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要旨 

女性の幸福度や生活満足度は、結婚や出産といったライフイベントの発生前後でどのように変わってい

くのであろうか。そしてその時、所得の変化や労働時間、家事時間の違いなどによって生活満足度と幸福

度の間でどのような違いが生じるのであろうか。これらの問いを明らかにすることが本稿の目的である。

本研究では、人々は生活満足度と幸福度を高くするために行動していると仮定している。現在、少子化や

晩婚化、非婚化が問題になっているが、これらは結婚や出産をしても、生活満足度や幸福度が必ずしも高

くなるとは限らないことが原因の一つとして生じている。そこで本研究は、まだ明らかにされていない生

活満足度と幸福度のライフイベント前後の変化や、ライフイベント前後の各時期におけるその規定要因を

分析し、どのようなケースにおいて、結婚や出産を通じて生活満足度と幸福度が高い水準を維持できるの

かを示すことで、以上の問題の解決につなげたいと考えている。  

本稿の特徴として、個人の異質性を考慮しながら、ライフイベントの発生前後に目を向けて、固定効果

モデルを使用して、生活満足度と幸福度の変化を分析している点があげられる。さらに、ライフイベント

の発生前、発生当時、発生後において、生活満足度と幸福度に影響を与える規定要因が何かを分析するた

めに、ライフイベントの時期ごとにサブサンプルを作成して、順序ロジットモデルの推定もおこなってい

る。  

実証分析の結果、以下のことがわかった。1）第一子出産が幸福度に与える影響を除いて、結婚と第一子
出産それ自体による生活満足度と幸福度への影響は、他の説明要因をコントロールするとその影響力を低

下させていることがわかった。2）セットポイント仮説の整合性を検討すると、結婚においては現実と整合
的であることがわかったが、出産においてはそのような結果は得られていない。3）女性本人の所得、夫の
所得などの経済的な要因は生活満足度と幸福度を高める。逆に、女性本人の家事時間や夫の家事時間の影

響は小さく、たとえ、夫の家事時間を延ばしたとしても、生活満足度と幸福度を大きく高めることには必

ずしもつながらない。4）年齢に対して生活満足度と幸福度はU字型をしている。 
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ライフイベントと女性の生活満足度・幸福度の変化およびその要因 

―「消費生活に関するパネル調査」を使用した実証分析―* 

 

樋口美雄†、萩原里紗‡ 
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【要旨】 

 

女性の幸福度や生活満足度は、結婚や出産といったライフイベントの発生前後でどのよ

うに変わっていくのであろうか。そしてその時、所得の変化や労働時間、家事時間の違い

などによって生活満足度と幸福度の間でどのような違いが生じるのであろうか。これらの

問いを明らかにすることが本稿の目的である。本研究では、人々は生活満足度と幸福度を

高くするために行動していると仮定している。現在、少子化や晩婚化、非婚化が問題にな

っているが、これらは結婚や出産をしても、生活満足度や幸福度が必ずしも高くなるとは

限らないことが原因の一つとして生じている。そこで本研究は、まだ明らかにされていな

い生活満足度と幸福度のライフイベント前後の変化や、ライフイベント前後の各時期にお

けるその規定要因を分析し、どのようなケースにおいて、結婚や出産を通じて生活満足度

と幸福度が高い水準を維持できるのかを示すことで、以上の問題の解決につなげたいと考

えている。 

本稿の特徴として、個人の異質性を考慮しながら、ライフイベントの発生前後に目を向

けて、固定効果モデルを使用して、生活満足度と幸福度の変化を分析している点があげら

れる。さらに、ライフイベントの発生前、発生当時、発生後において、生活満足度と幸福

度に影響を与える規定要因が何かを分析するために、ライフイベントの時期ごとにサブサ

ンプルを作成して、順序ロジットモデルの推定もおこなっている。 

実証分析の結果、以下のことがわかった。1）第一子出産が幸福度に与える影響を除いて、

結婚と第一子出産それ自体による生活満足度と幸福度への影響は、他の説明要因をコント

ロールするとその影響力を低下させていることがわかった。2）セットポイント仮説の整合

性を検討すると、結婚においては現実と整合的であることがわかったが、出産においては

そのような結果は得られていない。3）女性本人の所得、夫の所得などの経済的な要因は生

活満足度と幸福度を高める。逆に、女性本人の家事時間や夫の家事時間の影響は小さく、

たとえ、夫の家事時間を延ばしたとしても、生活満足度と幸福度を大きく高めることには

必ずしもつながらない。4）年齢に対して生活満足度と幸福度は U 字型をしている。 

                                                   
* 本稿は、公益財団法人家計経済研究所が実施した「消費生活に関するパネル調査」の個票データを用い

た。データを利用させてくださった公益財団法人家計経済研究所には深く感謝の意を表したい。また、本

文にある誤りは全て筆者に帰するものである。 
† 慶應義塾大学商学部教授。 
‡ 慶應義塾大学大学院商学研究科後期博士課程 2 年。日本学術振興会特別研究員 DC1。連絡先：東京都港

区三田 2－15－45、hagi09291985@z2.keio.jp。 
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第１節 はじめに 

 

女性の幸福度や生活満足度は、結婚や出産といったライフイベントの発生前後でどのよ

うに変わっていくのであろうか。そしてその時、所得の変化や労働時間、家事時間の違い

などによって生活満足度と幸福度の間でどのような違いが生じるのであろうか。これらの

問いを明らかにすることが本稿の目的である。本研究では、人々は生活満足度と幸福度を

高くするために行動していると仮定している1。現在、少子化や晩婚化、非婚化が問題にな

っているが、これらは結婚や出産をしても、生活満足度や幸福度が必ずしも高くなるとは

限らないことが原因の一つとして生じている。そこで本研究は、まだ明らかにされていな

い生活満足度と幸福度のライフイベント前後の変化や、ライフイベント前後の各時期にお

けるその規定要因を分析し、どのようなケースにおいて、結婚や出産を通じて生活満足度

と幸福度が高い水準を維持できるのかを明示することで、以上の問題の解決につなげたい

と考えている。 

本稿の特徴として、個人の異質性を考慮しながら、ライフイベントの発生前後に目を向

けて、生活満足度と幸福度の変化を分析している点があげられる。日本におけるこの分野

の研究は、これまで順序ロジットモデルによる分析をおこない、異個人間の生活満足度と

幸福度が比較されてきた。しかし、ライフイベントが生活満足度や幸福度に影響すること

を分析するには、同一個人がある状態から別の状態に変化すること（たとえば、結婚する

ことによる無配偶から有配偶になる変化）によって、生活満足度や幸福度がどう変わるの

かについての分析が必要である。また、Lucas(2007)などのセットポイント仮説の検証を

おこなった海外の先行研究で指摘されているように、分析の対象期間はイベントの直前と

直後だけではなく数年間を分析対象にしなければ、ライフイベントのショックが継続する

長さを捉えることや変化のパターンが一様なのか（線形なのかどうかだけではなく、もし

変化が波形ならば、波ごとに振れ幅が異なるのか）を明らかにすることはできない。さら

に、主観的データを使用していることから、個人差を取り除く必要があり、そのためには

計量経済学の手法を使用して分析を行わなくてはならない。そこで本稿では、同一個人を

長期にわたって追跡調査したパネルデータを用い、ライフイベントの発生何年目なのかを

示すダミー変数を説明変数に加えて、固定効果モデルを推定する。さらに、ライフイベン

トの発生前、発生当時、発生後において、生活満足度と幸福度に影響を与える規定要因が

何かを分析するために、順序ロジットモデルの推定もおこなう。 

本稿の構成は以下のとおりである。次節では、結婚、出産、離婚、死別といったライフ

イベント、生活満足度や幸福度などに関連する先行研究を紹介する。第 3 節では、分析に

使用する（公財）家計経済研究所「消費生活に関するパネル調査」についての説明と、結

                                                   
1 生活満足度や幸福度を使用する際には、富岡(2010)で言及されているように、個人の真の効用を示して

いるとは限らないが、先行研究同様に本稿においても本稿の分析で使用する生活満足度や幸福度を効用の

代理指標とみなして分析をおこなう。また、一般に効用に関して、基数的効用と序数的効用の議論が交わ

されるが、本稿では基数的効用の代理指標として生活満足度と幸福度を扱う。 
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婚、離婚・別居、夫との死別、第一子出産前後の生活満足度と幸福度の変化について記述

統計を作成して確認する。その際、Lucas(2007)ではドイツとイギリスのパネルデータを

使用して生活満足度の変化を図示しているので、日独英の生活満足度の比較をおこなう。

第 4 節では実証分析に使用するサンプルと推定方法について説明する。第 5 節では第 3 節

でコントロールできていなかった他の要因を一定とした場合に、ライフイベント前後の生

活満足度、幸福度はどのように変化しているのか、ライフイベントの発生前、発生時、発

生後ごとにサブサンプルを作成して生活満足度と幸福度に影響を与える規定要因が何なの

かについて実証分析をおこなう。最後に、第 6 節では本稿のまとめをおこなう。 

 

第２節 先行研究 

 

本節では、パネルデータを使用して生活満足度や幸福度の変化を結婚、出産、離婚、死別の

前後で比較している先行研究を紹介する。 

まず、日本の先行研究を紹介する。山口(2009)では、（公財）家計経済研究所の「消費生

活に関するパネル調査」を使用して、夫婦関係満足度を経済的幸福度と精神的幸福度に分

解して、その規定要因と妻の出産に与える影響について分析した。それによると、①夫婦

関係満足度が高いと第一子と第二子の出産意欲を高めるが、第三子には影響せず、夫への

精神的信頼度が高いと既にいる子ども数に限らず出産意欲を高めるが、夫への経済力信頼

度は第一子の出産意欲を高め、それ以降の出産意欲には影響を及ぼさない。②夫婦関係満

足度に影響するものは、夫婦の共有生活活動数2、結婚継続年数、第一子の出産、夫婦の平

日会話時間、夫婦の休日共有生活時間の総計、失業、夫の育児分担割合、世帯の預貯金・

有価証券額、夫の収入である。③第一子出産によって夫婦関係満足度は低下し、その低下

幅は専業主婦の方が大きい。また、本稿と同じように夫の労働時間の減少に伴う所得の低

下を補うために、何をどの程度まで行えば所得が低下する前と同じ夫婦幸福度を維持でき

るかどうかを山口(2009)では調べている。それによると、夫の月収が 10 万円減少した場合、

①夫婦の一日の会話時間を 16 分長くする、②妻が大切に過ごしていると思える休日の夫

婦一緒に生活する時間を 54 分長くする、③夫の家事・育児の分担割合を 3%多くする、④

妻が大切に過ごしていると思える平日の夫婦一緒に食事をする時間とくつろぎの時間を 6

日に一日増やす、⑤世帯の預貯金・有価証券額を約 130 万円増やすことで、所得が減少す

る前と同じ効用水準を維持できると推計している。 

白石・白石(2009)は、山口(2009)と同じ「消費生活に関するパネル調査」を使用してい

るが、研究対象とする幸福度を山口(2009)の夫婦関係満足度ではなく、幸福度と生活満足

度を使用して順序プロビットモデルによる分析をしている。推定結果からは、所得、消費

水準が高く、結婚をしているほうが、幸福度と生活満足度は高いことが確認されている。

                                                   
2 生活活動数とは、休日の「くつろぎ」「家事・育児」「趣味・娯楽・スポーツ」、平日の「食事」「くつろ

ぎ」のことを指す。 
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就業することにより幸福度は低下するが、同じ就業者でも、既婚女性のほうが未婚女性よ

りも幸福度の低下幅が小さい。他にも、子どもがいることで幸福度は高まるが、生活満足

度は下がる効果があることや、夫の家事育児への参加の度合いが高いと既婚女性の幸福度

は高まることを見つけている。 

本稿と同様の趣旨で結婚や出産といったライフステージの変化が人々の幸福度や充実度

に及ぼす影響を日米で比較研究している分析に亀坂・吉田・大竹(2009)がある。この分析

結果によると、日米共通して幸福度や充実度を配偶者の存在や良好な健康状態は高め、失

業や喫煙、就業は下げることが指摘されている。しかし、子どもの存在に関しては、幸福

度や充実度を日本では高めているものの、アメリカでは子どもの存在は影響していないこ

と、就業に関しては、日本では女性が就業することで充実度が上がる一方、アメリカでは

下がることの 2 点において異なっていると指摘している。ただし、この研究では固定効果

順序ロジットを使用しているものの、本稿が着目しているライフイベントのショックがど

の程度の期間継続するのか、変化のパターンが一様なのかについては検証していない。 

海外の先行研究では、生活満足度は平均周辺を推移していてライフイベントが起こった

時には平均から乖離するが、イベント前の平均水準にいずれは戻ると考えるセットポイン

ト仮説（set point theory）を階層線形モデル（Hierarchical Linear Model: HLM）を用

いて検証している3。Zimmermann and Easterlin(2006)では、「German Socio Economic 

Panel Studies」を使用し、ドイツにおける生活満足度と同居、結婚、離婚との関係を本稿

と同様にライフイベント前後における幸福度の変化について分析している。分析の結果、

結婚後 2 年間が経過するまではいわゆるハネムーン期間に当たるため生活満足度は高まる

が、その後、結婚 1 年前の生活満足度の水準になっている。Lucas and Clark(2006)でも、

結婚の生活満足度を上げる効果は一時的なもので、上昇し続けることはないと結論してい

る。しかし、彼らが分析上定めた生活満足度の水準（結婚 3 年前）よりも結婚 2 年後の生

活満足度の水準は高いことが確認されている。これに関して、同じパネルデータを使用し

た Lucas et al.(2003)や他のクロスセクションデータやプールドデータを分析に使用して

異個人間を比較した研究で言われている、有配偶者は無配偶者よりも生活満足度が高いと

いう結論を支持しているとも言える。なお、彼らの分析では子どもが生活満足度に与える

影響は確認されていない。Lucas(2005)では、離婚前後の生活満足度の変化を見ており、

離婚後は離婚前の生活水準よりも低い水準で推移していることを明らかにしている。

Lucas et al.(2003)では配偶者との死別による生活満足度の変化を見ており、死を受け入れ

るのには 7 年もの歳月がかかることを指摘している。 

 先行研究の多くはクロスセクションデータやプールドデータを使用し、異個人間で生活満足度

や幸福度を比較していた。主な結論としては、結婚を経験した人は経験していない人よりも、生活

満足度、幸福度が高い一方で、離婚や死別を経験した人は低いことを挙げている。また、これら

のデータを使用しての推定において、夫の所得が高い場合や夫の家事・育児時間が長い場合に

                                                   
3 Lucas(2007)では、セットポイント仮説を検証した自身の先行研究を紹介している。 
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妻の生活満足度、幸福度は高いということが分かっている。次節ではデータを使用して、生活満

足度や幸福度の変化とその規定要因が何かを考える。 

 

第３節 データに基づくファクトファインディング 

 

生活満足度と幸福度を高めることは、現在問題となっている少子化や晩婚化、非婚化の

解決につながると考えられる。それでは、生活満足度と幸福度はいつ、どのような動きを

見せるのであろうか。ここでは、ライフイベント前後の生活満足度と幸福度の変化だけで

なく、既婚者に限って調査されている夫婦関係満足度、本人と夫の所得、労働時間、家事

時間、本人の就業率の変化も確認して、生活満足度と幸福度の規定要因が何かも考察する4。

なお、分析対象とするライフイベントには、結婚、離婚・別居、夫との死別、第一子出産

の 4 つを採用した。 

本稿で使用するデータは（公財）家計経済研究所の「消費生活に関するパネル調査」の

1993 年から 2009 年まで調査が続けられているパネルデータである。この調査は 1993 年

に 24 歳から 34 歳であった女性を対象に調査をおこなっている。1993 年から 2009 年の間

に 3 回、サンプルが追加されている。具体的には 1997 年に 24 歳から 27 歳、2003 年に

24 歳から 29 歳、2008 年に 24 歳から 28 歳の女性が新規サンプルとして追加されている。

調査している生活満足度、幸福度、夫婦関係満足度の調査項目、質問および選択肢、調査

年は表 1 のとおりである。 

 

＜表 1 挿入＞ 

 

表 2 から表 5 には結婚、離婚・別居、夫との死別、第一子出産の順に、生活満足度など

の変化を表している。調査年の－3、－2、－1、0、1、2、3 は、ライフイベントが起こっ

た年を 0 とし、それを基準に、たとえば、－1 はライフイベントが起こる 1 年前、1 はラ

イフイベントが起こった 1 年後を表している。 

 

第１項 結婚 

 

表 2 は結婚前後の生活満足度などの変化を見たものである。表 2 を見ると、結婚年に近

付くにつれて生活満足度と幸福度は高まっており、結婚年に最も水準が高くなっている。

両者とも結婚後は年数がたつにつれて下がる傾向にあるが、結婚前後 3 年間を見る限り結

婚前よりも結婚後において高い水準を示している。また、夫婦関係満足度は結婚年以降、

下がり続けている。女性本人の所得は低下しているのに対し、夫の所得は増加している。

                                                   
4 色川(2004)によれば、「消費生活に関するパネル調査」の生活満足度と幸福度に関して、生活満足度は

情緒的な影響に加えて経済的な影響を反映し、幸福度は情緒面を強く反映している。 
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本人の労働時間と家事時間を見ると、労働時間は減少するのに対し、家事時間は増加して

いる。本人の就業率についても、労働時間と同じく、減少している。一方、夫の労働時間

と家事時間を見ると、結婚後も変化は大きく見られない。強いて言うならば、夫の家事時

間が徐々にではあるが増加している。以上をまとめると、結婚前よりも後のほうが女性の

生活満足度と幸福度は高くなっているが、これは結婚自体の影響に加え、夫の両方の所得

の上昇や夫の家事の増加が女性の生活満足度、幸福度に対して正の影響を及ぼしているた

めであるとも考えられる。 

 

＜表 2 挿入＞ 

 

第 2 項 離婚・別居 

 

表 3 は離婚・別居5前後の生活満足度などの変化を見たものである。生活満足度と幸福度

は、離婚・別居する 1 年前に近づくにつれて低下し、離婚・別居年以降、上昇に転じてい

る。離婚・別居の場合、生活満足度と幸福度に違いが見られ、生活満足度の上がり方は幸

福度の上がり方よりも大きくなっている。夫婦関係満足度は、離婚・別居年まで下がり続

けている。女性本人と夫の所得は表 2 の結婚の場合と同様に、観察期間中両方とも増加し

ている。しかし、結婚の場合と異なる点もあり、結婚の場合には増加の仕方が緩やかであ

ったが、離婚・別居の場合、本人の所得は離婚・別居年を境に大きく増加している。また、

結婚の場合よりも離婚・別居の場合の夫の所得のほうが全体的に少なく、夫の労働時間が

短いことから、夫の所得が低いことや夫が働かないことが離婚・別居を誘発していると推

測する。さらに、夫の家事時間を見ると、表 2 の結婚の場合の家事時間よりも表 3 の離婚・

別居の家事時間のほうが短いことから、家事を手伝ってくれないことも離婚・別居を促し

ていると考えられる。なお、本人の家事時間は離婚・別居前よりもその後のほうが短くな

っている。これは、夫がいなくなったと同時に本人が働くようになり、今までよりも家事

に時間を費やせなくなったことによるものと考えられる。実際、女性本人の就業率は上昇

している。なお、離婚・別居前よりもその後のほうが労働時間と女性の就業率が増加して

いるにもかかわらず、生活満足度と幸福度がこの間に上昇している。離婚後の女性の生活

満足度と幸福度の上昇は、労働による生活満足度と幸福度の低下よりも、離婚自体と女性

本人の所得による生活満足度と幸福度の上昇のほうが大きいことを示唆している。 

 

＜表 3 挿入＞ 

  

                                                   
5 別居には、単身赴任による別居は含まない。 
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第 3 項 夫との死別 

 

表 4 は夫との死別前後の生活満足度などの変化を見たものである。生活満足度、幸福度、

夫婦関係満足度は死別年にもっとも低い水準を示している。幸福度はその後、時間が経過

するにつれて上昇しており、死別前の水準に戻る動きを見せている。しかし、生活満足度

は死別 1 年後にいったん上昇するものの、その後低下している。本人の所得は、死別前よ

りも後の方が 2 倍以上大きくなっている。これは表 3 の離婚・別居の場合よりも所得の伸

びが大きい。他方、本人の労働時間、家事時間、就業率をみると、死別の前後で大きな変

化は見られない。夫に関しても、死別前に大きな変化は見られない。女性本人の所得が大

きく増加し、労働時間や就業率が大きな変化を見せていないにもかかわらず、生活満足度

が低下していることに関して、これは夫との死別が妻にとって大きな経済的負担、もしく

はストレスになっていることを示していると考えられる。 

 

＜表 4 挿入＞ 

 

第 4 項 第一子出産 

 

表 5は第 1 子出産前後の生活満足度などの変化を見たものである。生活満足度、幸福度、

夫婦関係満足度は出産前まで、すなわち妊娠中に高い水準を維持していたが、出産以降か

ら次第に低くなっている6。本人の所得は、出産年以降、大きく減少しており、出産 1 年後

の所得がもっとも低い金額を示している。一方で、夫の所得は減少せずに上昇を続けてい

る。他にも顕著な動きを見せているのが、本人の労働時間と家事時間である。表 2 の結婚

の場合にも労働時間の減少と家事時間の増加を確認したが、出産の場合、出産年を境にこ

れらの値が結婚の場合よりも大きく変化している。また、女性本人の就業率が大きく低下

していることも出産の場合における目立った特徴である。夫の家事時間は、結婚の場合よ

りも出産の場合のほうが、出産年以降、長くなっている。それにもかかわらず、女性の生

活満足度、幸福度、夫婦関係満足度の水準は出産前よりも出産後の方が低くなっている。

これは出産後の家事負担が大きすぎて今の夫の手伝いだけでは不十分であることを表わし

ている可能性がある。なお、夫の労働時間は大きく変化していない。 

 

＜表 5 挿入＞ 

 

続いて、以上で紹介した生活満足度の変化と Lucas(2007)に掲載されているドイツとイ

ギリスの生活満足度の変化を比較する。図 6 は表 2 から表 5 の日本の生活満足度を折れ線

                                                   
6 樋口・太田・新保(2006, pp.50-51)では 1993 年から 2002 年までの「消費生活に関するパネル調査」

を用いて、ライフコース別に生活満足度の変動を見ている。それによれば、出産を経験した女性のほうが

経験していない女性よりも幸福度が低いことが本稿と同様に確認されている。 
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グラフで表している。図 7 は「German Socio Economic Panel Studies（GSOEP）」 、

「British Household Panel Study（BHPS）」で調査されているドイツとイギリスの生活

満足度を折れ線グラフで表している。比較する際、図 6 では 5 段階評価なのに対し、図 7

では 10 段階評価という違いがあること、ライフイベント前後の観察期間が異なっている

ことに注意する必要がある。 

 

＜図 6 挿入＞ 

＜図 7 挿入＞ 

 

図 6 と図 7 を比較すると、おおよその動きは日独英で共通している。たとえば、結婚に

関しては、結婚年まで生活満足度は上昇するが、その後に低下している。離婚に関しては、

離婚する 1 年前に生活満足度が大きく低下し、その後上昇している。夫との死別に関して

は、夫との死別年に生活満足度が最小値をとっている。 

しかし、違いも見られる。たとえば、結婚前後の生活満足度の水準を見ると、日本の場

合、結婚後に生活満足度が低下しているものの、観察期間中は結婚前よりも高い水準を維

持している。独英の場合、結婚後の低下した生活満足度は 2、3 年が経過しなければ結婚

前の水準に戻っていない。離婚前後の生活満足度の水準を比べると、日本の場合、離婚後

のほうが水準は高いが、独英の場合、離婚後 7 年が経過しても離婚前の水準に戻っていな

い。夫との死別前後の生活満足度の水準を比べると、縦軸のスケールの違いを考慮しても、

日本の場合、夫との死別年の落ち込み方が独英の場合よりも小さくなっている。また、日

本の場合は夫と死別して 2 年後に再び生活満足度が緩やかに下がり始めるが、独英の場合、

夫との死別年以降に生活満足度が上昇している。 

以上から、生活満足度と幸福度はライフイベント前後で変化していること、ライフイベ

ントごとに変化の仕方が異なることがわかった。しかし、他の要因をコントロールしてい

ないため、ライフイベント自体が影響して生じた変化なのかどうかを特定できていない。

そこで第 5 節の実証分析では、生活満足度と幸福度に影響を与える観察されない個人差な

どの規定要因を考慮しながら、ライフイベントが生活満足度と幸福度に与える影響とその

変化について実証的に明らかにしていく。 

 

第４節 実証分析に使用するサンプルと推定方法 

 

本節では、実証分析に使用するサンプルと推定方法の説明をおこなう。実証分析に使用

するデータは、第 2 節で紹介した（公財）家計経済研究所の「消費生活に関するパネル調

査」である。使用するサンプルは、t－2 期、t－1 期、t 期、t＋1 期、t＋2 期に渡って継続

してデータが得られ、かつ、t 期に結婚、出産を経験したサンプルに限定する7。 

                                                   
7 今回使用するサンプルは、生活満足度では 1996 年から 2007 年の間に結婚、第一子出産を経験し、そ
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推定に使用する被説明変数と説明変数は以下のとおりである。被説明変数には、t－2 期

から t＋2 期の間の各期において連続してデータが得られる生活満足度、幸福度を使用する

8。説明変数には、女性のライフイベントの中でも大きな影響を及ぼすと考えられる結婚、

出産（第一子出産）を経験した場合 1、そうでない場合 0 のダミー変数（以下ライフイベ

ントダミーと呼ぶ）を使用する。本稿ではこのダミー変数のラグ項（t－2 期ダミー、t－1

期ダミー）とリード項（t＋1 期ダミー、t＋2 期ダミー）をとり、t 期をレファレンスにし

て、ライフイベントが発生した時期と比べてその前後に生活満足度、幸福度がどのような

動きをするのかを見るために、ライフイベントダミーの推定値に注目する。また、本稿で

は生活満足度、幸福度がライフイベント以外の要因によっても影響を受けることを考慮し、

夫と女性本人の所得、労働時間、家事時間9、就業形態ダミー10、両親との同居ダミー11、

世帯貯蓄12、本人の年齢、本人の年齢の二乗、学歴ダミーを推定式に含める13。 

続いて推定方法を説明する。生活満足度と幸福度は主観的なものであり、個々人の感性

によって左右される。たとえば、Carbonell and Frijters(2004)は、異質性の考慮をしなけ

れば子どもに関する推定結果が大きく変動することを指摘している。また、Lucas(2007)

では、これら主観的データの標準誤差は大きいと指摘している。このため、本稿では順序

ロジットモデルだけでなく、固定効果モデルによる推定もおこなう14。推定式は以下のと

おりである。ライフイベント前後の生活満足度と幸福度の変化については固定効果モデル、

ライフイベント前後の生活満足度と幸福度に影響を与える規定要因については順序ロジッ

トモデルを使用して分析する。 

  

                                                                                                                                                     
の前後に連続してデータが得られる、1994 年から 2009 年のサンプル、幸福度では 1997 年から 2007 年

の間に結婚、第一子出産を経験し、その前後に連続してデータが得られる、1995 年から 2009 年のサン

プルである。生活満足度において、1993 年からでなく、1994 年からのサンプルになっている理由は、結

婚、出産、離婚を経験したかどうかに関する質問（「この 1 年間にあなたの世帯に次のような変動はあり

ましたか」の質問に対し、「１ あなたの子どもが生まれた」「あなたが結婚して別の世帯を形成した」「あ

なたが離婚・別居して別の世帯を形成した」という回答が設けられている）が 1994 年から調査を開始し

ているためである。 
8 生活満足度と幸福度は第 3 節で紹介した 5 段階で評価される値を使用する。これらの生活満足度、幸福

度以外にも、JPSC では現在の消費額や収入、世間一般から見た生活の程度についても調査しているが本

稿の分析では使用しない。 
9 週当たりの労働時間と家事時間（子供がいる場合は育児時間も含む）を使用する。なお、単位は時間で

あり、30 分は 0.5 と表示する。 
10 非正規社員ダミーには、パートタイマー、嘱託社員の場合に 1 が入るダミー変数を使用している。 
11 親との同居ダミーには、同居、準同居の場合に 1 が入るダミー変数を使用している。準同居とは家計

が一緒もしくは住居が一緒の場合を言う。 
12 世帯貯蓄には、女性、夫、その他の家族の貯蓄を合計した値が入る。 
13 結婚したがすぐに離婚や出産をした場合、出産したがすぐに離婚している場合、そのサンプルは除い

ている。 
14 本来ならば、データの特性上、固定効果順序ロジットモデルによる推定をおこなうべきであるが、固

定効果順序ロジットモデルに関してはまだ計量ツールが一般に普及していない。固定効果順序ロジットモ

デルへの拡張は今後の課題とする。なお、固定効果ロジットモデルのような二項変数モデルによる推定も

行ったが、結果の差異は見られなかった。 
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 固定効果モデル（ライフイベント前後の生活満足度と幸福度の変化の分析用） 

            ＝                                                       

                

（1） 

 順序ロジットモデル（ライフイベント前、当時、後の生活満足度と幸福度に影響を与

える規定要因の分析用） 

                       

              if                            
     

                                   
       

                      

                               

                              

                  

（2） 

          生活満足度、幸福度 

      ライフイベントダミー（結婚ダミー、出産ダミーのラグ項とリード項。レファ

レンスはライフイベントが発生した t 期のライフイベントダミー） 

  本人の所得（所得：単位（万円））、夫の所得（所得：単位（万円））、本人の家事時間

（時間／週）、夫の家事時間（時間／週）、就業形態ダミー（正規社員ダミー、非正規社員

ダミー、自営業ダミー。レファレンスは無業ダミー）、親との同居ダミー、世帯貯蓄（単位

（万円））、本人の年齢、本人の年齢の二乗、学歴ダミー（短大卒、大学・大学院卒ダミー。

レファレンスは高卒以下ダミー） 

 、 ＝パラメータ 

    ＝誤差項 

  ＝固定効果 

 

第５節 推定結果 

 

本節では第 4 節で説明した方法による推定結果を解釈していく。推定結果の 3 行目には、

推定式の番号を記している。 

まず、表 8 の固定効果モデルによる推定結果から、ライフイベントの 2 年前、1 年前、

ライフイベント発生時、ライフイベントの 1 年後、2 年後の 5 期間において、生活満足度、

幸福度がどのように変化するのかを確認するとともに、それらの水準がライフイベント後

にはライフイベント前の水準に戻るかどうかについて、セットポイント仮説を検証する。 
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第 1 項 ライフイベント前後の生活満足度と幸福度の変化の分析 

  

 結婚 

 

ライフイベントダミーのみを説明変数にした場合（推定式 1、3）を見ると、これらの変

数が生活満足度と幸福度に影響を与えていることがわかる。また、それらは第 2 節で確認

したように、生活満足度と幸福度はともに結婚年に向けて上昇していくがその後低下して

いる。ただし、生活満足度と幸福度の違いとして、生活満足度は結婚 2 年後に上昇に転じ

ているが、幸福度は結婚後一貫して低下を続けている。一方で、本人の所得などの他の要

因をコントロールした場合（推定式 2、4）、ライフイベントダミーの有意性は低下してい

る。このことから、結婚から得られる生活満足や幸福は結婚そのものよりも他の規定要因

によって決まっていると考えられる。 

セットポイント仮説の整合性を検討すると、推定式 1 と推定式 3 から生活満足度と幸福

度が山なりに推移していることが確認できるため、結婚において、セットポイント仮説は

現実と整合的である。 

 

 第一子出産 

 

ライフイベントダミーのみを説明変数にした場合（推定式 5、7）を見ると、出産後に 1％

水準で有意な影響があることを示している。結婚の場合と同様に、第一子出産の場合の生

活満足度の推定結果（推定式 5、6）を見ると、他の規定要因をコントロールすると、第一

子出産 1 年後ダミーの有意性が若干下がっている。しかし、幸福度においては、異なった

推定結果を示している。第一子出産の場合の幸福度の推定結果（推定式 7、8）を見ると、

他の規定要因をコントロールした場合、ライフイベンダミーが全て有意になっている。こ

のことから、第一子を出産した女性の幸福度に関しては、出産そのものから幸福を得てい

ることがわかる。 

なお、第一子出産の場合、セットポイント仮説が言うような推定結果を得られていない。

推定式 5、推定式 6、推定式 7 では第一子出産前のライフイベントダミーが 5％以下の水準

で有意になっていないため、出産前後の生活満足度と幸福度の推移が比較できない。推定

式 8 ではライフイベントダミーは全て 5％水準で有意であるが、今回の観察期間内におい

ては、セットポイントの水準に戻るという動きは見せず、一貫して幸福度が低下している。

以上から、第一子出産におけるセットポイント仮説の現実との整合性は見いだせない。 

 

＜表 8 挿入＞ 

 

表 8 より、結婚と第一子出産が生活満足度と幸福度の両方に与える影響は、他の規定要
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因を説明要因に加えることでその影響力を低下させることを確認した。続いては、ライフ

イベント前（ライフイベントの 2 年前、1 年前）、ライフイベント発生時、ライフイベント

後（ライフイベントの 1 年後、2 年後）の 3 つにサブサンプルを分け、各時期の生活満足

度と幸福度の規定要因が何かを順序ロジットモデルによる推計で明らかにする。表 9 は全

世帯のサンプルを使用した場合、表 10 は専業主婦世帯のサンプルを使用した場合、表 11

は共働き世帯のサンプルを使用した場合の推定結果を示している15。全世帯サンプルをさ

らに細かく区分することで、世帯の属性ごとに生活満足度と幸福度を決める規定要因に違

いがあるかを明らかにする。 

 

第 2 項 ライフイベント前後の生活満足度と幸福度に影響を与える要因の分析 

 

 本人の所得 

全世帯の推定結果を見ると、生活満足度の推定結果においては結婚前、第一子出産時、

第一子出産後（推定式 9、推定式 13、推定式 14）、幸福度の推定結果においては結婚後、

第一子出産時（推定式 17、推定式 19）において、正の影響を与えていることを確認して

いる。生活満足度については、独身の時と子どもが生まれてから本人の所得が増えると、

生活満足度が高まっている。これは、独身時代は女性本人が働くことによりその分消費が

増えるため、子どもが生まれてからは家族が増えることによって女性本人の消費が減るこ

とになるが、女性本人が働くことで消費の減少分を補うことができるためだと解釈する。

共働き世帯の推定結果（推定式 31 から推定式 40）では、本人の所得は生活満足度と幸福

度に影響を与えていない。 

 

 本人の家事時間 

全世帯の場合、生活満足度においては結婚後（推定式 11）、幸福度においては結婚前、

第一子出産後（推定式 15、推定式 20）に正で有意な結果を得ている。専業主婦の場合、

有意な影響は確認できない。共働きの場合、生活満足度において結婚後（推定式 32）、幸

福度において第一子出産前（推定式 38）に正で有意な結果を得ている。 

第 3 節で確認したように、本人の家事時間は夫の家事時間と比べて非常に長いことから、

大きな負担になっていると考えられたが、それに反して生活満足度と幸福度を高めている。

これに関して、今回のサンプルは、推定上、必ず結婚する女性に絞られてしまっていて、

もともと家事時間を負担に思わない女性が多く集まっている可能性があることが原因の一

つと考えられる。よって、このような推定結果の解釈に関しては、特に留意する必要があ

る。 

 

                                                   
15 ここでは、共働き世帯とは夫も妻も正規・非正規にかかわらず働いている状態、専業主婦世帯とは夫

は働いているが、妻は働いていない場合（所得ゼロ、労働時間ゼロの場合）と定義する。 
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 就業形態ダミー 

正規社員ダミーの推定結果を見ると、全世帯の場合、生活満足度において結婚前（推定

式 9）、幸福度において結婚前（推定式 15）、第一子出産前（推定式 19）に負で有意な結

果を得ている。共働き世帯の場合、生活満足度において結婚時（推定式 31）に 10％水準

で有意な影響を確認している。ただし、この場合は正の影響が観察されている。 

非正規社員ダミーの推定結果は、全世帯の場合、生活満足度において結婚前（推定式 9）、

幸福度において結婚前（推定式 15）に負の影響を確認している。ただし、共働き世帯の場

合、有意な結果を得ていない。 

自営業ダミーについては、全世帯の場合、生活満足度においては有意な結果を得られて

いないが、幸福度において結婚前、結婚時、第一子出産前、第一子出産後（推定式 15、推

定式 16、推定式 18、推定式 20）に負で有意な結果を得ている。共働き世帯の場合、幸福

度において結婚時、第一子出産前（推定式 36、推定式 38）に負で有意な結果を得ている。 

以上から、就業していない女性と比べて就業している女性の方が生活満足度と幸福度は

低いことを確認した。つまり、労働経済学で言われるように、就業は苦であることを示し

ている。 

 

 両親との同居ダミー 

全世帯の場合、生活満足度において結婚時、結婚後、第一子出産前（推定式 10、推定式

11、推定式 12）、幸福度において第一子出産前（推定式 18）に負の影響を確認している。

専業主婦世帯の場合、結婚時（推定式 21）に負の影響を確認しているが、10％水準で有意

なことから影響力は小さい。共働き世帯の場合、生活満足度において結婚後、第一子出産

前（推定式 32、推定式 33）、幸福度において結婚後、第一子出産後（推定式 37、推定式

38）に負の影響を確認している。両親との同居は女性にとって経済面、家事や育児といっ

た面において女性の生活満足度と幸福度を高めると想定していたが、逆に同居しているこ

とによる負担、たとえば、介護面における負担が大きいようである。 

 

 世帯貯蓄 

全世帯の場合、生活満足度において（推定式 11、推定式 12）、幸福度において（推定式

18、推定式 19）正の影響を確認している。専業主婦世帯の場合、第一子出産後に夫婦共同

の貯蓄額が多いほど幸福度が下がるという結果を得ている。ただし、10％水準で有意なた

め、影響力は強くない。共働き世帯の場合、生活満足度において第一子出産前（推定式 33）、

幸福度において第一子出産前（推定式 38）の場合に正の影響を確認している。以上から、

貯蓄をする余裕のある世帯では生活満足度と幸福度が高いことがわかった。 
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 年齢、年齢の二乗 

全世帯の場合、第一子出産前（推定式 18）に生活満足度は年齢に対して U 字型をして

いることを確認している。専業主婦の場合、有意な影響を確認できていない。共働き世帯

の場合、幸福度において第一子出産前と第一子出産後（推定式 38、推定式 40）に、年齢

が若いころに幸福度は低下傾向にあったが、年齢が増すにつれて幸福度が高くなっていく

という U 字型をしていることを確認している。 

 

 学歴ダミー 

全世帯の場合、学歴ダミーは有意な影響を確認できない。専業主婦の場合、短大卒ダミ

ーは生活満足度において第一子出産時、第一子出産後（推定式 24、推定式 25）に高卒よ

りも高い生活満足を得ていない。また、大卒ダミーは幸福度において結婚時（推定式 26）

に正で有意な影響を示していることから、この場合においては高卒よりも大卒の女性のほ

うが高い生活満足を得ている。共働き世帯の場合、短大卒ダミーは有意でないが、大卒ダ

ミーは生活満足度において第一子出産後（推定式 35）の場合に 5％水準有意で正の影響を

確認している。 

 

 夫の所得 

全世帯の場合、生活満足度において結婚後、第一子出産時、第一子出産後（推定式 11、

推定式 13、推定式 14）、幸福度において第一子出産時、第一子出産後（推定式 11、推定

式 19、推定式 20）に正の影響があることを確認している。専業主婦世帯の場合、生活満

足度において第一子出産、第一子出産後（推定式 24、推定式 25）、幸福度において第一子

出産、第一子出産後（推定式 29 、推定式 30）に 5％水準以下で有意な影響を確認してい

る。以上から、夫の所得は出産してから生活満足度と幸福度を高めていることがわかる。

しかし、共働き世帯の場合、生活満足度と幸福度の両方に影響を与えていることを確認で

きない。これは、専業主婦世帯の場合、家計が夫の所得によって支えられており、特に子

どもが生まれてからは夫の所得によって経済的に助けられていることの表れだと考えられ

る。 

 

 夫の家事時間 

全世帯の場合、生活満足度において第一子出産前（推定式 12）、幸福度において第一子

出産時（推定式 19）に正の影響を確認しているが、10％水準で有意なため、影響力は小さ

い。専業主婦世帯の場合、有意な影響を確認できていない。しかし、共働き世帯の場合、

生活満足度において結婚後（推定式 32）に 5％水準有意で負の影響を確認している。夫の

所得と同様、妻の家事や育児の負担を和らげ、生活満足度と幸福度を高めると考えていた

夫の家事時間は、夫の所得よりもその影響力は小さい。クロスセクションデータによる推

定をおこなった先行研究では、夫の家事時間が長い妻の生活満足度と幸福度は高いことを
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確認していた。これらの研究では、普段から家事・育児をする男性に着目していたが、本

研究の分析結果からは、結婚や子供が生まれてから急に夫が家事・育児を始めても、妻の

生活満足度、幸福度には影響しないことが新しく明らかになった。 

 

 

＜表 9 挿入＞ 

＜表 10 挿入＞ 

＜表 11 挿入＞ 

 

第６節 むすび 

 

本稿では、生活満足度と幸福度がライフイベント前後にどう変化するのか、所得の変化

や労働時間、家事時間の違いによってどのような影響を受けるのか、どのような政策を講

じれば生活満足度と幸福度を上げられるのかといった問題意識を持ちながら実証分析を行

った。 

本稿の推定結果からは以下のことがわかった。 

 

1. 第一子出産が幸福度に与える影響を除いて、結婚と第一子出産それ自体による生活満

足度と幸福度への影響は、他の説明要因をコントロールするとその影響力を低下させ

ていることがわかった。ただし、第一子を出産した女性は、出産そのものから大きな

幸福を得ている。 

2. セットポイント仮説を検証すると、結婚においては推計結果において採択されたが、

出産においてはセットポイント仮説が言うような、ライフイベント後にセットポイン

トの水準に戻るという結果は得られていない。 

3. 女性本人の所得、夫の所得などの経済的な要因は生活満足度と幸福度を高める。逆に、

女性本人の家事時間や夫の家事時間の影響は小さく、たとえ、夫の家事時間を延ばし

たとしても、生活満足度と幸福度を大きく高めることには必ずしもつながらない。 

クロスセクションデータによる推定の結果、夫が普段から家事・育児をやってくれる

妻の生活満足度、幸福度が高いことは、先行研究で確認されている。しかし、結婚や

子供が生まれてから急に夫が家事・育児を始めても、妻の生活満足度、幸福度には影

響しないことは、本研究が初めて明らかにした。 

4. 年齢の影響は、若いころは生活満足度と幸福度を低下させていたが、年齢が増すごと

にそれらを高めている。つまり、年齢に対して生活満足度と幸福度は U 字型をしてい

る。 

 

 以上の推定結果 3 の解釈から、国民の所得を向上させる政策は結婚と出産を促すのに有
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効であると言える。第 3 節で確認したように、出産後に女性本人の所得や就業率が下がっ

ていた。このことから、出産はそれ自体が生活満足度と幸福度を下げるだけでなく、女性

本人が働けなくなり、所得が低下することによっても低下を招いている。このため、出産

による女性本人の所得や就業率の低下を防ぐ政策が求められる。 

本稿の貢献として、 

 

1. パネルデータ固定効果モデルを推定方法に使用している。日本の先行研究では、山口

(2009)と亀坂・吉田・大竹(2009)以外に個人の異質性を考慮した実証研究は行われて

いない。 

2. ライフイベント前後の生活満足度と幸福度の変化に注目し、セットポイント仮説を結

婚と出産の両方において検証している日本で最初の研究である。 

 

ことがあげられる。 

最後に、本研究に残された課題として、データの制約から死別と離婚について生活満足

度と幸福度がセットポイントに戻るかどうかを実証的に明らかにできなかったことがある。

また、今回はライフイベントの前後 2 年間であったが、さらに長い期間の推移をみればセ

ットポイント仮説は現実と整合的だと言える結果が出てくる可能性もある。これらの残さ

れた課題に関しては、今後のパネルデータの蓄積を待ちたい。  
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表 1 「消費生活に関するパネル調査」の調査する生活満足度、幸福度、夫婦関係満足度の詳細 

 

調査項目 質問および選択肢 調査年 

生活満足度 あなたは生活全般に満足していますか。  

毎年 1不満 2どちらと言えば不満 3どちらとも言えない 4どちらと言えば満足 5満足 

幸福度 あなたは幸せだと思っていますか。それとも、不幸だと思っていますか。 パネル 3～ 

パネル 17 1とても不幸 2すこし不幸 3どちらでもない 4まあまあ幸せ 5とても幸せ 

夫婦関係 

満足度 

あなたは現在の夫婦関係に満足していますか。 パネル 2、3、

5a 5b、7、9～

17 

１まったく満足して

いない 

2あまり満足して 

いない 

3普通 4まあまあ満足している 5非常に満足している 

 

1) 実際の調査では、選択紙の番号の振り方が表 1 の振り方と反対になっている。たとえば、生活満足度の場合、「満足」が 1、「不満」が 5 で実際には回答するよう

になっている。本研究では、分析結果の解釈を容易にするために、生活満足度、幸福度、夫婦関係満足度が高いほど大きな値を示すように修正した。 

 

データ出典：（公財）家計経済研究所「消費生活に関するパネル調査」 
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表 2 結婚前後の女性の平均生活満足度、幸福度、妻・夫の所得、労働時間、家事時間の変化と妻の就業率 

 

調査年 生活満足度 幸福度 
夫婦関係 

満足度 

本人の所得 

(万円/年) 

夫の所得 

(万円/年) 

本人の 

労働時間 

(時間/日) 

本人の 

家事時間 

(時間/日) 

夫の 

労働時間 

(時間/日) 

夫の 

家事時間 

(時間/日) 

本人の 

就業率 

-3 3.473 3.917 

  

263.949 

  

8.288 0.891 

  

0.962 

-2 3.546 3.846 276.988 8.079 0.928 0.943 

-1 3.780 4.103 295.1013 7.523 1.354 0.886 

0 3.922 4.340 4.140 247.5698 413.358 4.368 5.074 9.896 0.329 0.586 

1 3.771 4.288 3.910 171.0944 440.720 3.492 7.012 9.797 0.573 0.505 

2 3.815 4.199 3.780 123.6778 452.122 2.964 8.012 9.985 0.616 0.457 

3 3.712 4.071 3.620 113.2193 471.346 2.885 8.065 9.822 0.661 0.429 

 

1) －3 年から－1 年までは無配偶、0 年から 3 年までは有配偶のサンプルに限定した。 

2) 所得は消費者物価指数で実質化している。 

3) 週当たりの労働時間と家事時間（子供がいる場合は育児時間も含む）を使用する。なお、単位は時間であり、30 分は 0.5 と表示する。 

 

データ出典：（公財）家計経済研究所『消費生活に関するパネル調査』 
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表 3 離婚・別居前後の女性の平均生活満足度、幸福度、妻・夫の所得、労働時間、家事時間の変化と妻の就業率 

 

調査年 生活満足度 幸福度 
夫婦関係 

満足度 

本人の所得 

(万円/年) 

夫の所得 

(万円/年) 

本人の 

労働時間 

(時間/日) 

本人の 

家事時間 

(時間/日) 

夫の 

労働時間 

(時間/日) 

夫の 

家事時間 

(時間/日) 

本人の 

就業率 

-3  2.987  3.548  3.040  107.349  378.052  4.574  5.863  9.447  0.380  0.646  

-2  3.000  3.258  2.840  110.565  391.885  4.981  5.796  9.937  0.424  0.747  

-1  2.833  2.903  1.920  128.315  408.498  5.086  5.903  9.005  0.380  0.709  

0  3.013  3.403  

  

160.399  

  

6.750  3.704  

  

0.899  

1  3.103  3.516  218.765  6.836  3.836  0.899  

2  3.205  3.613  261.137  6.740  3.435  0.861  

3  3.244  3.710  245.053  6.900  3.394  0.899  

 

1) －3 年から－1 年までは有配偶、0 年から 3 年までは無配偶のサンプルに限定した。 

2) 所得は消費者物価指数で実質化している。 

3) 週当たりの労働時間と家事時間（子供がいる場合は育児時間も含む）を使用する。なお、単位は時間であり、30 分は 0.5 と表示する。 

 

データ出典：（公財）家計経済研究所『消費生活に関するパネル調査』 
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表 4 夫との死別前後の女性の平均生活満足度、幸福度、妻・夫の所得、労働時間、家事時間の変化と妻の就業率 

 

調査年 生活満足度 幸福度 
夫婦関係 

満足度 

本人の所得 

(万円/年) 

夫の所得 

(万円/年) 

本人の 

労働時間 

(時間/日) 

本人の 

家事時間 

(時間/日) 

夫の 

労働時間 

(時間/日) 

夫の 

家事時間 

(時間/日) 

本人の 

就業率 

-3  3.313  3.786  4.125  117.992  386.263  5.333  5.000  8.800  0.333  0.688  

-2  3.063  4.000  3.625  118.145  382.805  4.042  5.361  8.700  0.500  0.500  

-1  3.000  3.500  2.875  99.590  333.311  5.042  5.042  6.750  0.556  0.625  

0  2.938  3.143  

  

250.553  

  

4.000  5.361  

  

0.500  

1  3.250  3.357  235.525  4.417  4.375  0.563  

2  3.188  3.643  204.516  5.083  3.375  0.688  

3  3.063  3.643  259.527  5.042  2.667  0.750  

 

1) －3 年から－1 年までは有配偶、0 年から 3 年までは無配偶のサンプルに限定した。 

2) 所得は消費者物価指数で実質化している。 

3) 週当たりの労働時間と家事時間（子供がいる場合は育児時間も含む）を使用する。なお、単位は時間であり、30 分は 0.5 と表示する。 

 

データ出典：（公財）家計経済研究所『消費生活に関するパネル調査』 
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表 5 第 1 子の出産前後の女性の平均生活満足度、幸福度、妻・夫の所得、労働時間、家事時間の変化と妻の就業率 

 

調査年 生活満足度 幸福度 
夫婦関係 

満足度 

本人の所得 

(万円/年) 

夫の所得 

(万円/年) 

本人の 

労働時間 

(時間/日) 

本人の 

家事時間 

(時間/日) 

夫の 

労働時間 

(時間/日) 

夫の 

家事時間 

(時間/日) 

本人の 

就業率 

-3  3.899  4.355  4.053  178.830  459.930  5.314  3.398  10.452  0.151  0.696  

-2  3.747  4.306  4.000  157.944  471.208  4.766  3.773  10.438  0.172  0.620  

-1  3.861  4.339  4.211  151.051  505.228  3.717  3.935  10.179  0.231  0.494  

0  3.747  4.306  3.842  134.713  536.402  0.732  11.782  10.000  0.895  0.278  

1  3.481  4.000  3.684  63.992  554.995  1.546  10.759  10.669  0.797  0.241  

2  3.481  3.984  3.474  90.837  573.959  1.889  10.169  10.686  0.674  0.266  

3  3.494  3.806  3.474  68.870  592.890  2.184  9.463  10.452  0.756  0.316  

 

1) －3 年から 3 年まで有配偶のサンプルに限定した。 

2) 所得は消費者物価指数で実質化している。 

3) 週当たりの労働時間と家事時間（子供がいる場合は育児時間も含む）を使用する。なお、単位は時間であり、30 分は 0.5 と表示する。 

 

データ出典：（公財）家計経済研究所『消費生活に関するパネル調査』 

  



23 

 

図 6 日本のライフイベント前後の女性の平均生活満足度 

 

 

 
 

データ出典：（公財）家計経済研究所『消費生活に関するパネル調査』 
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図 7 ドイツとイギリスのライフイベント前後の女性の平均生活満足度 

 

 

データ出典：Lucas(2007)より抜粋。 

「German Socio Economic Panel Studies（GSOEP）」 、「British Household Panel Study（BHPS）」から図表を作成している。  
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表 8 結婚・第一子出産をした女性の生活満足度、幸福度の変化 

 

 
 

1) ***は 1％有意、**は 5％有意、*は 10％有意を示す。上段は係数値、下段の[ ]は z 値を示している。

なお、標準誤差にはロバストな標準誤差を用いている。固定効果モデルを使用している。 

説明変数

推定式 1 2 3 4 5 6 7 8

結婚２年前ダミー -0.3468 -0.2767 -0.4246 -0.2852

[-5.33]*** [-1.74]* [-6.94]*** [-1.78]*

結婚１年前ダミー -0.1532 -0.0386 -0.1737 0.0108

[-2.45]** [-0.24] [-3.26]*** [0.07]

結婚年ダミー（ref.） - - - -

- - - -

結婚１年後ダミー -0.1486 -0.1924 -0.036 -0.0917

[-2.65]*** [-2.47]** [-0.77] [-1.52]

結婚２年後ダミー -0.1292 -0.1128 -0.1277 -0.1763

[-2.23]** [-1.22] [-2.74]*** [-2.67]***

第一子出産２年前ダミー -0.0581 -0.0252 0.0032 0.1915

[-0.97] [-0.22] [0.06] [2.00]**

第一子出産１年前ダミー 0.0581 0.0555 0.0698 0.2086

[1.13] [0.54] [1.72]* [2.87]***

第一子出産年ダミー（ref.） - - - -

- - - -

第一子出産１年後ダミー -0.2054 -0.1546 -0.1822 -0.1657

[-4.10]*** [-2.32]** [-4.87]*** [-3.42]***

第一子出産２年後ダミー -0.2868 -0.2605 -0.1822 -0.1429

[-5.08]*** [-3.83]*** [-4.50]*** [-2.77]***

本人の所得 0.0004 0.0001 0.0002 0.0001

[1.51] [-0.00] [0.77] [-0.23]

本人の家事時間 0.0167 0.0005 0.0002 0.0106

[1.66]* [0.06] [0.02] [1.47]

無業ダミー（ref.） - - - - - - - -

- - - - - - - -

正規社員ダミー 0.018 -0.013 -0.0067 -0.0599

[0.16] [-0.13] [-0.07] [-0.65]

非正規社員ダミー -0.1682 -0.0989 0.0706 -0.007

[-1.23] [-1.00] [0.73] [-0.09]

自営業ダミー 0.1684 0.109 -0.0766 -0.2923

[0.79] [0.63] [-0.26] [-0.90]

世帯貯蓄 -0.0001 0.0001 -0.0001 -0.0001

[-0.40] [0.87] [-0.69] [-1.81]*

親との同居ダミー -0.1623 -0.1094 -0.183 0.064

[-1.71]* [-1.30] [-1.60] [0.66]

夫の所得 -0.0001 0.0002 0.0001 0.0003

[-0.20] [0.69] [-0.14] [2.06]**

夫の家事時間 -0.0446 0.0147 -0.0055 -0.0018

[-0.90] [0.40] [-0.12] [-0.07]

定数項 3.9242 3.8542 4.3188 4.2391 3.8798 3.913 4.2546 4.039

[108.64]*** [22.25]*** [135.47]*** [26.01]*** [114.59]*** [23.88]*** [164.75]*** [31.97]***

修正済み決定係数 0.0295 0.0458 0.0758 0.0887 0.0465 0.0401 0.0522 0.0626

サンプルサイズ 1111 858 1081 835 1290 1021 1251 988

生活満足度 幸福度 生活満足度 幸福度

結婚 第一子出産
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表 9 結婚・出産前後の女性の生活満足度、幸福度に影響を与える要因 

 

 
 

1) ***は 1％有意、**は 5％有意、*は 10％有意を示す。上段は係数値、下段の[ ]は z 値を示している。なお、標準誤差にはロバストな標準誤差を用いている。順

序ロジットモデルを使用している。  

説明変数 結婚前 結婚 結婚後 第一子出産前 第一子出産 第一子出産後 結婚前 結婚 結婚後 第一子出産前 第一子出産 第一子出産後

推定式 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

本人の所得 0.0033 0.0004 0.0014 -0.0015 0.0033 0.0021 0.0003 -0.0002 0.0021 0.0002 0.0038 -0.0001

[2.26]** [0.24] [1.63] [-1.24] [2.26]** [2.06]** [0.24] [-0.16] [2.12]** [0.20] [2.53]** [-0.06]

本人の家事時間 -0.0931 0.0073 0.0706 -0.035 0.0167 0.0167 -0.1463 -0.0207 0.0366 0.0647 0.0273 0.0819

[-1.11] [0.12] [2.44]** [-0.60] [0.41] [0.56] [-1.92]* [-0.39] [1.39] [0.96] [0.59] [2.37]**

無業ダミー（ref.） - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

正規社員ダミー -1.02 0.2745 0.1251 0.5929 -0.6362 -0.3204 -1.1893 0.2716 -0.1286 0.2496 -0.9795 0.3574

[-2.18]** [0.62] [0.38] [1.55] [-1.07] [-0.84] [-3.09]*** [0.66] [-0.33] [0.67] [-1.71]* [0.88]

非正規社員ダミー -1.1419 -0.0337 -0.1576 0.332 0.0403 -0.1241 -0.9518 0.592 -0.229 0.3902 -0.0404 -0.0381

[-2.14]** [-0.06] [-0.46] [0.90] [0.05] [-0.24] [-2.09]** [0.94] [-0.66] [1.12] [-0.05] [-0.07]

自営業ダミー -0.4061 -0.7404 -0.5073 0.1834 0.5129 -0.2879 -0.8875 -1.7133 -0.2827 -1.6648 0.2624 -1.163

[-0.86] [-0.72] [-1.35] [0.16] [1.41] [-0.52] [-1.66]* [-2.91]*** [-0.50] [-4.62]*** [0.38] [-2.05]**

世帯貯蓄 0.0002 0.0002 0.0006 0.001 0.0004 0.0001 0.0005 0.0002 0.0005 0.0008 0.0006 -0.0004

[0.38] [0.37] [1.76]* [3.09]*** [0.98] [0.54] [0.97] [0.46] [1.52] [2.49]** [1.73]* [-1.64]

年齢 1.0205 0.4152 0.3608 0.1179 -0.2324 -1.0038 0.1477 0.8747 -0.0366 -3.1752 0.6171 -1.2876

[1.57] [0.25] [0.68] [0.12] [-0.21] [-1.37] [0.34] [0.77] [-0.07] [-3.14]*** [0.51] [-1.55]

年齢の二乗 -0.0168 -0.0062 -0.0064 -0.0025 0.0012 0.0142 -0.0033 -0.0132 -0.0011 0.0507 -0.0129 0.0174

[-1.58] [-0.24] [-0.81] [-0.16] [0.07] [1.25] [-0.47] [-0.74] [-0.15] [3.08]*** [-0.67] [1.39]

高卒ダミー（ref.） - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

短大卒ダミー -0.0994 0.1915 -0.2831 0.1982 -0.4533 -0.2939 0.0993 0.2598 -0.2305 0.4281 -0.0847 0.1754

[-0.39] [0.52] [-1.11] [0.65] [-1.15] [-1.11] [0.36] [0.67] [-0.91] [1.33] [-0.21] [0.65]

大卒ダミー 0.3111 0.5111 0.2469 -0.1932 -0.4011 0.2565 0.483 0.5283 -0.1179 -0.0564 -0.577 0.2472

[1.04] [1.14] [0.78] [-0.53] [-0.98] [0.84] [1.50] [1.13] [-0.37] [-0.14] [-1.28] [0.78]

親との同居ダミー 0.0675 -1.0396 -0.8666 -0.8704 0.1844 -0.0342 -0.0033 -0.6533 -0.9055 -0.9202 0.6751 -0.1143

[0.24] [-1.97]** [-1.95]* [-2.06]** [0.29] [-0.09] [-0.01] [-0.81] [-1.55] [-2.28]** [1.12] [-0.27]

夫の所得 -0.0005 0.0013 -0.0005 0.0024 0.0019 0.0007 0.0009 -0.0007 0.0026 0.0025

[-0.37] [1.90]* [-0.55] [2.78]*** [2.90]*** [0.63] [1.23] [-0.94] [2.64]*** [3.86]***

夫の家事時間 -0.0832 -0.1838 0.568 0.1732 -0.0283 0.2006 -0.059 0.4605 0.3068 0.0974

[-0.26] [-1.55] [1.90]* [1.08] [-0.25] [0.80] [-0.42] [1.16] [1.86]* [0.75]

カットポイント1 11.1637 3.5388 2.3593 -3.6631 -8.7788 -20.2672 -5.2179 9.6258 -6.906 -54.3801 3.2679 -25.7128

[1.10] [0.14] [0.27] [-0.26] [-0.49] [-1.72]* [-0.75] [0.54] [-0.82] [-3.57]*** [0.17] [-1.87]*

カットポイント２ 13.1352 5.8462 3.7625 -1.9218 -7.0902 -18.6441 -2.8824 10.7489 -5.6252 -51.6064 5.0935 -25.0813

[1.30] [0.23] [0.43] [-0.13] [-0.40] [-1.58] [-0.41] [0.60] [-0.67] [-3.39]*** [0.27] [-1.83]*

カットポイント３ 14.5061 8.4962 5.1473 0.0919 -5.8609 -17.4475 -1.0028 12.1434 -3.8933 -48.2196 6.149 -23.3805

[1.43] [0.33] [0.58] [0.01] [-0.33] [-1.48] [-0.14] [0.68] [-0.46] [-3.17]*** [0.33] [-1.70]*

カットポイント４ 17.4192 7.8647 2.9373 -3.0439 -14.7695 1.976 15.105 -0.8865 9.3212 -20.0205

[1.72]* [0.89] [0.20] [-0.17] [-1.25] [0.28] [0.84] [-0.10] [0.49] [-1.46]

対数尤度 -404.6007 -161.86797 -414.94659 -298.25138 -217.02408 -476.42652 -326.69351 -140.55191 -333.2165 -221.50016 -177.44001 -377.8195

サンプルサイズ 351 153 354 284 196 403 327 154 354 270 196 409

幸福度生活満足度
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表 10 結婚・出産前後の女性の生活満足度、幸福度に影響を与える要因（専業主婦世帯） 

 

 
 

1) ***は 1％有意、**は 5％有意、*は 10％有意を示す。上段は係数値、下段の[ ]は z 値を示している。なお、標準誤差にはロバストな標準誤差を用いている。順

序ロジットモデルを使用している。  

説明変数 結婚 結婚後 第一子出産前 第一子出産 第一子出産後 結婚 結婚後 第一子出産前 第一子出産 第一子出産後

推定式 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

本人の家事時間 -0.0302 0.0411 -0.1106 -0.0099 -0.0128 -0.1085 -0.0037 -0.0749 0.0038 0.0547

[-0.43] [1.16] [-1.44] [-0.19] [-0.34] [-1.44] [-0.11] [-0.82] [0.06] [1.41]

世帯貯蓄 -0.0006 0.0007 0.0006 0.0002 0.0002 -0.0011 0.0003 0.0005 0.0003 -0.0006

[-0.71] [1.51] [1.47] [0.41] [0.51] [-1.28] [0.71] [1.21] [0.71] [-1.81]*

年齢 1.6597 -0.1485 0.8169 0.326 -0.7744 0.6161 -0.7787 -1.746 1.5203 -0.0507

[1.14] [-0.12] [0.55] [0.28] [-0.89] [0.49] [-0.91] [-1.12] [1.10] [-0.06]

年齢の二乗 -0.0264 0.001 -0.0145 -0.0076 0.0106 -0.0077 0.0093 0.0276 -0.0274 -0.0016

[-1.17] [0.06] [-0.60] [-0.42] [0.79] [-0.39] [0.73] [1.07] [-1.26] [-0.11]

高卒ダミー（ref.） - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

短大卒ダミー -0.75 -0.3408 0.0184 -0.7083 -0.493 -0.2574 -0.0141 0.3707 0.1584 0.4491

[-1.27] [-1.08] [0.04] [-1.76]* [-1.81]* [-0.42] [-0.04] [0.81] [0.37] [1.44]

大卒ダミー 0.6 0.2995 -0.4742 -0.6653 -0.1709 1.2203 -0.1818 -0.2699 -0.5588 0.2297

[0.82] [0.69] [-0.93] [-1.44] [-0.51] [1.79]* [-0.40] [-0.47] [-1.21] [0.63]

親との同居ダミー -1.857 -0.5674 -0.1335 -0.0175 0.4514 0.1713 -0.3763 -0.5979 0.029 0.4328

[-1.79]* [-0.99] [-0.23] [-0.02] [0.82] [0.15] [-0.53] [-1.05] [0.04] [0.87]

夫の所得 0.0013 0.0014 0.0006 0.0028 0.0025 0.0026 0.0017 -0.0007 0.0027 0.0028

[0.57] [1.57] [0.46] [2.80]*** [3.31]*** [1.32] [1.46] [-0.54] [2.15]** [3.46]***

夫の家事時間 0.2893 0.0088 1.0758 0.2378 0.0997 0.3967 0.0061 0.0724 0.2121 0.1183

[0.60] [0.06] [1.49] [1.42] [0.75] [0.71] [0.04] [0.10] [1.13] [0.71]

カットポイント1 21.195 -5.9942 7.9621 -0.3263 -16.6217 7.29 -19.3637 -30.4892 16.847 -5.6421

[0.90] [-0.30] [0.36] [-0.02] [-1.20] [0.36] [-1.37] [-1.31] [0.79] [-0.37]

カットポイント２ 24.3867 -4.619 10.2808 1.04 -15.1248 8.0082 -18.2365 -27.2742 18.4864 -5.2262

[1.02] [-0.23] [0.47] [0.06] [-1.09] [0.39] [-1.28] [-1.17] [0.87] [-0.34]

カットポイント３ 27.2813 -3.5659 12.8434 2.2735 -14.0233 9.3746 -16.9254 19.4328 -3.4859

[1.14] [-0.18] [0.58] [0.12] [-1.01] [0.46] [-1.19] [0.90] [-0.23]

カットポイント４ -1.0651 5.1139 -11.3517 12.1059 -13.9722 22.6038 0.0552

[-0.05] [0.28] [-0.82] [0.59] [-0.98] [1.05] [0.00]

対数尤度 -67.511165 -245.94208 -139.40142 -167.59256 -365.83363 -67.096293 -193.4244 -106.96612 -138.45473 -272.46284

サンプルサイズ 70 199 129 152 309 70 199 126 152 311

生活満足度 幸福度
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表 11 結婚・出産前後の女性の生活満足度、幸福度に影響を与える要因（共働き世帯） 

 

 
 

1) ***は 1％有意、**は 5％有意、*は 10％有意を示す。上段は係数値、下段の[ ]は z 値を示している。なお、標準誤差にはロバストな標準誤差を用いている。順

序ロジットモデルを使用している。 

説明変数 結婚 結婚後 第一子出産前 第一子出産 第一子出産後 結婚 結婚後 第一子出産前 第一子出産 第一子出産後

推定式 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

本人の所得 0.0014 0.0005 -0.0012 0.0049 0.0013 -0.0013 0.002 0.001 0.0035 -0.0009

[0.56] [0.43] [-0.62] [1.08] [0.83] [-0.58] [1.39] [0.59] [0.78] [-0.54]

本人の家事時間 0.1287 0.0922 0.1343 0.1001 0.0391 0.0534 0.0445 0.4214 0.1469 0.0885

[1.16] [1.87]* [1.17] [1.16] [0.60] [0.64] [0.91] [2.86]*** [1.48] [1.20]

正規社員ダミー 2.551 0.0525 0.1999 0.7969 0.8284 0.5755 -0.2421 -0.4406 -1.2465 1.3481

[1.89]* [0.05] [0.05] [0.74] [1.08] [0.47] [-0.22] [-0.47] [-0.94] [1.05]

非正規社員ダミー 2.2628 -0.5463 -0.0919 1.7829 0.7343 0.777 -0.4366 -0.364 -0.005 1.1715

[1.61] [-0.53] [-0.02] [1.20] [0.80] [0.58] [-0.36] [-0.36] [-0.00] [0.85]

自営業ダミー 0.46 -0.9512 0.1093 1.4515 0.2022 -1.9309 -0.4977 -1.9631 0.5662 -0.7548

[0.54] [-1.61] [0.13] [1.16] [0.34] [-1.66]* [-0.67] [-2.61]*** [0.49] [-0.95]

世帯貯蓄 0.0004 0.0005 0.001 0.0005 0.0002 0.0007 0.0007 0.0009 0.0011 0.0001

[0.59] [1.06] [1.81]* [0.74] [0.35] [0.98] [1.60] [2.02]** [1.29] [0.19]

年齢 -0.1993 0.4046 -0.2878 -1.2445 -1.9834 0.5278 0.3362 -4.4022 -1.5031 -2.1942

[-0.10] [0.48] [-0.21] [-0.56] [-1.42] [0.30] [0.43] [-2.98]*** [-0.57] [-1.84]*

年齢の二乗 0.004 -0.0062 0.0041 0.014 0.0291 -0.0086 -0.0053 0.0695 0.0192 0.0317

[0.14] [-0.50] [0.18] [0.39] [1.36] [-0.31] [-0.47] [2.90]*** [0.46] [1.82]*

高卒ダミー（ref.） - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

短大卒ダミー 0.5613 0.1842 0.1378 1.5723 0.8833 0.4665 -0.1487 0.2137 -0.3006 -0.6278

[1.00] [0.42] [0.31] [1.13] [1.14] [0.84] [-0.36] [0.44] [-0.14] [-0.91]

大卒ダミー 0.4076 0.4443 -0.1693 1.1495 1.9499 0.0507 0.02 -0.1765 -0.778 0.113

[0.62] [0.98] [-0.28] [0.94] [2.16]** [0.08] [0.04] [-0.26] [-0.36] [0.15]

親との同居ダミー -0.9121 -1.2972 -1.2025 2.244 0.0078 -1.4418 -1.9172 -1.1681 1.0268 -0.6329

[-1.38] [-2.28]** [-2.02]** [1.10] [0.01] [-1.06] [-3.30]*** [-2.07]** [0.38] [-0.91]

夫の所得 -0.0022 0.0017 -0.0005 0.0009 -0.0001 0.0004 0.0006 0.0001 0.0014 0.0016

[-1.05] [1.57] [-0.32] [0.44] [-0.06] [0.24] [0.47] [0.09] [0.69] [1.43]

夫の家事時間 -0.163 -0.4096 0.434 0.4564 -0.0843 0.2779 -0.0491 0.3229 0.7562 0.1798

[-0.35] [-2.22]** [1.23] [1.02] [-0.39] [0.77] [-0.19] [0.63] [1.64] [0.80]

カットポイント1 -3.204 2.8182 -9.0603 -21.905 -35.9725 3.872 1.2757 -72.9602 -29.3593 -39.8247

[-0.11] [0.20] [-0.42] [-0.61] [-1.53] [0.14] [0.10] [-3.20]*** [-0.70] [-1.91]*

カットポイント２ -0.9785 4.7851 -7.926 -20.7534 -33.5399 5.4451 3.6188 -70.9199 -27.8193 -38.8558

[-0.03] [0.34] [-0.37] [-0.58] [-1.44] [0.20] [0.27] [-3.12]*** [-0.66] [-1.88]*

カットポイント３ 1.9192 6.6642 -6.3144 -17.7871 -32.0339 9.0622 6.5279 -67.2199 -24.3119 -37.1274

[0.07] [0.47] [-0.29] [-0.50] [-1.38] [0.33] [0.49] [-2.96]*** [-0.58] [-1.80]*

カットポイント４ 9.5039 -3.1408 -29.335 -33.8869

[0.67] [0.67] [-1.27] [-1.66]*

対数尤度 -85.938646 -179.48654 -154.01589 -48.447981 -114.56153 -68.54872 -150.59691 -109.48658 -38.874884 -106.20229

サンプルサイズ 85 164 156 47 100 86 164 145 47 107

生活満足度 幸福度


