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【要旨】 

NFRJ の 1999/2004/2009/2019 年の 4 時点データを用い、困ったときに頼る相手について、記

述的分析をおこなう。性別、年齢、婚姻状態や家族構成、職業、社会階層などによって、誰に頼

れるか・誰に頼るかの状況は異なってくると思われるが、ここでは、全体サンプルや男女別での

分析をおこなう。サポートの内容は、相談、経済、人手の 3 種類をとりあげる。それぞれに対

し、頼る相手として、配偶者、親きょうだい、こども、友人・職場の同僚、その他の親戚、近隣、

専門機関が回答選択肢であり、「誰にもまったく頼れない」という排他的選択肢も含まれている。 

いつの時点でも、配偶者、親きょうだいがサポートで頼りにされており、重要である。こども

も重要であり、友人と職場の同僚も相談で重要である。親族、近隣に頼る割合は非常に低い。男

性に比べ、女性の方が、サポートで頼れる。親きょうだいのサポートについては、1999 年、2004

年、2009 年と頼る割合が高くなっていたが、2019 年において頼る割合が低くなった。「誰にも

まったく頼れない」という割合が、いずれのサポートにおいても、やや高くなった。2019 年度

実施の NFRJ 2018 の後に、新型コロナウイルス感染症による社会混乱と社会的孤立などの深刻

な影響が懸念される。 

キーワード： ソーシャル・サポート、社会的ネットワーク、経時比較、反復横断調査、APC

１．困った時に、誰に頼るか？ 

私たちは、様々な人々と様々に関わりながら生きている。そして仕事での搾取や生活で困

ったことなどを誰かに相談をしたり頼りながら生きている。ここでは、人々の関わりあいの

うち、困った時に頼りにする相手は誰か？というサポートについて記述的分析をおこなう。

NFRJ では、様々なサポートを尋ねており、経時的な比較が可能である。 

NFRJ のサポートの項目については、家族から家族の外側へゆるやかに広がるように測定

されている（石原 2000）。 また、 NFRJ の報告書では、これらのサポート項目について、

1999 年と 2003 年の比較（大和・木下 2005; Sugano 2006）、2009 年の分析（坂本・松井 2014）、

1999 年、2004 年、2009 年の比較（菅野 2011）などがなされている。 

それぞれのデータの年齢分布を確認したのが図 1である。2019年は他のデータに比べて、

データが少なめとなっている（1999 年と 2004 年は、73 歳以上もデータに含まれるが、この

図では含めていない）。 
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図 1 NFRJ 調査年と調査時点年齢(72 歳以下に限定) 

２．頼る割合 (サポート種類×サポート源×調査年×性別×年齢) 

調査年ごと・性別ごとに、年齢 5 歳刻みで、相談・人手・経済の 3 種類のサポートに関

し、配偶者、親きょうだい、こども、友人・職場の同僚、専門機関、親族、近隣について頼

るか、あるいは誰にも頼れないかについて、回答の割合をグラフに示した（図 2〜5）。男性

に比べて女性は様々なサポート源にアクセスでき、男性は配偶者に頼る傾向がある。年齢が

若いうちは親きょうだいや友人に頼り、年齢が高くなるとこどもに頼る傾向が見られる。専

門機関、親族、近隣にはあまり頼れない。誰にも頼れないという回答が 2019 年においてか

すかに増えているようにも見える。 

３．困った時に「頼れる」割合（1999,2004,2009,2019 年） 

性別、婚姻状態、職業、同居家族や居住形態などによって、誰に頼るかは影響を受けると

考えられる。これらの様々な点を考慮に入れることが重要だが、ここではまず、全体サンプ

ルにおいて、頼る相手として選択された割合を、図 6 に示した。
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図 2 年齢別 頼る割合（配偶者、親きょうだい） 
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図 3 齢別 頼る割合（こども、友人・職場の同僚） 
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図 4 年齢別 頼る割合（専門機関、親族） 
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図 5  年齢別 頼る割合（近隣、誰にも頼れない） 
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図 6  サポート・ネットワーク（1999,2004,2009,2019 年,各時点男女 28-72 歳） 

 

 

図 7  サポート・ネットワーク 男女別（1999,2004,2009,2019 年, 各時点男女 28-72 歳） 
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全体の傾向として、サポートにおいては配偶者が重要である。また、親・きょうだい（家

族的関係）もサポートにおいて重要であり、こどもも重要である。相談においては従来から

友人・職場の同僚が重要だったが、2019 年においても重要となっている。 

親・きょうだいやこどもといった身近な家族へ頼る傾向が 2009 年まで高まっていたが

2019 年においては、どのサポートにおいても下がっているように見える。既に低い値とな

っており、頼ることができない近隣は、 2019 年において、さらに下がっているようにも見

える。また、「誰にもまったく頼れない」という回答が 2019 年において、若干増加してい

るようにも見え、この点は懸念される。 

同じことを男女別に見たのが図７である。男性に比べ、女性の方が頼ることができる。 

 

４．調査年×年齢×(配偶者/親きょうだい/こども/友人) 

 

相談、人手、経済の 3 種類のサポートについて、比較的に変化が分かりやすく、重要と思

われる配偶者、親きょうだい、こども、友人についてとりあげ、調査年ごとに、年齢による

違いをグラフで確認する（図 8）。1999 年、2004 年、2009 年までは、これらの多くの項目

において、サポートで頼る割合が、どちらかといえば次第に高くなっている傾向があるよう

にも思われた。他方で、2019 年においては、サポートで頼る割合が低くなっている様子も

散見される。 

 

 

図 8  NFRJ 1999,2004,2009,2019 年 調査年別、年齢とサポート・ネットワーク（一部） 
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５．年齢と「親きょうだい」相談 

 

年齢と「親きょうだい」相談（調査年別） 一時点の横断調査データとして確認すると、い

ずれの時点の調査においても、年齢が高いほど、「親きょうだい」への相談サポートが減少

していた（図 9）。 その一方で、 1999 年、2004 年、2009 年にかけ、「親きょうだい」へ

の相談サポートに頼る割合は、多くの年齢層において高くなる傾向が見られていた。2019

年は、年齢層においては、頼る割合が 2009 年に比べても低くなっている。 

 

年齢と「親きょうだい」相談（コホート別） 1999 年、2004 年、2009 年の反復横断調査

データとして捉えると、「親きょうだい」への相談サポートは、多くのコホートにおいては、

増加傾向であったり横ばいである傾向があった（図 10）。今回の 4 時点目の 2019 年のデー

タでは傾向が変わった。「親きょうだい」への相談サポートは、コホートごとに見ると、増

加や横ばいというよりは、やや減少しているように見受けられる。なお、4 時点で変化を追

えるコホートのみにデータを限定し、確認すると、「親きょうだい」への相談サポートは、

「へ」の字型に近い変化を描いている。 

 

男女別 年齢と「親きょうだい」相談（調査年別、コホート別） 相談サポートで「親きょ

うだい」に頼る割合は、男性に比べ女性の方が高いという違いがある。そこで、同様のこと

を男女別に確認する（図 11、12）。2019 年は、2009 年に比べて、頼る割合が男性で低い傾

向があり、女性では 40 代あたりで高く、その他ではどちらかといえば低い傾向があるよう

に見える。そして、68-72 歳では、男女ともに頼る割合がやや高くなっているようにも見え

る。 

 

６．議論 

 

2019 年でサポートにおいて変化が生じている可能性がある。例えば、男女ともに、親・

きょうだいへ相談で頼りにする割合が減少している。男性では、子どもを頼りにする割合も

減少している。頼りにする相手として、「誰にもまったく頼れない」の割合が増加してしま

った可能性がある。友人・職場の同僚へ相談で頼る割合が、女性で増加している。これらの

回答は、調査対象者の婚姻状態、同居家族、親やこどもの有無といったものの構成比率の影

響を受けることは考えられる。今回の調査後に、新型コロナウイルス感染症によって引き起

こされた社会生活への影響から、社会的分断や社会的孤立が懸念される。 
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図 9  年齢と「親きょうだい」相談（調査年別） 

 

 

図 10  年齢と「親きょうだい」相談（コホート別） 
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図 11  男女別 年齢と「親きょうだい」相談（調査年別） 

 

 

図 12  男女別 年齢と「親きょうだい」相談（コホート別） 
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Descriptive Analysis on Social Support 

 Repeated Cross-Sectional  

Surveys of NFRJ (1999, 2004, 2009 and 2019) 

Tsuyoshi SUGANO 

Nihon University 

We conduct a descriptive analysis on social support with the NFRJ (National Family Research of 

Japan) 1999/2004/2009/2019 data. We measured on three types of social support: advice or consultation, 

financial support, and calling on others for help. Respondents were asked whether they would turn to their 

spouse, parents/siblings, children, friends/colleagues, other relatives, neighbors, or professional 

organizations. Regarding social support, spouses, parents, and siblings were found to be important. Friends 

and co-workers are also important for advice or consultation. It was found that people do not rely on 

relatives or neighbors for support. The percentage of respondents who rely on their parents and siblings for 

support increased in 1999, 2004, and 2009, but decreased in 2019. In addition, the percentage of men who 

rely on their children for advice has also decreased. Women receive a variety of social supports more than 

men. In addition, the percentage of those who say they cannot rely on anyone at all has increased slightly, 

which is a concern for the future. 

Key words and phrases: social support, social network, comparative analysis, repeated cross-sectional 

surveys, APC 
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