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世帯の生活時間と生活格差に関するパネルデータの分析 

        －夫の労働時間が妻の就業および家計時間配分に与える影響－ 

 

馬欣欣 

        

                     要旨 

所得格差が拡大した日本経済社会では、世帯の生活時間の規定要因が変化し、

それに伴って世帯間の生活格差が拡大したと考えられる。本章では、慶應義塾大学

家計パネル調査 （KHPS2004～2006） の個票を用い、夫の労働時間が妻の就業率

および家計時間配分に与える影響について実証分析を行った。分析結果は以下の

通りである。所得要因をコントロールした上で、第一に、夫の労働時間が長く、家事

時間が短いほど、妻の就業率は低くなる。第二に、夫の労働時間が長いほど、夫の

家事時間が短くなる一方、妻の家事時間は長くなる。また、共働き世帯においては、

夫の労働時間が長いほど、妻の労働時間は短くなる。第三に、子供の数および末子

の年齢は夫の労働時間に有意な影響を与えないが、子供の数が多く、末子の年齢

が小さいほど、妻の労働時間は短くなる。また、夫、妻とも、子供の数が多く、末子の

年齢が小さいほど、家事時間は長くなる。分析から、夫の長労働時間は夫の家事参

加および妻の就業の阻害要因であることが示された。今後少子化のひとつの対策と

してのワークライフバランスを実現するために、長労働時間および労働時間の硬直

化の問題を解決すべきであり、「労働時間短縮制度」 や 「自由裁量制度」 などの

労働時間の柔軟化制度が求められる。 

 

１ はじめに  

現在の日本が直面する大きな問題のひとつは少子化の問題である。1997 年の人口問題審議

会 （旧厚生省の諮問機関） は 「固定的雇用慣行」 や 「性別役割分業」、「働く女性のニーズに

応じた子育て支援の欠如」 などによってワークライフバランスの問題が生じ、これが日本における

少子化の主な理由であることを指摘している （人口問題審議会, 1997）。日本の雇用労働市場に

おいては、ワークライフバランスの問題を反映する二つの現象、つまり男性の長労働時間および

既婚女性の M 字型の労働力率という特徴が存在している。 

総務省の 『労働力調査』 によれば、週労働時間が 60 時間以上であるような男性労働者の割
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合は 1993 年から 2000 年にかけて全ての年齢層で高くなっていることがわかる （図 10-1）。90 年

代に比べ、長時間労働の問題は改善されているとはいえず、むしろ深刻化していることがうかがえ

る。    

このような男性の長労働時間が問題とされている一方で、男性の家事時間が女性に比べ、また

他の国の男性に比べ極めて短いという問題も存在する （図 10－2）。男性の家事時間の国際比

較については、OECD （2001） および総務省 『平成 13 年社会生活基本調査』 によれば、毎日

の夫の家事時間はカナダが 3.9 時間、アメリカが 2.6 時間であるのに対し、日本ではわずかに 0.3

時間である。 

また 70 年代以降、女性の高学歴化が進展し、また様々な男女平等の雇用政策（例えば 1985

年の 「男女雇用機会均等法」、1992 年の 「育児休業制度」 や 1999 年の 「男女共同参画社会

基本法」 など）を実施したことで、女性の雇用環境は改善されてきたが、現在においても年齢層

別・女性の労働力率における M 字型の特徴は依然として存在し、出産・育児時期における女性の

就業率が低いことがわかる （図 10－3）。また、日本において、働く妻の家事時間が夫に比べてか

なり長くなっており、働く妻の多くは仕事をした後に家事を負担するという 「ダブル・シフト（double 

shift）」 の問題が存在していることが指摘されている （Ferrer, 1988; Presser, 1994; Goldsheider 

and Waite, 1991; 津谷, 2000, 2002）。  

男性の長労働時間および女性の M 字型労働力率の二つの現象は世帯の家計時間配分に関

連すると考えられる。欧米においては、本人の市場賃金が高いほど、夫婦とも労働時間が長く、家

事時間が短くなり、また、夫の賃金率が高いほど、妻の労働時間が短くなることが指摘されている 

（Mincer, 1962; Becker, 1965; Gramm, 1975; Gronau, 1976, 1977）。 一方で、樋口 （1991） は、

日本においては高所得の男性就業者の配偶者について、就業している妻の労働時間を見ると、

長くなる傾向があることを指摘している。津谷 （2002） は、夫の年間所得が夫および妻の家事時

間に有意な影響を与えないことを明らかにしている。日本の場合、欧米とは異なり、妻の家事時間

および働く妻の労働時間は夫の所得に対して非弾力的なものであることが示されている。しかし、

これらの分析から、夫の所得以外の要因中でも、夫の労働時間がどのように妻の就業決定および

働く妻の労働時間に影響を与えるかは明確ではない。 

また、90 年代以降の日本においては、個人単位および世帯単位における所得格差の拡大が

深刻な社会経済の問題になっている （樋口 2003；大竹 2005）。こうした所得格差の拡大は世

帯の生活時間配分に影響を与えると考えられる。 

上記から、ワークライフバランスの問題を解明するため、所得などの要因をコントロールした上で、
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夫の労働時間がどの程度妻の就業決定に影響を与えるか、また、夫の労働時間がどの程度世帯

の生活時間配分に影響を与えるかに関する実証分析が重要な課題になっていると考えられる。し

かしながら、これらの問題に対しては、クロス・セクションデータによる実証分析1 がほとんどで、パ

ネルデータを用いた分析はほとんど行われていない。本章では、慶應義塾大学の家計パネル調

査の個票 （KHPS2004～2006 年） を利用し、個体間の異質性を考慮した上で、前述の問題を明

らかにする。 

以下では、第 2 節で先行研究を紹介し、第 3 節で分析枠組を説明する。第 4 節で分析結果を

述べ、第 5 節は本章から得られた結論のまとめである。 

 

2 先行研究と本稿の位置づけ 

 

2.1 先行研究のサーベイ 

新古典派の労働経済学理論によれば、就業選択は留保賃金率 (reservation wage)2 と市場

賃金率 （market wage） によって決定され、市場賃金率が留保賃金率を上回れば就業を決定し、

労働者の余暇が上級財である前提条件下では、配偶者の所得および非労働所得が上昇すると、

労働時間が減少することが説明されている。また、市場賃金率の上昇は、代替効果 (substitution 

effect) によって、労働時間を増加させる一方、余暇が上級財であれば所得効果 （income 

effect） によって、労働時間を減少させる方向にも働く。 

これらの理論に基づいて、Becker (1965) や Gronau (1977) などの研究によって、家計生産

モデル （Household production model）3 による家計時間配分理論 (Allocation of household time 

theory) が確立された。以下ではまず家計生産モデルを用いた実証分析の結果をまとめる。 

欧米の先行研究について、Gronau （1977) は、1972 年の PSID の個票を用い、第一に、夫の

賃金率および非労働所得が高いほど、専業主婦の家事時間が短いこと、第二に、共働き世帯に

おいては、夫の賃金率および非労働所得が高いほど、妻の労働時間が短い一方、妻の家事時間

                                                  
1  家計時間配分に関する労働市場の順位均衡理論は小尾・宮内 （1998） を参照のこと。クロス・セクション分析について

は、樋口 （1991）、柴田・コリン （1996） および Tsuya (2002) を参照されたい。また、夫の所得が妻の就業に与える影響に

関するパネルデータの分析については、樋口 （1998） および武内 （2004） を参照されたい。 
2  留保賃金率とは、労働者がわずかな時間であろうと就業を希望するための最低限の賃金である。留保賃金率は個々

人の余暇と消費に対する嗜好の違いによって異なってくる。例えば、子供の数や末子の年齢などの要因によって妻

の留保賃金率は高くなる。 
3  家計時間配分については、家計生産モデルの以外に、Leuthold （1968） および Kooreman and Kapteyn （１985） は個

人時間配分モデル （Individual time allocation model） を用い、Mincer （1962）, Hill （1973）, Greenberg and Kosters 

（1973） および Gramm （1974, 1975) は家計効用モデル （Family utility model） を利用し、Manser and Brown （1980） お

よび McElroy and Horney  （1981) は交渉モデル （Bargaining model） を提示しているが、本章では家計生産モデルを用い

る。この理由については第 3 節で説明する。 
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が長いこと、第三に、共働き世帯においては、妻の市場賃金率が高いほど、妻の労働時間が長い

一方、妻の家事時間が短いことを指摘している。Alenezi and Walden (2004) は PSID の 1979～

1991 年の個票を用い、共働き世帯においては、非労働所得が高いほど、夫の家事時間、妻の労

働時間および家事時間が長いことを指摘している。また賃金率の影響について、夫の税引後賃

金率が高いほど、夫の労働時間、夫の家事時間および妻の労働時間が短いこと、および妻の税

引後賃金率が高いほど、夫の労働時間と妻の家事時間が短く、夫の家事時間と妻の労働時間が

長いことが示されている。Devereus (2004) は 1980 年および 1990 年の人口センサスの 5％のサ

ンプル （Public Use Micro Samples, PUMS） を用い、共働き世帯において、夫の賃金率および非

労働所得が高いほど、妻の労働時間が短い傾向にあり、他方、妻の賃金率が高いほど、妻の労

働時間が長いことを示している。Shaw （1994） は PSID の 1967～1987 の個票を用いて、固定効

果およびダイナミックパネルデータの手法によって、夫婦の労働時間を分析した。年齢階層ごとの

分析の結果、妻の賃金率が高いほど、35－44 歳および 55－64 歳の妻の労働時間が長いことを

指摘している。また、夫の収入が高いほど、妻の労働時間が短くなり、妻の賃金率が高いほど、45

～54 歳以外の年齢層の妻における家事時間が短いことを示している。 

日本において、Shimada and Higuchi  (1984) は既婚女性の労働時間を年齢階層に分けて分

析し、妻の賃金率が高いほど、25－34 歳の妻における労働時間が短くなる一方、50 歳以上の妻

における労働時間は長くなることを指摘している。Hill （1988） は 1975 年の日本職業訓練および

職業調査の個票を用い、サンプル・セレクション・バイアスを考慮した推定結果によって、妻および

夫の賃金率が高いほど、既婚の女性雇用者における労働時間が長いことを示している。樋口 

（1991） はアメリカの 1967 年 National Longitudinal Survey (NLS) および日本の 1977 年 『就業

構造基本調査』 の個票を用い、年齢が 30-44 歳の有配偶女性を対象に労働時間を分析・比較

した。共働き世帯および専業主婦世帯および共働き世帯の両方を含むサンプルに区別して分析

し、サンプル・セレクション・バイアスを考慮した推定結果によって、夫 （世帯主） の所得が高い

ほど、日本においては妻の労働時間が長くなるものの、アメリカにおいては妻の労働時間が短くな

ることを示している。つまり日本において、妻の労働時間と夫の所得が逆相関の状態になっている

ことを指摘している。柴田・コリン （1996） は総務庁の 『社会生活基本調査報告』 1986 年の個

票データを利用し、夫および妻の賃金率がいずれも夫の労働時間および家事時間に有意な影響

を与えないことを指摘している。一方、妻の賃金率が高いほど妻本人の家事時間は短い傾向にあ

り、逆に夫の賃金率が高いほど妻の家事時間が長いことを示している。また夫および妻の賃金率

が妻の労働時間に有意な影響を与えないことを報告している。津谷 (2002) は日本の 1994 年 
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National Survey on Work and Family Life (NSFEC) およびアメリカの 2000 National Survey on 

Family and Economic Coditions (NSFEC) の個票を用い、日本においては、夫の前年度の年間

所得が夫および妻の家事時間に有意な影響を与えないのに対して、アメリカにおいては、夫の前

年度の年間所得が高いほど、夫の労働時間が短く、妻の家事時間が長くなることを示している。 

以上の先行研究から、欧米においては、夫の所得および非労働所得が高いほど、妻の家事時

間は長く、労働時間は短くなるというトレードオフがある。こうした状況では、夫の所得差は妻の就

業を通じた所得の違いを反映して縮小されることになる。一方、日本においては、妻の家事時間

は賃金率および非労働所得に対して非弾力的であるにもかかわらず、夫の所得が高いほど、労

働時間は長くなる傾向があることが示される。このことは夫の所得格差を妻の就業行動が拡大し、

結果として夫婦合計の所得格差はさらに拡大することになる。 

また、夫の家事時間が妻の就業決定に与える影響について、Lamb (1986) や Jonathan and 

Robinson (1988) は、米国において 1970 年以降、男性の家事・育児の参加が増加したとともに、

女性の就業率が上昇したことを指摘している。欧米に対して、Hochschild （1989）、松田 （2001）、

津谷 （2000，2002） および Tsuya, Bumpass, Choe and Rindfuss (2005) は、日本では男性の家

事・育児時間が極めて短く、就業している妻の家事時間が専業主婦より短くなっていないことを指

摘している。 

 

2.2 先行研究の限界と本稿の特徴 

以下では、以上で述べた日本の先行研究の問題点を指摘するとともに、本章の特徴および貢

献について述べる。 

第一に、家事時間配分に関するパネルデータを用いた分析が行われていないため、推定結果

には個体間の異質性の問題が残ると考えられる。第二に、夫の労働時間が妻の就業率、妻の家

事時間および労働時間に与える影響は明確ではない。第三に、妻の就業状況によって、世帯に

おける所得制約および時間制約が異なるため、家計時間配分は異なると考えられるが、先行研究

では共働き世帯 （夫および妻が有業の世帯） と専業主婦世帯 （夫が有業で妻が無業の世帯） 

がほとんど区別されていないため、この二つの類型の世帯におけるそれぞれの家計時間配分の

規定要因が明確にされていない。第四に、世帯の消費嗜好が家計時間配分に影響を与えること

が考えられるが、消費要因をコントロールした上での家計時間配分に関する実証分析はほとんど

行われていない4。第五に、ラグ効果 （前年度の労働時間・家事時間、前年度の所得） が家計時

                                                  
4  Alenezi and Walden （2004) は PSID を用い、家庭内消費および家庭外消費が家計時間配分に影響を与えることを示して
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間配分に影響を与えると考えられるが、先行研究では、ラグ効果をコントロールしていないため、

推定結果にバイアスが残ると考えられる5。 

先行研究の問題を踏まえ、KHPS2004～2006 を用いる本章の特徴は以下の六点にまとめられ

る。第一に、パネルデータの分析を行う。第二に、夫の労働時間・家事時間が妻の就業および家

計時間配分に与える影響を着目して分析する。第三に、共働き世帯と専業主婦世帯の二つの類

型に分けて実証分析を行う。第四に、共働き世帯においては、夫の賃金率、妻の賃金率および

非労働所得が家計時間配分に与える影響をそれぞれ推定し、これらの要因の効果を明らかにす

る。第五に、KHPS の豊富な情報を利用し、家計内消費および家計外消費の要因をコントロール

した上で、家計時間配分に関する分析を行う。第六に、パネルデータの静学分析を行う上で、ラ

グ効果をコントロールするため、ダイナミングパネルデータ の分析（dynamic panel data analysis）

も行う。また、賃金率と家計時間配分の同時決定の問題を解決するため、賃金率の推定値を利用

する構造型の分析を行う。以下では、推定モデル、変数設定および利用したデータについて説明

する。 

 

3 分析枠組 

 

3.1 推定モデル 

 夫の労働時間および家事時間が妻の就業決定に与える影響について、ランダム効果のプロビ

ット分析を行い、推定式は式 （１） ～ (2) で示される。 

 itiitit uXy υβ ++= '
                                      （1） 

 )()Pr()0(|)1(Pr ''
iitiitititit uXFuXvyy +=−−>=>=== ββ      (2)     

                        

 ここで、添え字 i は個体、 t は時間を表す。
'
itX は t 時間に妻 i の就業決定に影響を与える各要

因（例えば夫の労働時間、夫の家事時間、子供の数や末子の年齢など）を示す。 iu は個体 i の異

質性、 itv は真の誤差である。パネルデータの分析により、 iu の存在を考慮した上で、一致推定値

を得ることができる。 

 夫の労働時間が家計時間配分に与える影響については、家計生産モデルを利用して分析す

る。その理由は以下の三点である。第一に、家計生産モデルによって、家計内生産財

                                                                                                                                                  
いる。 

5  Shaw  (1994)  は PSID (1967～1987) を利用し、時間ラグが家計時間配分に影響を与えることを示している。 
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（household-produced goods） および家計外市場財 （market-produced goods） に分けて分析す

ることができる。第二に、家計生産モデルを用い、本人の効果 （所得と時間） および配偶者の効

果 （所得と時間の交叉効果 cross effect） をそれぞれ考察することができる。分析手順として、

まず、賃金関数の推定を行い、夫および妻の賃金率の推定値を求める6。次に、固定効果モデル

およびランダム効果モデルを用いるパネルデータの分析を行う。 後に、ダイナミックパネルデー

タの分析を行う。 

家計生産モデルに基づく本章の推定式が以下の通りである7。パネルデータ分析の推定式は

式 （3） ～ （4） で示され、ダイナミックパネルデータ分析の推定式は式 （5） ～ （6） で示され

る。 

),;,,,ˆ,ˆ( tiiitit
s

it
s

ititti XILWWfL εη=                          （3）                   

),;,,,,ˆ,ˆ( itiitit
s

itit
s

ititit XILLWWfH εη=                       （4） 

),;,,,,,( )1()1()1()1( tiiit
s

ittit
s

tittittitti XLIWWLfL εη−−−−=               (5)                   

),;,,,,,,( )1()1()1()1( itiit
s

itittit
s

tittittitit XLLIWWHfH εη−−−−=            (6)    

 

式 （3） ～ （6） で、添え字 i は個体、 t は時間を表す。上付きの添え字 s は配偶者に関する

変数を意味する。 iη は個体 i の異質性、 itε は真の誤差である。また、各記号の意味は以下の通

りである。 

tiL ： 本人の労働時間 

itH ： 本人の家事時間 

itŴ ： 本人の賃金率の推定値 

s
itŴ ： 配偶者の賃金率の推定値 

s
itL ： 配偶者の労働時間 

itI ： 世帯の非労働所得 

)1( −titL ： 本人の前年度の労働時間 

)1( −titH ： 本人の前年度の家事時間 

                                                  
6  夫の賃金関数の推定では OLS を利用し、妻の賃金関数の推定では、サンプル・セレクション・バイアスの問題を

考慮してヘックマンの二段階推定モデルを用いた（Heckman 1979）。各推定モデルの詳細については、Wooldridge  
(2002) を参照されたい。 

7  家計生産モデルの導出については、章末の補論を参照されたい。 
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)1( −titW ： 本人の前年度の年間労働所得 

s
titW )1( − ： 配偶者の前年度の年間労働所得 

)1( −titI ： 世帯の前年度の非労働所得 

itX ： 他の要因 （例えば、夫および妻の学歴、夫および妻の年齢、子供の数、末子の年齢、

親との同居など） 

 

次に用いられたデータ、被説明変数および説明変数の作り方について説明する。 

 

3.2 データおよび変数設定 

本章では、慶應義塾大学家計パネル調査 （KHPS2004～2006） の有効回答票8 を利用する。

KHPS2004～2006 は慶應義塾大学によって、2004 年～2006 年の毎年１月末に実施された三時

点の家計パネル調査である。KHPS は層化 2 段無作為抽出によって日本全国を代表するように選

ばれた 4000 人を対象に実施され、調査対象は 2004 年時点で満 20 歳から 69 歳の男女である。

この調査は抽出されたサンプルの母集団が日本人口の約７割をカバーし、調査内容としては対象

者の就学、就業、生活時間や世帯・家計などの幅広い質問が用意される9。   

被説明変数について、労働時間は KHPS における 「あなたの勤務時間についておうかがい

します」 という質問項目を利用して設定している。家事時間は KHPS における 「あなたの生活

時間についておうかがいします」 という質問項目を利用して設定している。家事時間は、食事

用意、洗濯、買物、掃除および育児の各時間の合計値である。 

説明変数については、夫、妻とも、賃金率、非労働所得、前年度の労働所得、前年度の非労

働所得を所得要因として設定している。賃金関数の推定によって、夫および妻の賃金率の推定

値を求める。なお、誘導型の賃金関数の被説明変数は時間あたり賃金率であり、夫および妻の賃

金率は時給、日給、週給および年俸を対応する労働時間で割って時間あたりに直したものである。

非労働所得については、質問項目の 「1 か月の収入」 から 「勤務収入」 （「勤め先の収入」 

＋ 「事業・内職収入」） を除いた、「財産収入（預貯金利子、株式配当、家賃、地代など）」、「社

会保障給付 （年金、児童手当、失業給付など） 」、「受贈金・仕送り金 （親からの仕送りやこつ

かいなど） 」 および 「他の収入」 の合計として定義される。前年度の非労働所得に基づいて、

                                                  
8  各年のサンプル数は、2004 年が 4005 人、2005 年が 3314 人、2006 年は 2885 人であるので、利用可能な総サンプル数は

10204 人となる。 
9  KHPS2005～2005 の詳細については、樋口 （2005） 『日本の家計行動のダイナミズムーKHPS の特性と住居・就業・賃金分

析』 および樋口 （2006） 『日本の家計行動のダイナミズムー税制改革と家計の対応』 を参照されたい。 



 9

低非労働所得層 （年間非労働所得が 100 万円以下の階層），中非労働所得層 （年間非労働

所得が 100 万円から 1000 万円までの階層），高非労働所得層 （年間非労働所得が 1000 万円

以上の階層） の三つのグループを設定している。また、夫、妻とも前年度の労働所得に基づいて、

低労働所得層，中労働所得層，高労働所得層の三つのグループを設定している10。 

また、Alenezi and Walden （2004) を参照に、家計内消費および家計外消費を説明変数として

設定している11。子供の数、末子の年齢、夫妻の年齢および健康状態、妻および夫の学歴12 が

家計時間配分に影響を与えると考えられるため、これらの要因がそれぞれ説明変数として用いら

れる。親との同居による育児援助は、夫、妻それぞれの留保賃金を低めるため、家事時間が減少

する一方、労働時間は増加すると考えられる。この効果をコントロールするため、親との同居のダミ

ー変数を設定している13。また、税制が妻の就業決定および労働時間に与える影響をコントロー

ルするために、夫の配偶者控除制度の取得資格ダミーを説明変数に加える14。 

都市規模 （14 大市、その他の市、町村） および年代 （2004 年、2005 年、2006 年） によって、

人口規模および失業率の状況が異なると考えられる。こうしたマクロ環境の要因をコントロールす

るため、地域および年代をそれぞれ説明変数として導入した。 

 賃金関数の説明変数について、夫の OLS 推定では、年齢、年齢二乗、教育年数、地域および

年代を説明変数として利用した。妻の賃金のヘックマン二段階の推定では、第二段階の説明変

数は夫の賃金関数と同じであるが、第一段階の就業選択に関するプロビット分析では、以上の説

明変数に加えて子供の数、末子の年齢、親との同居、夫および妻の健康、配偶者控除制度なし

ダミーおよび地域ダミーの説明変数を用いる。 

また、分析においては、まず、2004 年時点で妻の年齢が 20～40 歳のサンプルに限定し、欠損

値を除外した。次に、夫および妻における家事時間と労働時間の合計が 24 時間以上であるサン

プルを除いた。また、以上の各説明変数においては，「基本統計量の平均値 ± 標準偏差の 3 倍」

を超えた値は異常値として除外した。結果として、利用されるサンプルは全体が 905（共働き世帯

                                                  
10  KHPS の調査項目における 「１か月の収入」 に基づいて、夫の労働所得の三つのダミー変数を 「低労働所得層＝0～33

万円未満、中労働所得層＝33～66 万円未満、高労働所得層＝66 万円以上」 とする。妻の労働所得の三つのダミー変数を

「低労働所得層＝0～5 万円未満、中労働所得層＝5～15 万円未満、高労働所得層＝15 万円以上」 とする。 
11  Alenezi and Walden （2004) を参照した上で 、「食料」、「家具・家事用品」 および 「衣類」 の合計値を家計内消費、

「電気・ガス・水道」、「保険医療」、「交通」、「通信 （郵便代・電話代）」、「教育」、「教養・娯楽」 および 「交際費、小遣い」 

の合計値を家計外消費としてそれぞれの説明変数を設定している。 
12  西岡 (2004) は夫の学歴が高いほど、夫の男女平等の意識が強いため、夫の家事参加が多いことを指摘している。 
13  本章では、「親との居住状況」 の質問に関して、三つの選択肢（「① 親と同一建物で生計を共にしている（同居世帯）、② 

親と同一建物で生計が別（準同居世帯）、③ 親と同一敷地内の別建物に居住（準同居世帯）」）を選択した場合＝１、その他

＝0 のように 「親との同居」 のダミー変数を設定している。 
14  配偶者控除制度の取得と妻の労働時間における同時決定の問題が存在すると考えられため、本章では 「夫の配偶者控

除制度の取得資格なしダミー」 を用いる。このダミー変数を 「配偶者手当の制度（配偶者が無業で一定の収入以下の場合

に支給される手当）」はあなたの会社に存在しますか」 という質問に関して、夫が 『存在する』 を選択する場合＝0、『存在し

ない』を選択する場合＝１」 とする。 
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が379、専業主婦世帯が526）になっている。標本の記述統計量は表 10－１に示される。以下では、

単純集計の結果について説明する。 

 

3.3 クロス集計の結果 

夫の労働時間および家事時間の影響については、表 10－2 から、夫の労働時間が 35 時間未

満の層に比べ、労働時間が 45～54 時間の層においては、妻の就業率が低く、また働く妻の労働

時間が短いことが示される。一方、夫の家事時間が 1 日あたり 0～30 分から 31～60 分に増加する

と、働く妻の労働時間が１週間あたり23.28時間から29.52時間に長くなる。また、夫の労働時間が

1 週間あたり 35－44 時間の層に比べ、夫の労働時間が１週間あたり 45 時間以上である場合は、

夫の家事時間が短くなることが見て取れる。夫の長労働時間によって、夫の家事時間が短くなると

ともに、妻の就業率が低くなり、また、働く妻の労働時間が短くなることが示される。 

表 10－3 から、夫の低労働所得層 （240 万未満） に比べ、夫の中労働所得層 （240～600 万

円未満） においては、妻の労働時間が短くなり、妻の労働所得が低くなる一方、夫の高労働所得

層（600 万円以上） においては、妻の労働時間が長くなり、妻の労働所得が高くなることが見て取

れる。夫の所得と妻の労働時間・労働所得が二極化していることが示される。ダブルインカムによ

って、世帯間の所得格差が拡大することがうかがえる。 

表 10－4 から、夫の労働所得の上昇とともに、子供の数が大きく変化していないことがわかる。

例えば、世帯あたりの子供の数の平均値について、120 万円未満の所得層が 1.62 人、240～360

万円未満の所得層が 1.63 人である。360～480 万円未満および 600～720 万円未満の所得層が

1.78 人で若干増加するが、夫の労働所得がそれほど子供の数に大きく影響を与えていないことが

見て取れる。 

以上から、夫の労働時間は妻の就業率および働く妻の労働時間に影響を与えることがうかがえ

る。しかし、夫の所得、子供の有無や年齢などをコントロールした上で、夫の労働時間がどの程度

家計時間配分に影響を与えるかはクロス集計のみからでは必ずしも明確ではない。これらの疑問

を解明するため、パネルデータの分析を行った。以下では、分析結果について説明する。 

 

4 推定結果 

4.1 夫の労働時間・家事時間が妻の就業決定に与える影響 

夫の労働時間および家事時間が妻の就業決定に与える影響に関するパネルデータの分析結

果は表 10－5 に示される。 
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 有意水準は 10％以下であるが、夫の労働時間が長いほど、妻の就業確率が低くなる傾向が見

て取れる。また、夫の家事時間が長いほど、妻の就業確率が有意に高くなる。この推定結果から、

夫の長時間労働および夫の短時間家事参加は妻の就業の阻害要因であることが示される。 

 他には、末子の年齢が大きいことおよび親との同居は、妻の就業確率を有意に引き上げる。育

児負担が大きいほど、妻の就業確率が低くなることが明らかになっている。配偶者控除制度なし

の場合、妻の就業確率が高くなり、税制の要因が妻の就業を影響することがわかる。また、学歴が

妻の就業決定に有意な影響を与えないことが示される。 

 

4.2  夫の労働時間が家計時間配分に与える影響 (panel data analysis) 

全サンプルを用いた結果は表 10－6 に、共働き世帯および専業主婦世帯にサンプルを分けて

分析した結果は表 10－７および表 10－8にそれぞれ示される。固定効果およびランダム効果の推

定を行ったが、以下ではハウスマン検定によって、 終的に支持された推定の結果のみ説明する。

15 

表 10－6 から、全体的にみると、所得などの要因をコントロールした上で、夫の労働時間が長い

ほど、夫の家事時間が短くなる傾向が見て取れる。また、夫の労働時間が長いほど、妻の労働時

間が短くなる一方、妻の家事時間が長くなることが明らかになっている。 他の要因について、子

供の数が多く、末子の年齢が小さいほど、妻の労働時間が短くなる。親との同居の場合、妻の労

働時間が長くなる。この推定結果から、育児負担が大きいほど、妻の労働時間が短くなることが示

される。中学卒に比べ、高校および短大・高専卒の妻の労働時間が長くなる一方、大卒の妻の労

働時間が短くなる。また、夫の賃金率、妻の賃金率、非労働所得などの所得要因はいずれも家計

時間配分に有意な影響を与えない。 

共働き世帯について、表 10－７から、所得要因をコントロールした上で、夫の労働時間の影響

は全体サンプルの分析結果と大体似通った傾向を示す。他の要因について、子供の数および末

子の年齢は夫の労働時間に有意な影響を与えない。しかし、子供の数が多いほど、働く妻の労働

時間が短くなる。夫の長労働時間、夫の短時間家事参加および育児負担によって、働く妻の労働

時間は短くなることが明らかになっている。この分析結果から、育児負担が働く妻に与える影響は

夫より大きいことが示される。また、夫および妻の賃金率はいずれも家計時間配分に有意な影響

を与えない。この分析結果は柴田・コリン （1996） に一致している。夫は家計の主な稼ぎ手である

                                                  
15 ハウスマン検定によって、夫の家事時間に関する推定では固定効果が支持され、夫の労働時間、妻の労働時間および家事

時間に関する推定ではランダム効果が支持された。 
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ため、労働時間は本人および配偶者の賃金率に対して非弾力的なものであることが考えられる。

他には、妻の労働時間が長いほど、夫の労働時間が長くなる傾向が見て取れる。現在の日本で

は、夫婦とも、長労働時間で働く家計行動が存在することが示される。この理由について、まず人

的資本理論によれば、高学歴ほど、人的資本の投資が高いため、市場賃金率が上昇し、高学歴

者の労働意欲が高いことが考えられる。結婚のマッチング理論仮説によれば、高学歴の男性が高

学歴の女性と結婚する確率が高いと説明されている。よって、高学歴の夫婦とも、市場賃金率が

高く、また両者の労働意欲が強いため、夫、妻とも長労働時間で働くことが考えられる。また、正規

雇用の場合、夫、妻とも、労働時間が拘束されることがもう一つの理由であると考えられる。家計生

産モデルでは、労働時間の選択は自由であることが仮定されるが、現実には、多くの雇用労働者

は固定的な労働時間契約のもとで就業している。つまり一般的に雇用労働では企業側の指定す

る労働時間で働くことになり、少なくとも短期では労働時間が自発的に選択される幅は狭く、労働

時間が拘束されると考えられる （樋口 1991）。このような状況下では、夫婦とも、配偶者の労働

時間の変化に対して、短期的に本人の労働時間を調整できないと考えられる16。 賃金率が一定

である前提条件下では、夫婦の長時間労働によって、世帯間の労働所得の格差は拡大する恐れ

があると考えられる。 

専業主婦世帯について、表 10－8 から、所得などの要因をコントロールした上で、統計的有意

性は 10％以下であるが、夫の労働時間が長いほど、夫の家事時間は短くなる傾向が見て取れる。

他の要因について、末子の年齢が小さいほど妻の家事時間が長くなることがわかる。また、夫の

賃金率は家計時間配分に有意な影響を与えないことが示される。 

 

4.3 夫の労働時間が家計時間配分に与える影響 （dynamic panel data analysis） 

ラグ効果を考慮するダイナミックパネルデータ分析による分析結果を表 10－9、表 10－10 およ

び表 10－11 にまとめている。 

表10－9から、全体的にみると、ラグ効果 （時間ラグおよび所得ラグ） をコントロールした上で、

夫の労働時間が長いほど、夫の家事時間が短くなることが明らかになっている。また、夫の労働時

間が長いほど、妻の労働時間が短くなる傾向が見て取れる。 他の要因について、子供の数、末

子の年齢、親との同居はいずれも妻の労働時間に正の影響を与える。また、末子の年齢が大きい

ほど、妻の家事時間が短くなる。 

                                                  
16  本章では、家計生産モデルに従って労働時間が自由に選択できる前提で分析を行うが、労働時間が指定された下での精

緻な家計労働供給分析について、小尾・宮内 （1998） の 『労働市場の順位均衡』 を参照されたい。 
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共働き世帯について、時間ラグおよび所得ラグをコントロールした上で、夫の労働時間が長い

ほど、夫の家事時間が短くなる一方、妻の家事時間は長くなることが明確になっている。所得要因

の影響について、高労働所得層の妻の労働時間が低労働所得層の妻より長いことが示される。こ

の分析結果から、夫の前年度の低労働所得に対して、妻の労働時間が増加しないことによって、

世帯間の労働所得の格差 （夫の低労働所得層・高労働所得層の間の格差） が拡大することに

なると考えられる。また、子供の数は夫の労働時間に有意な影響を与えないが、妻の労働時間を

短縮する効果を持つ。親との同居の場合、妻の労働時間が長くなる。前年度の時間および所得

状況に対応して生活時間を調整しても、育児負担が大きいほど、働く妻の労働時間が短くなること

が明らかになっている。 

専業主婦世帯について、前年度の夫の労働時間が長いほど、今年度の夫の労働時間も長い

ことが示される。統計的有意性は 10％以下であるが、夫の労働時間が長いほど、妻の就業の確

率が低くなる傾向が見て取れる。また、子供の数が多いほど、妻の家事時間が長くなることがわか

る。 

 

5 結論および政策示唆 

本章では、慶應義塾大学家計パネル調査 （KHPS2004～2006） の個票を用い、パネルデータ

の分析手法を利用し、夫の労働時間が妻の就業および家計時間配分に与える影響について実

証分析を行った。分析から得られた結論およびその政策インプリケーションは以下の通りである。 

第一に、夫の労働時間が長く、夫の家事時間が短いほど、妻の就業率は低くなる。 

第二に、夫の労働時間が長いほど、夫の家事時間が短くなる一方、妻の家事時間は長くなる。

また、共働き世帯においては、夫の労働時間が長いほど、妻の労働時間は短くなる。 

第三に、子供の数および末子の年齢は夫の労働時間に有意な影響を与えないが、子供の数

が多く、末子の年齢が小さいほど、妻の労働時間は短くなる。夫、妻とも、子供の数が多く、末子

の年齢が若いほど、家事時間は長くなる。 

第四に、高労働所得層に比べ、低労働所得層においては、夫の前年度の低労働所得に対し

て、妻の労働時間は増加しない。 

第五に、中学卒に比べ、高校および短大・高専卒の妻の労働時間が長い一方、大卒の妻の労

働時間は短い。 

分析からは、夫の長労働時間が夫の家事参加および妻の就業の阻害要因であることが示され

た。少子化のひとつの対策としてのワークライフバランスを実現するために、夫の家事参加の促進
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が重要な課題になっており、この問題に関連する労働時間制度の硬直化の問題を解決すべきで

ある。今後労働時間短縮制度や自由裁量制度などの労働時間の柔軟化制度が求められることが

示唆される。 

次に、低労働所得層に比べ、夫が高所得である場合、妻の労働時間が長くなることによって、

妻の就業状況の違いによって、世帯間の所得格差が拡大する可能性があることが示される17。 し

たがって、所得格差の拡大の問題を解決するため、低労働所得層における既婚女性の就業を促

進する政策が必要であると考えられる。 

また、低学歴者に比べ、大卒の妻の労働時間が短いことから、人的資源の浪費の問題が存在

することがうかがえる。少子高齢化の日本社会においては、男女とも、ワークライフバランスの実現

によって、社会および個々の家庭からみて男女が持つ人的資本を活用し、社会および家庭の資

源の浪費が 小化にすることが重要な課題になっていると考えられる。 

 

補論：家計生産モデル 

まず、家計効用 大化を示す推定式は式 （１） で示される。 

max );,,,( AGCTTUU wh=                                               (1) 

式 （1） では、Ｃは家計の消費財、Ｇは家計の生産財、 hT は夫の全部時間、 wT は妻の全部

時間、Ａは他の影響要因である。 

次に、Ｇの規定要因は式 (2) で表示される。 

  );,,( BHHXGG wh=                                                    (2) 

  式 (2) では、 X は家庭内生産量、 hH は夫の家事時間、 wH は妻の家事時間、 hL は夫の

労働時間、 wL は妻の労働時間、 B は他の影響要因である。 

家計全体における財および時間配分は式 （3） で示される。 

  wwhhwhwwhhffhhinout TWTWIILWLWHWHWXPCP +++<+++++ )()(     (3) 

 この一段階の条件 (first-order conditions) を以下の式 (4) ～ (10) で示す。 

cPCU λ=∂∂                                                            (4) 

xPXGGU λ=∂∂∗∂∂                                                    (5) 

hh WLU λ=∂∂                                                           (6) 

ww WLU λ=∂∂                                                           (7) 

                                                  
17  妻の就業状況と世帯間の所得格差に関する他の研究ついては、吉田・水野 （1987） は 『家計調査』 の 1985 年のデータ

を利用し、夫および妻のローレンツ曲線を算出し、妻の労働所得が世帯単位所得分布の不平等の要因になることを明らかに

している。 



 15

hh WHGGU λ=∂∂∗∂∂                                                   (8) 

ww WHGGU λ=∂∂∗∂∂                                                   (9) 

0=−−−−−−+++ wwhhwwhhinoutwwhhwh LWLWHWHWXPCPTWTWII      (10) 

A ＝ 家計効用に影響を与える他の要因 

B ＝ 家計生産に影響を与える他の要因 

outP ＝ 家計生産に投入する財の単位価格 

hW , wW ＝ 夫および妻の賃金率 

hI , wI ＝ 夫および妻の非労働所得 

hT , wT ＝ 夫および妻の時間総計 

式 （10） から、夫および妻の家計時間配分の推定式をそれぞれ導出することができる。 
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             図 1 日本男性の長時間労働の状況 

単位：％

出所：総務省　『労働力調査』　より筆者作成。

注：縦軸の値は日本男性における週労働時間が60時間以上の割合である。
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図 2 日本における生活時間配分の状況 

        

単位：時間/日

出所：　総務省 『平成13年社会生活基本調査』 を参考して筆者により作成。

注：縦軸の値は毎日の労働時間および家事時間である。単位は１日あたりの時間（時間/日）である。
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図 3 年齢階層別・日本女性の労働力率の推移 

      

単位：％

出所：総務省　『労働力調査』　の各年度版により作成。
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              表 1 標本の記述統計量 

変数 平均値 標準偏差 小 大

夫の労働時間（1週間あたり） 47.5118 21.6467 0 112.45

妻の労働時間（１週間あたり） 12.5145 18.0918 0 66.7899

夫の家事時間（１日あたり） 1.5016 3.3348 0 5.0075

妻の家事時間（1日あたり） 8.2283 5.9182 0 23

ｌｎ夫の賃金率 7.3990 1.2596 0 10.1202

ｌｎ妻の賃金率 2.8898 3.4758 0 9.8643

非労働所得（万円/年） 14.8913 57.2874 0 186.7355

夫の低労働所得層 68.51% 0 1

夫の中労働所得層 27.93% 0 1

夫の高労働所得層 3.56% 0 1

妻の低労働所得層 73.28% 0 1

妻の中労働所得層 17.49% 0 1

妻の高労働所得層 9.24% 0 1

家計外消費支出（万円/月） 21.2203 13.8987 0.2 48.0139

家計内消費支出（万円/１月） 6.3178 4.2254 0 18.9440

夫の経験年数(年間） 20.9950 7.5042 2 41

妻の経験年数（年間） 18.8222 6.6537 2 35

夫の年齢(歳） 36.3747 5.5262 19 58

妻の年齢(歳） 33.9312 4.2230 20 40

夫の中学 6.13% 0 1

夫の高校 63.93% 0 1

夫の短大・高専 6.87% 0 1

夫の大学 22.12% 0 1

妻の中学 4.84% 0 1

妻の高校 73.30% 0 1

妻の短大・高専 15.18% 0 1

妻の大学 6.67% 0 1

夫の不健康 36.53% 0 1

妻の不健康 36.30% 0 1

子供の数 1.6281 0.9709 0 6

末子の年齢 5.1953 3.5329 0 18

親との同居 0.2386 0 1

大都市 26.97% 0 1

都市 57.47% 0 1

農村 15.57% 0 1

配偶者控除制度なし 32.58% 0 1

共働き世帯 47.24% 0 1

2004年 40.23% 0 1

2005年 32.49% 0 1

2006年 27.29% 0 1

標本数 905

出所：KHPS2004－2006をプールしたデータにより作成。

注： 　2004年時点で妻の年齢が20～40歳の標本に限定。  
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     表 2 夫の労働時間・家事時間と妻の就業状況 

夫の家事時間 妻の家事時間 妻の労働時間 妻の就業率

夫の労働時間 0－35時間未満 1.21 7.08 10.69 53.19%

35－44時間 1.47 7.29 14.69 55.22%

45－54時間 1.42 8.01 12.29 47.47%

55－64時間 1.45 7.99 11.08 42.09%

65時間以上 1.14 7.89 11.94 45.65%

　　夫の労働時間 妻の家事時間 妻の労働時間 妻の就業率

夫の家事時間 0－30分 45.91 5.67 23.28 47.01%

31－60分 46.04 5.11 29.52 52.26%

61－90分 50.11 7.91 26.73 52.11%

91分以上 45.38 7.01 27.12 49.45%

出所：KHPS2004－2006をプールしたデータにより作成。

注１：2004年時点で妻の年齢が20～40歳の標本に限定。表の数値は平均値である。

　　2：夫および妻の労働時間は1週あたり労働時間（時間/週）であり、夫および妻の家事時間は1日あたり家事時間（時間/日）

　　　　である。

　　3：妻の労働時間のサンプルは働いている妻のみ。他は全サンプルによる計算。  

 

表 3 夫の労働所得階層別・妻の就業状況 

夫の労働所得 妻の就業率 妻の労働時間 妻の家事時間 妻の労働所得

0～120万円未満 58.06% 14.70 9.20 63.52

120～240万円未満 33.82% 9.06 8.26 82.60

240～360万円未満 27.73% 7.16 8.16 43.52

360～480万円未満 30.43% 7.38 7.16 58.30

480～600万円未満 27.96% 5.91 7.38 42.77

600～720万円未満 35.53% 9.46 5.91 80.51

720万円以上 30.94% 8.30 8.30 57.64

出所：KHPS2004－2006をプールしたデータにより作成。

注1：2004年時点で妻の年齢が20～40歳の標本に限定。表の数値は平均値である。

　　2：夫および妻の所得は年間労働所得（万円/年）である。

　　3：妻の労働時間は1週あたり労働時間（時間/週）であり、妻の家事時間は1日あたり家事時間（時間/日)である。  

 

表 4 夫の労働所得階層別・世帯の子供の数 

夫の労働所得 子供の数 子供0人 子供1人 子供2人 子供3人以上 合計
0～120万円未満 1.6168 15.15% 26.26% 40.40% 18.18% 100%

120～240万円未満 1.6263 11.76% 30.88% 41.18% 16.18% 100%

240～360万円未満 1.6471 11.76% 23.53% 43.70% 21.01% 100%

360～480万円未満 1.7815 15.65% 31.30% 40.00% 13.04% 100%

480～600万円未満 1.6277 11.70% 29.79% 44.68% 13.83% 100%

600～720万円未満 1.7763 11.84% 21.05% 48.68% 18.42% 100%

720万円以上 1.6168 14.58% 26.24% 44.66% 14.52% 100%

出所：KHPS2004－2006をプールしたデータにより作成。

注１：2004年時点で妻の年齢が20～40歳の標本に限定。表の数値は平均値である。

　　2：．夫の所得は年間労働所得(万円/年)である。  
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表 5  夫の労働時間および家事時間が妻の就業決定に与える影響に関する分析 

                     （ Random effects pobit analysis ） 

　　　　　　　　　推定1 推定2

係数 t値 係数 t値

夫の労働時間 -0.0040 ＋ -1.81

夫の家事時間 0.0375 * 2.08

妻の学歴（中学）

高校 -0.1089 -0.49 -0.0965 -0.43

短大・高専 -0.3912 -1.56 -0.3711 -1.48

大学以上 -0.1997 -0.68 -0.2532 -0.86

妻の経験年数 -0.0521 -0.8 -0.0529 -0.82

妻の経験年数二乗 0.0010 0.47 0.0010 0.5

妻の健康 0.1279 1.24 0.1443 1.39

夫の健康 -0.0141 -0.14 -0.0087 -0.09

非労働所得 -0.0020 ＋ -1.83 -0.0021 ＋ -1.9

子供の数 0.1068 ＋ 1.67 0.1099 ＋ 1.72

末子の年齢 0.1627 *** 8.96 0.1658 *** 9.02

親との同居 0.4482 *** 3.97 0.4587 *** 4.05

地域（大都市）

都市 0.3102 ** 2.58 0.3244 *** 2.68

農村 0.3583 * 2.22 0.3676 * 2.27

配偶者控除制度なし 0.2963 *** 2.85 0.2581 * 2.49

定数項 -0.8433 -1.57 -1.1298 * -2.12

Number of obs 1049 1049

Number of group 590 590

log likelihood -619.77 -619.28

Prob>chid2 0.0000 0.0000

Prob>chibar2 0.0000 0.0000

出所：KHPS2004－2006をプールしたデータにより作成。

注： １：2004年時点で妻の年齢が20～40歳の標本に限定。

　　　2：＋,*,**,*** はそれぞれ有意水準10％、5％、１％、0.1％を示す。

　　　3： random effects model による推定。  
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表 6  夫の労働時間が家計時間配分に与える影響－全体 

                 （panel data analysis） 

夫 　　　　　妻

　　　　　　　　　労働時間 家事時間 労働時間 　　　　　　　　　家事時間　

係数 t値 係数 t値 係数 t値 係数 t値

fixed effects model fixed effects model

夫の賃金率(推定値） 10.2469 0.64 -1.8824 -1.14 0.1759 0.02 -3.0700 -1.01

妻の賃金率（推定値） -12.2037 -0.79 -1.1489 -0.72 -7.0227 -0.69 -8.6105 *** -2.93

非勤労所得 0.0129 0.52 0.0059 * 2.32 -0.0172 -1.05 0.0067 1.42

夫の労働時間 - - -0.0100 ＋ -1.84 0.0265 0.76 0.0044 0.44

妻の労働時間 0.0613 0.76 0.0080 0.96 - - -0.0380 ** -2.49

家計内消費 0.0399 1.22 -0.0088 *** -2.63 -0.0219 -1.02 0.0077 1.24

家計外消費 0.0006 0.06 -0.0013 -1.32 0.0005 0.07 0.0002 0.09

子供の数 -0.6103 -0.42 -0.1649 -1.11 0.1004 0.11 -0.1339 -0.49

末子の年齢 -0.2683 -0.77 0.0016 0.04 1.2656 *** 5.76 -0.1003 -1.52

親との同居 -3.5077 -1.37 -0.0693 -0.26 3.1793 ＋ 1.89 -0.5110 -1.05

定数項 63.8155 0.41 23.4154 1.48 43.9285 *** 0.43 95.1616 *** 3.26

random effects model random effects model

夫の賃金率（推定値） 36.5218 0.86 0.7983 0.18 13.7918 0.48 13.7076 1.57

妻の賃金率（推定値） -70.0376 * -2.43 1.6564 0.56 -29.7210 -1.51 -6.9288 -1.17

非勤労所得 -0.0028 -0.22 0.0042 *** 3.19 -0.0168 ＋ -1.92 0.0029 1.08

夫の労働時間 - - -0.0050 -1.47 -0.0105 ＋ -0.46 0.0149 * 2.18

妻の労働時間 -0.0269 -0.55 0.0197 *** 3.97 - - -0.0495 *** -4.91

家計内消費 0.0139 0.85 0.0033 * 1.97 -0.0076 -0.67 0.0063 ＋ 1.83

家計外消費 0.0156 *** 2.63 -0.0016 *** -2.64 0.0017 0.41 0.0005 0.44

妻の学歴（中学）

高校 12.0359 *** 3.17 -0.1598 -0.41 3.4291 *** 1.32 -1.9545 * -2.50

短大・高専 19.7438 *** 3.28 -0.6822 -1.09 4.7543 *** 1.15 -1.2186 -0.98

大学以上 5.6871 1.15 0.1075 0.21 -2.2420 *** -0.66 -1.9686 -1.93

夫の学歴（中学）

高校 -4.7583 -1.39 -0.0900 -0.25 0.9157 *** 0.39 -1.4572 ＋ -2.05

短大・高専 -13.7594 -1.24 -0.1646 -0.14 -2.2693 *** -0.30 -4.9593 * -2.17

大学以上 -6.0052 -1.56 0.2179 0.55 3.2253 *** 1.22 -1.1678 -1.47

子供の数 -1.0343 -1.11 -0.1898 * -1.98 -0.2635 *** -0.41 0.0929 0.49

末子の年齢 0.1666 0.70 -0.1083 *** -4.47 1.2492 *** 7.95 -0.1365 *** -2.78

親との同居 -1.7228 -1.09 -0.0996 -0.61 3.0020 *** 2.78 -0.1645 -0.50

定数項 251.4666 0.71 -15.3113 -0.42 94.3976 0.39 -44.5106 -0.61

Number of obs 905 905 905 905

Ｆ test F(554.356)=1.91 F(554.355）=1.22 F(554.356)=1.29 F(554.355)=1.55

Prob>F=0.0000 Prob>F=0.0413 Prob>F=0.0044 Prob>F=0.0000

hausman test chi2(13)=8.91 chi2(14)=45.87 chi2(13)=10.85 chi2(14)=6.74

 Prob>chi2=0.7797  Prob>chi2=0.0000  Prob>chi2=0.6231  Prob>chi2=0.9444

R-sq：within 0.0135 0.1023 0.1342 0.0867

       between 0.0450 0.0069 0.1225 0.1330

       overrall 0.0385 0.0006 0.1274 0.1139

出所：KHPS2004－2006による推計。

注：１：2004年時点で妻の年齢が20～40歳の標本に限定。

　　　2：＋,*,**,*** はそれぞれ有意水準10％、5％、１％、0.1％を示す。

　　　3：夫の年齢、妻の年齢、夫の健康、妻の健康、地域、年代、配偶者控除制度なども説明変数として用いたが、

　　　　掲載は省略している。固定効果の推定では、学歴および年齢を除外。  
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   表 7 夫の労働時間が家計時間配分に与える影響－共働き世帯 

（panel data analysis） 

　　　　夫 　　　　　妻

　　　　　　　　　労働時間 家事時間 労働時間 　　　　　　　　　家事時間　

係数 t値 係数 t値 係数 t値 係数 t値

fixed effects model fixed effects model

夫の賃金率(推定値） 61.3443 ＋ 1.70 1.1431 0.31 23.3351 0.87 2.1914 0.34

妻の賃金率（推定値） -57.6865 -1.41 -2.6605 -0.65 -47.5047 -1.61 -6.8724 -0.94

非勤労所得 0.1031 1.51 -0.0231 *** -3.38 -0.1047 * -2.15 0.0159 1.30

夫の労働時間 - - -0.0218 ＋ -1.78 0.0430 0.48 0.0114 0.52

妻の労働時間 0.0813 0.48 0.0106 ＋ 0.63 - - -0.0188 -0.62

家計内消費 0.1932 * 2.32 -0.0229 *** -2.68 0.0160 0.25 -0.0175 -1.14

家計外消費 -0.0076 -0.32 0.0014 0.58 -0.0150 -0.88 -0.0028 -0.66

子供の数 -3.7095 -1.14 0.2941 0.90 -3.6606 -1.55 0.8467 1.45

末子の年齢 0.4662 0.58 -0.0078 -0.10 -0.0553 -0.09 0.1157 0.81

親との同居 -9.0323 -1.51 0.5753 0.96 -0.3845 -0.09 -1.5401 -1.43

定数項 18.3975 0.05 7.3830 0.20 187.8890 0.70 37.8217 0.57

random effects model random effects model

夫の賃金率（推定値） 48.0447 0.65 4.3471 0.56 -51.6842 -0.94 9.2314 0.69

妻の賃金率（推定値） -99.3270 * -2.46 2.5587 0.60 -0.8887 -0.03 -9.3092 -1.26

非勤労所得 0.0247 0.77 -0.0008 -0.24 -0.0387 ＋ -1.61 0.0052 0.90

夫の労働時間 - - -0.0014 ＋ -0.26 -0.0687 ＋ -1.74 0.0165 ＋ 1.72

妻の労働時間 0.1224 ＋ 1.74 0.0208 *** 2.81 - - -0.0189 -1.48

家計内消費 0.0433 1.56 0.0049 ＋ 1.67 0.0141 0.68 -0.0001 -0.02

家計外消費 0.0189 ＋ 1.82 -0.0009 -0.85 0.0097 1.24 0.0004 0.23

妻の学歴（中学）

高校 8.1935 1.46 0.3729 0.63 3.3603 0.80 -1.8502 ＋ -1.82

短大・高専 17.3778 * 2.07 -0.2066 -0.23 4.3675 0.69 -1.4866 -0.97

大学以上 -7.4588 -0.93 1.0743 1.27 3.8409 0.64 -2.4538 ＋ -1.69

夫の学歴（中学）

高校 -3.5784 -0.65 -0.8536 -1.46 3.9069 0.94 -1.6340 ＋ -1.63

短大・高専 -10.3222 -0.54 -1.6415 -0.82 15.4342 1.08 -4.6994 -1.37

大学以上 -3.8332 -0.61 -0.0393 -0.06 8.1061 ＋ 1.71 -1.4833 -1.29

子供の数 -1.3894 -0.97 -0.0215 -0.14 -2.8443 *** -2.67 0.2400 0.92

末子の年齢 0.5997 ＋ 1.79 -0.1200 *** -3.40 -0.0572 -0.23 -0.0824 -1.35

親との同居 0.4121 0.19 -0.0696 -0.30 -0.4309 -0.26 -0.0881 -0.22

定数項 357.2125 0.61 -48.4057 -0.78 400.1104 0.90 7.7693 0.07

Number of obs 379 379 379 379

Ｆ test F(300.65)=1.10 F(300．64）=1.31 F(300.65)=1.19 F(300.64)=1.18

Prob>F=0.0000 Prob>F=0.0996 Prob>F=0.0044 Prob>F=0.0000

hausman test chi2(13)=7.33 chi2(14)=35.28 chi2(13)=10.32 chi2(14)=6.12

 Prob>chi2=0.8846  Prob>chi2=0.0013  Prob>chi2=0.6676  Prob>chi2=0.9634

R-sq：within 0.1782 0.3001 0.1087 0.01333

       between 0.0507 0.0171 0.1265 0.1779

       overrall 0.072 0.0046 0.1322 0.1269

出所：KHPS2004－2006による推計。

注：１：2004年時点で妻の年齢が20～40歳の標本に限定。

　　　2：＋,*,**,*** はそれぞれ有意水準10％、5％、１％、0.1％を示す。

　　　3：夫の年齢、妻の年齢、夫の健康、妻の健康、地域、年代、配偶者控除制度なども説明変数として用いたが、

　　　　掲載は省略している。固定効果の推定では、学歴および年齢を除外。  
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表 8  夫の労働時間が家計時間配分に与える影響－専業主婦世帯 

（ panel data analysis） 

夫 妻

　　　　　　　　　労働時間 家事時間 　　　　　　　　　家事時間　

係数 t値 係数 t値 係数 t値

fixed effects model fixed effects model

夫の賃金率(推定値） -29.1664 -1.23 -1.3453 -0.54 -1.8756 -0.37

非勤労所得 0.0203 0.62 0.0065 + 1.90 -0.0043 -0.61

夫の労働時間 - - -0.0145 + -1.65 0.0271 1.49

家計内消費 0.0003 0.01 -0.0060 -1.11 0.0368 *** 3.33

家計外消費 0.0135 0.88 -0.0025 -1.56 0.0058 + 1.77

子供の数 -0.6335 -0.31 -0.5181 * -2.46 -0.2206 -0.51

末子の年齢 -0.4915 -0.93 0.0163 0.30 -0.3277 *** -2.88

親との同居 -3.4895 -0.85 0.1975 0.46 -0.2317 -0.26

定数項 296.6589 + 1.62 11.3989 0.60 24.3587 0.62

random effects model random effects model

夫の賃金率（推定値） -8.3823 -0.17 2.4518 0.50 -51.6842 -0.94

非勤労所得 -79.5434 * -2.09 0.0021 1.48 -0.0387 ＋ -1.61

夫の労働時間 0.0205 1.48 0.0011 0.24 0.0687 ＋ 1.74

家計内消費 -0.0018 -0.09 0.0022 1.13 0.0141 0.68

家計外消費 0.0124 + 1.83 -0.0012 + -1.76 0.0097 1.24

妻の学歴（中学）

高校 15.3119 *** 3.09 -0.7605 + -1.84 0.80

短大・高専 23.4903 *** 2.93 -1.0785 * -2.40 3.3603 0.69

大学以上 7.9771 1.33 -0.9358 + -1.82 4.3675 0.64

夫の学歴（中学） 3.8409

高校 -4.8731 -1.17 0.2012 0.48 0.94

短大・高専 -6.6294 -0.51 -0.2555 -0.19 3.9069 1.08

大学以上 -7.4213 -1.61 0.0699 0.15 15.4342 ＋ 1.71

子供の数 -0.6957 -0.61 -0.2336 * -2.01 8.1061 -2.67

末子の年齢 -0.0501 -0.15 -0.0551 + -1.93 -2.8443 -0.23

親との同居 -1.7931 -0.82 -0.0716 -0.32 -0.0572 -0.26

定数項 669.6745 1.58 -16.9621 -0.45 400.1104 0.90

Number of obs 526 526 526

Ｆ test F(381 .139)=1.23 F(381．138）=1.14 F(381.138)=1.90

Prob>F=0.0729 Prob>F=0.0996 Prob>F=0.0000

hausman test chi2(11)=10.07 chi2(12)=28.91 chi2(12)=18.42

 Prob>chi2=0.5243  Prob>chi2=0.0041  Prob>chi2=0.1035

R-sq：within 0.0775 0.1582 0.0561

       between 0.0610 0.0004 0.0667

       overrall 0.0568 0.0027 0.0587

出所：KHPS2004－2006による推計。

注：１：2004年時点で妻の年齢が20～40歳の標本に限定。

　　　2：＋,*,**,*** はそれぞれ有意水準10％、5％、１％、0.1％を示す。

　　　3：夫の年齢、妻の年齢、夫の健康、妻の健康、地域、年代、配偶者控除制度なども説明変数として用いたが、

　　　　掲載は省略している。固定効果の推定では、学歴および年齢を除外。  

 

  

 



 27

      表 9  夫の労働時間が家計時間配分に与える影響－全体 

                 （dynamic panel data analysis） 

          夫            妻

労働時間 家事時間 労働時間 家事時間　

全体 係数 t値 係数 t値 係数 t値 係数 t値

時間ラグ項 -0.0015 -0.03 -0.0683 -0.66 -0.0016 -0.03 0.0279 0.45

夫の労働所得（低所得層）

中労働所得 1.5603 0.63 -0.0946 -0.28 1.3931 0.65 -0.2199 -0.36

高労働所得 -10.5262 -1.52 1.1324 1.16 3.4784 0.59 1.3586 0.77

妻の労働所得（低所得層）

中労働所得 -7.7350 *** -2.60 -0.2522 -0.58 0.1104 0.04 0.5549 0.71

高労働所得 3.1530 0.72 -0.4584 -0.80 -2.4748 -0.63 -0.1610 -0.15

非勤労所得 -0.0171 -0.54 -0.0016 -0.42 0.0443 1.53 -0.0077 -1.10

家計内消費 0.0296 1.39 0.0031 0.94 0.0344 ＋ 1.90 0.0004 0.07

家計外消費 0.0174 ＋ 1.81 -0.0014 -0.99 0.0040 0.46 -0.0031 -1.21

夫の労働時間 - - -0.0146 * -1.70 -0.0345 ＋ -0.68 0.0091 0.58

妻の労働時間 -0.0933 -1.43 0.0099 1.13 - - -0.1074 *** -6.77

夫の学歴（中学）

高校 -4.7756 -0.93 -0.2866 -0.39 -2.7629 -0.61 0.5176 0.38

短大・高専 -6.5132 -1.03 1.0744 1.18 -7.9491 -1.43 0.7392 0.45

大学以上 -5.9390 -1.04 -0.2231 -0.28 -7.4059 -1.47 0.6253 0.43

妻の学歴（中学）

高校 -4.5784 -0.62 0.2023 0.20 -2.0406 -0.30 -0.7801 -0.42

短大・高専 -10.2414 -1.30 0.4144 0.38 -4.0132 -0.56 -1.0215 -0.52

大学以上 2.0931 0.25 0.0869 0.07 -1.4350 -0.19 -1.1101 -0.52

子供の数 -1.3839 -1.09 0.2864 1.68 -6.5097 *** -5.95 1.9771 *** 6.37

末子の年齢 -0.2440 -0.82 -0.0282 -0.64 -0.2255 -0.84 0.0126 0.16

親との同居 2.0586 0.74 -0.6590 ＋ -1.73 8.3862 *** 3.43 -0.9631 -1.39

夫の年齢 0.1886 0.68 -0.0119 -0.28 0.0273 0.11 -0.0940 -1.24

妻の年齢 -0.3774 -1.01 -0.0607 -1.11 0.1805 0.55 -0.0116 -0.12

夫の不健康 -4.0886 ＋ -1.73 0.1403 0.42 -0.5878 -0.28 -0.1935 -0.32

妻の不健康 -1.8808 -0.81 -0.5615 ＋ -1.72 0.6566 0.32 -0.2121 -0.36

地域（大都市）

都市 1.2553 0.49 -0.6403 ＋ -1.77 5.8774 *** 2.63 -1.2213 ＋ -1.86

町村 1.2195 0.33 -0.3402 -0.68 8.9428 *** 2.82 -2.4604 *** -2.72

定数項 67.8809 *** 5.09 5.1640 *** 2.72 15.1298 1.23 13.0711 *** 3.78

Number of obs 436 436 436 436

LR test  Prob>Chiba 0.0000 0.0060 0.0000 0.0000

log likelihood -1233.1783 -1114.8016 -1265.68 -1374.39

出所：KHPS2004－2006による推計。

注： １：2004年時点で妻の年齢が20～40歳の標本に限定。

　　　2：＋,*,**,*** はそれぞれ有意水準10％、5％、１％、0.1％を示す。

　　　3：Dynamic panel data analysisのMLEモデルを利用した。

　　　4：夫および妻の労働所得、非労働所得は前年度の値である。

　　　5：時間ラグはそれぞれの被説明変数の前年度時間値である。  
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 表 10  夫の労働時間が家計時間配分に与える影響－共働き世帯 

                 （dynamic panel data analysis） 

          夫            妻

労働時間 家事時間 労働時間 家事時間　

全体 係数 t値 係数 t値 係数 t値 係数 t値

時間ラグ項 -0.0759 -1.04 0.1034 0.88 0.0093 0.17 0.0498 0.72

夫の労働所得（低所得層）

中労働所得 5.5242 1.47 -0.0535 -0.14 -0.3414 -0.13 0.7034 1.15

高労働所得 -13.8523 -1.04 -0.6341 -0.57 17.3423 * 2.19 0.0116 0.01

妻の労働所得（低所得層）

中労働所得 -5.8608 -1.29 -0.5247 -1.14 -3.5169 -1.12 -0.4412 -0.6

高労働所得 3.6858 0.57 -0.0324 -0.05 -8.5222 ＋ -1.79 -0.3076 -0.31

非勤労所得 -0.0747 -1.43 -0.0007 -0.21 0.1159 *** 3.02 -0.0072 -1.25

家計内消費 0.0554 ＋ 1.6 -0.0036 -0.94 0.0500 * 2 -0.0091 -1.49

家計外消費 -0.0048 -0.27 0.0015 0.88 0.0228 ＋ 1.81 -0.0003 -0.11

夫の労働時間 - - -0.0203 * -2.24 0.0401 0.66 0.0299 * 2.05

妻の労働時間 -0.0576 -0.48 0.0298 *** 2.87 - - -0.0424 ** -2.53

夫の学歴（中学）

高校 -3.7748 -0.53 -0.5485 -0.76 4.7393 0.92 1.1610 1

短大・高専 -8.0275 -0.91 -1.1755 -1.29 -1.7128 -0.27 0.3697 0.25

大学以上 -4.9407 -0.62 -0.1191 -0.15 -6.1134 -1.07 0.1734 0.14

妻の学歴（中学）

高校 -15.2189 -1.35 -0.1075 -0.09 -8.7190 -1.07 2.5437 1.29

短大・高専 -21.0840 ＋ -1.77 0.2269 0.18 -16.4267 ＋ -1.9 2.1191 1.04

大学以上 -3.6576 -0.29 0.2270 0.17 -13.5727 -1.54 1.6643 0.76

子供の数 -0.5571 -0.28 0.5809 *** 3.26 -5.0572 *** -3.73 2.5059 *** 8.71

末子の年齢 -0.6891 -1.49 -0.0477 -0.93 0.1194 0.36 0.0794 0.96

親との同居 2.3628 0.57 -0.5080 -1.31 5.8224 * 1.96 0.2078 0.33

夫の年齢 0.0657 0.16 -0.0327 -0.72 0.0024 0.01 -0.1638 * -2.26

妻の年齢 -0.5111 -0.94 -0.0740 -1.3 -0.0598 -0.15 0.0320 0.35

夫の不健康 -6.8461 ＋ -1.74 0.4838 1.32 -2.7905 -1 -0.4455 -0.75

妻の不健康 -0.0711 -0.02 -0.1875 -0.52 -0.6647 -0.24 -0.6209 -1.07

地域（大都市）

都市 -1.0341 -0.24 -0.3853 -0.92 5.0832 ＋ 1.67 -0.8324 -1.23

町村 -7.4301 -1.24 -0.1641 -0.31 9.6175 * 2.22 -1.5569 ＋ -1.81

定数項 95.8415 *** 4.37 5.1926 * 2.29 30.6635 ＋ 1.88 5.5061 1.49

Number of obs 204 204 204 204

LR test  Prob>Chiba 0.0000 0.0060 0.0000 0.0000

log likelihood -570.3766 -456.5280 -535.4782 -1374.39

出所：KHPS2004－2006による推計。

注： １：2004年時点で妻の年齢が20～40歳の標本に限定。

　　　2：＋,*,**,*** はそれぞれ有意水準10％、5％、１％、0.1％を示す。

　　　3：Dynamic panel data analysisのMLEモデルを利用した。

　　　4：夫および妻の労働所得、非労働所得は前年度の値である。

　　　5：時間ラグはそれぞれの被説明変数の前年度時間値である。  
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表 11  夫の労働時間が家計時間配分に与える影響－専業主婦世帯 

                  （dynamic panel data analysis） 

          夫 妻

労働時間 家事時間 家事時間　

全体 係数 t値 係数 t値 係数 t値

時間ラグ項 0.1030 * 1.89 -0.1568 -0.99 -0.0481 -0.51

夫の労働所得（低所得層）

中労働所得 -4.7459 -1.58 -0.3670 -0.68 -1.4199 -1.39

高労働所得 0.0622 0.01 -0.4265 -0.27 2.6261 0.86

非勤労所得 0.0287 0.76 -0.0067 -0.86 -0.0023 -0.16

家計内消費 -0.0156 -0.64 0.0051 1.05 0.0048 0.52

家計外消費 0.0218 * 2.13 -0.0034 ＋ -1.6 -0.0042 -1.05

夫の労働時間 - - -0.0025 ＋ -0.16 0.0035 0.12

夫の学歴（中学）

高校 -9.8646 -1.44 0.1610 0.13 -0.4340 -0.18

短大・高専 -3.6513 -0.45 2.4398 1.59 0.7529 0.26

大学以上 -6.8501 -0.92 -0.1537 -0.11 0.2498 0.10

妻の学歴（中学）

高校 -1.1580 -0.13 1.0150 0.68 -0.7610 -0.27

短大・高専 -0.2958 -0.03 1.2149 0.75 -0.3514 -0.11

大学以上 1.8481 0.18 0.3613 0.2 -0.6691 -0.20

子供の数 -0.3886 -0.25 0.0962 0.33 1.4484 *** 2.64

末子の年齢 0.0731 0.21 -0.0592 -0.88 -0.0648 -0.51

親との同居 -2.4738 -0.75 -0.6839 -1.03 -1.4416 -1.16

夫の年齢 0.0687 0.21 0.0267 0.41 0.0175 0.14

妻の年齢 0.1035 0.22 -0.0043 -0.05 -0.1000 -0.60

夫の不健康 -7.8354 *** -2.96 -0.0597 -0.11 0.4741 0.48

妻の不健康 -3.9392 -1.48 -0.5700 -1.11 0.5783 0.60

地域（大都市）

都市 1.6650 0.59 -0.9857 ＋ -1.8 -1.7208 ＋ -1.64

町村 8.4199 ＋ 1.93 -0.6521 -0.81 -2.8408 ＋ -1.84

定数項 53.8262 *** 3.49 1.5010 0.52 15.2743 *** 2.84

Number of obs 232 232 232

LR test  Prob>Chiba 0.0000 0.0060 0.0000

log likelihood -618.0611 -603.3128 -747.46

出所：KHPS2004－2006による推計。

注： １：2004年時点で妻の年齢が20～40歳の標本に限定。

　　　2：＋,*,**,*** はそれぞれ有意水準10％、5％、１％、0.1％を示す。

　　　3：Dynamic panel data analysisのMLEモデルを利用した。

　　　4：夫および妻の労働所得、非労働所得は前年度の値である。

　　　5：時間ラグはそれぞれの被説明変数の前年度時間値である。  

 

 

 

  

 


