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１．はじめに 

 1990 年代半ば以降 2010 年代半ばまでの

約 20 年間にわたり、筆者は複数の大規模

全国調査のフィールドワークを新情報セ

ンターに委託して実施したが、その中で最

も大規模で長期間にわたったものが 2004

年から 2013 年の期間に３年ごとに計４回

行われた「結婚と家族に関する国際比較調

査（Japan Generations and Gender Survey, 略

して JGGS）」である。本稿では、この JGGS

パネル調査の実施の経緯を概説し、そのパ

ネルデータを用いて行った主要な実証研

究の成果と知見をまとめてみたい。 

 

２．「世代とジェンダー・プロジェクト」と 

JGGSパネル調査 

「結婚と家族に関する国際比較調査

（JGGS）」は、国連ヨーロッパ経済委員会

人口部（PAU-UNECE）が企画した「世代と

ジェンダー・プロジェクト（Generations and 

Gender Project, GGP）」に域外国の研究チー

ムとして参加することにより開始された。

GGP の中心的研究課題は、先進諸国で急速

に変化するジェンダー関係と世代間関係

の各国の特徴と国間の差異を明らかにす

ることであり、参加各国が共通の調査フレ

ームを用いてパネル調査を実施し、その情

報を共有することが求められた１。 

JGGS パネル調査は、上記の PAU-UNECE

により示された GGP 調査フレームの下で、

我が国の少子高齢化について、世代（親子

関係）とジェンダー（夫婦・パートナー関

係）という２つの視点から実証分析を行う

ための大規模で良質なミクロデータを収

集することを目的として実施された。この

調査は、結婚をはじめとするパートナーシ

ップ形成、出生行動と子育て、世代間の居

住形態、高齢者のケアや支援、就業や家庭

内ジェンダー関係など多岐にわたる調査

項目について、18～69 歳という幅広い年齢

層を対象として、同一個人を継続的に追跡

した包括的パネル調査である。 

2004 年に実施された第１次調査（JGGS-

1）は、2003 年３月末日時点で日本に居住

していた 18～69 歳の男女を母集団とし、

全国 530 地点から層化二段無作為抽出法に

より抽出された 15,000 人を対象として実

施され、全調査対象者の 60.5％にあたる

9,074 名（男性 4,265 名、女性 4,809 名）か

ら有効回答を得た。2007 年に実施された第

２次調査（JGGS-2）では、進行する少子化

と未婚化の背景と要因を探り政策提言を

行うことを課題として、2004 年の第１次調

査（JGGS-1）時点で 18～49 歳であった

5,013 名（男性 2,262 名、女性 2,751 名）の

回答者の追跡調査を行った。この JGGS-2

では、フォローアップ対象者の 61.5％にあ

たる 3,082名（男性 1,306名、女性 1,776名）

から有効回答を得た。 

さらに、第２次調査から３年後の 2010 年

に実施された第３次調査（JGGS-3）では、

JGGS-2 で有効回答が得られた上記 3,082

名の「若・壮年パネル」に加えて、急速な

長寿化と超高齢化の下での家族について

より包括的なデータを収集するために、第

２次調査では対象とならなかった JGGS-1
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時点で 50～69 歳であった 4,061 名の「中高

年パネル」を対象とした追跡調査も実施し

た。その結果、「若・壮年パネル」では JGGS-

2 の有効回答者の 74.8％にあたる 2,306 名

（男性 940 名、女性 1,366 名）、そして「中

高年パネル」では JGGS-1 の有効回答者の

64.3％にあたる 2,611 名（男性 1,263 名、女

性 1,348 名）の追跡に成功し、回答を得た。 

そして 2013 年に実施された第４次調査

（JGGS-4）では、「若・壮年パネル」の 1,881

名（男性 746 名、女性 1,135 名）、そして「中

高年パネル」の 2,056 名（男性 997 名、女

性 1,059 名）の追跡を完了した。さらに、

2007 年の JGGS-2 では、サンプル数の減少

を補完するために 20～34 歳の若年層 489

名を補充し、2013 年の JGGS-4 では、2004

年の第１次調査時に 18～49 歳であった

「若・壮年パネル」が 27～59 歳に達したこ

とを考慮して、新たに 1,200 名の 18～49 歳

の男女を追加して、JGGS パネルデータの

拡充を行った２。 

 このように、「結婚と家族に関する国際

比較調査（JGGS）」は、異なった世代の男

女を対象として、2004 年から 2013 年まで

３年ごとに計４回にわたり同一個人を追

跡したおそらく我が国で初めての大規模

パネル調査である。この調査により収集さ

れたパネルデータを用いることにより、親

子関係とジェンダー関係という家族を構

成する「縦」と「横」の関係の変化とその

要因についての多面的な実証研究が可能

となった。以下の第３節と第４節では、こ

の実証研究の成果の集大成である慶應義

塾大学出版会から 2018 年に刊行された図

書（『少子高齢時代の女性と家族 —パネル

データから分かる日本のジェンダーと親

子関係の変容』）の内容を、ジェンダー関係

の分析と親子関係の分析にそれぞれ分け

て概説し、政策的含意を中心に分析結果か

ら得られた主な知見を要約してみたい３。 

 

３．JGGS パネルデータが示すジェンダー関 

係の変容 

 「結婚と家族に関する国際比較調査

（JGGS）」のパネルデータを用いた一連の

実証研究の集大成である「少子高齢時代の

女性と家族」（津谷他 2018）は、ジェンダ

ー関係、親子関係、そしてパネルデータの

質という３つのパートにより構成される。

結婚と夫婦関係を中心とするジェンダー

関係と、親子関係に代表される世代間関係

は、日本社会が直面する最大の政策課題と

言っても過言ではない少子高齢化に深く

関わるものである。本節では、ジェンダー

関係の変容に関する実証分析を示す４つ

の章について紹介し、次節では親子関係の

変容についての分析を行った３つの章に

ついて説明する４。 

 本書の第Ｉ部（「ジェンダーでとらえる

仕事と家族」）は、結婚と夫婦関係の分析を

通じて、少子化の要因を探り少子化対策へ

のインプリケーションを得ることを目標

とする４つの章により構成される。第１章

（津谷典子「雇用とパートナーシップ形成 

—ジェンダーとコホートの視点から—」）で

は、我が国の少子化の最大の直接的要因で

ある未婚化の社会経済的要因を探ること

を目的に、「若・壮年パネル」と「中高年パ

ネル」の両方のデータを用いて、男女の学

歴と雇用（初職及び現職が正規か非正規か）

と初婚及び同棲経験との関係について実

証分析を行っている。その結果、①若い世

代ほど非正規雇用の割合が高く、これは特

に低学歴男性で顕著であること、②男女と

も初職が非正規であると現職も非正規で

ある傾向が強く、所得も低くなること、そ
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して③初職が非正規であると初婚確率は

低く、この傾向は特に若い世代の男性で顕

著であることが示された。ここから、非正

規雇用の増加にみられる若者（特に若い男

性）の雇用の不安定化は未婚化の主要な要

因となっていることが明らかとなった。そ

して、この実証分析結果の政策的含意とし

て、若者の雇用の安定化は少子化対策とし

ても重要であり、それがジェンダー選択的

にならないような配慮が必要であること

が示唆された。 

 第２章（西岡八郎・星 敦士「結婚後の家

族形成とパートナーシップ」）では、「若・

壮年パネル」のデータを用いて、近年の我

が国の夫婦出生力低下の要因を探ること

を目的として、「子どもをもう１人欲しい」

という夫婦の追加出生希望に、夫婦の家

事・育児分担や結婚をめぐる意識が与える

影響を分析した。その結果、妻の結婚生活

への満足度が高いと子どもを持つことへ

の不安は低下する傾向があり、それは追加

出生希望にプラスの影響を与えることが

示された。さらに、夫が育児に積極的に参

加することで妻の結婚満足度は高まる一

方、妻の非正規雇用は自身の結婚満足度を

低下させることが見いだされた。ここから、

夫婦の出生意欲を高めるためには、夫婦の

家事・育児分担や働き方などパートナーシ

ップ全般を視野に入れた幅広い政策的対

応が必要であり、育児への直接的政策支援

のみならず、子どもを持つことへの不安感

を軽減するような子育て環境の整備・拡充

が求められていることが示唆された。 

 第３章（可部繁三郎「妻の就業と子育て

支援政策」）では、仕事と家庭の両立支援政

策の柱である保育サービスと育児休業制

度の利用が妻の就業とどのように関係し

ているのかについて、「若・壮年パネル」の

データを用いて分析を行った。この結果、

①第１子出生前にフルタイム就業してい

た妻は（出産後に）保育サービスを利用す

る確率が高く、②育児休業制度を利用した

妻は（出産後に）職場復帰する確率が高く、

③高学歴で第１子出生前にフルタイム就

業していた妻は職場復帰確率が高いこと

が示された。ここから、出産後の妻の職場

復帰と就業継続のためには、妻の就業状態

に柔軟に対応するような政策的支援が必

要であり、また、保育所利用者は保育サー

ビスを継続的に利用する（もしくは一貫し

て利用しない）のではなく、むしろ利用し

たりしなかったりすることが多いことか

ら、保育サービスの多様化も必要であるこ

とが示唆された。 

 第４章（吉田千鶴「結婚の幸福度と子ど

も」）では、「若・壮年パネル」のデータを

用いて、子どもの出生による妻と夫の結婚

の幸福度の変化と、夫婦の結婚の幸福度が

次子出生確率（もう１人子どもを持つ確率）

に与える影響を分析した。その結果、①子

どもが生まれると妻の幸福度は下がるが、

夫の幸福度には大きな変化はみられない

こと、②子どもが多くなるほど妻の幸福度

は低下するが、夫の幸福度には目立った差

異はみられないこと、さらに③妻の結婚幸

福度は次子出生確率には影響を与えず、む

しろ子どもの数（つまり育児負担の大きさ）

の影響が大きいこと、そして④夫の結婚幸

福度の次子出生確率への影響は子ども数

により異なることが見いだされた。子育て

の負担感の軽減は女性の結婚満足度を上

げる傾向があることから、少子化対策には、

女性の育児負担を軽減することが重要で

あり、特に子どもの多い女性への手厚い支

援が必要であることが示唆された。 
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４．JGGSパネルデータが示す親子関係の変容 

 「少子高齢時代の女性と家族」の第Ⅱ部

（「親子関係でとらえる少子高齢社会」）は、

急速な長寿化と人口の超高齢化の下での

我が国の世代間関係の変化のパターンと

要因を探ることを試みた３つの章により

構成される。第５章（中川雅貴「中高年期

における健康状態と居住形態の変化」）で

は、「中高年パネル」のデータを用いて、

2004 年に 50～69 歳であった中高年男女と

成人した子の居住形態の変化のパターン

と要因について、親の健康状態に注目して

分析を行っている。分析の結果、①成人し

た子と別居していた中高年の親がその後

同居もしくは近居に移行する割合は一定

程度あり、②親の健康状態の悪化は成人の

子との同居には有意な影響を及ぼさなか

ったが、近居にはプラスの影響を持つこと

が示された。また、③中高年の親と成人の

子の同居への移行確率には地域差があり、

それは親や子の個人属性では説明できな

いことが見いだされた。このことは、中高

年期の世代間支援は必ずしも同居を伴う

ものではなく、加齢や健康状態によって変

化することを示している。ここから、高齢

者とその家族への政策的支援には、親の健

康状態や世代間の居住形態や居住地域な

どを考慮したきめ細かな配慮が必要であ

ることが示唆された。 

 第６章（西岡八郎・山内昌和「中高年者

の高齢期の親に対する支援・援助の規定要

因」）では、「中高年パネル」のデータを用

いて、中高年期の子が高齢の親に対して行

う身の回りの世話（世話的援助）や相談（情

緒的援助）といった非経済的サポートの要

因を分析している。分析の結果、「世話的援

助」の度合いは老親が介護を必要とする場

合、そして中高年の子と同居する場合に高

く、中高年期の女性は男性に比べて老親の

世話をする確率が高いことがわかった。

「情緒的援助」の度合いについても、中高

年の子が老親と同居する場合に高く、中高

年の女性の方が同世代の男性よりも老親

の相談相手になる確率が高かった。さらに、

世話も相談も配偶者の親に対するよりも

自分の親に対して行う度合いが高かった。

このことから、老親への非経済的サポート

は中高年期の女性によって主に担われて

おり、女性による義理の親（夫の親）の世

話・援助という伝統的パターンよりも、女

性自身の親に対して行われる傾向が強く

なっていることが示唆された。 

 第７章（福田亘孝「親子の支援関係の特

徴と規定要因—Sandwich Generation を中心

にして—」）では、「中高年パネル」のデータ

を用いて、祖父母と子どもに挟まれた中高

年の親世代（これを「サンドイッチ世代」

と呼ぶ）から成人の子と老年の親への支援

関係の特徴と要因を分析している。分析の

結果、①サンドイッチ世代から祖父母世代

への支援及び子ども世代への支援の両方

で、世代間支援は女性の間でより頻繁に行

われる傾向があり、②子ども世代に多くの

支援をしているサンドイッチ世代は、祖父

母世代に対しても多くの支援を行う傾向

があることがわかった。さらに、③世代間

の居住距離が遠いほど、またサンドイッチ

世代の労働時間が長いほど、サンドイッチ

世代から祖父母世代への支援が少なくな

る傾向がみられた。ここから、我が国の高

齢化対策において、中高年男女が担う世代

間支援の重い負担を軽減するためには、高

齢者への支援と若者世代への支援の両方

をセットにして展開する必要があること

が示唆された。さらに、老親の介護や世話

は介護する側の持つ時間的・経済的余裕に
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左右されることから、要介護の親をもちな

がら長時間労働する中高年層に特に配慮

した政策的支援を行うことで、介護離職を

減少させる可能性が高くなることが示唆

された。 

 

５．おわりに 

 我が国は他の先進諸国に例を見ない急

激な長寿化と人口の超高齢化を経験して

いる。また、1970 年代半ば以降、我が国で

は出生率の置換水準以下への継続的な低

下・低迷である少子化が進行している。こ

の少子化は主に若い男女の結婚の減少、つ

まり未婚化により引き起こされており、こ

の急激な人口変動の下で、ライフコースは

劇的な変貌を遂げている。新情報センター

に委託して計４回の実査を行った「結婚と

家族に関する国際比較調査（JGGS）」のパ

ネルデータにより、この急速な少子化と長

寿・高齢化の下でのジェンダー関係と世代

間関係の変化のパターンと要因を多面的

に実証分析することが可能となった。 

本書のジェンダー関係についての実証

分析から得られた知見の主な政策的含意

として、①我が国の少子化は主に未婚化に

より引き起こされており、若者の非正規雇

用は初婚確率を低下させることから、若い

男女の雇用の安定化は少子化対策として

も重要であること、そして②夫婦出生力の

低下も少子化の要因であり、夫婦の出生意

欲と出生率を高めるためには、夫婦の働き

方や家事・育児分担などパートナーシップ

全般を視野に入れた包括的かつ多様な両

立支援政策が必要であることが示唆され

た。 

また、本書の世代間関係についての実証

分析結果の政策的含意として、中高年層が

担う重い世代間支援負担を軽減するため

には、居住形態や居住地域を考慮し、高齢

者への直接的支援のみならず介護を担う

中高年世代への支援も含めた幅広くきめ

細かな高齢化対策が必要であることが示

唆された。さらに、世代間支援と世代間関

係の維持は主に中高年期の女性により担

われており、ミッドライフ期の女性は家族

ネットワークの「かなめ」となっているこ

とが示唆された。中高年期の女性の雇用は

増加しており、これらの女性たちは様々な

役割のバランスをとりながら家族関係の

維持に努めていることが窺われる。 

 

（注） 

１ 国連ヨーロッパ経済委員会人口部が中心と 

なって組織された「世代とジェンダー・プロ 

ジェクト（GGP）」、及び GGP への日本チーム 

の参加の経緯の詳細については、西岡（2009） 

を参照されたい。 

２  JGGS 調査のサンプリング及びパネルの維 

持と拡充の詳細については、中川（2012, 2018）

を参照されたい。 

３ 本稿では、紙数に限りがあることもあり取 

り扱わないが、日本の GGP チームが JGGS パ 

ネル調査データを用いて行った実証研究の初 

期の成果は、2011 年に東京大学出版会より刊 

行された図書（阿藤他（編）『少子化時代の家 

族変容：パートナーシップと出生行動』）にま 

とめられている。この図書は、少子化の要因 

をパートナーシップ形成と出生行動の変化か 

ら国際比較を含めて実証分析したものである 

が、当時、日本の調査は第２次調査（JGGS-2） 

までしか実施されておらず、他の GGS 実施国 

も限られており国際比較データの入手が困難 

であったため、最初２回の JGGS パネル調査 

データを用いた研究と、第１回 JGGS データ 

のみを用いた国際比較分析研究により構成さ 

れている。 
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４ 「少子高齢時代の女性と家族」には、第 III 部 

として、第８章（中川雅貴「JGGS パネル調査 

の推移と脱落の関連要因」）と第９章（菅 桂 

太「パネル欠落が初婚と出生の分析に与える 

影響」）の２つの章が掲載されており、ここで 

はパネルデータの質の詳細な検証が行われて 

いる。パネルの維持と脱落への対応は重要な 

研究課題であるが、技術的なテーマであり政 

策的含意を得ることは難しいため、本稿では 

その内容を紹介しないこととした。 
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