
Sociological Theory and Methods Vol.31 No.2 2016

理論と方法 31巻2号 2016年 数理社会学会
Sociological Theory and Methods Vol.31 No.2 2016
Japanese Association for Mathematical Sociology

226

論文

未婚女性の学歴と結婚への関心：

「結婚してもしなくてもよい」に着目して

不破 麻紀子（首都大学東京）
柳下 実（首都大学東京）

［要約］
本稿は「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査 2007」を用い，女性の学歴

と結婚に対する肯定・否定的意識との関連に加え，結婚を「してもしなくてもよい」もの
ととらえるような「関心」の低さとの関連を検討した．女性の自立仮説からは高学歴女性
は結婚に対して否定的であると予想される．つり合い婚仮説を敷衍すると，学歴が女性の
結婚意識に与える影響として（1）肯定的にするという効果の方向性が考えられる一方，（2）
否定的にはしないものの，結婚に対する「関心」を低めるという方向性も予想される．結
婚に対して否定的，肯定的，関心が低い，の 3 カテゴリーをもつ結婚意識を従属変数とし
た回帰分析（多項ロジットモデル）の結果から，高学歴女性は「結婚したくない・考えて
いない」よりは「してもしなくてもよい」を選びやすい一方で，「してもしなくてもよい」
と「ぜひ・できれば結婚したい」の間では差がないことが示された．本稿の知見は，女性
にとって高学歴であることが結婚に対する関心の低さにつながる可能性を示唆する．今後
の研究においては，結婚に対する肯定的・否定的意識に加えて，関心の高低を含めて検討
することが必要となろう．
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1　課題設定
1.1　リサーチ・クエスチョン：「してもしなくてもよい」ものとしての結婚？

本稿は，学歴と結婚に対する肯定的あるいは否定的意識との関連に加え，高学歴である
ことが彼女らの結婚に対する関心に与える影響に着目して，未婚女性の学歴と結婚意識と
の関連を検討する（本稿において「学歴」は「最終学歴」を指す）．先行研究の知見から，
日本においては高いレベルで結婚意欲が維持されていることが指摘されている．たとえば，
国立社会保障・人口問題研究所が 2010 年におこなった出生動向基本調査において 9 割弱
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の未婚者が「いずれ結婚するつもり」と答えている．しかしその一方で 2010 年時点の生
涯未婚率は，男性 20.1％，女性 10.6％となっており，1980 年の男性 2.6％，女性 4.5％と
比較して大きく上昇した（内閣府 2015）． 

このため，未婚者のほとんどが結婚に対して肯定的意識をもっているにもかかわらず，
未婚化が進んでいることを危惧する声も多い．ただし詳細にみていくと，2010 年の出生
動向基本調査では「いずれ結婚するつもり」と答えた未婚者（18 ～ 34 歳）の 4 割以上が「理
想の結婚相手が見つかるまでは結婚しなくてもかまわない」と回答しており，強く結婚を
希望しているとはいいがたい（国立社会保障・人口問題研究所 2012）．また，2012 年に行
われた第 1 回 21 世紀成年者縦断調査の結果によると，結婚を「絶対」あるいは「なるべく」
したいと考える独身女性（20 ～ 29 歳）が 74.2％を占める一方で，「どちらとも言えない」
とする女性も 17.5％を占める（総務省 2012）．さらに 2008 年に行われた第三回全国家族
調査では 28 ～ 34 歳の未婚女性を対象とした場合，「どちらともいえない」は 2 割を超え
る（著者計算）．

このように結婚を「必ず」するものととらえない人々が日本でも一定程度存在してお
り，結婚が必ずするものではなくなってきている現在，人々の結婚に対する肯定的・否定
的意識だけでなく，「関心」の高低にも着目する必要がある．実際，結婚について「必ず
しもする必要はない」とする回答者の割合は，1993 年時点では 50.5％であったのに対し，
2013 年には 62.6％に上昇している（NHK 放送文化研究所 2015）．これは，結婚に対し否
定的な意識は持たないものの，結婚を「必ず」経験するイベントとして認識せず「しても
しなくてもよい」ものとしてとらえる人が増加している可能性を示唆する．

さらに，経済的資源を多く持つことは女性の結婚に対する肯定・否定的意識に作用する
だけでなく，人生における結婚以外の選択肢を広げ，関心を相対的に低める可能性がある．
先行研究は女性の経済的資源と結婚への肯定的・否定的意識の関連のみを検討してきたが，
結婚への関心が低い層に焦点を当てることは，経済的資源と結婚とのより複雑な関連を検
討するために重要である．そこで，本稿では学歴と未婚女性の結婚への関心との関連に着
目して，「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査（JLPS）2007」を用いて以下
のリサーチ・クエスチョンを検証する．

リサーチ・クエスチョン．学歴は女性の結婚に対する肯定的・否定的意識および関心の高
さとどのような関連を持つか． 

1.2　先行研究
女性の経済的資源と結婚行動との関連については，主に女性の自立仮説とつり合い婚仮

説が実証研究において検証されてきた．女性の自立仮説（Becker 1981）は，女性の経済
的自立が結婚から得られる利得を減らし，未婚率が高まるとする．Becker は人々が未婚
で留まるか，結婚するかの選択をする際，結婚するほうが得られるメリットが大きいと
判断する場合に結婚に踏み切ると論じており，また，結婚のメリットの源泉は性別による
特化（男性は稼得役割，女性は家庭役割）とその生産物の交換にあると主張する．しかし，
経済的資源の多い女性にとっては，性別による特化の利得は小さく，また家庭役割に専念
することによって就業を継続していれば得られたはずの賃金の損失もとくに大きなものと
なる．このため，このような女性にとって結婚のデメリットが大きくなり，経済的資源を
多く持つ女性の増大は未婚化につながると主張する（Becker 1981）．

一方で，Oppenheimer（1988; Oppenheimer and Lew1995）が提唱したつり合い婚仮説に
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よると，近年の未婚化の主な原因は，結婚相手の選択過程で重要な社会経済的属性の青年
期における不確実性が増加したことや結婚前の候補者選択におけるマッチングの重要性
が増していることから生じる，マッチングの困難さと長期化にある．つり合い婚仮説は，
ジョブサーチ理論を結婚市場での結婚相手の探索行動に応用したものであり，未婚者は結
婚市場において，結婚相手候補に対する留保水準を設け，それに見合う相手を探すとする．
ただし，探し続けるにはコストがかかるため，結婚することによって得られるメリットと
探索コストを天秤にかけながら行動すると論じている．たとえば，経済的資源が多い女性
は，留保水準を高く設定することにより，よりメリットの大きい結婚相手候補を対象とす
ることができるが，経済的資源を生かして長く探し続けることにより探索期間が延び，晩
婚化につながる可能性もある．

しかし，女性の経済的資源が結婚行動にもたらす効果については，高い経済的資源が
結婚市場で魅力的な属性となるため，高学歴女性は結婚しやすくなると Oppenheimer は論
じている．つり合い婚仮説においても女性の経済的資源の多さが結婚に否定的な影響を
及ぼす可能性は示唆されているものの，女性の経済的資源と結婚との関連は Becker が主
張するような単純なものではないと論じられている．例えば Oppenheimer and Lew（1995）
は，Becker が主張する特化のメリットに対して，性別によって市場と世帯に特化した片
稼ぎ世帯では経済環境の変化やライフコース上で発生するさまざまなリスクに柔軟に対応
することができず，また男性の経済状況が悪化するなかで高い消費意欲を満足させる収入
が得られない可能性が高いと論じている．このため，経済的資源を多くもつことは性別に
かかわらず結婚市場において魅力的な属性であるととらえることができる．これはすなわ
ち，経済的資源の多い未婚者は結婚市場において優位な立場にあることを示唆する．アメ
リカの実証研究においても，経済的資源の多い女性はより結婚しやすい傾向がみられてい
る（Sweeney 2002）．

1.3　学歴と結婚意識との関連の実証的検討
従来の実証的な研究では，女性の経済的資源の指標として主に就業状況や収入，学歴

などが用いられてきた．ただし就業状況を指標として用いることに関しては，未婚女性
の就業率は数十年間にわたって一貫して高く，また景気の変動の影響も受けることか
ら，就業状況により「伝統的」女性と「非伝統的」女性を見分けることは難しいと指摘さ
れている（Oppenheimer 1997）．さらに「調査時の収入」や「前年の収入」も労働市場に
おける女性の長期的なポジションを評価するためには不十分な指標であるとされている．
Oppenheimer（1997）や Pollak（2005）は，学歴は労働市場での生産性を示すため，女性
の労働市場での長期的な潜在的稼得力を評価する指標として，最も適していると論じてい
る．このため，本稿の分析では女性の経済的資源の結婚意識への影響を明らかにする際，
就業状況や収入の効果を統制しつつ，学歴に焦点を当てて検討する．

女性の学歴と結婚意識の関連については，肯定的なのか否定的なのかという側面に着目
した実証的な検討が行われており，それらの知見によると，高い学歴を持つことは結婚に
肯定的であることと関連があることが示されてきた．5 段階で測られた結婚意欲を従属変
数に用いた順序ロジットモデルの結果からは高い学歴を持つことと肯定的な結婚意欲の間
に正の関係が示されている（厚生労働省大臣官房統計情報部 2013: 付表 4）．また，出生動
向基本調査データを用いた松田（2015）の研究では「ある程度の年齢までには結婚する」，

「理想の結婚相手が見つかるまでは結婚しなくてもかまわない」，「一生結婚するつもりは
ない」の 3 つの選択肢で測った結婚意欲を検討し，学歴の高い女性は結婚に対して肯定的
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な意識を持つことが示されている．橋本（2009）も JLPS の wave 1 と wave 2 データを用
いて，結婚意欲と学歴との関連を検討し，学歴の正の効果を見出している．しかし，これ
らの研究では，学歴が結婚に対する関心の高低にどのように影響するかは検討されていな
い．

1.4　仮説
本稿では，女性の自立仮説とつり合い婚仮説から敷衍した仮説を用いて，女性の学歴と

結婚意識との関連を検討する．上述のように，女性の自立仮説とつり合い婚仮説は経済的
資源と結婚「行動」との関連についての仮説であるため，経済的資源と結婚意識との関連
について言及はなされていない．しかし，女性の自立仮説によれば，経済的に自立した女
性は結婚から得られる経済的メリットが少なく，また，経済的資源の多い女性が家庭役割
に特化するために就業をやめる場合，経済的資源の少ない女性に比べ，その機会費用は
大きいものとなる．日本のように仕事と家庭責任の両立の難しい社会では，多くの女性に
とって結婚と就業が二者択一，かつ再就職の選択肢が限られていることから，継続的な就
業キャリアを望む女性にとっては，結婚のデメリットがとくに大きいと考えられる．この
ため本稿では，自立仮説に基づいた仮説として，経済的資源の多い女性は経済的資源の少
ない女性と比べ，結婚に対して否定的な意識を持ちやすいと予想する（仮説 1-1）．

その一方で，経済的資源の多い女性は結婚市場において優位な立場にあるとつり合い婚
仮説が想定する点に着目すると，これらの女性は「質の高い」結婚相手を得られる可能性
が高いため，自立仮説とは逆に，結婚から得られるメリットは大きいと想定できる．1997
年の第 11 回出生動向基本調査を用いた分析からも高学歴，また正社員の女性は，学歴の
低い，また非正社員の女性より結婚に利点があると感じやすいことが明らかになっている

（永瀬 2002）．このため，つり合い婚仮説から敷衍した第 1 の仮説として，本稿では高い
学歴は結婚への肯定的な意識と関連していると予想する（仮説 2-1）．

上記の仮説 1-1 および 2-1 は，結婚に対して肯定的か否定的かという結婚に対する女性
の意識の一側面に着目し，学歴との関連を検討するものである．しかし，経済的資源の多
寡は，肯定・否定的意識のみならず「結婚」そのものへの関心の高さにも影響を及ぼすこ
とが考えられる．すなわち，女性の経済的資源と結婚意識との関連を検討する際には，結
婚のメリットや結婚市場での彼女らの位置づけだけでなく，彼女らの人生における結婚の
位置づけへの影響も考慮する必要がある．たとえば，経済的資源を多く持つ女性は選択肢
が広がり，結婚以外にも仕事での成功に注力することや豊かな経済的資源を用いて趣味や
娯楽に関心を注ぐことも可能になる．実際，上記のように正社員の女性は結婚に利点を感
じやすいが，永瀬（2002）によれば，正社員の方が非正社員の女性に比べ，独身生活に
も利点があると感じやすい 1）．このような女性は，結婚をさまざまある選択肢の一つとと
らえる余裕が生じ，選択肢が少ない女性に比べ結婚に対する関心が相対的に低くなること
も考えられる．また，近年の皆婚規範の弱まりも，経済的資源の多い女性が結婚をライフ
コース上での状況に応じて取捨選択できるイベントの一つととらえやすくする．

ただし，人生の選択肢が多いからといって結婚に対して必ずしも否定的な意識を持
つとは限らない．たとえば，上述のように経済的資源の多い女性は「質の高い」相手を
得られる可能性が高く，また経済的資源の多い女性は，結婚市場において経済面で優れ
ていなくともそのほかの面で優れている男性を対象として選ぶ余裕を持つことができる

（Oppenheimer and Lew 1995）．すなわち，経済的資源の多い女性が結婚に対して一種の余
裕を持つことは，必ずしも「結婚したくない」という否定的な態度につながらず，結婚を
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「してもしなくてもよい」選択肢の一つととらえるような関心の低さにつながる可能がある．
以上から，本稿ではつり合い婚仮説から敷衍した第 2 の仮説として，経済的資源の多い女
性は結婚に対して否定的ではないものの，経済的資源の少ない女性に比べて，結婚そのも
のに対する「関心」が低いため「してもしなくてもよい」ものととらえやすいと予想する

（仮説 2-2）．本稿で検証する仮説を以下にまとめる．

仮説 1-1（女性の自立仮説）．学歴の低い女性に比べ，学歴の高い女性は結婚に対して否
定的な意識を持ちやすいだろう．

仮説 2-1（つり合い婚仮説 1）．学歴の低い女性に比べ，学歴の高い女性は結婚に対して
肯定的な意識を持ちやすいだろう．

仮説 2-2（つり合い婚仮説 2）．学歴の低い女性に比べ，学歴の高い女性は結婚に対して
否定的な意識を持ちにくいものの，結婚に対する関心が低いだろう．

以上の学歴と結婚への肯定・否定的意識および関心の高さとの関連の予想をまとめたも
のが表 1 である．

仮説 1-1（女性の自立仮説）が正しければ，学歴の高い女性は「ぜひ・できれば」より「し
てもしなくても」を選びやすく，「してもしなくても」より「したくない・考えていない」
を選びやすい．仮説 2-1（つり合い婚仮説 1）が正しければ，「したくない・考えていない」
より「してもしなくても」を選びやすく，また「してもしなくても」より「ぜひ・できれば」
を選びやすい．一方で仮説 2-2（つり合い婚仮説 2）が正しければ，学歴の高い女性は「し
たくない・考えていない」より「してもしなくても」を選びやすいものの，「ぜひ・できれば」
を選ぶほどの関心の高さを持たないことが予想される．

2　データと方法
2.1　データ

使用するデータは，東京大学社会科学研究所が 2007 年に実施した JLPS の若年・壮年パ
ネル調査（wave 1）である．分析に用いるサンプルは，学生を除いた 20 歳から 40 歳の未
婚女性であり，サンプルサイズは 856 である．JLPS は若年・壮年層が調査対象であるため
公開されている他の社会調査よりも未婚女性についてサンプルサイズが大きい．また JLPS
の最新のデータである wave 6（2012）でも結婚意識は聞かれているが，回答者の年齢層が
25 ～ 45 歳と高いため，対象が 20 ～ 40 歳の wave 1 が本研究の分析に適している．

表 1　仮説から予想される結婚意識と学歴との関連
結婚意識変数（基準：してもしなくてもよい）

結婚したくない・考えていない ぜひ・できれば結婚したい

女性の自立仮説（仮説 1-1） ＋ －

つり合い婚仮説（仮説 2-1） － ＋

つり合い婚仮説（仮説 2-2） － 0
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2.2　変数
従属変数は結婚意識（結婚に対する考え方）である．JLPS では，回答者は「結婚について，

あなたはどのように考えていますか」と聞かれ，「ぜひ結婚したい」・「できれば結婚したい」・
「結婚してもしなくてもよい」・「結婚したくない」・「結婚について考えていない」の選択
肢からいずれかを選ぶことが求められる．本稿では，結婚への肯定的・否定的な意識と「関
心の低さ」を焦点に分析するため，5 つの選択肢を「ぜひ結婚したい，できれば結婚した
い」を 3，「してもしなくてもよい」を 2，「したくない・考えていない」を 1 とした名義
尺度として分析する．また補助的な分析として，結婚意識のそれぞれのカテゴリーを選ん
だ非大卒女性・大卒女性が独身の理由として何を選びやすいかも検討する．JLPS は独身
でいる理由として「結婚する必要性をまだ感じない」・「今は，趣味や娯楽を楽しみたい」・

「適当な相手にまだ巡り合わない」など 19 個の選択肢を挙げ，複数回答であてはまるもの
を選択してもらっている．選択された場合を 1，選択されなかった場合を 0 とし，自由回
答・「現在の交際相手ともうすぐ結婚する予定」を除いた 17 個の選択肢についてロジット
モデルで分析する．

独立変数は，大学卒業以上ダミー（大卒・大学院卒＝ 1）である．大学卒業以上ダミー
については，中学校・高等学校・専修学校・短期大学・高等専門学校卒・中退を 0，大学
卒と大学院卒・中退を 1 とし，大学について中退したと答えている回答者については，0
とした．コントロール変数として，30 歳以上ダミー，一年前の収入（年収），正規雇用ダ
ミー（基準），非正規雇用ダミー，自営業ダミー，無職ダミー，15 歳時の暮らし向き，親
同居ダミー（母親・父親のいずれかと同居していれば 1）を投入する．

就業形態については，経営者・役員・正社員・正職員を正規雇用，パート・アルバイ
ト・契約・臨時・嘱託・派遣社員・請負社員を非正規雇用，自営業主・自由業者・家族従
業者・内職を自営業とした．回帰分析では，正規雇用を基準として投入している．15 歳
時の暮らし向きは，暮らし向きがよい場合に高い値をとるようにリコードした．サンプル
サイズの確保のため，15 歳時の暮らし向きについて，「わからない」と答えている場合は，

「ふつう」とカテゴリーを統合した．年収は各カテゴリーの中央値をとって連続変数とした．
回帰分析を報告する際には，年収を 100 万で除した変数を利用している．そのため 1 単位
が 100 万円になる．分析では，学歴が肯定的・否定的・関心が低いの各カテゴリーの選択
にどう影響するのかを明らかにする．結婚に対する肯定的・否定的意識と，結婚に対する
関心の低さを示す「してもしなくても」は結婚に関する意識の質的に異なる側面をとらえ
ていると考えるため，多項ロジットモデルを用いる．Stata 14.1 を分析に使用した．

2.3　結婚に対する肯定・否定的意識と関心の高低
上述のように本稿では，結婚意識の選択肢のうち，「ぜひ」と「できれば」を結婚に対

する肯定的意識とし，また「結婚したくない」と「考えていない」を否定的意識を示すカ
テゴリーとして解釈する．そして，「してもしなくても」を結婚に対する関心の低さを示
すカテゴリーと解釈し，学歴との関連を検討する．結婚に対する肯定的・否定的意識およ
び関心の高低という分析軸とこれらカテゴリーとの対応を概念的に示したのが図 1 である．
本稿では，「ぜひ・できれば」は結婚に対して明確に肯定的であり，明示されていないも
のの関心も高いと考える．「してもしなくてもよい」は，肯定的・否定的意識に関しては
中間に位置するが，結婚そのものに対する関心が低いととらえる．そして「したくない・
考えていない」は，結婚に対して明確に否定的であると解釈する．

結婚意識のカテゴリーの統合について，「ぜひ・できれば結婚したい」，「してもしなくて
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もよい」，「結婚したくない，考えていない」とは異なる統合もあり得る．とくに，「結婚に
ついて考えていない」を選んだ人のなかには，人生の選択肢の一つとして，結婚を「考え
ていない」人のみならず，まだ「考えていない」人も含まれるとも考えられる．JLPS には

「結婚を今後，経験したいか」という問いがあるため，各カテゴリーでどの程度の未婚女性
が「結婚を経験したい」と答えたのかを比較できる．未婚女性のサンプルでは「ぜひ結婚
したい」・「できれば結婚したい」を選んだ人で「結婚を経験したい」と答えた人は 94.6%・
89.9%，「結婚してもしなくてもよい」では 46.7% である一方，「結婚したくない」・「結婚に
ついて考えていない」では 7.4%，11.3% となっている．「考えていない」を選んだ女性の約
9 割が「経験したくない」と回答しており，これらの女性の多くは，まだ「考えていない」
というよりは，人生の選択肢の一つとして結婚を「考えていない」ことが示唆される．こ
れらより，本稿で用いたカテゴリーの統合方法にはある程度の妥当性があると考えられる．

3　結果
3.1　記述統計

本稿で分析する結婚意識の分布を表 2 に示した．78.0% の未婚女性が「ぜひ結婚したい・
できれば結婚したい」と回答しており，「したくない・考えていない」と答えている未婚
女性は，8.5% である．本稿がとくに注目している「してもしなくてもよい」と答えてい
る未婚女性は 13.4% となっており，7.5 人に 1 人がこのカテゴリーを選んでいる．

回帰分析で使用する独立変数の記述統計は表 6 に示した．サンプルのうち 30 歳以上は
35.6% であり，未婚女性のなかでは 20 代の方が多い．平均的な年収は 232.4 万円である．
また大卒以上の学歴を持つ人は 31.1% であった．未婚女性のサンプルのため，正規雇用
が 57.8% と比較的多く，非正規雇用が 32.5%，自営業が 2.8%，無職が 6.9% となっている．

3.2　大卒ダミーと結婚意識の 2変量の関連
次に結婚意識を従属変数とした分析を行う．学歴と結婚意識のクロス表を表 3 に示した．

このクロス表について，カイ二乗検定は 1% で有意である．大卒未満と大卒以上の間に差
がみられるのは「結婚したくない・考えていない」である．その他のカテゴリーについては，
学歴によって比率が大きく異ならないのに対し，「結婚したくない・考えていない」では
大卒未満で 10.7% の人がこのカテゴリーを選択しているが，大卒以上では 3.8% となって

図 1　関心の高さと否定・肯定



233

未婚女性の学歴と結婚への関心

Sociological Theory and Methods Vol.31 No.2 2016

いる．残差分析からも有意に大卒以上であると「したくない・考えていない」と答えにく
いことが示された（Z = 3.34，p < .001）．

3.3　多項ロジットモデルによる分析
次に回帰分析を用いて他の変数の影響をコントロールして，学歴と結婚意識との関連を

検討する．学歴と結婚意識との関連について本稿では，女性の自立仮説およびつり合い婚
仮説から 3 つの仮説を導出した．女性の自立仮説から，学歴の低い女性に比べ学歴の高い
女性は，結婚に対して否定的な意識を持ちやすいだろうと予想した（仮説 1-1）．またつ
り合い婚仮説を敷衍して，学歴の低い女性に比べ学歴の高い女性は，結婚に対して肯定的
な意識を持ちやすいだろうと予想した（仮説 2-1）．くわえて「関心」に着目した仮説か
らは，学歴の低い女性に比べ学歴の高い女性は，結婚に対して否定的な意識は持ちにくい
ものの，結婚に対する関心が低いだろうと予想した（仮説 2-2）．表 4 に結婚意識につい
ての多項ロジットモデルの結果を示した．

結果から大卒以上であると，「結婚したくない・考えていない」よりも「してもしなく
てもよい」と回答しやすいが，「ぜひ・できれば」と「してもしなくてもよい」の間には
大卒か，そうでないかによって差がないことが示された．すなわち，高学歴であることは，
結婚を「したくない・考えていない」とは回答しにくくし「してもしなくても」を選びや
すくはするが，「ぜひ・できればしたい」という肯定的な意識を持たせる効果は見られな
いことが明らかになり，仮説 2-2 が支持された．「してもしなくても」と「ぜひ・できれば」
との間には有意な効果はないが，負の係数がみられている．大卒以上の高い学歴をもつこ
とは，結婚に対して肯定的・否定的な意識を生じさせるというよりも，結婚に対する関心
を低めることが示唆された 2）．

その他の変数については，30 歳以上だと「ぜひ・できれば結婚したい」より「しても
しなくてもよい」を選択しやすい．就業形態によっては，結婚意識に差は見られなかった
が，年収は 10% 有意であり，年収が 100 万円高いと「してもしなくてもよい」よりも「ぜひ・
できれば結婚したい」を選択しやすい．15 歳時の暮らし向きは 10% で有意であり，15 歳
時の暮らし向きが良いと，「結婚したくない・考えていない」より「してもしなくてもよい」
を選択しやすい． 

多項ロジットモデルの結果からは大卒以上ダミーが持つ効果が他の変数と比べ，どの
程度の大きさなのかを知ることができない．平均限界効果（Long 1997; Long and Freese 
2014）を算出したところ，大卒以上の学歴を持つことは，「したくない・考えていない」
と答える確率を 5.8% 下げる（p < .001）ことがわかった．モデルに含まれている変数の
なかで最大の平均限界効果を持つのは 30 歳以上ダミーであり，30 歳未満と 30 歳以上を
比較した場合，30 歳以上であると 15.2% ほど「ぜひ・できれば」を選択する確率が低い．

表 2　結婚意識の分布
n %

ぜひ結婚したい・できれば結婚したい 668 78.04

結婚したくない・結婚について考えていない 73 8.53

結婚してもしなくてもよい 115 13.43

計 856 100
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大卒以上ダミーは年齢がもたらす影響の 4 割弱の効果を持つ．
ただし大卒以上ダミーの効果が年齢別・就業形態別に異なる可能性もある．そこで，年

齢を 4 段階（20 ～ 24 歳，25 ～ 39 歳，30 ～ 34 歳，35 ～ 40 歳）にした変数を作成し，大
卒以上ダミーと年齢 4 段階の主効果ならびに交互作用項を加えたモデルも推定したが，大
卒以上ダミーと年齢の交互作用項は有意でなく，年齢によって学歴の効果が異なることは
なかった 3）．大卒以上ダミーと就業形態との交互作用を取ったモデルでは，大卒以上で非
正規雇用だと大卒以上で正規雇用と比べ，「ぜひ・できれば」より「してもしなくてもよ
い」を選びやすい（p < .10）ものの，尤度比検定では交互作用を取らないモデルが支持さ
れた（χ2 = 3.62，df = 2，p = .164）．また大卒以上ダミーにかえて短大・高専卒以上ダミー
や教育年数を用いたモデルも推定したが本節の結果とは大きく異ならなかった 4）．

3.4　独身でいる理由の分析
次に「してもしなくてもよい」と答えている大卒以上の女性は独身でいる理由として，

何を選択する傾向にあるのかを確認する．ロジットモデルで，独身でいる理由の 17 個の
選択肢それぞれ（選択が 1，非選択が 0）を従属変数として，結婚意識と大卒以上ダミー，
およびその交互作用を投入して分析をおこなった．その結果，「してもしなくも」と答え
た大卒女性が，「してもしなくても」と答えた非大卒女性と比べ有意に理由として挙げて
いたのは，「結婚する必要性をまだ感じない」と「今は，仕事（または学業）に打ち込み

表 3　大卒ダミーと結婚意識のクロス表
結婚したくない・ 

考えていない
結婚しても 

しなくてもよい
ぜひ・できれば 

結婚したい 計

大卒未満 10.7% (63) *** 12.9% (76) 76.4% (451) 100% (590)

大卒以上 3.8% (10) *** 14.7% (39) 81.6% (217) 100% (266)

計 8.5% (73) 13.4% (115) 78.0% (668) 100% (856)

（注）括弧内は度数．χ2(2) = 11.34, * p < .05; ** p < .01; *** p < .001; † p < .1（両側検定）．

表 4　結婚意識に関する多項ロジットモデルの結果

　 結婚したくない・考えていな
い vs. してもしなくてもよい

ぜひ・できれば結婚したい 
 vs. してもしなくてもよい

　 　係数 標準誤差　 係数 標準誤差　
大卒以上ダミー（ = 1） － 1.08 ** .41 － .17 　 .23

30 歳以上ダミー（ = 1） － .40 　 .32 － 1.02 *** .22

年収÷ 100 － .06 　 .15 .18 † .10

就業形態（基準：正規雇用） 　 　 　 　 　 　
非正規雇用ダミー（ = 1） .06 　 .37 .18 　 .25

自営業ダミー（ = 1） － .39 　 .86 － .70 　 .51

無職ダミー（ = 1） .14 　 .62 .14 　 .44

15 歳時の暮らし向き － .33 † .19 .01 　 .13

親同居ダミー（ = 1） － .28 　 .35 .28 　 .25

切片 1.30 † .76 1.55 ** .54

Log-likelihood　 　－ 548.04 *** 　 　 　 　
Macfaddenʼs Pseudo R2 .05 　 　 　 　 　

（注）* p < .05; ** p < .01; *** p < .001; † p < .1（両側検定）．n = 856.
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たい」であった（表 5）．「してもしなくても」を選んだ大卒女性は，「してもしなくても」
を選んだ非大卒女性と比べ 2.5 倍，「必要性をまだ感じない」を選択しやすい．また，「し
てもしなくても」を選んだ大卒女性は「してもしなくても」を選んだ非大卒女性と比べ「今
は，仕事（または学業）に打ち込みたい」を 2.4 倍選びやすい（p < .10）．つまり，JLPS
の wave 1 で「してもしなくても」を選択した未婚大卒女性は「結婚する必要性をまだ感じ」
ておらず，「結婚」という選択肢に対してとくに「仕事」を優先していることが示唆される．

「してもしなくても」を選んでいる大卒以上の女性は仕事など結婚以外の人生の選択肢に
関心を寄せていることが示され，この結果は仮説 2-2 の議論の傍証となろう．また独身で
いる理由には「適当な相手にまだ巡り合わない」という結婚市場における相手の探索と関
連する変数もあるが，「してもしなくても」を選んでいる大卒女性が，この理由を有意に
選びやすい，という傾向は見られなかった．

4　考察と結論
4.1　結果の要約

多項ロジットモデルの結果によると，女性にとって学歴が高いことは，「結婚したくな
い・考えていない」より「結婚してもしなくてもよい」を選択しやすくするが，「ぜひ・
できれば結婚したい」を選択しやすくする効果は持たないことが明らかになった．女性の
自立仮説とつり合い婚仮説から導出した「学歴は結婚意識を否定的／肯定的にする」とい
う仮説は支持されなかった．つり合い婚仮説から敷衍した第 2 の仮説が示すように，学歴
の高さは結婚に対して「したくない」という否定的な意識を持つこととは負の関係にある
が，「結婚したい」という肯定的な意識を持たせるわけではない．むしろ，結婚を「して
もしなくてもよい」イベントととらえるような，結婚に対する関心の低さをもたらしてい
た．

補足的におこなった「未婚でいる理由」についての分析からも「してもしなくても」を
選択した大卒以上の女性は未婚の理由として「結婚する必要性をまだ感じない」や「今は，
仕事（または学業）に打ち込みたい」を選びやすいことが示された．「してもしなくても」

表 5　独身でいる理由に関するロジットモデルの結果
　 　 必要性をまだ感じない 仕事（学業）に打ち込みたい
　 　 オッズ比 　 標準誤差 オッズ比 　 標準誤差
結婚意識（基準：してもしなくても） 　 　 　 　 　
　 結婚したくない・考えていない 1.49 　 .52 1.94 　 .80

　 ぜひ・できれば結婚したい .24 *** .06 1.13 　 .37

大卒以上ダミー 2.48 * 1.07 2.42 † 1.11

結婚意識×大卒以上ダミー 　 　 　 　 　
　 結婚したくない・考えていない×大卒以上 .23 † .19 .26 　 .25

　 ぜひ・できれば結婚したい×大卒以上 .56 　 .27 .70 　 .34

切片 1.17 　 .27 .21 *** .06

Log-likelihood － 489.18 *** 　 － 449.47 *

Macfadden's Pseudo R2 .09 　 　 .01 　

（注）* p < .05; ** p < .01; *** p < .001; † p < .1（両側検定）．n = 856.
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を選んだ高学歴女性は結婚の必要性を強く感じていないことや就業など結婚以外のキャリ
アに関心を寄せていることが明らかになった．これらの結果は，高学歴女性は結婚に対し
て否定的ではないものの，関心が低いという，仮説 2-2 の予想を支持する．

結婚意欲変数を用いた従来の研究は，結婚に対する肯定的・否定的な意識を測ることを
想定し，また経済的資源などの属性と結婚に対する肯定的・否定的意識との関連の検討を
軸になされてきた．しかし，本稿では経済的資源が結婚に対する関心の高低とどのように
関連しているのか，という観点に着目して検討した結果，高学歴女性は結婚に対する関心
が低いことが示された．高い学歴を持つ女性は，結婚に対して少なくとも否定的な意識を
持っていないという点においては，経済的資源と結婚意欲との関連を検討した先行研究の
知見とも整合的である．その一方で，本稿の知見は結婚に対して否定的でないことが，必
ずしも結婚に対して関心が高いことを意味しないという点を考慮する必要があることを示
唆する．

4.2　実践的含意
現代日本の未婚女性の間では，高い学歴は「結婚をしてもしなくてもよい」ものとする

余裕を提供し，それが結婚に対する相対的な関心の低さにつながっているのかもしれない．
これは高学歴女性が結婚を「必ず」するものというよりは人生の選択肢の一つとしてとら
えながら，就業環境など，結婚を取り巻く自身の状況を見据えつつ，取捨選択しているこ
とを示しているのではないだろうか．それはすなわち，多くの選択肢のなかで結婚が女性
にとって魅力的な選択肢になるかどうかが，彼女らの結婚意識や行動を左右しうることを
示唆する．たとえば，従来のような「皆婚」規範は弱まっているが，婚活サービスの拡大
など，結婚に対する関心の高まりもみられる．その一方で，厳しい就業環境や 2 万 3 千人

（厚生労働省 2015）を超える保育所待機児童の問題など，就業と家庭責任が両立可能な環
境の整備が進んでいるとは言い難い状態が続いている．とくに，働き続けたいと思ってい
る（仕事に打ち込みたいと回答しているような）人にはこれらの状況は結婚への大きなハー
ドルとなる．今後は結婚を取り巻く規範や就業環境と結婚への関心との関連にも着目して
いくことが重要になる．

日本では，過去数十年間にわたり高い結婚意欲が維持されていることが，急激な未婚化
が進む一方で報告されてきた（国立社会保障人口問題研究所 2012）．このため，結婚意欲
が高い人々が結婚することを妨げる「配偶者探しの場」の不足などの障壁を取り除くこと
が未婚化の進行を緩和する手段として提案されてきた（松田 2015）．しかし，本稿の知見
は，高いとされる日本の結婚意欲には，結婚への「関心」という側面においてばらつきが
あり，出会いの場の増加という変化がおこったとしても，それに反応しにくいと考えられ
る「関心」の低い層が一定程度存在することを示している．日本の未婚女性の結婚意識の
実態を把握し，また結婚に対する意識と結婚行動との関連についての理解を深めるために
も，今後の研究においては結婚に対する肯定的・否定的意識という側面のみならず，関心
の高低を含めた結婚意識のさまざまな側面を検討することが重要になるといえよう． 

［注］
1） 永瀬の分析は 1997 年のデータを用いている． 2010 年に行われた第 14 回出生動向基本調査の集計表（国

立社会保障・人口問題研究所 2012）に基づき，著者らが計算した結果からも，大卒女性は非大卒女性
と比べ，結婚にも独身生活にもメリットを感じていることが示された．結婚に利点があると答えたの
は非大卒女性で 76.1%，大卒女性で 80.1%，独身生活に利点があると答えたのは非大卒女性で 89.5%，
大卒女性で 92.3% であった．独立性の検定の結果はそれぞれのクロス表で 1% 有意であった．



237

未婚女性の学歴と結婚への関心

Sociological Theory and Methods Vol.31 No.2 2016

2） 補完的な分析として，結婚意識変数を順序尺度変数ととらえて，結婚意識変数の各カテゴリーに対す
る学歴の効果の平行性の仮定を緩めた部分比例オッズモデルを用いた分析もおこなったが，学歴に関
して多項ロジットモデルの結果と実質的に同じ結果が得られた．

3） サンプルでは年齢が上がるにしたがい未婚者から既婚者への転換が起こっている．もし結婚に肯定的
な人が結婚しやすく，大卒女性が結婚に肯定的であるとすると，年齢が高く，未婚の大卒女性はもと
もと結婚に否定的であった人の可能性が高い．その場合に，大卒ダミーの係数にバイアスがかかる可
能性がある．本稿の結果はサンプルセレクションの影響を考慮していないため，推定値にサンプルセ
レクションの問題は残る．

4） 大卒以上ダミーの代わりに短大卒以上ダミーを独立変数とした回帰分析の結果から，大卒以上ダミー
が結婚意識に与えていた効果（－ 1.1）とほぼ同じ効果（－ .77）が短大・高専卒以上ダミーでも見ら
れることが明らかになった．教育年数については中学校を 9，高等学校を 12，専門学校・短大・高専
を 14，大学を 16，大学院を 18，わからない・無回答を欠損値として再分析した．その結果，大卒以
上ダミーの代わりに教育年数を独立変数にした場合でも，表 4 で得られた学歴の効果とほぼ同じ結果

（－ .29）が得られた．また，補完的な分析として「婚約者・特定の交際相手がいる」かどうか示すダ
ミー変数や本稿の従属変数と同じ意識変数である性別分業意識変数をくわえたモデルも検討した．そ
の結果，これらのモデルからも，本節で示した学歴についての結果と実質的に変わらない結果が得ら
れることを確認した．
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表 6　記述統計
　 平均 標準偏差
30 歳以上ダミー（0 ～ 1） .356 .479

年収（0 ～ 1500） 232.418 141.234

大卒以上ダミー（0 ～ 1） .311 .463

正規雇用ダミー（0 ～ 1） .578 .494

非正規雇用ダミー（0 ～ 1） .325 .469

自営業ダミー（0 ～ 1） .028 .165

無職ダミー（0 ～ 1） .069 .253

15 歳時の暮らし向き（1 ～ 5） 3.160 .833

親同居ダミー（0 ～ 1） .783 .413

（注）括弧内は最小値と最大値．n = 856.
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Unmarried Women’s Educational Attainment and Interests 

in Marriage:
Focusing on a Category of “Need not Marry”

Makiko Fuwa (Tokyo Metropolitan University)
Minoru Yagishita (Tokyo Metropolitan University)

Abstract

Using wave 1 of the Japanese Life Course Panel Surveys, we consider the possibility that educational 

attainment differently influences two dimensions of women’s attitudes toward marriage: positive/negative 

and more/less interest. The women’s independence hypothesis predicts that women with higher educational 

attainment have negative attitudes toward marriage. According to the assortative mating hypothesis, higher 

educational attainment could affect women’s attitudes in two directions: (1) highly educated women have 

positive attitudes toward marriage and (2) highly educated women are less interested in marriage but do 

not have negative attitudes. Our dependent variable is marital aspiration with three attitude categories 

toward marriage: negative, need not marry (i.e., less interested in marriage), and positive. Results from 

the regression analysis suggest that women with higher educational attainment are less likely to choose 

the “negative” category. However, there is no significant difference between the “need not marry” and 

“positive” categories based on educational attainment. In effect, highly educated women are less interested 

in marriage. Our findings highlight the importance of higher educational attainment in enabling women to 

not be interested in marriage.
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