
1. NSFHデータ分析の展開と国際比較研究への展望

石原邦雄

1 -1 研究のねらいと初年度の成果

NSFH調査データの目的と背景、調査デザインとサンプル構成、データの公開の方式と

支援体制、我々の分析班での共用・配布の方法、さらにデータの利用・処理の上で生じた問

題点、等々については前年度の報告書にまとめであるので、参照されたい(石原:1997，pp 
1"-9)。

NSFH分析班は、単に分担研究者の範囲ににとどまらず、日本家族社会学会会員によっ

て構成されている「全国家族調査研究会」を通して、広く研究者に呼びかけて参加者を募っ

て組織されたものである。こうした参加者は、科研費の研究組織上は、研究協力者と位置づ

けられるが、研究の内部においては、分担研究者と同等の係わり方をしたと云ってよい。

第 1年度末 (97年3月)には r公共利用ミクロデータの活用による家族構造の国際比較

研究一米国NSFH調査データの利用を通してーJJ(平成8年度研究成果報告書(1 ))が
まとめられた。その内容を目次で示せば参考図 1のとおりである。そこに示された研究の概

要を以下にまとめておこう。

分析班全体としての統一的な枠組みを立てた上での作業にはしていないので、各自の問題

関心にしたがった独自分析の成果であり、各種のバラエティを含んでいる。内容は大きく分

けて 3つになる。

その第 1は、家事・育児などの役割関係の動態に焦点を当てた分析である。まず、永井暁

子は、役割配分の「公正感」を分析して、これを規定するものは規範(性別役割分業意識)

よりも、従事する家事や仕事の時間であることを捉えている。品目知美・松田苑子は、家事

時間分析を、炊事に特化させて、その時間の長さの規定要因分析から、就労時間は規定性が

認められず、学歴と世帯収入といった属性が効いていることを捉えた上で、日米比較への展

望を述べている。岩井紀子は、自ら実施した神戸市における夫婦の家事分担に関する調査と

の比較で、 NSFH調査のデータを用いた先行研究の分析結果から、説明仮説としての、資

源論、イデオロギー論、時間制約論などが、いずれも部分的に適合することを示唆している。

また、賀茂義則は、同じく家事分担に焦点を当てながら、むしろ方法論的な関心から、 NS
FH調査が、夫婦双方から自分と配偶者の家事時間の回答を得ていることを利用して、自己

の貢献を過大評価して申告するバイアスが、夫側に認められることを確認し、そうした結果

になる要因について検討を加えている。

以上のように、日本側の研究者の関心が、主として家事時間や、夫婦問の分担の程度に集

中するなかで、藤本哲史は、親の就業と子育ての関連を仕事・家族聞のコンフリクトとして

捉え、重回帰分析によって、仕事と子育てを両立させることによるストレスと、子どもを犠

牲にしていないという罪障感の低さとがバランスしていることを示した。

第2部としてまとめられた「ライフコース展開と家族関係」においては、岩井八郎が、日

本の社会学の代表的成果である SS M (Social Stratification and Monbility)調査のデータと、

NSFHデータを使用して、女性の就業歴の日米比較試み、米国では 1960年代に、家族

形成・就学歴・就業歴の変化が、連続して起きたことを捉え、日本における 70年代の変化



と比較している。加藤彰彦は、比例ハザードモデルを使用するイベントヒストリーアナリシ

スによって、米国女性の結婚と同棲のタイミングを分析している。その結果、社会化仮説は

結婚のタイミングの説明として有効であること、他方、ストレス仮説は結婚タイミングと同

棲タイミングの双方を説明するが、それぞれ妥当する時期が異なることを見いだしている。

土倉玲子は、夫婦関係のうち、結婚満足度がライフコース上でU字カーブを描くという説

を追認しつつ、その規定要因の分析に取り組み、西村純子は、子育てを終えた後の(エンプ

テイネスト期)の夫婦関係について、コミュニケーション程度などでの夫婦関係の質が高ま

ることを検討している。田淵六郎は世代間関係について、先行研究から老親と既婚子の同居

別居をめぐる 2つの仮説を親のニーズ説、子のニーズ説として整理し、本格的な独自分析の

基礎を固める作業をしている。また、安達正嗣は、高齢者研究のうち、日本ではまだ大規模

調査によるデータが得られていない、きょうだい関係に注目して、探索的な分析を行い、老

人後期より前期、男性より女性、無配偶者より有配偶者で、また、きょうだい数の多いほど、

きょうだい聞に交流が多いといった知見を得た。

以上のデータ分析とは別に正岡寛司らは、データの共有と利用に関する欧米での動向を踏

まえ、日本においても取り組まれるべき課題と問題点について考察を加えた。これは、国際

比較可能な日本の全国レベルでのサンプル調査データを形成し、これを研究者コミュニテイ

に公開しようと云う、本研究の最終目標に向かうための基礎的な問題点の整理でもあり、こ

の重点領域研究の中では、ミクロデータの公開に関わる制度的な研究 (A0 2)への提起を

含む論考としても位置づけられよう。

1-2 第2年度の研究経過と到達点

第2年度(平成 9年度)に入って、分析班を継続するとともに、新たに参加する者にも門

戸を聞いて拡充を図りながら、事務局から第 2次調査データを含むデータセットのすべてと、

コードブック、解説類をまとめたディスクを配布して、第 2ラウンドの作業に入った。成果

の公表と普及という面で付け加えておきたいのは、 7月に開催された、日本家族社会学会大

会においてテーマセッションを組んだことである。参考図 2に示す内容で、 NSFHデータ

の分析による米国家族分析の実例を示すとともに、大規模データの個票レベルでの公開利用

を日本においても進める方向での研究者聞の関心を高めるための討論を行い、好評であった

(r日本家族社会学会ニュースJNo19参照)。

NSFH分析班としての第 2年次の課題は、前年度の分析作業の継続深化により、各自の

個別研究として完成度を高めることであり、また、初年度には見合わせていたNSFH第2

次調査 (92---94年)のデータにもアクセスすることであった。その結果、以下の 11本

のワーキングペーパーとしてとりまとめることができた。当初からの方針として、分析班全

体での大きな分析枠をもって、各自の作業をその中に割り付けるということはしていないの

で、各論文は、基本的に各自の関心に基づく独立の分析作業であるが、昨年度のとりまとめ

を踏襲しつつ、「夫婦関係の動態と家事役割Jr親子関係と高齢期の社会関係」として大き

く2つに区分しである。

参加者の熱心な活動と相互啓発に支えられて、研究班として 2年度の報告書をとりまとめ

ることができるところまで来られたことは嬉しいことである。

初年度から 2年間継続してきた結果、 NSFHデータを一つの例として、米国における公

開データを、各自のパソコンレベルで独自のデータ処理・分析を行う手順や方法は習得され

た。またその過程で、どのような困難があり、サポートが必要になるかについても貴重な経

験を蓄積することができたといえよう。

第 2年次では、皿人 SFHの第 2次データ (92-94年)へのアクセスが一つの焦点で
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あり、そこまで来ると、米国での研究動向をキャッチアップするところに到達することにな

る。本報告書のうち、加藤彰彦論文、賀茂・新田目論文などはすでにそのレベルでの作業に

なっているといいうる。その他、永井、土倉、安達、岩井論文でも、 NSFHのパネルデー

タの活用に踏み込んでいる。

我々の研究課題は「家族構造の国際比較」であるから、当然ながら、目指すべきは、日本

と諸外国の家族比較を、個票データの活用を通して行うことである。我々のティームでは、

岩井紀子、岩井八郎がいち早くその方向で取り組み、初年度の報告書からその成果を示して

いる。後者は、日本社会学会の財産ともいえる SSM (社会成層と社会移動調査)のデータ

とNSFHデータから、女性の基本的ライフコースのキャリアを比較する方法を開拓してお

り、前者では、夫婦の家事役割分担について、自身の行った神戸におけるサンプル調査と米

国側の調査結果との比較を試みている。(第 1年度報告書参照)

今日の家族研究では、家事労働・家事分担が大きな焦点になっていることを反映して、我

々の研究チームにおいても、この点への関心が集まっている。永井暁子は、日本版PSID

(Pannel Study of Income Dynamics)ともいえる、家計経済研究所の「消費生活パネル調査」

oのデータを使用して NSFHとの比較分析に着手しており、成果が期待される。品川・

松田は、日本側データとして、松山市での生活時間調査を使用することで、日米比較を試み

ようとしている。また、末盛慶は、厚生省人口問題研究所の調査データとの比較を次年度ヘ

向けて展開すべく準備している。

これに対して、親子関係、きょうだい関係については、まだ、適切な比較分析の日本側デ

ータを定めかねている状況である。今日の少子化にともなう子育て、青少年問題の新たな展

開という状況のもとで、この方面での本格的な国際比較の視点での研究も大いに求められる

ところであることはいうまでもない。

1 -3 国際比較への前進一最終年度へ向けてー

当重点領域研究全体では最大の焦点であるのは、日本における官庁統計データの個票レベ

ルでの開示・活用という点である。家族研究においてもその必要は強調しでもしきれないく

らい重要であり、このことは、先に触れた日本家族社会学会大会のテーマ部会においても確

認されたことろである。我々の研究班は、既に公開されている米国の調査データ (NSFH)

の活用から始める戦略を採り、日本での官庁データの個票利用(目的外使用)を後回しにし

てきた。それでも、この分析班の過去 2年間の取り組みにおいても、 SSM調査をはじめと

して日本における既存の家族調査データとの比較の可能性は検討されていたことも事実であ

る。 NSFHデータの分析によって、大規模な全国サンプルの扱いに多少ともなれてきたと

ころで、本来的な研究課題である、家族構造の国際比較を目指して、日本の官庁データの活

用に取り組むことが、最終年となる第 3年度の主要な課題になってくる。すでに述べたよう

に、我々のプロジェクトは、日本の家族に関する独自の学術的総合調査の実施とそのデータ

の研究者コミュニティへの公開をめざす、日本家族社会学会のNFR研究会の一端を担って

いる。我々とは別の形でこれを担っている、嶋崎尚子(放送大学)を中心とする研究班は、

すでに労働力調査、就業構造基本調査の目的外使用を通して、女性の結婚出産と労働市場へ

の参加不参加についてのライフコース的分析を手がけている。ただし、 NSFHのような多

面的な家族に関する情報がより多く得られる調査としては、厚生省社会保障・人口問題研究

所の承認統計である「全国家族動向調査」が有力であり、また指定統計としては、同じく厚

生省所管の「国民生活基礎調査Jが、本命と見られる。プロジェクトの最終年となる平成 1

0年度においては、過去 2年間のNSFHデータ分析を踏まえて、その分析を各自の個別論

文として完成させる課題と並んで、上記2つの調査を中心に、日本における全国サンプルに

よる家族関係調査データの個票活用により、既存調査データを活用した日米比較分析に取り
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組みたい。目下これを具体化する可能性の検討を始めているところである。
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(正誤表 4頁 末尾に参考図 1、2が抜け落ちていました

参考図 1 報告書(1)目次

重点領域研究「ミクロ統計データ」・公募研究

「家族構造の国際比較のための基礎的研究一公共利用ミクロデータの作成と活用一J

平成8年度研究成果報告書(1)

まえがき

I 序論

目次

公共利用データの活用による家族構造の国際比較研究をめざして 石原邦雄

II 役割関係の動態一一家事・育児をめぐって一一

2 アメリカの夫婦の家事に関する公平感について 永井暁子

3 家事時間に関わる要因分析 品田知美・松田(熊谷)苑子

4 夫の家事分担に関する日米比較研究-NSFHと神戸調査 岩井紀子

5 0目 C開 pancybetween Husband's and Wife's Responses in Division of Household Labor 

Yoshinori Kamo 

6 働〈親の親役割行動と意識:就労特徴が子供との接し方に与える影響 藤本哲史

m ライフコースの展開と家族関係

7 女性のライフコースの動態:日米比較一中間報告ー 岩井八郎

8 結婚および同倭タイミングに対する定位家族状況の効果

一一ライフコース移行のイベント・ヒストリー分析一一 加藤彰彦

日 償断的データにおける U字型曲線の意味を傑る

一一継続年数と、結婚幸福度との関に認められる

U字型曲線に対して、子供の存在の有無は影響力を持っか?一一 土倉玲子

10 エンプテイ・ネスト期における夫婦関係 西村純子

11 NSFHデータを用いた老親・成人子同居分析の可能性一先行研究の検討を中心にー

回測六郎

12 アメリカ合衆国における高齢者のきょうだい関係ー交流頻度の分析を中心にー

安達正嗣

W データの共有と利用をめそる問題

13 社会変動データの共有と第二次分析の方法

正岡寛司・藤見純子・嶋崎尚子・西野理子

参考図 2 成果の普及

日本家族社会学会第7回大会テーマセッション 1997.7.24 於早稲田大学

「公開個票データの活用による家族の図際比較

一全国家族調査とデータの共同利用の実現に向けてー」

コーディネータ一 石原邦雄

1 NSFHデータの共同利用の方法と若干の分析例 永井暁子

2 米国における高齢者のきょうだい関係の分析 安達正嗣

3 女性のライフコースの動態

-NSFH(米国)と SSM (日本)のデータからー 岩井八郎

4 データの公開利用と家伎の国際比較研究

一米国での経験と日本への提言一 賀茂美l!IJ
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