えているという先行研究と同様の結果となった。信

仰の有無、子どもの有無に関しては有意な結果を得ることができなかった。子どもの有無

について、「子どもがいることが幸福度を上げるわけではない」とする先行研究と同様の

結果を得た。 

以上の分析結果をまとめると、先行研究と異なり年齢は幸福度に影響を与えているとは

いえないことがわかった。これは、2010 年から 2014 年の幸福度の平均と年齢のグラフか

ら得た仮説と同様の結果となった。よって、加齢が幸福度に影響を与えるのではなく、そ

の時代の社会背景、景気変動等が幸福度に影響を与えていると考えられる。 
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第4章 政策提言 

本研究における政策提言の最終的な目的は、年齢にとらわれず日本全体の幸福度を上げ

ることである。分析結果より年齢は幸福度に影響を与えていないことがわかった。また、

年齢を問わず社会属性や個人属性で幸福度を説明できることがわかった。政策提言におい

て、分析結果より幸福度に影響を与える変数でかつ政策的にコントロール可能であるもの

に着目する。そして、年齢を問わず日本全体の幸福度が高い社会を目指して政策を提言す

る。 

分析結果より、幸福度に正の影響を与える要因は、社会的属性では(1)世帯所得,(2）生

徒・学生であること、（3）選挙に行ったこと、個人属性では（1）主観的健康感がよいこ

と、（2）結婚していることである。幸福度に負の影響を与える個人属性として（1）男性

であること、(2)主観的健康感がよくないことがあげられる。このとき、社会属性の「世

帯所得」に関しては、分析結果より幸福度に正の影響を与えることがわかった。しかし、

変数選択の際に述べたように、世帯所得について政策を提言すると所得格差を推進するこ

とになるため、世帯所得は政策的にコントロール不可能であると考える。「生徒・学生で

あること」に関しては、予備校や習い事教室など市場が十分に機能しており、政府介入の

必要はないと考える。「選挙に行ったこと」に関しては、期日前投票や自宅での選挙参加

などの選挙参加への制度は充実されている、加えて選挙の回数が少ないため政策を提言す

る必要がないと考えた。また、「男性であること」については性別の問題であり、政策で

コントロールできるものではない。「主観的健康感がよいこと」、「主観的健康感がよく

ないこと」については、主観的健康感は主観的な要因であり、一般に通常の健康であるこ

ととは異なるとされている。よって、主観的健康感に対して政策を提言しても、持続的な

効果は得られないと考える。「結婚していること」について、結婚は個人の予算制約上の

経済活動の中の選択であること、かつ、未婚率の上昇や少子化問題に対して日本で行われ

てきた政策が未だ十分な効果が得られていないことから改善の余地があると判断できる。

よって「結婚していること」は政策的にコントロール可能なものであると考えたため、結

婚率を上げる政策提言を行う。 

 

第1節 日本の婚姻状況・結婚意識 
はじめに、現在の日本の婚姻状況と結婚意識について整理する。 

現在の日本の生涯未婚率は年々増えている（図15）。特に男性の未婚率の上昇が急激で

あることが図18から読み取れる。また、国立社会保障・人口問題研究所は、2030年までに 

生涯未婚率が男性30%、女性23%にそれぞれ増加すると予想している。今後ますます、未婚

者が増えていくことが予想され、日本の少子化にも影響を与えると考えられる。ここか

ら、日本の婚姻状況の問題解決が重要であることがわかる。 

 

 

図 15 生涯未婚者の推移 
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（出所）内閣府「平成 25年版少子化社会対策白書」より 

  

 

 目に、未婚者の結婚意識について、内閣府が 2013 年に行った「家族と地域における子育

てに関する意識調査」では、「いずれは結婚したい」、「2～3 年以内に結婚したい」、

「すぐにでも結婚したい」という回答者をあわせると、7 割以上の未婚者が「結婚した

い」と回答したことが報告されている（図 16）。ここから、結婚意向のある未婚者が多い

ことが読み取れる。特に 20 歳～39 歳の未婚者では、85.1％が「結婚したい」と回答して

おり、結婚の意思がある若者の多さがわかる（図 17）。 

 

図 16 将来の結婚意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）内閣府「家族と地域における子育てに関する意識調査」2013年 

 

 

 

 

 

 

図 17  20 歳～39 歳未婚者の結婚意向 
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（出所）内閣府「家族と地域における子育てに関する意識調査」2013年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、結婚意向のある未婚者の 46.3％は結婚を決心する状況について、経済的に余裕が

できることと回答した（図 18）。 

 

図 18 結婚意向者の結婚を決心する状況 
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（出所）内閣府「家族と地域における子育てに関する意識調査」2013年 

 

また、ISSP2011 のデータを用いて収入と結婚の関係をグラフに表したものが図 19 であ

る。このグラフから、個人の所得が 50万円以下であるものを除いた場合、未婚である人の

所得は結婚している人の所得よりも低いことがわかる。 

以上より、結婚意向があっても、経済的に余裕がないため結婚できないと考えている未

婚者が多いことが読み取れる。 

 

 

 

図 19 収入と婚姻状況 
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（出所）ＮＨＫ放送文化研究所 世論調査部委託「ISSP2011」より著者作成 

 

第2節 結婚確率を高める要因 
 結婚率を上げる政策を考える前に、結婚率を高める要因は何であるのか、先行研究を確

認する。 

永瀬（2002）は、「出生動向基本調査（平成 9 年）」の独身者票と夫婦票を、Kaplan-

Meier 法、比例ハザード法を用いて就業形態の変化が男女の結婚行動に及ぼす影響を分析

した。この研究では、男性だけでなく、女性においても非正規雇用であると結婚への移行

が下がることを示唆する結果を得ている。男性について、結婚のメリットが感じられない

原因は低収入にあって、非正規雇用という働き方によることではないことが明らかにされ

ている。また、学校卒業後安定した仕事へ移行するほど、結婚率は高まることを報告して

いる。 

以上より、男性は所得が少ないこと、女性は非正規雇用であることが結婚率に負の影響

を与えることがわかった。よって、結婚率を高めるために雇用形態に注目する必要がある

と考え 

 

 

第3節 非正規雇用の現状・先行研究 
 第 2 節では、結婚率を高める要因として、男性では所得が高いこと、女性では正規雇用

であることが先行研究よりわかった。この節では、はじめに現在の日本の非正規社員の現

状について確認した後、先行研究から非正規雇用者の正規雇用へ転換する規定要因につい

てみていく。 

 
4－3－1 非正規雇用者の現状 

政策を提言する前に、現在の非正規雇用者の割合について整理する。総務省「労働力調

査」（2014）より、2014 年の役員を除く雇用者に占める非正規雇用者の割合は 36.8%と、

非正規雇用者の割合は 6 期連続で上昇している。また、正規雇用として働く機会がなく、

非正規雇用で働いている者（不本意非正規）の割合は、非正規雇用者全体の 19.2％、人数
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にして 341万人となっている。特に、22歳～44歳までの不本意非正規の割合が高くなって

いる。また、雇用契約期間が長い非正規雇用者数が増加していることや、非正規労働の期

間が増えていることもわかっている。勤続年数は上昇しているが、正規雇用とは異なり賃

金が以前と比較してほとんど変わっていない。派遣労働者の就業条件の整備や、労働現場

での権利を確保するために定められた法律である「労働者派遣法」は過去において何度も

改正されてきた。神林（2014）によると、労働者派遣法の改正により、派遣労働者市場の

需給調整機能の改善、派遣市場への流動性が見られたが、時間賃金や年間労働時間の変化

においては労働条件の改善が完全には達成されていないことが示された。 

以上より、非正規雇用者で正規雇用を望む者は多く存在し正規雇用への転換の需要は多

いこと、また現状では非正規雇用者は正規雇用者と比べて労働環境がよくないことがわか

る。そして労働者派遣法が改正されても、現状では非正規雇用者の労働環境を改善したと

は一概にいえない。先行研究より、非正規雇用者がどんな影響によって正規雇用に転換す

るのか、その要因をみていく。 

 
4－3－2 非正規雇用者の正規雇用化を促進する要因 
原（2011）では、企業内訓練を受講することで非正規雇用者の仕事能力は高まり、企業

内訓練の受講と生産性の間にも統計的に正の相関が有意にあることを示した。非正規雇用

者の企業内訓練の受講は正規雇用への転換確率を高めることを明らかにしている。また、

非正規雇用者については OJT 、Off-JT ともに受講による賃金引き上げ効果は観察されな

かったが、正規雇用者については企業内訓練の受講によって賃金が上昇することを示して

いる。分析結果から、非正規雇用者の訓練機会とキャリア形成機会の拡大の必要性を報告

している。 

以上から、企業内訓練により非正規雇用者の生産能力、正規雇用への転換確率が高まる

こと、そして正規雇用者の賃金が上昇することがわかった。 

第4節 政策提言 
政策提言を行う前に、これまで述べたことを整理する。ISSP2011 のデータを用いて分析

した結果、幸福度に正の影響を与えるのは、世帯所得、生徒・学生であること、選挙に

行ったこと、主観的健康感がよいこと、結婚していること、である。幸福度に負の影響を

与えるのは、男性であること、主観的健康感がよくないこと、であることがわかった。幸

福度の規定要因の中で、政策的にコントロール可能であるものが婚姻状況であるととらえ

た。そこで、結婚率を上げることで日本全体の幸福度が上がると考えた。 

婚姻状況について、日本では経済的に余裕がないため結婚できないことがわかってい

る。先行研究より、男性の場合は所得が低いこと、女性の場合は非正規雇用であること、

が結婚への移行確率を下げることがわかった。また、非正規雇用から正規雇用への移行に

ついて企業内訓練が有効であること、さらに企業内訓練により正規雇用者の賃金が上がる

ことが明らかになった。よって、結婚率を上げ、日本全体の幸福度上昇を図るために、企

業内訓練を受ける機会を増やすことが必要であると考える。 

 以上より、我々は、非正規雇用者が正規雇用への移行のために、企業内訓練の充実と、

そのために求人情報のインターネット公開化を提言する。このとき、不本意非正規を対象

として政策提言を行う。 

 
4－4－1企業内訓練の現状 

企業内訓練を行うことで、非正規雇用者は正規雇用への移行確率が高くなり、正規雇用

では賃金が高くなることが先行研究からわかっている。このとき、非正規雇用であること
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を正規雇用へのプロセスととらえると、企業内訓練を受けることで、非正規雇用から正規

雇用へ移行し、その後賃金を上げることができる。先行研究より、男性の場合は所得が高

いことが、女性であれば正規雇用であることが、結婚率を上げることがわかっている。

よって、非正規雇用者に対して企業内訓練を実施することは、長期的な視点で見ると男女

ともに結婚率を上げるといえる。 

団塊世代の退職により、現在の企業は人的資本の蓄積、確保の問題を抱えている。その

解決のために、企業内訓練があげられる。 

はじめに、正規雇用者に目を向ける。正規雇用者に対して企業内訓練が行われると、賃

金が上昇することが先行研究より示されている。これは正規雇用者が企業内訓練を受講す

ることで仕事能力が上昇し、正規雇用者の生産性も上昇することを意味する。ゆえに正規

労働者の仕事能力が確認されることで、現状企業が持っている人的資本の拡大になること

を示している。 

目に、非正規雇用者に目を向ける。非正規雇用者への企業内訓練は、非正規雇用者が有

している能力が人によって異なるため、無駄な費用が発生するものだと思われていた。厚

生労働省『能力開発基本調査』（2013）では、正規雇用者と比べて、非正規雇用者には教

育訓練の機会が半分以下であることを明らかにしている。（図 20） 

 

図 20 Off-JTを利用した労働者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）厚生労働省平成 25年度「能力開発基本調査」 

 

しかし、現在は職業能力評価制度を活用することにより、非正規雇用者がそれぞれどの

程度の能力を有しているか把握できるようになった。職業能力評価制度によって、非正規

労働者の各個人に合った仕事を要求することができ、無駄な訓練コストを抑えることが可

能になる。また、生産性の上昇をも見込めるようになっている。これに関しては、先行研

究によって示されている。 

企業は人的資本の確保も目的としているため、訓練によって生産性の上がった非正規雇

用者の正規雇用化が促進する。非正規雇用者の正規雇用化には当然企業側にコストが生じ

るが、「キャリアアップ助成金」によって、そのコストはある程度打ち消されている。

キャリアアップ助成金とは、「有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわ

ゆる非正規雇用の労働者（正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期

契約労働者等」という）の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取り組

みを実施した事業主に対して助成をする」ことを目的としたものである。 

また、先行研究より、非正規雇用者に企業内訓練を行う企業に対して支援を行うこと

が、適切な企業内訓練促進手段になること、さらには訓練人材や訓練ノウハウの情報を蓄

積・流通させることも、有効な手立てとなりうることがわかっている。したがって、企業

内訓練を行う制度は整備されていると考えられる。「非正規雇用者は、短期雇用を前提と

する人的投資収益回収期間が短い労働力であるだけでなく、職業経験や仕事に対する志向
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など多様な労働力であるため、企業にとって不確実性の高い投資対象と考えられる。」

（原（2010））と言われているように、非正規雇用者は不確実性があり流動性が高いと思

われてはいるが、企業が非正規雇用者に対して訓練を行うインセンティブは強いといえ

る。 

 

4－4－2企業内訓練の充実 
 職業能力評価制度とキャリアアップ助成金により、企業側にとっての企業内訓練採用と

制度、非正規雇用者の正規雇用化へのインセンティブは整っている。しかし、現状を見る

と、非正規雇用者の割合は年々増加しており、制度が整っているが、効果は十分ではな

い。その原因として、不本意非正規と企業側との情報の非対称性が存在しているためであ

る。ここでいう情報の非対称性とは、企業の有している企業内訓練実施の情報を、その企

業内や他企業にいるにいる非正規労働者、求職者が十分に知りえない、ということであ

る。この情報の非対称性を解決するために、企業内訓練が十分に整っている企業であるこ

とを非正規雇用者が求職段階から知っている必要がある。 

そこで、企業内訓練を実施している企業についての情報発信を積極的に取り入れること

を提言する。このとき、有業者の転職活動において、ハローワークへ通うことは機会費用

である。非正規雇用者は働きながら職探し（オン・ザ・ジョブ・リサーチ）をするため、

ハローワークや民間の職業紹介に通っているのではなく、インターネットサイトを活用し

て正規雇用に転じた人が有意に存在していることがわかっている（久米、鶴（2011））。 

よって、非正規雇用者の企業内訓練の受講機会を広げるためには、有職者で転職活動を

行っている人へ向けてネットに掲載されている求人情報、企業内訓練を実施している等の

情報発信を拡張するべきである。また、非正規雇用者の企業内訓練の受講率が高いという

記述や制度導入の状況など、客観的な情報も掲載するべきであると考える。 

 最後に、幸福度を上げる過程を図21で示す。政策提言についてまとめると、インター

ネットによる求人情報により転職活動を行っている者はハローワークに通う機会費用がか

からない。そして求人情報の拡大により、積極的に企業内訓練を行っていることを知るこ

とができる。不本意非正規であれば、仕事内容がマッチングできる機会になり得る。また

職業能力評価制度による評価内容が今後の処遇に影響を及ぼす重要な情報であると考える。

この情報を手に入れやすくすることで、仕事を求めている非正規雇用者が希望する企業の

仕事へ注力できる機会が増えると考える。非正規雇用者が、企業内訓練の実施を行ってい

る企業に勤めた場合、正規雇用への移行意識が強い人ほど企業内訓練を積極的に受ける。 

非正規雇用者が企業内訓練を受けた場合正規雇用への移行確率は高く、正規雇用者と

なった後企業内訓練を受けた際に賃金が上がる。先行研究より、女性の場合は正規雇用で

あること、男性の場合は所得が高いことで結婚率を上げる。よって、企業内訓練によって

結婚率が高まり、幸福度は結婚していることが正に有意であるため、日本の幸福度が上が

ると考える。 

 

 

 

 

 

図24 政策提言の流れ 
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（出所）著者作成 
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