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中年期未婚女性における家庭内労働と就業
―中年期未婚男性との比較による検討―
大
要

風

薫

旨

日本人女性の生涯未婚率は増加しつつあり，2030年時点で約4人に1人にのぼ
ると予測されている．未婚者を対象としたこれまでの研究では「パラサイト・
シングル」の姿がよく知られていたが，近年は，経済環境の悪化やグローバル
化の進展を背景に未婚女性の非正規雇用者も増加しており，経済的自立が困難
な実態が指摘されている．
さらに，未婚女性の非正規就業率は加齢とともに進行する様相も見られ，中
年期の未婚女性が，親のケア役割によって就業状況を変化させている可能性が
指摘できる．つまり，個人の時間的な資源やモチベーションには限りがある中で，
親の世話と仕事にあてる時間はトレード・オフの関係にあるため，たとえ，夫
や子の世話役割のない未婚女性であっても，親の高齢化によって家庭内労働が
増えれば，就業を調整する状況が予想される．
そこで本研究は，親子の世話関係が変化する中年期の未婚女性に着目し，家
庭内労働の頻度が従業上の地位を規定する要因になり得るのかについて，日本
版 General Social Surveys（JGSS）のデータを用いた二次分析によって検証する．
ジェンダーによる家庭内役割の相違も検討するため，中年期未婚男性との比較
視点も取り入れる．
分析の結果，女性において，家庭内労働頻度の増加は，正規就業になる可能
性を低下させることが明らかになった．同時に，母親との同居が正規就業の確
率を下げ，父親に配偶者がいると，正規就業の確率を上昇させることが見出さ
れた．また，世帯収入と本人収入の差異が大きいほど，正規就業の確率を低下
させるという結果も得られた．一方，男性においては，本人の人的資本に関わ
る要因のみが正規就業の可能性を上昇させ，家庭内労働頻度と就業状況の間に
は影響関係が見出せなかった．これらの結果は，中年期の未婚女性において，
家庭内役割の増加や世帯の経済状態といった家族要因が就業の選択に影響を及
ぼす可能性のあることを示している．

1．研究の背景と目的

の増加は，日本社会が構造的な変化を迎えるこ
とを意味し，政治や経済も含めた多方面への影

日 本 人 女 性 の 生 涯 未 婚 率 は2010年 現 在 で

響が予想される．来たる社会構造の変化に対応

10.6％と，10年前の約 2 倍に達し（国立社会保

するため，シングル単位のライフスタイルに着

障・人口問題研究所 , 2012），2030年時点では

目した研究を充実させる必要がある．

23％と予想されている（藤森 , 2010）．未婚者

未婚者を対象としたこれまでの研究では，山
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田昌弘が「パラサイト・シングル」と命名した，

時間はトレード・オフの関係にあり（Johnson

親元にいることで可処分所得が高く，リッチな

& Lo Sasso, 2000），たとえ，夫や子の世話役

私生活を送るシングルの姿（山田 , 1999）がよ

割のない未婚女性であっても，親の高齢化に

く知られている．しかし，近年では，バブル経

よって家庭内労働が増えれば，就業を調整する

済の崩壊や経済のグローバル化によって非正規

状況が予想される．

雇用が進展する中で，山田自身も「パラサイト・

そこで本研究は，親子の世話関係が変化する

シングル」は変質していると述べ，未婚者の経

中年期の未婚女性に着目し，家庭内労働の頻度

済的自立が困難な実態を指摘している（山田 ,

が従業上の地位を規定する要因になり得るのか

2013）．「第14回出生動向基本調査」によれば，

について，日本版 General Social Surveys（以降，

バブル崩壊期の1992年に 7 割弱であった未婚女

JGSS と表記）のデータを用いた二次分析によっ

性の正規就業率は，2010年で 4 割強に低下して

て検証していく．中年期の定義は，石川（1996）

いる（国立社会保障・人口問題研究所 , 2011）．

が示した40歳から60歳にプラス・マイナス5歳

経済環境の変化にともない，雇用の非正規化が

とする考え方が最も広いが，本研究では，中年

進展していることがわかる．

未婚女性を35歳から54歳とした Heimtun（2012）

同調査の結果は同時に，未婚女性の従業上の

の研究，および平均介護開始年齢が38歳（浜島 ,

地位が，年齢とともに変化する様子も示してい

2007）であることに依拠し，35歳から54歳の未

る．具体的には，2010年時点で35~39歳の未婚

婚女性を対象とする．

女性の正規就業率は41.6% だが，この女性たち

さらに，本研究には，中年期の未婚男性との

が30~34歳であったと想定される2005年時点の

比較視点も取り入れる．その第1の理由は，家

調 査 で は51.4%，27~31歳 の2002年 時 点 で は

庭内労働は主に女性によって担われ，親のケア

59.5% であり，加齢によって正規就業率が低下

役 割 も 女 性 が 担 う こ と が 多 い（Ishii-Kuntz,

している様子が認められる．この調査は，個人

1999）こと，日本の労働市場においては，確固

を追跡した調査ではないという限界はあるが，

とした性別役割分業を基礎とした男女間格差が

未婚女性の一部は，夫や子どもの世話以外の理

ある（白波瀬 , 2000）ことから，従業上の地位

由によって，加齢とともに正規就業ではない働

を規定する要因は男女間で異なると予想される

き方へ変遷しているのではないだろうか．

ためである．第2の理由は，先に示した「第14

ではなぜ加齢とともに未婚女性の正規就業率

回出生動向調査」の結果によれば，未婚男性に

は低下しているのか．先行研究では，親の高齢

おいても，年齢にともなう正規就業率の低下傾

化によって親子の世話役割が変化することが，

向が見られ，正規就業率の低下は，収入の安定

女性の就業に影響を及ぼす可能性を示してい

性の観点から男女共通の問題といえるからであ

る．たとえば白波瀬（2004）は，親と同居する

る．ただし，男女間の給与水準格差から，女性

未婚者が中年期に入ると，高齢の親の健康問題，

が男性以上に単身で経済的な基盤を築くことが

ひいては介護問題が顕在化し，親との関係が，

難しいことを考慮し，本研究では女性を中心と

世話を受けていた側から世話を提供する側へ変

した分析枠組みを検討する．

化すると述べている．西本・七條（2004），山

本研究は，これまで労働経済学や社会学の分

口（2004），前田（1998）においても，親の高

野でほとんど行われてこなかった生涯未婚者の

齢化や介護によって親に対する世話役割が増え

就業行動（永瀬 , 2013）に対する知見の蓄積を

ると，配偶者のいる娘が労働時間を短縮したり，

目指す．生涯を未婚で過ごす可能性が高い女性

休職や退職したりすることが実証されている．

における正規就業の規定要因を探索すること

つまり，個人の時間的な資源やモチベーション

は，彼女たちが経済的基盤を確保する方策を検

には限りがある中で，親の世話と仕事にあてる

討することにつながる重要な研究課題と考え
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このような国内外の研究成果を援用すれば，

就労を促進し，阻害する要因となるのかを議論

本研究で対象とする中年期の未婚女性において

したい．

も，親の高齢化によって，親が担っていた家事
労働を代わりに引き受けたり，老齢の親の世話

2．先行研究と分析の枠組み

をするといった家庭内労働の増加が，従業上の
地位に変化を及ぼすと予想される．すなわち，

【女性の家庭内労働と就業】

家庭内労働ニーズの高まりによって，仕事との

女性の家庭内労働と就業に関する研究は，国

調整が困難になると，より柔軟な働き方が求め

内外において，主に既婚女性を対象に家事や育

られ，相対的に時間的拘束力の強い正規就業社

児，介護といったケア役割と労働市場からの退

員として就労する可能性が低下すると仮定でき

出や再参入との関係が議論されてきた．岩間

るのではないだろうか．

（2008）は，女性の就業は，子育て期には子供
数の多さが就業を抑制するのに対し，50代では
むしろ促進する要因になっていることを示した．

【家庭内労働に影響する要因】
中年未婚者の家庭内労働の多寡に影響を与え

また，20代・30代では親との同居によって就業

る要因には，居住形態といった環境的要因や親

確率が有意に高くなっており，子育て期の女性

の属性があげられる．まず，環境的要因に関す

が仕事をするうえで，親が提供する資源がサ

る研究として永瀬（2013）は，生涯未婚者にお

ポート源になっているとも述べている．ただし，

いて，親との同居は賃金を下げる効果があるこ

この結果は，就業しているか否かを検討したも

とを示し，親の介護のために，独身の娘が離職

ので，従業上の地位までは区別されていない．

せざるを得ない状況があるとの推測を示してい

一方，海外の研究においても，女性の家事労

る．白波瀬（2000）も，高齢化した親の世話は，

働が増えると仕事時間が制限され，その結果，

買い物，食事作り，洗濯といった日常的な内容

賃金水準に負の効果を及ぼす（Bryan & Sevilla-

から，病気時の世話や悩み事の相談まで多岐に

Sans, 2011; Noonan, 2001）ことが示されている．

わたること，親が健康を害したり，親と同居あ

個人の保有する資源には限りがあるため，家事

るいは近くに住む場合には，娘による親の世話

が増えれば，仕事時間を減らしたり，退職した

が行われやすくなると述べている．

りせざるを得ず，その結果，賃金は減少すると
いう関係が指摘されている．

親の属性については，親の年齢が娘の就業に
影響を及ぼすとされる．前田（1998）は，同居

次に家庭内労働の中で，老親のケアと就業に

親の年齢によって娘の就業に与える影響が異な

着目した研究として Evandrou（1995）では，

るという結果を示した．具体的には，親の年齢

女性の老親ケアはフルタイム就業を抑制し，

が比較的若いときには親との同居が娘の就業を

パートタイム就業を促進することが示されてい

促進するが，親が75歳以上になると，親との同

る．この研究では，同居ケア，別居ケアのいず

居が娘の就業を抑制する効果を示し，親の身体

れも女性のフルタイム就業は抑制されるとして

的機能が低下することによる同居親へのケア負

いる．国内の老親ケアと仕事に関する研究でも，

担の増加が，女性の就業を阻害する要因になる

西本（2006）は，女性は要介護者が自分の両親

と結論づけている．

である場合には就業時間を減らすことを示し

さらに，親の属性については，両親が健在で

た．西本・七條（2004）においても，日ごろ看

あると，娘が親の世話をする可能性が低下する

護や介護をしている家族がいる有配偶女性は，

ことも明らかにされている（白波瀬 , 2000）．

フルタイム就業もパートタイム就業も両方が抑

この結果は，父親，母親のいずれかが亡くなっ

制されるという結果が得られている．

た場合は，親の配偶者に代わって娘が親の面倒
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をみる可能性が高くなることを意味するといえ

者として働いているかどうかのダミーを従属変

よう．

数としたロジスティック回帰分析法を用いて，
どのような要因が正規就業を規定するのかを検

【人的資本と従業上の地位】

討する．その際まず注目するのは，家庭内労働

従業上の地位を規定する要因には本人の人的

頻度が正規就業に与える影響の大きさである．

資 本 も あ げ ら れ る． 人 的 資 本 理 論（Becker,

さらに，家庭内労働頻度に影響を及ぼすと想定

1975）によれば，労働者の人的資本が高いほど，

される環境要因として父親・母親との居住形態

将来の生産性が上昇し，期待所得は伸びる．し

を，親の属性として父親・母親の年齢水準（高

たがって，学歴が高いほど，仕事経験が長いほ

齢化の程度）および父親の配偶関係を，従業上

ど正規就業者になりやすいと考えられる．山口

の地位を直接的に規定すると想定される本人の

（2004）においても，高学歴なほど高齢者ケア

人的資本（学歴，勤続年数，初職の従業上の地

によって仕事時間を短縮する可能性は低いこと
が示されている．また，同じ内容の仕事を継続

位）を分析に取り込む．
これらの要因に加え，従業上の地位の選択に

しているほうが賃金は高くなる（永瀬 , 2013）

は，世帯の家計状態および本人の健康状態も影

という知見からは，初職の従業上の地位が正規

響すると想定される．したがって，この 2 つの

就業社員であるほど，現在も正規就業社員であ

変数もコントロール変数として分析に加える．

る可能性は高いと考えられるだろう．

世帯の家計状態については，世帯全体の家計に

以上の先行研究の成果をもとに分析の枠組み
を示す（図 1 ）．本分析では，現在，正規就業

おける自分の収入の比率が高い場合は，家計を
維持するため正規就業を継続すると予想する．

家庭内労働頻度

環境
父親・母親との居住形態

親の属性
父親・母親の年齢水準
父親の配偶関係

従業上の地位：
正規就業・非正規就業

本人の人的資本
学歴
勤続年数
初職の従業上の地位
コントロール
世帯の家計状態
本人の健康状態

図１

分析モデル
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健康状態については，健康状態がよくないと，

非正規就業を 0 としてダミー変数を作成した3．

正規就業として働き続けることは困難になるこ

家庭内労働頻度：「あなたは，どのくらいの頻

とが想定される．

度で次のことをしていますか」という質問項目
の中で，家庭内労働にあたる「夕食の用意」「洗

3．分析方法

濯」「買い物（日用品や食料品の買い物）」「家
の掃除」
「ゴミ出し」の頻度を測定している尺

3.1

データと分析方法

度を合成変数として使用した（女性のクロン

本研究では二次データを用いて分析を行っ

バックα =.7654，男性のクロンバックα=.820）．

た．分析にあたり，東京大学社会科学研究所附

合 成 す る に あ た り， す べ て の 項 目 に つ い て

属社会調査・データアーカイブ研究センター

「 1 . ほぼ毎日」「 2 . 週に数回」「 3 . 週に１回程

SSJ デ ー タ ア ー カ イ ブ か ら「 日 本 版 General

度」「 4 . 月に１回程度」「 5 . 年に数回」「 6 . 年

Social Surveys ＜ JGSS-2008＞」および「日本

に 1 回程度」「 7 . まったくしていない」の 7 件

版 General Social Surveys ＜ JGSS-2010＞」の

法を，選択肢 5 から 7 を統合して 5 件法にし，

個票データの提供を受け，分析に耐えうるサン

1 （この場合は，「ほぼ毎日」）を 5 点と点数を

プルサイズを確保するため，両データを統合し

反転させた．父親・母親との居住形態：現在同

て分析をした1．同調査対象の母集団は，満20 ～

居している場合は 2 ，別居している場合は 1 ，

89歳の男女であり，層化 2 段抽出法により対象

死亡している場合は 0 とした．父親の配偶関係：

者を抽出している．データの回収は，面接法と

配偶者ありを 1 ，なし（離死別）を 0 としてダ

留置法を組み合わせて行っている．実査時期は，

ミー変数を作成した．父親・母親の年齢水準：

JGSS-2008が2008年10月から12月，JGSS-2010は

年齢75歳以上の場合は 1 ，それ以外（年齢75歳

2010年 2 月から 4 月である．有効回収標本は，

未満および親が不在）は 0 としてダミー変数を

JGSS-2008は計画標本数8,000名に対して，A 票

作成した．学歴：教育年数として，中学校卒は

（面接法）は2,060名，B 票（留置法）2,160名，

9 ，高等学校卒は12，専門学校・高等専門学校・

JGSS-2010は計画標本数9,000名に対して，A 票

短期大学卒は14，大学卒は16，大学院は18とし

（面接法）は2,507名，B 票（留置法）2,496名で

た．勤続年数：現在の仕事の就業経験年数（連

あ る． 本 研 究 で は，JGSS-2008と JGSS-2010に

続変数）を使用した．初職の従業上の地位：正

共通する質問項目を使用し，その質問項目は，

規就業を 1 ，非正規就業を 0 としてダミー変数

A 票・B 票の双方から抽出した．分析対象は，

を作成した．世帯の家計状態：「昨年 1 年間の

35から54歳までの一度も結婚経験がない女性就

あなたの家の世帯収入は，この中のどれにあた

業者124名である．比較対象とする中年期未婚

りますか．税金を差し引く前の収入でお答えく

男性は200名である．対象者の中には，死別に

ださい．仕事からの収入だけでなく，株式配当，

2

よって親が不在の人も含まれる ．

3 自営業者は，仕事上，時間の調整をつけやすい地位
と考え非正規就業に含めている．自営業者の人数は，

3.2

分析に用いた変数

従業上の地位（従属変数）
：正規就業を 1 ，

女性サンプル124名中10名，男性サンプル200名中26
名である．
4 クロンバックαは尺度の内的整合性を測る指針であ

1 女性サンプル124名中，JGSS-2008のサンプルは46名，

り通常は0.8以上が求められる．しかし，本分析で使

JGSS-2010のサンプルは78名である．男性サンプル

用した家事の5項目はいずれも家庭内労働頻度を測る

200名中，
JGSS-2008は84名，
JGSS-2010は116名である．

上で重要な項目であることから，妻家事の合成変数

2 女性サンプルにおける父親との死別者は46名，母親

を分析に使用した中川（2014）においてα係数0.75を

との死別者は14名である．男性サンプルにおける父

採用していることにならい，本分析においても本文

親との死別者は68名，母親との死別者は26名である．

中の5項目を家事労働頻度尺度として採用する．
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年金，不動産収入などすべての収入を合せてく

従業上の地位による年収格差がみられる．平成

ださい」という質問項目，および同様の質問内

24年 分 の 民 間 給 与 実 態 統 計 調 査（ 国 税 庁，

容で本人の収入について尋ねた質問を用い，世

2013）によれば，女性給与所得者（正規・非正

帯全体の収入と本人の収入の差異を尺度化し

規を含む，平均年齢45.0歳5）の平均給与は268万

た．世帯および本人の収入は，同様の19カテゴ

円（男性502万円），正規就業者は350万円（男

リーによって聴取されているため，世帯全体の

性521万円），非正規労働者は144万円（男性226

収入を問う質問で選択したカテゴリーから，本

万円）である．本調査対象者において，正規就

人の収入に関する質問で選択したカテゴリーを

業比率が高いにも関わらず給与水準が低いの

引いた値を使用した．本人の健康状態：「生活

は，分析対象者の平均年齢の差異に起因してい

面に関する以下の項目について，あなたはどの

ると考えられる．

くらい満足していますか」という質問項目の中
で「健康状態」について聴取した項目を用いた．
「 1 . 満足」から「 5 . 不満」の 5 件法で，1 を

調査対象者の父親の平均年齢は71.6歳（男性
72.0歳），母親は69.9歳（男性69.9歳）で男女間
の差異はない．調査対象者本人の年収を含めた

5 点と点数を反転させた．

平均世帯年収は，女性で450 ～ 550万円の間，

3.3

女間の差異はない．

男性も450 ～ 550万円の間にあり，こちらも男
分析方法

記述統計とロジスティック回帰分析を実施し
た．使用した統計ソフトは，SPSS22.0である．

以上のことから，分析にあたり，本調査対象
者は中年期の中でも相対的に若い年代にあり，
行政機関の公開データに比べて正規就業比率は

4．分析結果

高いが収入の水準は低い傾向にあることに留意
する必要がある．さらに，前章で示したように，

4.1

調査対象者の背景

対象者には男女ともに，母親との死別者が 1 割

本調査対象者の平均年齢は，女性41.7歳，男

強，父親との死別者が 3 割以上含まれているこ

性42.5歳であり年齢差はない．年代は，30代女

とから，親の属性に関する結果については，慎

性55名（男性83名），40代58名（男性81名），50

重な解釈が必要といえよう．

代11名（男性36名）に分布している．中年期の
中でも相対的に若い年代の対象者が多い．
就業状況は，正規就業者の女性が86名（男性

4.2

記述統計量

表 1 に本分析で使用した各変数の平均値，標

150名），非正規就業者の女性が38名（男性50名）

準偏差，男女の平均値の検定結果（t 検定）を

であり，女性の正規就業比率は約70%，男性は

示す．家庭内労働頻度は，夕食の用意，洗濯，

75％になる．先に示した「第14回出生動向調査」

買い物，家の掃除，ゴミ出しの 5 種類の家事を

によれば，2010年時点における35 ～ 39歳の未

合成した変数であるが，すべての家事をほぼ毎

婚女性の就業者全体に占める正規就業比率は約

日実施している場合は25点になる．女性の平均

55%，男性は約67% である．これに対して，本

は15.84点，男性は12.14点と，女性が男性に比

分析における正規就業比率は，男女ともにやや

べて有意に多くなっている．

高い．

親との居住形態，父親の配偶関係や親の年齢

平均年収は150 ～ 250万円の間（男性250 ～

水準については差がなく，家庭内労働の頻度に

350万円の間）にあるが，正規就業者に限った

影響を与えると想定される環境要因や親の属性

平均年収は250 ～ 350万円の間（男性350 ～ 450

について，男女差異はなかった．

万円の間），非正規就業者では130 ～ 150万円の
間（男性130 ～ 150万円の間）と，男女ともに

人的資本に関する項目については，勤続年数
5 男性の平均年齢は44.9歳である．
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表１

分析に使用した変数の記述統計量および t 検定の結果
平均

変数
家庭内労働頻度
父親との居住形態
母親との居住形態
父親の配偶関係（あり＝1）
父親の年齢水準（75歳以上＝1）
母親の年齢水準（75歳以上＝１）
学歴
勤続年数
初職の従業上の地位（正規就業＝１）
世帯の家計状態
本人の健康状態
注

*p ≦ .05

**p ≦ .01
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SD

女性

男性

女性

15.84
1.10
1.62
0.50
0.23
0.22
13.65
10.58
0.88
2.74
3.30

12.14
1.17
1.52
0.57
0.25
0.24
13.52
13.02
0.85
1.76
3.21

4.62
0.92
0.68
0.50
0.42
0.41
1.63
8.03
0.33
2.13
1.08

Range
男性
5.23
0.91
0.71
0.50
0.43
0.43
2.31
9.28
0.36
2.02
0.97

5-23
0-2
0-2
0-1
0-1
0-1
9-18
0-37
0-1
0-12
1-5

差
（女性 有意確率
男性）
3.70 ***
-0.07
0.08
-0.07
-0.02
-0.02
0.13
-2.44 *
0.03
0.98 ***
0.09

***p ≦ .001

で女性が約11年，男性は約13年と，男性は女性

いう結果であった．親の属性に関する変数にお

に比べて長かった．初職が正規就業であった人

いて，父親・母親の年齢が75歳以上であること

の割合に，男女差はない．しかし，初職と現在

は，正規就業に対する効果はなかったが，父親

の従業上の地位を比べた場合，初職の正規就業

に配偶者がいると，つまり，母親がいることは

者は男女ともに 9 割弱であるが，現状は女性が

係数値2.551と正の値になっていることから，

約70%，男性が75% であることから，女性は男

正規就業になる可能性を高めるという効果を示

性に比べて，正規就業から非正規就業に変化し

した．

ている割合がやや多くなっている．世帯の家計

本人の人的資本が正規就業におよぼす影響に

状態は，女性が男性よりも有意に高く，女性の

ついては，学歴，勤続年数，初職の従業上の地

ほうが世帯収入に占める本人収入の割合が低い

位ともに，有意な影響は見出せなかった．女性

ことを示している．

においては，人的資本以外の要因が正規就業に
及ぼす影響が大きくなっている．

4.3

ロジスティック回帰分析

表 2 に従業上の地位を従属変数としたロジス
ティック回帰分析の結果を示す．

コントロール変数として投入した 2 つの変数
については，本人の健康状態には効果がみられ
なかったが，世帯の家計状態は -.246と負の値
で有意となり，世帯の家計収入が本人の収入を

【中年期女性の結果】
回帰式のカイ二乗値は38.623（p ≦ .001）と

上回るほど，正規就業になる可能性が低下する
という結果が得られた．

有意であるため，分析モデルは有用と判断し結

以上のことから，①家庭内労働の頻度が上昇

果をまとめる．家庭内労働頻度については，係

すると正規就業になる可能性は低下する，②母

数値 -.147と負の値になっているため，家庭内

親と近くに住むほど正規就業になる可能性は低

労働頻度が上昇すると正規就業者になる可能性

下する，③父親に配偶者がいると（母親が健在

が有意に低下すると判断できる．環境要因にお

であると）正規就業になる可能性は高まる，④

いては，父親との居住関係は正規就業との関わ

世帯収入に占める本人の収入の割合が低いほど

りが確認できなかった一方で，母親と近くに住

正規就業になる可能性が低下すると総括でき

むほど，正規就業者になる可能性が低下すると

る．
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表２

ロジスティック回帰分析の結果

被説明変数（正規就業＝１，非正規就業＝０）

女性
係数値

男性

標準誤差 オッズ比

係数値

家庭内労働頻度

-0.147 *

0.069

父親との居住形態
母親との居住形態
父親の配偶関係（あり＝１）
父親の年齢水準（75歳以上＝1）
母親の年齢水準（75歳以上＝1）
学歴
勤続年数
初職の従業上の地位（正規就業＝１）
世帯の家計状態
本人の健康状態

-0.470
-1.033 *
2.551 **
-1.015
0.680
0.046
0.052
1.047
-0.246 *
0.187

0.550
0.462
0.962
0.755
0.690
0.166
0.033
0.690
0.117
0.229

0.625
0.356
12.816
0.362
1.974
1.047
1.053
2.849
0.782
1.206

3.078

10.827 -1.109

定数

2.382

χ2値
-2対数尤度
N数
*p ≦ .05

0.162
-0.146
0.000
-0.495
-0.438
0.015
0.076 ***
2.060 ***
-0.284 **
0.150

38.623 ***

自由度

注

0.864 -0.013

**p ≦ .01

標準誤差 オッズ比
0.045

0.987

0.393
0.376
0.667
0.573
0.519
0.083
0.024
0.477
0.109
0.203

1.179
0.864
1.000
0.610
0.645
1.015
1.079
7.842
0.753
1.162

1.561

0.330

45.086 ***

11

11

112.725

177.061

122

199

***p ≦ .001

【中年期未婚男性】
回帰式のカイ二乗値は45.086（p ≦ .001）と
有意であるため，分析モデルは有用と判断し結

る可能性が高まる，③世帯収入に占める本人の
収入の割合が低いほど正規就業になる可能性が
低下すると総括できる．

果をまとめる．家庭内労働頻度については，女
性の結果と異なり，正規就業に対する有意な影

5．まとめ

響は確認できなかった．同様に，父親・母親と
の居住関係や親の属性についても有意な効果は
認められなかった．

本研究は，中年期未婚女性において，家庭内
労働の増加が従業上の地位を規定する要因にな

その一方で，女性とは異なる結果として，勤

り得るのかを中心的な課題として検討し，あわ

続年数が長いこと，初職の従業上の地位が正規

せて，家庭内労働頻度に影響を与えると想定さ

就業であることによって，正規就業になる可能

れる環境要因や親の属性，さらには，本人の人

性は高まるといった人的資本を示す要因につい

的資本の影響についても検討した．その際，中

ての効果が示された．学歴については，女性と

年期の未婚男性との比較視点も取り入れた．以

同様に有意な影響は見出せなかった．

下に，結論と本研究の限界・課題・意義を述べ

また，コントロール変数とした世帯の家計状

る．

態については負の値（-.284）となり，女性と
同様に，世帯収入と本人年収の差異が大きいほ

5.1

結論

ど正規就業になる可能性が低下する効果が確認

分析結果から，性別によって，正規就業に及

された．本人の健康状態については，女性と同

ぼす要因に違いがあることが明らかになった．

様，有意な効果はなかった．

以下では，女性・男性それぞれと，男女に共通

以上のことから，①勤続年数が長いほど正規

する結果に関する考察を示す．まず，女性にお

就業になる可能性は上昇する，②初職の従業上

いては，家庭内労働頻度が上昇すると正規就業

の地位が正規就業であると現在も正規就業にな

する可能性が低下することが示された．個人が
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保有する資源は有限であるため，家庭内労働が

場が女性のケア役割を前提に構築されているこ

増加することは，時間的な面においても，気力

とから，女性はたとえ学歴が高くても正規就業

の面においても，有償労働に向ける資源は少な

確率に影響を及ぼさない．また，日本の職場で

くならざるを得ない．本研究においても，有配

は性別職務分離が行われており，多くの女性は，

偶女性における先行研究の成果（Bryan and

正規就業であっても男性に比べて職域が狭く，

Sevilla-Sans, 2011; Noonan, 2001）が確認でき，

長年働いても仕事が高度化することは少ないた

中年期に入った未婚女性が，親の高齢化にとも

め，人的資本を高めることができない（熊沢 ,

なって家庭内労働が増加すると，正規就業する

2007）．本研究の女性における人的資本の効果

可能性が低下するという知見が見出された．

についても，このような労働市場における構造

ジェンダー意識によって，娘が世帯内で母親に

上の問題が反映された結果と解釈できる．

よる家事を代替する役割が期待されている（白

次に，男性の分析においては，正規就業に影

波瀬 , 2004）ため，正規就業を抑制する影響が

響を及ぼす要因として，家庭内労働やそれに影

表れたものと考えられる．

響を及ぼすと想定される環境要因や親の属性に

同じく女性において，家庭内労働に影響を及

ついての効果が確認できなかった．この理由は，

ぼすと想定した親との居住形態については，母

女性のケースとは逆に，親のジェンダー意識に

親と近くに住むほど正規就業の可能性が低下す

よって，男性に対する家庭内労働，ひいてはケ

るという結果が得られた．この結果は，親との

ア役割への期待が低いことの表れと考えられ

同居が生涯未婚女性の賃金を下げることを示し

る．むしろ男性において正規就業を促進するの

た永瀬（2013）と整合しており，母親と近くに

は，初職の従業上の地位や勤続年数といった人

住むほど家庭内労働が増えることを示している

的資本に関わる要因であった．労働市場に参入

ものと推測できる．白波瀬（2004）は，未婚女

する際の従業上の地位や，その後のキャリア構

性が40歳を超えると，健康上に問題のある母親

築によって生産性が高められ，稼得力を上昇さ

と同居する割合が，それ以前に比べて高くなる

せるという循環が見出される結果といえよう．

としている．つまり，母親が健康を損なった場

ただし，昨今，男性の中でも非正規化が進展し

合，その多くのケースでは，父親が死亡してい

ていることを考えると，異なるコーホートで同

たり高齢であるため，配偶者のサポートは期待

様の結果が得られるのかどうかについて，検討

できない．代わりに，娘が母親をケアするため，

していく必要があるだろう．

母親の身近に住んだり同居したりするだろう．

最後に，男女に共通する要因として，世帯の

そして，母親へのサポートの負担が大きければ

家計状態に関する考察を示す．この効果は，本

娘は就業を調整することもある．あるいは，母

人の家計への貢献度が低いほど，つまり，親や

親が職場から離れた場所に住んでいれば，娘が

家計を同一にするその他の家族の家計貢献度が

母のために転居する可能性もあり，その結果，

高いほど，未婚者の正規就業の可能性が低下す

仕事を辞めたり変更するといった行動へとつな

ることを意味している．つまり，親やその他家

がるのである．父親に配偶者がいるほど正規就

族の収入によって家計にゆとりがあれば，正規

業の可能性が高まるという結果もまた，母親が

就業者として働かない可能性を示しており，従

いれば，娘のケア負担が少なくなることを裏付

業上の地位の選択においては，家族メンバーの

ける結果と解釈できるのではないだろうか．

経済的な状態も関わる可能性を指摘できる．た

女性における人的資本の要因は，家庭内労働

だし，本分析で使用した変数は，あくまで世帯

頻度やそれに関連する要因とは対照的に，正規

内における相対的な家計貢献度を表しているも

就業を促進するまでの効果が見出せなかった．

のであり，家計の裕福度合は考慮されていない

岩間（2008）が指摘したように，日本の労働市

ため，注意深く解釈する必要がある．
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5.2

本研究の限界・課題・意義

施し，中年期の未婚女性において，家庭内の役

本研究は，これまでほとんど研究対象になる

割や親との関係が，就業行動に影響を及ぼす可

ことがなかった中年期の未婚女性の就業行動に

能性を示した．しかしながら，就業上の選択に

影響を与える要因について知見を蓄積できた点

は，さまざまな道筋があり，その行動に与える

で一定の貢献はできたと考える．しかしながら，

影響も多様である．今後は，現在の従業上の地

以下に示すような限界も指摘できる．

位に至るまでの就業経歴パターンや，本稿で検

第 1 点目は，分析に使用したデータである．
本研究の使用データは 1 時点の調査データであ
り，かつ，分析には 2 時点のデータを統合して
使用している．2 つの調査は同一の実施手順が
とられているが，実施時期が異なることによる
予期できない影響はあるだろう．また，調査対
象者の属性についても，行政機関の公開データ
に比べて，正規就業者の比率が高く，収入の水
準が低いといった傾向もあった．さらに，対象
者の中には，親と死別した人が一定程度含まれ
る点も含め，分析結果の解釈には注意が必要で
ある．
第 2 点目は，分析に使用した変数である．二
次データ分析の限界ではあるが，モデルに取り
入れるべき変数に不足がある．特に，75歳以上
の親がいることが正規就業に影響を及ぼさな
かったという結果を踏まえると，親の年齢以外
に親の健康状態を変数として加えるべきと考え
る．また，親のケア役割を担えるかどうかとい
う観点からは，本人の心身状態を把握する変数
も必要であろう．さらに，親のケア役割の負担
を緩和できる社会的資源の保有状況も重要な要
因になるだろう．
第 3 点目は，家庭内労働と就業の因果関係で

討した以外の要因も含めた新たなモデルを検討
していきたい．
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Middle-aged Single Women’s Domestic Work and Employment Status：
Comparative study with middle-aged single men
Kaoru OKAZE
Nowadays, a lot of middle-aged single women in Japan can’t earn enough money to make a
living. As a result, they have no other choice but to live with their parents and to depend on
their parents. However, as the parents get older and their health declines, middle-aged single
women have to take over household chores from their mothers. Due to increased housework,
they may be forced to reduce the number of work hours or leave the labor market altogether.
This study investigates the relationship between the employment status and the frequency of
domestic work. The sample data analyzed in this study is of women aged 35 to 54 who have
never married and is taken from the Japanese General Social Surveys in 2010 and 2008. The
results show that the frequency of domestic work and living with their mothers lower the
possibility of middle-aged single women’s full-time employment status. On the other hand, living
with their fathers has no effect on the employment status. Also, the results suggest there is no
relationship between middle-aged men’s full-time employment status and the frequency of
domestic work. Past research has found that the negative relationship between domestic work
and wages is strong for married women. The results from the current study indicate that the
same holds true for unmarried women. Increasing domestic work prevents single women in their
mid-life from becoming financially independent.

