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夫婦出生力は社会経済的諸条件には
依存していない

―夫婦出生力の安定は拡散過程の帰結である

池　  周  一  郎＊

概　　要

　現代日本の出生力低下の解明には，夫婦出生力の低水準がどのように生

じて持続されているかについての理解が不可欠である．家政経済学はきわ

めて常識的に，社会経済的条件に依存して夫婦出生力が低下することを主

張するが，社会経済的諸条件に夫婦の子ども数が依存することを検証した

とする重回帰モデルや Muitinomial logit などの計量モデルによる分析結

果は，先入観に引きずられた誤った解釈である．

　1970 年代以降の夫婦出生力の安定性と，夫婦の社会経済的な条件の差

異が，その子ども数にほとんど影響がないこと，および低下プロセスの斉

一性こそが，実は「拡散説」の明らかな証拠なのである．

　Keyword：Marital Fertility Decline, Stability of Completed Marital 

Fertility, Simultaneity of Fertility Decline, Diffusion

序

　Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform. 

 ― Mark Twain ―

　現在の我が国の低出生力状態は，夫婦の低い出生力（カンタム要因）と

晩婚化・未婚化（テンポ要因）という 2 つの要因の組み合わせで生じている．
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夫婦の出生力は，我が国においては 1920 年頃から，西欧諸国においては，

1800 年代中頃から低下を開始し，以降，ベビーブームを除いては長期に

渡って一貫して低下して現在の低出生状態へと至った．近年の出生力の著

しい低下は，むしろ晩婚化・未婚化というテンポ要因に帰せられるものだ

が，「少子化対策」というものの多くは夫婦の出生力を上昇させようという

意図の下で行われている．それ故に，夫婦の低い出生力がどのような要因

によるのかということの理解は現代的な課題である．

　夫婦の子ども数の決定に関する理論モデルが，この課題において重要な

役割を果たすことは容易に理解できよう．夫婦の子ども数決定に関しては

家政経済学のミクロ理論が著名である．このミクロ理論は夫婦のおかれた

社会経済的な諸条件と夫婦の選好により子ども数が決まるという常識的な

モデルである．したがって子ども数の変化は，社会経済的な諸条件の変化

と選好構造の変化に依存することになる．

　これに対して本稿は一貫して「拡散説」の立場から，夫婦の子ども数の

決定を理論的に検討する．拡散説は Neo Diffusionist である Casterline（カ

ステルリィーン）［5,6］等の概念を暫定的に拝借すれば，interpersonal 

diffusion と endogenous feedback というメカニズムを想定し，「パリティ

に依存した子ども数制限」が社会経済的諸条件から独立して拡散していく

という考え方 1 である．歴史的な出生力の低下に関して実証的な強みを明

らかに有している．

　さて，夫婦の低出生は，単に社会経済的な条件への適応なのか，それと

もそのような現代的常識ではなく，「子ども数制限」の拡散によるのかとい

うことは，「少子化対策」と俗に呼ばれる施策の妥当性と効果において決定

的な重要性を有している．夫婦の低出生が一般的な社会経済的な条件への

適応を原因とするものでなければ，社会経済的な条件を変化させても，夫

婦の出生力は上昇しないからである．夫婦の出生力の低下＝子ども数の低

1 この 「拡散仮説」 は理論モデルとしては一層の彫琢が必要であるし，またそれは
可能でもあるが，それは別稿で論ずることにしたい．

051-108_池周一郎0128.indd   52 08.2.8   1:40:54 PM



夫婦出生力は社会経済的諸条件には依存していない

- 53 -

下は，既に述べたように半世紀以上に渡って起きた歴史的現象である．こ

の歴史的な完結結婚出生力の低下要因の解明は，上記のような理由から，

現在の問題としても極めて重要である．

１　出生力に関する計量研究の錯誤

　これまで夫婦の子ども数や出生力に関する指標（TFR 等）が社会経済的

諸条件に依存することを示唆するような計量モデルの分析結果が示されて

きた．これらの分析は誤った分析であることを示す．

1.1　個票データ分析の錯誤

　夫婦の子ども数の決定に関しては，夫婦の子ども数を従属変数（被説明

変数）として，様々な社会経済的な変数を独立変数として投入して分析す

るのが，よく行われる分析である．これらは背後に大きなトレンド変化が

ある場合に，それらを適切に制御するのが極めて難しいという問題を有し

ている．実際，対象世代を幅広くとると，歴史的なカンタムの低下が年齢

に代理されている．そして，一番大きな効果を持つこの変数はまったくな

おざりにされているのである．そもそも，この一番大きな変化要因に対し

て理論的な説明がなく，非常に微小な係数の符号条件にのみに言及する理

論が信頼に値するものなのかよく考えていただきたい．

1.1.1　重回帰分析の結果は社会経済的条件への依存性を示しているか

　さて，多くの女子（または夫婦）の子ども数に対する回帰分析の結果で，

社会経済的な変数が有意であるとされている．しかしながら，多くの夫婦

の（女子の）子ども数に対する重回帰分析は社会経済的条件への従属性を

頭から決めてかかっているために，一様に誤った解釈を犯している．例え

ば，表 1 の八代・小塩・井伊の分析であるが，非常に常識的な諸社会経済

的要因の影響ありと分析している．しかしながら，非標本誤差の問題はこ

の際無視するとしても，回帰分析のβ係数（表 1 の係数は非標準化偏回帰
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係数である．もちろん t 値はどちらも変わらない．）の有意確率は影響の

強さを表しているのではない．これは標本数と独立変数の個数からβi＝0

を棄却できない確率を示しているに過ぎない．一般に標本数が多いと，n

次元超幾何平面上の点から計算される回帰平方和を増やすのに少しでも有

効な次元（＝変数）は統計的に有意となる．これは従属変数と独立変数に

本来何ら関係がなくとも，多次元上での微調整がある任意の独立変数（次

元）で必然的 2 であることに因る．つまり微妙な差も標本数を多くすれば

たいてい高度に有意になる．βi が有意水準 1％で有意であるからといって

影響力を確信してはいけない．

　これは筆者のみの意見ではない．共分散構造分析の専門家として著名な

表 1：八代 ・ 小塩 ・ 井伊の子ども数に対する重回帰分析の結果

変数 偏回帰係数 有意確率
本人の賃金所得
世帯所得
本人の年齢
本人の年齢の 2 乗
夫の自営業ダミー
健康な高齢女性の有無
大都市に居住
夫のホワイトカラー ・ ダミー
定数

－.000617
.000069
.629610

－.008575
.051516
.170529

－.109981
－.094691

－9.474066

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

＊＊

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

サンプル数
R2

14214
.1713

八代，小塩，井伊［17］p.117

2 βi の t は，H0：βi ＝ 0 のもとで，

SiiVe

βi

         　　　（ν＝n－p－1） ⑴

で計算される．標本数が 1 万以上であるから実際の t0 1.96 であろう．さて本
人の賃金所得の場合，βi ＝－.000617 ととても小さいので，当然，分母の方が最
大でも 1/2 以下に小さい．Ve 0.5 程度であるから，結局逆行列中の Sii の値が
一層小さいということになる．S にも依存するが，一般に偏差平方和 Sii が大き
いと Sii は小さくなる．八代 ・ 小塩 ・ 井伊の分析は標本数が非常に大きいことと
賃金所得が測定数値として分散が大きいこととあいまって，Sii はとても小さい
であろう．また同様の理由で，どの変数も当然のごとく有意となる可能性が非
常に大きいのである．
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豊田秀樹は，分散分析の有意性検定に関して以下のように述べている．

...つまり 5％より 1％，1％より 0.1％で有意である場合の方が，

自信を持って差があるといえる．

しかし，これを水準の効果の大きさのように錯覚してはいけない．

例えば「0.1％水準で有意差が見出されたの平均値には大きな差が

ある」という解釈をしてはならない．（中略）繰り返しが大きい実

験では，α＝0.01％で有意でも，水準間にほとんど差のない場合

もある．確信を持って差があるといえても，標本数の多い場合は，

その差自体が実質科学上（調査の目的に照らして）意味のない差

であることも多い．

　5％より 1％，1％より 0.1％水準での検定の方が第 1 種の誤り

が少ないけれど，その代わりに 5％より 1％，1％より 0.1％水準

での検定の方が「帰無仮説が正しくないのにそれを誤って採択し

てしまう確率」が高くなることが知られている．したがって 0.1％

水準での検定が常に優れているわけではない．...」
豊田秀樹［15］p.192

　独立変数の影響力を見るためには，むしろ｜βi｜（標準化偏回帰係数：測

定単位の違いを取り除いたものと解釈できる．）の方がよいとされる．し

かし，八代等の提示しているものは非標準化偏回帰係数である．これを愚

直に解釈すると，（賃金所得の測定単位は万円単位であろうが）100 万円の

賃金所得の差が子ども数を .06 ほどしか減少させていないということにな

る．各個人に対して回帰予測値 y^ を計算する場合には，具体的な影響力を

疑い得る大きさではないだろうか．それにしても，これすらも子ども数が

少ない有配偶女性がフルタイム労働可能で賃金所得が大きいという因果関

係を逆向きに解釈しているに過ぎない．

　子育て支援を意味する「健康な高齢女性の有無」も，＋.17に過ぎない．

重回帰分析の因果的解釈は十分慎重であるべきことは言うまでもない．一
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般に回帰モデルで外挿は危険なこととされる．100 人の有配偶女性に「健

康な高齢女性」を追加すれば，17 人子どもが増えると結論できるとするな

ら，小学生の算数の得点を国語の得点の上に回帰させ，算数の得点＝10＋

0.7×国語の得点を得て，10 人の小学生の国語の点を各 1 点ずつ上げれば

算数の得点が総計で 7 点上がるという結論を正当だと認めることになる

（もちろん偶然でない限りこれはあり得ない 3）．しかし政策的提言は，R2

＝.173 という低さ 4 でありながら，まさにそういう結論になっている．

大事なことは，女性の就業と子育てを両立させるための支援であ

り，そのための切り札が保育所の充実である．
八代，小塩，井伊［17］p.124

　「保育所」が「少子化対策」の切り札だとしたら，それはなんとも頼りな

い切り札である．しかも「健康な高齢女性の有無」は，明らかに本人の年

齢と負の相関を持っているはずなので，係数自体の実態性がどうも怪しい

のである．例えば，若くして結婚すれば，それだけ出生児数は多くなる傾

向がある．若くして結婚した女性は「健康な高齢女性が有る」確率がやは

り高い（子育て支援をしていようといまいと）．つまり比較的若くして結

婚した女性の群の影響で＋.17 という傾きが付いた可能性がかなり高いの

ではないだろうか．まず「産みたくても産めない状況」ありきだから，偏

回帰係数に対する注意深い解釈が無用なのであろう．

3 仮りに上記の単回帰分析が R2＝1.0 であったとしても，標本に対してさえ，これ
は誤った推論である．算数の勉強を各人がしなければそうは決してならない．
ましては標本とは別の小学生であったらなおさら結果は判らない．そして，こ
の回帰式を推定する際には，3 人の子どもを持つ女性も含まれていたはずである．
高齢女性の追加で，既に 3 人の子どもを持つ女性が 4 人に子どもを増やすであ
ろうか？　よく考えてもらいたい．

4 残差平方和の割合がこれ程大きいということは，推定された回帰式から外れて
いるデータが夥しいことを意味し，回帰式の予測能力が殆んど無いことを意味
している．こういう回帰分析を自信をもって予測や政策提言に使う研究者の見
識には疑義を抱かざるを得ない．100 人の有配偶女性に安価な保育所を提供して
も，17 人子どもが増えることはあり得ないことだけは断言できる．
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　そして，高齢女性と子ども数の現実の関係には，子ども数が多くて大変

だから健康な高齢女性が助力しているという因果関係も有力である．

　符号条件が理論的予測と合致するから，家政学派の理論は実証されたと

評価しているが，そもそも家政経済学者は常識的な相関関係を想定して変

数間の関係を理論化するのであるから，標準偏回帰係数が相関係数行列か

ら計算されることが端的に示すように，符号条件はだいたい一致して当り

前なのである．この程度のことで理論が実証されたというのは，甚だ自ら

に甘い基準だとしか思えない．

　さて，唯一の明らかに大きな例外の偏回帰係数が，本人の年齢という独

立変数である．そして，「大都市に居住」や「夫のホワイトカラー・ダミー」

がある程度の大きさを示しているのも，拡散が大都市から開始されたこと

から生じた相関関係なのである．大都市の方が「本人の賃金所得」も高い

から微妙な負の相関が生ずるのも道理である．つまり回帰分析の結果こそ

が，「拡散説」が正しいことの間接的な証拠となっている．

　決定的だと解釈されがちな偏回帰係数の t test の .01 の有意水準は，そ

れらの変数の影響力の大きさを示していない．有意水準が小さいからそれ

らの社会経済的変数が大きな影響力を有するように考えるのは，誤った解

釈である．

　筆者のこのような指摘に対して「そのように言われると計量分析が成り

立たない」という弁明がなされるが，まさにその通りで，このような計量

分析は成り立っていないのである．偏回帰係数の有意性検定を機械的に用

いた計量分析は科学的検証とは程遠いのである．

　筆者のこのような見解は過激だと思われるかもしれないが，良識ある統

計学者の見解であることを紹介しておきたい．

　社会科学の研究で検定される代表的な帰無仮説の置き方には不

満な点が多い．たいていの場合は，母数を 0 とおく．関係する母

数が正確に 0 であることは起こりえないので，そのような仮説を

棄却してもそれほど有効であるとは思えない．さらに，Meehl
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（1967）が指摘したように，帰無仮説を否定することによって理

論の確証を強めようとする有意性検定の方法は，たとえ理論が誤

りであるとしても，理論の確証を高めようとする事前の確率が高

い．こうした事態に導く主な要因は，検定される帰無仮説が 0 以

外の特定の値をおかないという事実である.....
R. E. Henkel［3］p.140

1.1.2　 ロジスティック回帰の結果は，社会経済的変数への依存性を示し

ているか．

　個票データの重回帰分析が，夫婦の子ども数に関して有効な分析ではな

いことを論じてきた．しかしながら，イベント・ヒストリー研究などで，

1980 年代後半から次第に広範に用いられるようになってきたロジス

ティック回帰及び Cox 回帰 5 等の分析結果は，夫婦の子ども数の社会経

済的変数への依存性を示していると解釈されることが多いようである．

　ロジスティック回帰及び Cox 回帰に関して大雑把に説明すると，子ども

を産むというイベントの発生確率（リスク確率やハザード確率と呼ばれ

る．）にどのような変数が影響を及ぼしているかを分析する統計的計量モ

デルである．より具体的には，第 1 子出生確率，第 2 子出生確率等への説

明（独立）変数群の影響を観察するのである．好都合なことに八代，小塩，

井伊［17］は，回帰モデルの次に，就業者の有配偶女性のみを対象にして

ロジスティック回帰分析（Multinomial logit）6 を追加しているので，その

分析をまず吟味してみたい．まず，この八代，小塩，井伊によるロジスティッ

5 比例ハザードモデルとも呼ばれることが多い．しかしながら一般に比例ハザー
ドモデルと呼ばれる分析は，より厳密には Cox 回帰と呼ばれるべきであり，比
例ハザードモデルはより広範なモデルの総称である．

6 八代，小塩，井伊はマルチノミナル ・ ロジット分析と記しているが，このカタ
カナ表記は誤解を招く誤訳とも言えるものである．SAS のテクニカル ・ マニュ
アル［10］にも，被説明変数が nominal なモデルと混同していることがあると指
摘されている．被説明変数が 2 項ではなく多項であることから muiti というらし
い．いずれにしても，Multinomial Logit（MNL）は多項ロジスティック回帰もし
くは，一般化 logit 等と呼ぶのがよいと思われる．

051-108_池周一郎0128.indd   58 08.2.8   1:40:55 PM



夫婦出生力は社会経済的諸条件には依存していない

- 59 -

ク回帰は，以下に述べる理由からかなり無茶な分析である．まず 20 ～ 45

歳までの就業有配偶女性をひとまとめにして出生のリスク確率を計算する

のは，どう考えてみても公正なリスク計算とは言えない．2値ロジスティッ

ク回帰のリスク確率は

logit p＝ln
p

1 － p
 ⑵

で計算される．Multinomial Logit では，それを自然に拡張して子ども m

人の場合のうち場合 k 人が選択される（リスク）確率は

logit pk＝ln 
pk

Σm
i＝0pi

 ⑶

である．しかし出生児数 k が幾つであれ，出生というイベントの発生す

 表 2：八代 ・ 小塩 ・ 井伊の子ども数に対するロジスティック回帰分析の結果

変数 係数 有意確率
１　子供が 1人
本人の賃金所得
世帯所得
本人の年齢
本人の年齢の 2 乗
健康な高齢女性の有無
大都市に居住
夫のホワイトカラー ・ ダミー
定数

－.000824
.000319
.367711

－.004358
.406950

－.270676
－.282271

－7.039632

＊＊＊

＊＊＊ 
＊＊＊ 
＊＊＊ 
＊＊＊ 

＊＊ 
＊＊＊ 
＊＊＊

２　子供が 2人以上
本人の賃金所得
世帯所得
本人の年齢
本人の年齢の 2 乗
健康な高齢女性の有無
大都市に居住
夫のホワイトカラー ・ ダミー
定数

－.001484
.000447

2.268487
－.030520

.588888
－.556268
－.300444

－39.473470

＊＊＊ 
＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

サンプル数
対数尤度

6,870
－5409.8000

八代， 小塩， 井伊［17］p.118
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る確率計算のために一定期間の経過を保証しなければならない．ある時点

の 25 歳と 40 歳の有配偶女性の子ども数の確率を比較するのは，どのよう

に考えても不適切である 7．子供 0 人または 1 人のグループには，これか

らまだ子供を産むだろう人々が含まれていることは明らかである．これは

初歩的なミスであり，分析の妥当性を疑わしめるミスである．

　更によく考えると奇妙なのは，子ども 2 人以上を選択するということは，

既に子ども 1 人を選択したことなのであり（ある時点までは 0 人も選択さ

れている），式⑶のリスク確率の加法性が破綻していないだろうか．この

分析における Multinomial logit の適用には基本的な問題点が多い．

　まず，モデルの適合度にしても，八代，小塩，井伊の分析は対数尤度し

か提示されておらず評価が難しい．適合度の評価のためにはデビアンス

（deviance：尤度比検定統計量）を計算すべきであろうが，その表示がない．

八代，小塩，井伊の分析にはモデルの適合度の評価のための統計量が対数

尤度しか表示されていない．

　仮りに，このモデルが正しいという H0 を立てて，対数尤度－5409.8000

からχ2 検定をしてみよう．自由度ν＝8×2 であるから，有意水準を .005

でもχ2
.005＝34.2672 で明らかに H0 は棄却される．8 モデルの適合度は明ら

かに低い．むしろこの最大尤度は，3.57858881163815E－2350 という非常

に小さい値であることを知るべきである．サンプル数が大きいために，最

大尤度は極めて零に近いのである．これは彼らのロジスティック回帰分析

7 子供 0 人のグループと子供一人のグループと子供二人以上のグループの年齢構
成がまったく同一ならば，許容できるかもしれないが．

8通常，ロジスティック回帰分析の場合このような検定を行うことはほとんど無い．
多くのロジスティック回帰分析にとって明らかに分が悪い検定だからである．
しかし，χ2＝18019.6 は外れすぎである．サンプル数がもっと少ない場合には，
もう少しまともな範囲に収まることが多い．社会科学でよく行われる統計的仮
説検定では，帰無仮説にこれから検証する仮説が誤りであるような仮説を立てる．
この帰無仮説が棄却されれば，検証する仮説が支持されるということになる．
最尤法を使った場合，取り敢えず帰無仮説は，計量モデル自体が正しいと立て
るしかない．これは決して不当なことではないが，χ2 検定の場合，サンプル数
が大きくなるとモデルが大概は棄却されるという問題点を有している．この分
析もサンプル数が 6,870 と大きいのでそもそも評価は難しいのである．
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自体が殆んど子ども数のリスク確率を説明していないことを物語っている．

　さて，式⑶の確率は，logit の定義より説明変数の対数関数であるから，

pi＝
exp（βih・xh）

Σm
i＝0exp（βih・xh）

 ⑷

子ども数 0 を基準として，子ども数 1 人 or2 人以上のβk を推定するには，

子ども数 0 の時のβ0h＝0 と設定すると，exp（β0h・xh）＝1 となり，分子は

1 になる．分母は exp（β0h・xh）で割ることであるから，以下のようになる．

pi＝
1

Σm－1
i＝0 exp［（βih－βkh）・xh］

 ⑸

しかしながら，なぜ子ども数 0 の場合と敢えて比較しなければならないの

か，判然としない．子ども数 0 を除外し，1 人と 2 人以上で分けて単純な

ロジスティック回帰を実施してもよいのではと感じられる．

　この多項ロジスティック回帰方程式の判別率を対数尤度から推定してみ

よう．m－1（＝2）組の推定される係数βih と測定されたリスク・ファクター

変数群 xh から子ども数が 0 人か 1 人か 2 人以上かで変化する 3 値変数 pi

の確率が決まる．よって尤度関数 L（yi；βi）は，m－1 個の pi の直積の n

個の確率変数 Y の測定値 yi の直積である．

L（yi；βih）＝П
n

l＝1
П
m

i＝1
pi ⑹

この直積が最大化するようにβ^ih を推定するのが最尤法である．つまり最

尤法の対数尤度とは，個々のリスク・ファクターの測定値 xlh のもとで最

大化された確率変数 Y の出現する対数化確率密度の和である．この対数

尤度を標本数で割ると，1 標本当たりの 2 つの確率密度の直積の対数化さ

れたものと解釈することができる．9 計算すると，1 標本あたりの対数尤度

は－0.787 であるから，子ども数が 1 人か，それとも 2 人以上かの確率の

9 実際に，2 値ロジスティック回帰の判別率と 1 標本当たりの平均確率には非常に
明らかな相関関係が認められる［13］．判別率の方が平均確率より若干高めでは
ある． これは最大尤度の推定が 1 階の条件のみで行われているからであろうか ? 
MNL の場合にも同じような傾向が観察できる．
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積の対数は－0.787 であり，結局どちらかを当てる確率は平均的に 0.675

程度だということである．

　これは高いと評価できるだろうか．2 値ロジスティック回帰の 2 者択一

の場合は，その割合が等しければ，無作為にどちらかを選べば，大概 5 割

はあたるはずである．すべてどちらかと言っても 5 割は当たるのである．

それが 5 割以下と言うのは誤判別がそれより多いということを意味する．

MNL の場合，推定された式より予測度数を計算し，予測度数が大きいと

ころに観測値が出現するはずと予想する．つまり，観測度数がそもそも大

きいと当たりやすくなる 10 のである．最尤法はそもそも原理的にそのよ

うに係数を推定している．

　現実には子ども 2 人以上の割合が 50％を越えるのであるから，子ども 2

人以上と言い続ければ 5 割以上の判別率を最低でも確保できる筈なのであ

る．また，子ども数0人は20％足らずであるから，無作為に半分は2人以上，

後は 1 人と指定すれば，悪くとも 70％は hit するであろう．つまり，判別

関数としては推定された多項ロジスティック回帰式はでたらめに当てる程

度のものなのである．モデルの適合度は，まったく低いと解釈するのが正

当なのではないだろうか．2 つの回帰式を導入してこの程度の情報量なの

である．我々はMNLの情報としての価値をあらためて検討すべきであろう．

　ロジスティック回帰の場合，多少適合度が低くてもβh の有意性を議論

することが多いが，これほど適合度が悪いモデルでは，子ども数のリスク

確率は何ら説明されないと考えることの方が当を得ている．

　このモデルの適合度がとても低いことが，やはりβh の有意性の評価に

も問題を引き起こす．八代，小塩，井伊の研究では，βh がどの統計量によっ

て有意と解釈されたか明示されていない．おそらくWald検定であろうが，

そうであればβh の標準誤差 SE は Fisher 情報行列の逆行列の対角成分の

平方根である．従ってβh の標準誤差の 2 乗は，Fisher 情報行列の対角成

10 極端な例で考えると，1：2：997 の観測度数のばあい，997 の方の予測度数を少し
でも高めに予測する回帰式なら全て的中していしまう．最尤法で推定したなら 
95％近い判別は当然であろう．
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分の逆数である．それゆえ対数尤度が小さい（＝絶対値が大きい）と標準

誤差は小さくなる（『ロジスティック回帰分析』［16］）．八代，小塩，井伊

が計算したモデルの対数尤度はおそらく非常に小さい（絶対値は大きい）

ので，標準誤差は小さいのである．つまり，Wald 検定は皮肉なことに，

当てはまりが悪いモデルだと変数の有意な結果をほぼ例外なくもたらすの

である．要するに，信頼性の低いモデルの有意性検定は有意確率が小さく

てもその信頼性は低いのである．

　次に，各社会経済的な変数の効果の実態的解釈の問題である．八代等は

同居する高齢女性ダミーや大都市居住ダミーが，子供が二人以上

の場合には，一人の場合よりも顕著に高まった．これは，特に大

都市では，住宅事情の制約もあって，その母親の就業に及ぼす影

響が，子供数が一人から二人に増える場合に，限界的にいっそう

大きな影響を及ぼすことを示している．

と分析している．しかし果たしてこのような因果的解釈は正しいのだろう

か．医学などである治療法の死亡に対する効果を比較するときは，因果的

な関連は治療法が過去のある時点で群別に処方されたという意味で明確で

ある．それ故に相対危険度である odds ratio が重要視される．

　ところが，このデータは基本的にクロス・セクショナル調査である．し

たがって，推測できることは，子ども数と子どもを産むリスク要因の同時

分布でしか無い．因果的関係に関して言及するのは無理というものである．

つまりこの分析では，20 ～ 45 歳の就業有配偶女性の子どもの数は，大都

市の方が少なかったということのみが明らかであるに過ぎない．大都市で

あることが作用するなどというのは，安直なメタファーであり因果関係の

はっきりしないことをカムフラージュしているのである．これは，八代，

小塩，井伊のように probit 回帰分析を追加したから因果的な推論が可能

になるといった問題ではない．

　「拡散説」ほど革新的なことを言うまでもなく，大都市より地方の出生
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力の低下は遅延したことは誰しも認めることであろう．地方在住の女性が

多くの子どもを産んだことが，係数βj を決定づけたのである．決して大

都市が夫婦の子ども数を抑制したと結論づけることはできない．健康な高

齢女性がいると 2 人以上子どもがいる確率が大きいという知見は，高齢女

性による子育て支援を含意するのではなく 11，地方の農村での 2 世帯家族

などで子どもが多いことを反映しているに過ぎないのである．

　更に付け加えれば，ロジスティック回帰の係数の解釈は各リスク要因の

相対的大きさから解釈されるべきであり，その係数の大きさと有意確率と

をもって影響力を絶対的に解釈するのは正当ではない．八代，小塩，井伊

は「健康な高齢女性の有無」や「大都市に居住」が 1％水準で有意でβi－βk

≃－.2 で，1 人から 2 人へに大きな影響だと指摘するが，これはダミー変

数の係数であるから，式⑸の MNL のリスク確率に代入すると，分母がこ

の項につき .819 程度に減少する程度である．一方，年齢は連続量なので

仮りに 40 歳と 30 歳を比較すると，5.559－109 程度分母を減少させるので

ある．これはこの項が分母から消えるに等しい．つまりそれだけ年齢（加齢）

は決定的にリスク確率を大きくすると推定されている．その他の変数群 12

は数式中ではすべておまけのような効果しか持たない．これは人口学的に

は当然すぎる結果である．

　前ほどの重回帰分析と同様に，このロジスティック回帰分析も家政経済

学の仮説や子ども数の社会経済的な変数への依存性を支持するのではなく，

むしろ，そのようなリスク要因がほとんど説明力がないことを物語ってい

るのである．モデルの適合度を無視して，係数の検定における有意水準と

符号のみで仮説の妥当性を論じると誤った結論に導かれることが多い．

11 もちろん 2 世帯家族，3 世帯家族では伝統的に子育て支援は行われていたので
ある．しかしそれは子ども数を増加させる効果がある訳ではない．

12 本人の年齢の 2 乗は例外的に大きな効果を持っている．これも測定単位の 2 乗
が効いているからである．年齢とは別の効果を制御する目的で投入されること
が多いが，筆者はこの手法には賛成できない．
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Cox 回帰の分析結果　さて一般に比例ハザードモデルと呼ばれる Cox 回

帰も，多く出生確率の分析に用いられている．しかしながら，この計量モ

デルの適用もロジスティック回帰分析と同じく，問題に満ちている．

　まず第一に，比例ハザードモデルが一般的に要求されているハザードの

proportionality が多くの独立変数を投入することによりまったく満たされ

ていない点である．夫婦の出生ハザードに関する生存関数が大概において

交差している場合，比例ハザードモデルの結果は正しい分析結果とはなら

ない．

　それに関連するのであるが，Cox 回帰は以下の式のように，ある基準年

（齢）から経年とともに出生が起こる確率への寄与を問題とする．

－ d
dt S（t）/S（t）＝h（t）＝β^（β0＋β1x1＋β2x2＋...＋βpxp） ⑺

観察中に出生がない女子や夫婦は censored case として扱いハザード比へ

の計算に含めることができ，これが通常の重回帰分析と比べて利点である

と云われるのである．ところが，今日の我が国の出生問題は「晩婚化」が

ひとつの重要な要因となっている．晩婚化が進行過程にある人口に対して

Cox 回帰を適用することは，出生遅延に起因するハザード確率（瞬間出生

確率）への寄与を誤って解釈する危険を持っているのである．

　Cox 回帰は，前述の式の両辺の対数をとって

lnh（t）＝β0＋β1x 1＋β2x 2＋...＋βpx p  ⑻

を考え，ロジスティック回帰と同じように係数を最尤推定するのである．

例えば，2000 年時点で 1960 ～ 1964 年コウホートを分析したとする．あ

る要因 xi の係数が有意であったとしても，それは結婚及び出生がその要

因で遅れただけで，最終的には女性の生涯に産む子ども数を殆んど低下さ

せないかもしれないのである．しかし，Cox 回帰の結果からだと，ある要

因 xi は瞬間出生確率を低下させる――即ち出生力を低下させると――結論

しかねない．現実に，多くの Cox 回帰の分析結果は，学歴が出生確率を

低下させると指摘し続けているが，これは現実への正しい理解といえるで
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あろうか．

　厄介なことは，このような出生テンポの遅れは，期間での出生力指標

（TFR が代表的だが）の低下を現実に引き起こすので，感覚的に夫婦出生

力の低下と混同しやすい点である．

1.2　出生のハザード率やリスク確率の大きさとは何か

　八代，小塩，井伊による MNL 分析は，分析設計が悪すぎて夫婦の出生

行動に関する社会経済的諸条件の影響の評価には適さないという判断も有

り得る．そこで，ロジスティック・モデルの専門家として評価の高い山口

一男が，因果関係の観測が可能であるとされるパネルデータを分析した

ディスカッション・ペーパーを取り上げて，その真の問題点を明らかにし

てみたい．

1.2.1　出生行動はむしろパリティに依存している．

　さて山口は離散時間ロジットモデルによる分析（本稿：表 4）により，

出生意向は出生行動の最大の要因だと以下のように主張する．しかし出生

意向は既往出生児数（パリティ）に依存していることが，実は山口自身の

分析により示されているのである．

　⑴出生意向はもっとも強い出生行動の決定要因である

　この発見は，出生行動の分析で何が既婚女性の出生意向を決定

するのかについての分析の重要性を示すとともに，少子化という

従来主に人口学的観点から分析されてきた現象に，妻の，あるい

は夫婦の，意志決定という要素を理論的にも経験的実証でも精緻

化することの重要性を示す．
山口一男，［11］，p.23

　しかしながら，山口は，自らの計量分析結果を正しく読み取っていない．

山口は，出生率のハザードに関するどの分析モデルも，既往出生児数が最
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大の係数を示していることをまったく無視している．山口論文の p.27 の

表 5（筆者による抜粋が表 3 である）から判るように，実は，出生意向「是

非，欲しい」，「条件によっては欲しい」，「欲しくない」は，既存の子ども

数で専ら決まっている．表 4 から判るように，出生ハザードは，どうみて

も出生意向と既存の子ども数で決まっている．そして出生意向の多くの部

分は，結局既存の子ども数で決定されている．すなわち「パリティに依存

した子ども数制限」が主要因として，子どもを産むか産まないかが決まっ

ていると筆者には解釈できる．

　更に，重回帰分析でも同様なのだが，有意性検定とは高々βi≠0 を検定

しているだけである．有意性検定を以って，出生行動の決定要因として大

きな効果をもたらすと結論するのは早計であろう．そして，山口の分析は

表 3：山口の出生意向の累積ロジットモデルによる分析
モデル 1  モデル 4

既存の子ども数
0 子
1 子
本人の就業状態
常勤
パート ・ 臨時
育児休業制度の有無
有り
本人の教育 
大卒
短大卒
本人の年齢
交互作用
0 子
1 子
現状の継続年数
本人の従業先の規模
1000 人以上
官公庁

 （対 2 子）
2.804＊＊＊ －2.575
2.060＊＊＊ －.822
 （対無職）
－.399# －.288
－.445＊ －.403＊

（対無しあるいは知らない）
.465＊ 　.662＊＊

（対高卒）
－.129 －.149
　.025 　.023
－.045# －.103
本人の年齢 x 既存の子ども数 （対 2 子）
 　.189＊＊

 　.098＊

－.126＊＊＊ －.136＊＊＊

対雇用者 1000 人未満
 －.655＊

 　.173
 ＊＊＊p ＜.001; ＊＊p ＜.01＊ ; ＊ p ＜.05; #p ＜.10

山口 一男，［11］，pp.29-30 より作成．筆者による抜粋であり，山口が掲載したす
べての変数群を含んでいない．
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モデル自体の適合度に関する指標が掲載されていないし，標本数も掲載さ

れていない．これではモデルの妥当性を評価できないのである．

1.3　タイミングの変化は夫婦の完結子ども数の変化を意味しない．

　それにも増して，最も深刻な問題はハザード率に対する山口の解釈であ

る．出生ハザード率が「育児休暇制度」等によって変化するというのは，

多くの場合，予定した子ども数を産むタイミングを早めることなのではあ

るまいか．医療統計の文字どおりのサバイバル分析の場合，ハザード率が

大きくなるということは，死期が早まることであり，二度死ぬことではな

い．過去 5 年間の出生ハザードが高まったとしても，それは 2 人産むとこ

ろを一人増やして 3 人とすることを意味しないと考えるのが妥当なのでは

ないだろうか．

　対照的に，同じ家計経済研究所の実施したパネル・データを用いて，樋

口美雄・阿部正浩は，結婚・出産・就業のタイミングについて分析してい

るが，著者達が賢明にも「経済変動と女性の結婚・出産・就業のタイミング」

［21］と題しているように，プロビット分析やサバイバル分析の結果から，

夫婦の子ども数を増加させる効果があるとは結論してはいない．むしろ

総じて，出産に関しても，結婚と同様，時間費用仮説を支持する

結果にはなっていない．夫の収入は，第１子についてだけ有意な

影響を与えており，夫の収入が大きく上昇したときの方が結婚を

遅らせる傾向が見られる．第２子以降については，有意な結果に

はなっていない．
樋口美雄・阿部正浩［21］pp.53-54

と指摘しているように，カンタム（夫婦の完結子ども数）の減少・増加効

果には言及しないのである．そして更に，パネル・データの丁寧な分析で

は家政学派の仮説は支持されないことを報告している．

　日本人口の将来の減少率を論じるに際して，本質的な重要性は夫婦の完

051-108_池周一郎0128.indd   68 08.2.8   1:40:56 PM



夫婦出生力は社会経済的諸条件には依存していない

- 69 -

結子ども数（カンタム要因）にある．一方，ロジットやプロビット等の分

析法は，この夫婦の完結子ども数についてほとんど情報を与えない．どん

なに精密に MNL を設計しても，夫婦が更にもう一人子どもを余計に産む

かどうかは判らない．そして，夫婦の出生行動がテンポの加速のみに留ま

るとしたら，人口は以下に述べる重大な危険を内包している．

1.3.1　子育て支援策による自然減少率の増加の可能性

　もし，「育児休暇制度」や「子育て支援策」が出生テンポにのみ作用し，

カンタムに作用しないのなら，数理人口学の理論的帰結として，稲葉が「出

生力のエイジ・シフトの効果に対する注意」［14］で指摘しているように，

表 4：山口の出生ハザードの離散時間ロジットモデルによる分析
モデル 1 モデル 3 モデル 9

既存の子ども数
0 子
1 子
本人の就業状態
常勤
パート ・ 臨時
育児休業制度の有無
有り
本人の就業状態と育児休業制度の有無の結合
有業で制度有り
有業で制度無し
本人の従業先の規模
1000 人以上
官公庁
本人の教育
大卒
短大卒
リスク開始年齢
出生意向
 「是非，欲しい」

「条件によっては欲しい」

（対 2 子）
2.812＊＊＊ 2.612＊＊＊ 1.868＊＊＊

1.283＊＊＊ 1.284＊＊＊  .655＊＊＊

（対無職）
－.456＊

－.413＊

（対無しあるいは知らない）
　.693＊＊＊

（対無職）
 　.243 　.540＊

 －.343＊ －.313＊

対雇用者 1000 人未満
  －.631#
  －.343

（対高卒）
　.183 　.180 　.153
－.165 －.165 －.190
－.102＊＊＊ －.103＊＊＊ －.097＊＊＊

（対 「欲しくない」 ）
  1.899＊＊＊

  1.193＊＊＊

 ＊＊＊p ＜.001; ＊＊p ＜.01＊ ; ＊ p ＜.05; #p ＜.10
山口 一男，［11］，pp.31-33 より作成．筆者による抜粋であり，山口が掲載したす
べての変数群を含んでいない．
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置き換え水準以下の再生産率では，長期的な自然減少率が逆に大きくなる

ことが起きるからである．

　育児休業制度等の「少子化対策」がそのような危険性を秘めていること

には，十分な注意が必要である．特に「少子化対策」が出生ハザード率を

大きくする効果が確認されても，それは出生テンポを加速しても最終的な

カンタムを増加させるとは限らないので，実は自然減少率をかえって大き

くする可能性が大きいのである．所謂「少子化対策」は，人口減少をむし

ろ加速させかねないのである．厄介なことは，出生テンポの増加は，一時

的に TFR を上昇させるはずなので，「少子化対策」の見せかけの成功を示

す可能性があることである．TFR の一時的な上昇の後に低下と停滞が続

けばその可能性も大きいであろう．

　また山口は「是非欲しい」の内の 68％しか子どもを産んでいないと指摘

し，32％には支援策が必要という議論を展開する．しかし，本当に 32％

のすべてが社会経済的な諸条件によりその出生願望を妨げられた女性なの

だろうか．山口は出生行動は，純粋な社会的選択行動であると想定してい

るが，出生は生理的で自然拘束的な現象であることを完全に忘却している．

おそらく 32％の内の 10％近くが何らかの理由で不妊治療が必要な人々で

あろう．また，数パーセントはたまたま産まれない夫婦である可能性もあ

る．したがって，実質的には 20％程の夫婦が社会的な要因で出生を遅延

させていると考えるのが妥当な推定であろう．子育て支援策により TFR

が 1.3 から 1.42 程度へ上昇するという山口の論理は，多くの部分が誤った

仮定に基づいている．

　育児休業制度などの子育て支援策は，仮りに出生ハザードに関する分析

がカンタムの増大をもたらすと仮定できても，上記のような理由から，山

口が主張するような上昇は期待できないであろう．

1.4　マクロ・データ分析の錯誤

1.4.1　Butz & Ward の実証研究とその妥当性

　この研究は男の所得 Ym と妻の賃金率 Wf と TFR（合計特殊出生率）を
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計量分析したものである．計量分析としては，特に相関が相互に非常に高

い（多重共線性を有する）変数―例えば男子所得や女子の雇用率という明

らかに共変している変数を回帰式に取り込んでいる点が問題である．

　ベビーブーム以降，出生率（TMFR）は一貫して低下傾向にあった．また，

女子の賃金率は上昇傾向にあった．であるから，負の偏回帰係数（β―彼

らの論文中ではγ）が計算されるのは当然すぎるくらいである．夫の賃金

率は，女子の賃金率よりも低い上昇率で概ね上昇したので，出生力低下に

対しては（共線関係から）負の関係―即ち，出生力上昇には正の関係があ

るように回帰モデルで計測されたに過ぎない可能性が高い．回帰分析は因

果関係に対する推論の直接的な証拠とはならない．

　また，Butz & Ward は以下のように回帰式⑼の中に同じ男子の所得効

果の指標である変数 lnYm に，妻が働いている割合を示す定数 K（といっ

ても，これも期間により変動する値であるが）をかけて K・lnYm と，か

けない lnYm を 2つ独立変数として投入している．K＜1.0であることから，

lnYm の方がつねに K・lnYm の効果を代替していしまう．この手続きは回

帰分析として妥当な処理とは思えない．

lnB＝γ0＋γ1K・lnYm＋γ2 lnYm＋γ3K・lnWf ⑼
Butz & Ward［1］，p.321

この研究はそれほど決定的なものではなく，むしろ誤ったデータ分析の可

能性が高いのである．事実この Butz & Ward の計量分析に対して，西欧

先進国のデータを用いた追試が行われ，Krämer and Neusser によって a 

few crucial flaws が指摘されたのである．Butz & Ward を支持する立場

に立つと思われる Ogawa & Mason［7］も認めているように，「夫の所得，

妻の賃金の測定単位に何を使用するかにより，推計されるパラメータのサ

インが変化すること」は，この計量分析の致命的な欠陥である．

　その他にも，この仮説にはいろいろな欠陥がある．まず第一に米国の

1950 ～ 1960 年代という長期のベビーブーム時にも女性の賃金率や労働力

率は一貫して上昇しており，これは女性の労働力率と出生力の負の相関と
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いうデリベーションに対する反証になっている．

　もちろん，我が国において男性の賃金率低下はいっそう深刻で，女性の

賃金の限界代替率はかえって上昇しているので，出生力低下とは矛盾しな

いという反論もありうるであろう．結局のところ，女性賃金と男性賃金の

限界代替率という極めて評価と測定が困難な要因の問題へと落ち込んでし

まう．高度経済成長期にも，有配偶出生率は低下し続けたのであるから，

女性賃金の限界代替率が大きかったと言い得るであろうか．しかも，この

ような困難な問題へ落ち込んだ代償として，夫婦の出生力の低下をある程

度説明し得ただけで，晩婚化を直接説明し得ないというのは，理論的な成

功といえるであろうか．

　前掲のButz & Wardの研究は1947年からのデータを取り扱っていたが，

これはそれ以前を無視すべき正当な理由がないという点では，公正なデー

タ操作とは言えないであろう．もっと前から TFR と女性労働力の関係を

検討してみよう．

　V.K.Oppenheimer［9］は，1900 年から 1960 年までの米国での女性の労

働力を研究しており，Oppenheimer によると 1900 ～ 1940 年頃までは漸

進的な女性の労働力への参加が見とめられるのである．しかし出生力はそ

れほど一貫した変化を示していない．たしかに 1900 ～ 1930 年頃までは出

生力は一貫して低下した．しかし，女子労働力率が上昇を続けるにも拘ら

ず，1930 年以降は TFR は再上昇してベビーブームへと突入している．特

にベビーブーム以前の 1930 ～ 1940 年は深刻な不況下にあり，男子は失業

し所得が減少しているのに，TFR は停滞もしくは若干の増加傾向が見ら

れる．この事実は Butz & Ward 等の家政経済学的仮説とはまったく矛盾

している．

表 5：米国の女子労働力の変化

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960
14 歳以上の労働力率 20.4 25.2 23.3 24.3 25.4 29.0 34.5

Oppenheimer［9］，p.3 Table1.1,＊1910年の増加は計数法の違いによると推測される．
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　完結出生力から見ても，漸進的な女性労動力の拡大の最中にいたと思わ

れる 1908-1913 年出生コウホートから，その完結出生力は上昇に転じてい

る．大戦前まで労働力率と伴に微増し，そして WWII での期間 TFR の一

時的な低下の後の上昇，そして空前のベビーブームである．WWII の前後，

女性の労働力率は急速に上昇したのに，出生力は増加したのであった．

Butz & Ward の立場からは，男性の賃金率の上昇率がより急激であった

からと弁解することになるであろう．つまり，家計収入の総体としての伸

びが，出産と子育ての機会費用を上回って，出生児数の増加をもたらした

のだと考えるのである．しかし，ベビーブームが男性の賃金率上昇の完全

な結果とは到底考え難い．ベビーブームは，むしろ戦後の好景気の原因の

ひとつであり，完全な結果ではないと考えるべきであろう．

　決定的な事実は，男性賃金率の低下や共働きの増大にもかかわらず，80

年代後半にアメリカ合衆国や北欧で，再びTFRが上昇に転じたことである．

白人女性の出産子供数増は，家政経済学の予想を覆すものであったといえ

よう．

　このように，家政経済学は米国の出生力変動の説明に事実上は失敗して

いるし，日本での出生力低下の説明にも夫婦出生力に注目するという見当

違いの説明をしており，現代日本の出生力変動に関して信頼に値する理論

ではない．

1.4.2　TFRに関する回帰モデルの問題点

　さて，女性の就業化を出生力の低下の原因とするかつての研究の多くが，

Butz & Ward のように TFR（Total Fertility Rate）の変化を説明すると

いう枠組でなされた．実はこの枠組にこそ基本的な問題があったのである．

ここでは，Butz & Ward モデルを支持する立場からの再分析であり，我

が国のデータを用いて行われた Ogawa & Mason［7］の研究を取り上げて

その分析を批判的に検討してみたい．

　本来，家政経済学は家政の最適化問題なのであるから，当然，結婚出生

力（＝有配偶出生力，Total Marital Fertility Rate）を問題とすべきである．
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しかし，どの研究も，その代理変数（proxy variable）として TFR を用い

ている．TMFR と TFR の相関係数が大きいこと（R＞.90）がその根拠と

されている．しかしながら，ここに計量分析が常に陥りがちな重大な錯誤

が潜んでいるのである．まず，MTFR と TFR が高い相関関係があり，

TFR が女子の賃金を含む回帰式の上に大きな R2 で回帰されるとしても，

TFR を変化させる第 3 の変数が存在する限り TFR と回帰式の因果関係は

まったく不明確なのである．そして第 3 の変数は「晩婚化・未婚化」に他

ならない．TFR と MTFR の関係にしても同様の問題がある．従って回帰

式と MTFR の関係は実は何も判らないのである．

　現今の我が国の出生力低下は，周知のように晩婚化・未婚化が主要因で

ある．夫婦出生力の寄与は小さいと考えるのがいまや常識である．とはい

え，Ogawa 等が分析の対象としている 1960 年代半ばから 1980 年代半ば

までの間は（もちろん極微小であるが現今も），「拡散説」の立場からは，

僅かながら着実な夫婦出生力の低下が進行していたと想定されるのである．

もちろん，はるかに大きなモメントで晩婚化・未婚化により着実な TFR

の低下が進行していた．一方，女性の賃金は上昇基調にあり，労働力率も

上昇基調にあった．したがって，回帰式⑼中の K・lnWf が負のサインを

示すことは至極当然なのである．

　問題は，女子（いや妻）の就業化により子どもの機会費用が相対的に増

加したことによる夫婦子ども数の低下が，TFR の低下の真の要因と言え

るだろうかということなのである．しかし，1980 年代からの TFR の低下

の主要な部分を占める晩婚化・未婚化には，この家政学派の想定する回帰

モデルは直接的には 13 ほとんど関係がないことは明らかである．つまり，

夫婦の子ども数と妻の就労との関係を問題とする家政学派の視点は，我が

国の TFR の低下との相関関係が一見して尤もな印象を与えるが，本当は

実態からズレているのである．

13 もっとも女子賃金の上昇は結婚の機会費用を上昇させたのだと主張することは
できよう．
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　夫の所得増は疑いなく（unambiguously）TFR を増加させると Ogwa & 

Mason は結論するが，これも家政学派の仮説のように夫婦出生力を増大

させたことによるのではなく，主に男性の所得増が結婚を促進しているこ

とによるのである．このように，TFR を Object として回帰式を組み立て

る方式のモデルは，TFR が実態的にどのような要因により変化するかと

いうことに余りにも無配慮なものが多く，その結果として誤った推論に

陥っていたのである．

　そもそも，夫婦の子ども数は 1970 年～ 1980 年にかけて極めて安定して

いたことが完結出生力の調査から明らかであり，期間指標である TFR の

低下は夫婦の子ども数の低下を意味しないのである．（一時的な遅れは含

意しても）

　しかしながら，Ogawa & Mason の研究は見た目にはとてもよい fit を

示しているように感じられる．特に1973年～1982年に限定するとR2＝.99

という驚くべき値が報告されている．これは何故なのであろうか．ここに

Butz & Wardの計量モデルの計量モデルとしての問題点が示される．まず，

従属変数が 2.1 ～ 1.80 と実は殆んど変化していない点である．しかもこの

僅かな従属変数の変動を対数をとることによってさらに小さなものにして

いる．非常に小さな変化しかしていない変数に回帰を行うことは一般的に

図 1：Ogawa & Mason による 1973 ～ 1982 年の TFRの分析
出典 ： Ogawa & Mason［7］，p.10
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極めて危険な処理である．

　また，独立変数群も対数変換されている．この処理も危険なデータ変換

である．回帰式の左右両辺を対数変換した場合には，じつは，変換以前と

同じ R2 にならない．つまり，回帰分析は対数変換に対して不変ではない

のである．これは，対数変換した場合に分散・共分散が減少することを指

摘すれば明らかであろう．つまり，大きな R2 も対数変換した場合には，

幾らかは割り引いて考えなければならない．

　さて，これらのことを考慮した上で，1973 年～ 1982 年の TFR の変化

は何であったのかをあらためて考えてみよう．夫婦の子ども数の変化は小

数点第 3 位程度の低下であるから，この変化は実態的には「晩婚化・未婚化」

に他ならない．そのことを簡単にデモンストレートしてみよう．即ち，

TFR を平均結婚年齢の上に回帰させてみる．この程度の簡単な回帰式で

も R2＞.90 である．おそらくこの変化は「晩婚化・未婚化」によるものと

見て差し支えないのであろう．また対数変換後は若干 R2 が上昇する効果

も確認できる．

　実は，Ogawa & Mason の回帰分析の独立変数群が結婚の発生に対する

極めて感度のよい指標となっているので，晩婚化・未婚化の非常によい代

理変数として作用していたのである．男子の所得増は結婚を増加させる効

果は明白である．また女子の所得増は晩婚化と極めて密接な関連を持って

いる変数である．（ただし，賃金増により晩婚化したのではなく，晩婚化

したから雇用年数が伸びて賃金が増加したのであろう）

　実は人為的に R2＝.99 に非常に近い TFR に関する回帰式を導くことが

できる．それはおおよそ単調増加する，または単調減少する独立変数を追

表６：TFRを平均婚姻年齢の上に回帰させる

対数変換データ 原データ
R2

切片
偏回帰係数

.905
12.436

－3.646

.896
8.942

－0.277
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加することと，同じような指標として平均初婚年齢を追加することである．

まず単調増加変数として「人口密度」を投入してみる．人口密度は大まか

な住みにくさの指標と考えることができ，出生力に対して負の影響を持つ

と想定できるからである．この変数でもR2＝.971までに達する．また，「普

通離婚率」を代わりに投入すると R2＝.982 へ上昇する．いずれも尤もら

しい出生力への負の影響を想定できる変数である．

　結局，晩婚化・未婚化が期間中一貫して進行したことを「尤もらしい変数」

が代理して R2 を上昇させるのである．

　単純に単調増加数列 1，2，3... を投入すると R2＝.989 の回帰式を人為

的に導くことが可能である 14．TFR が，晩婚化指標である平均初婚年齢

と平均婚姻年齢と結婚の持続性の指標である普通離婚率の上に回帰できる

と主張することは，経済学の権威を別にすれば，R2 ではいい勝負であろう．

しかしながら，どちらのモデルも誤った計量分析なのである．一般的には，

微小な変化しかない従属変数に対しては，似たようで微妙に違う独立変数

の数を増やすことと，その大まかな変化傾向をなぞった変数を追加するこ

とにより，きわめて有効に寄与率を上げることができる 15．筆者が作為的

表 7：TFRを平均婚姻年齢と平均初婚年齢と単調増加変数上に回帰させる

対数変換データ 原データ
R2

切片
平均婚姻年齢
平均初婚年齢
単調増加変数

.971
34.466

 －2.769
－8.874

人口密度
.012

.982
18.642

－3.182
－2.489

普通離婚率
.251

.9890
28.74

－3.505
－5.260

1, 2, 3...
0.0247

.9893
19.33

－0.255
－0.452

1, 2, 3, ...
0.0511

14 今度は対数変換の方が R2 が若干低下したのは，対数変換しない単調増加数列
の方がより効率的に残差を分解したことによるだろう．

15 一般に独立変数の追加は R2 を必ず幾らかは増加させるが，回帰式からの残差は，
複数の独立変数の微妙な差によりうまく分解される可能性がかなり大きいこと
による．
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に作ったモデルにしても，Ogawa & Mason の回帰分析にしてもまさにそ

のような分析なのである．R2＝.99 という値は驚異的であるが，女子の働

いている割合を示す定数 K が，女子人口との代理変数であり，TFR の分

母部分と密接な関係があることからこのようなよい結果が得られたのであ

り，家政経済学のモデルの妥当性を検証するものではない．

　男女の賃金からなる独立変数群が TFR を完全に決定しないことは，回

帰式の適用期間が 1962 年～ 1985 年へと拡大されると，上昇下降傾向をう

まく表現できないことや，そうすると 1973 年～ 1982 年の TFR を過大に

見積もることにより，寄与率が低下していることから明らかである．つま

り，男女の賃金や女子の就業率では，TFR の時系列での変化量を絶対的

に決めることはできないのである．これは，回帰分析自体の限界でもある．

もちろん 1980 年代には，日本の TFR の変動要因が今ほどはっきりとわ

かっていなかったのであるから，Ogawa & Mason の研究を現在から批判

することは容易いことなのかもしれない．しかしながら，そもそも家政経

済学の枠組というものは，その大言壮語に反して，夫婦の子ども数に対す

る独立変数の符号条件を決定する程度の理論でしかないので，TFR の変

化量を決定するモデルではないのは当然すぎる結果であった．

都道府県別の TFRに対する回帰　時系列の TFR に関する分析に限らず，

都道府県別の TFR に関する実証分析の多くにも，類似した過ちが犯され

ていることにもまた注意が払われるべきである．

　例えば筒井晶子は G.Becker を分析理論として女性の機会費用を主たる

要因として「少子化の経済分析」を行っている．

　具体的には，県別の TFR を従属変数として，住居費，女性の賃金，沖

縄ダミー，教育費，大学進学率，0 ～ 6 歳人口の保育所在籍率というよう

な独立変数を投入して分析ている．そして，女性が結婚や出産で失うと想

定される「機会費用」の増大を意味する―女性の賃金上昇，雇用機会の増大，

高学歴化等―が，TFR を低下させると主張している．この分析結果をみ

てまず疑問に感じるのは，独立変数が多い回帰式の方が R2 が小さくなっ
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ているのに何ら分析に疑念が払われていないことである．更には，全独立

変数を投入した結果が示されていない点である．推察するに，女性の賃金

は（t＝－6.5568）で 0 である確率が一番小さく，その回帰式の R2 も一番

大きいことから，明らかに関連のある女子雇用率や女子大学進学率を代理

してしまうからであろう．これは Becker モデルとは不適合なので無視し

たのではあるまいか．つまるところ，赤川学［12］が指摘するように，こ

れらの係数は大都市で出生率が低いことを示唆しているに過ぎないのであ

り，「女子機会費用増加→出生力低下仮説」を支持する証拠にはならないの

である．

　何といっても決定的なのは，近年の TFR の変化が夫婦の子ども数の変

化によるという家政経済学特有の誤った思い込みである．

国立社会保障・人口問題研究所の「出生動向基本調査」によると，

夫婦の希望する子どもの数は2.15～2.35で安定的に推移しており，

むしろ 10 年前に比べて上昇の傾向にある．しかし，現実の合計

特殊出生率は，1.40 であり理想と現実に乖離があることを示して

いる．
筒井晶子［19］，p.86.

希望子ども数と実際の子ども数の乖離を問題とするならいざ知らず，希望

子ども数と TFR を比較するところを見ると，TFR という指標に筒井はあ

まりにも理解が不足している．1995 年時点で夫婦の子ども数がかなり安

定していたことはそれこそ「出生動向基本調査」から明らかであった．

表 8：筒井晶子による都道府県別 TFRの回帰分析結果

回帰式 切片
教育
費用

住宅
費用

大学
進学率

女性の賃金 女子雇用率
保育所
在籍率

沖縄
ダミー

R2

⑴
⑵
⑶
⑷

2.7227
2.2665
2.0990
1.7935

－0.0619
－0.0566
－0.0410

－0.0185
－0.1433
－0.0176 －0.003536

－0.004132

－0.000004965
－0.004213

0.003425

0.4185
0.4823
0.4289
0.3772

.6096

.3871

.3820

.4309
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　この時期の TFR の低下は夫婦の子ども数とは，殆んど関係がないこと

は既に指摘した通りである．都道府県別の TFR の分析に各都道府県の有

配偶率を投入しないことに，TFR 変化要因への理解の低さを感じざるを

得ないのだが，既に指摘したように，1980 年代～ 2000 年辺りの TFR の

低下の最大の要因は，晩婚化・未婚化なのである．これは都道府県レベル

でもまったく変わらない．TFR が低い都道府県は，晩婚化・未婚化がよ

り進行した都道府県なのである．女性の賃金上昇，雇用機会の増大，高学

歴化等は，いずれも晩婚化と密接な関連を持つ変数群であることを確認し

て戴きたい．

　更には「女子の雇用率 10％の上昇が 0.042，女性の大学進学率 10％の上

昇が 0.035 出生率を引き下げる」と指摘するが，これらの変化はほぼ計測

誤差の範囲内に収まっており，これらを真剣に機会費用の効果を示すと主

張するのは統計学的に無理であるし，統計が計測するということに対して

無理解としか言いようがない．

　あたかも，これらの変数が夫婦の子ども数をが少なくする原因であるか

のように語ることは，決定的に誤っている．

　そもそも「沖縄ダミー」というような変数の投入によって，「女性の機会

費用」という仮説にとって都合の悪い標本を処理するのは適切な処理であ

ろうか．提示されたどの回帰式においても，唯一きわめて安定した効果を

示しているこのダミー変数を終始黙殺していることこそ，沖縄の高出生力

を説明できない――説明しようとさえしない「女性の機会費用」仮説の誤

りを雄弁に語っているのである．自分にとって都合の悪い事例を無視する

ような検証なら，どんな理論でも検証できるのである．

TFR に対する回帰分析の根本的誤り　さて，例えば 1995 年時点の都道府

県の TFR は，1980 年～ 1990 年の日本全体の時系列 TFR よりはるかに分

散が大きい．分析単位が小さくなると計量モデルとの誤差は大きくなって

いく．重回帰分析でも R2 .45 辺りが限界である．つまり，都道府県の

TFR は，重回帰分析ではたいして説明されず，説明できない分散の方が
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大きいのである．つまり，家政学派的なモデルでは説明できない差が大き

く存在するのである．16

　説明できない分散が大きいだけでなく，そもそも，これらの回帰分析は

いかなる意味でも因果的な分析ではないのである．独立変数群と従属変数

の間には因果的時間差は何ら含意されていない．それでいて，「女子賃金

の 10 万円の上昇は TFR を .49 下げる」などという因果的言辞を用いる研

究者の統計学的素養はいったいどうなっているのだろうか．

　そもそも重回帰分析自体は因果的関係とはまったく関係がない．数学的

には行列演算に過ぎない．そこに因果関係を読み込むのは分析者なのであ

る．

　投入連関分析などの計量経済学のモデルが因果的な意味を持つのは，そ

れが重回帰分析だからなのではなく，マクロ経済学における固有の論理的

洞察からである．重回帰分析はパラメータの推定のために使われているに

過ぎない．ところが，都道府県の TFR を従属変数とした重回帰分析は，

各都道府県の TFR がどのように決まっているのか殆んど分かっていない

のに，やみくもに独立変数を投入して，TFR の低下は「女子の機会費用」

が増大した結果などと推測してしまう．そもそも TFR の計算式が脳裏に

浮かぶなら，以下の等式が意味するようにモデルとしての重回帰式が

TFR を説明することができると真剣に考えることができるだろうか．

TFR＝重回帰式（と考えれば以下の等式が成り立つ）

Σ
49

15

bi
pi

＝β0＋β1x 1＋β2x 2＋... ⑽

そこまで数理的に厳格に回帰分析をしてはいない，探索的にデータ分析を

したのであるという弁明も有り得るだろう．確かに多変量解析を探索的に

使うことは広く推奨されている．どのような要因が出生力低下に寄与して

いるかを探索することは，大いに結構なことかもしれない．けれども，そ

16 個人レベルの分析では更にその傾向が高まるのである．
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こから因果的な結論を行うことは探索的なデータ解析から大いに逸脱して

いる．例えば，女子の賃金が増加すれば，女子の雇用は鈍るのが市場原理

ではないのだろうか．このような自らの論理の内部的矛盾を考慮すること

もなく，探索結果が，きわめて直観的な分析によって先入観の強化として

使用されているのは安直としか言いようがない．

1.4.3　TFRは子どもの質に依存して変化しているか

　より本質的な問題は，G.S.Becker が「子どもの質」を「両親が子どもか

らもたらされる効用」と定義して，「子どもへの支出で測定される」と定義

していることである．そもそも「子どもの質」というのは，不可知論的対

象で論理的に well-defined な概念ではない．本当に実質的な定義は「子ど

もへの支出」に他ならない．ところが「子どもへの支出」は，一般的に夫

婦の子ども数が少なくなれば一人当りは増加するという性質を持っている．

　Hiroshi Ohbuchi は，The Quantity and Quality of Children, Labor 

Supply and Wages of Married Women in Postwar Japan.［8］で，戦後か

ら 1985 年までの TFR と子どもの質について，家政学派の仮説を支持す

る結果を得たと発表している．子どもの質の代理変数として，幼稚園から

大学院までの公的な一人当り教育費を（私的な支出が望ましいが，観測で

きないという理由で）採用している．

　しかしながら，実態的には，ある年の公的な一人当りの教育費がその年

の TFR を決定しているはずがない．また，Ohbuchi は非逐次的なパスを

想定して，公的な一人当り教育費が TFR によって決定される回帰式も推

定している．そして TFR と一人当りの教育費の支出の符合条件が家政学

派の仮説通りだと報告している．

　これも実態を無視した計量分析である．TFR の低下（つまり産まれて

くる子ども数の減少）が，一人当りの教育費の支出を大きくする，家政学

派のモデルとは無関係なはっきりとした因果関係があるからである．すな

わち，文部行政の慣性上，教育予算は増えることはあれ減ることはなかっ

た．むしろ GDP の成長とともに教育予算は増加を続け，一方，子ども数
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は低下した．増え続ける予算をだんだん少なくなる子ども数で割るのだか

ら，一人当りの教育費は大きくなるのは当然であろう．つまり，子ども数

の低下トレンドがあるときには，公的な一人当り教育費が増加する別の因

果関係があったのである．

　TFR を従属変数とする「少子化」分析は，それこそ枚挙に暇もないほど

行われてきた．しかしそのすべてが，以下に指摘するような同じような過

ちを犯しているのである．

1． TFR の実態的な変化要因を無視している為，常識的には尤もに思え

る独立変数が設定されても，結果的には無意味な分析であること．

⒜　 TFR の期間を長くとる（例えば 1900 年～現在）と，夫婦子ど

も数の低下と晩婚化・未婚化を混淆した無意味な分析となる

⒝　 1980 年代からの分析になると，単調な晩婚化・未婚化と関連

がある独立変数はすべて見せかけの効果があること

2． 小さな TFR の変化に多くの独立変数を投入することは，危険な分

析であることへの無理解．

3． 期間指標である TFR の特性が十分に理解されず，他の要因の制御

が十分でないこと

4． 回帰分析の結果は如何なる意味でも因果関係を保証しないこと．

　TFR が出生力を示すよい指標であると言う単純な理解と回帰分析の変

幻自在な性質とがあいまって，TFR に対する重回帰分析は多くの誤った

データ分析へと帰着したのであった．TFR を従属変数とした回帰分析に

よる研究の殆んどは，いかなる意味でも科学的でもないし客観的でもない．

むしろ TFR への無知と回帰分析の誤用とで特徴づけられるのである．

1.4.4　子ども数は子どものコストに依存しているか ?

　さて，経済学的常識では「子ども数は子どものコストに依存する」とい

うことになっている．「親がより「質」の高い子どもを需要することによっ
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て子どもの教育・養育コストが上昇した［18］，p.45」と仮定するのである．

この仮定を読んだだけでも，少しおかしいとは感じないであろうか．「質

の高い子どもを需要する」（少しおかしな日本語ですが）とは詰まるところ

「教育・養育コストを厭わないこと」ではないのだろうか．経済学的常識は，

既に論理的に大いなるトートロジーである．

　最近の研究には「子どものコスト」を計量的に推定し，子ども数との関

係を検討し，「ハイ・クオリティ志向の親は子ども数が少ない」と主張する

ものがあるが，これらの研究は数理的に致命的な誤りを犯している．例え

ば，最前に引用した大山昌子［18］は等価定理とロスバース法により，親

が選択した子どものコストを推定し，その推定された子どものコストが子

ども数にどのような影響があるかを計量的に分析している．

　計量的には緻密な分析であり，その点には敬意を表するが，回帰モデル

としては明らかな誤りである．等価定理に基づいて推定した子どものコス

トは，子ども数を別の形で変換したものに過ぎない．それゆえこの推定さ

れたコストを以ってして子ども数を説明するのは，大いなるトートロジー

に過ぎない．

　具体的に数式からそのことを示そう．大山は子どもコストの推定のため

に

ExpenHusWi＝α0＋α1LnExpTotal＋Σ
j
αj＋Σ

k
αkYearDummyk＋u1 ⑾

•ExpenHusWi ― 一ヶ月間の夫と妻のための支出額の和

•LnExpTotal ― 一ヶ月間の家族共通の支出額の対数値

•nj ―各年齢ごとの子ども数

•YearDummyk ―年ダミー 大山昌子［18］，p.49

という回帰式を立て，推定された偏回帰係数から等価定理により

exp－
αj

α1
－  ⑿

を子ども数一人のコストとして推定している．
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　式⑾は変数名が長く，αの重複もあるので変数名を付け替え，簡易化の

ためΣは j＝3 までとして展開し，年ダミー変数及び誤差項は無視する．

y＝y0＋βx＋α1 n 1＋α2 n 2＋α3 n 3 ⒀

•y ― ExpenHusWi 一ヶ月間の夫と妻のための支出額の和

•x ― LnExpTotal 一ヶ月間の家族共通の支出額の対数値

•nj ―各年齢階級ごとの子ども数

これにより，子ども数のコストである式⑿は

exp
αj

β
－  ⒁

となる．さて式⒀を，例えば－
α1

β
が左辺にくるように整理すると，

exp
αj

β
－ ＝exp

1
n1

1
βx－ （y－y0－α2 n2－α3 n 3）  ⒂

となる．つまり子どものコストは子ども数によって決まる関数に他ならな

い 17．この子どもコストを，子ども数を従属変数とする以下のような回帰

式に独立変数 CostChild として投入することは，y を f（y）で説明する回

帰式を想定することであり，t が大きかろうと（当然大きくなるはずなの

だが）本質的に無意味な分析なのである．

NumChild

＝α0＋α1CostChild＋α2WiSchool＋α3HuSchool＋α4HusIncome＋

　α5Hus25＋α6Hus30＋α7Hus35＋α8Hus40＋α9WiWorkFull＋

　α10WiWorkpart＋α11House＋α12OtherFami＋u2 ⒃

17 一ヶ月間の夫と妻のための支出額の和が入っているが，これも平均偏差であり，
子ども数が多くなれば少なくなることが当然予想される値である．この係数β
には大きな値が推定されているがそれは子ども数への依存の大きさを示すもの
に他ならない．何といっても先行期間の子ども数と現期間の子ども数が関数の
主要変数であるということを否定できない．また，一ヶ月間の家族共通の支出
額の対数値も子ども数に依存していないだろうか．
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•CostChild ―一ヶ月間の夫と妻のための支出額の和

•WiSchool, HuSchool ―妻／夫の学業年数

•HusIncome ―夫の所得

•Hus25 ～ 40 ―夫の年齢階級ダミー

•WiWorkFull ―妻のフルタイム就業ダミー

•WiWorkPart ―妻のパートタイム就業ダミー

•House ―持ち家ダミー

•OtheFami ―夫婦と子ども以外の家族の同居ダミー
大山昌子［18］，p.51

　子どものコストとされる式⒂を検討すると，子ども数で割った値の対数

関数となっている．であるから，ある期間の子ども数が多くなれば子ども

のコストは小さくなるのは当り前である．晩婚化・未婚化は大都市では深

刻であり，大都市であればあるほど夫婦の子ども数は少ない．それ故に子

どものコストは大都市ではより大きくなるのである．結局，大都市で子ど

もがより高コストだというのは，大都市で子ども数が少ないことを言い換

えたに過ぎないのである．これは等価定理からの必然的な帰結である．

　もちろん余計な独立？変数群が大量に投入されているから，重回帰式⒃

は，常に偽となっている．実際に R2 は概ね＜ .1 なのである．

　このような分析を以ってして，

子どもにかける費用が高いと，子どもの数を少なくする傾向が確

認された．

と主張するのは，どう考えても無理であろう．そもそも，重回帰分析から

以下のような因果的な主張はできないのである．

　ExpPerChild は千円単位であるので，その子ども数に与える推

定値が－0.01 や－0.02 であるということは，児童手当や児童への
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教育補助，医療費の控除等を 1 万円増額すると，子どもを持つ数

が0.1人か0.2人増加する可能性があること解釈することができる．

これが出生率に反映され，合計特殊出生率が 0.1 か 0.2 上昇する

とすれば .....

まず，因果的推論が安易すぎないだろうか．大山の分析によれば，夫の年

齢ダミー変数の効果は 30 歳以下は全て負で有意である．子どものコスト

に関する上述のような因果推論が可能なら，全ての夫の年齢を 30 歳以上

とすれば，子ども数は上昇するだろうということになる．これはもちろん

誤った推論である．そんなことをすれば，出生力は更に低下してしまう．

結局のところ，若い夫婦には自然な理由から子どもが少ないことを回帰係

数が表しているに過ぎない．子どもへの支出が多いと子ども数が少ないの

も，子ども数が少ない夫婦が予算制約が緩いから一人当りに多く支出して

いる現状を反映しているに過ぎないのである．

　八代・小塩・井伊の分析に対する批判の繰り返しになるが，回帰分析を

因果的推論に使う場合は十分慎重であるべきだろう．寄与率が 0.1 以下の

分析で政策的提言を行うのは蛮勇といういうべきだろう．子どもコスト関

数（式⒂）を検討すると，αiの符号に依存する 18 が，より年齢の大きな子

ども（兄や姉）数が多くなると子どものコストが大きくなる性質があるこ

と（当然すぎるが）が判るが，多少の児童手当がこの効果を打ち消せると

は到底考えられない．経済学的には当り前なのであるが，子ども多くする

ことは次の一単位の子どものコストを大きくするのである．つまり子ども

を増やしにくくなる．このような経済学的原理を無視して，子育て支援策

を所謂「少子化対策」に提唱するのは，自家撞着というものである．

　結局，子どものコストは子ども数の関数でしかない．子どもを多く産め

ば，子どものコストは小さいのである（小さくならざるを得ないだけなの

18 推定されたαi は悉く負である．式⒂から，子ども数コストを大きくすることが
判る．
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であるが）．結局，回帰式⒃は，子ども数が多いことは，子ども数が多い

ことだというトートロジー以外の何者でもない．因果推論の余地は無いの

である．「子ども数が減ったのは，子どものコストが上昇したからだ」とい

う因果推論は思い込みにすぎない．

　更には，夫婦の子どもへの選好が量から質へと変化して出生力の低下が

生じたとの説明に，児童手当が増加すれば子ども数が増加する可能性があ

ると主張するのは自己矛盾していないだろうか．限界的な所得の増加は質

に転嫁されるとして，出生促進策が効かないだろうと指摘しているのは，

他ならぬ G.S.Becker ではなかっただろうか．

２　現在の低出生状態と「拡散説」の意義

　現代日本が直面している出生力低下は，むしろ我々が夫婦の出生行動に

対してどのような理解をするかを真剣に考えるよい機会を提供している．

カンタム要因としての夫婦出生力は何故かくも低いレベルなのかを，どの

ように理解するのかは実は深遠な問題である．

2.0.5　子ども数調整モデルの妥当性

　筆者は，個々の夫婦が社会経済的状態に反応（適応）して，ダイヤルを

回すようにその子供数をその都度調整しているという常識的イメージとモ

デル 19 から離れたモデルを別稿にて提議したい．そのためには，まず，

この常識的なモデルの問題点を一般的に批判することから始めたい．本当

に我々は，社会経済的諸条件と選好という入力に対して，ある値（子ども数）

を返すブラック・ボックスなのであろうか ?

　家政経済学的見地からは，我々は必要とあれば幾つでも社会経済的条件

を独立変数とした子ども数決定の関数を書き下すことができるとされるの

19 もちろん子ども数は整数値だから微分不可能であり行為モデルとして不正確な
近似であることは言うまでもない．
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である．本当にそうなのであろうか？

　そもそもこの入力―ダイヤル調整―子ども数決定というモデルは，ミク

ロとマクロの奇妙な混淆を御都合主義的に利用する病癖を有している．家

政経済学者は関数 f を平気で偏微分し，ある変数が 1 単位変化すると子ど

も数は＋0.05 変化するなどと語るが，これは明らかにマクロ状況の解釈に

過ぎない．まずこのようなミクロは論理的にあり得ない．

　また，もしこれが本当にミクロの個人についてのモデルだと真剣に解釈

するなら，関数 f は，さまざまな連続的変数や離散的変数の入力に対して，

常に離散的な子ども数を返すものでなければならない．本当にそのような

関数が（我々の愚かな頭脳に）形成されているのであろうか．いったいそ

のような閾値的性格を持つ関数が偏微分されるのであろうか．家政経済学

者は，そのような関数を具体的に明示したことはない．ミクロ・モデルと

いいながら，実はミクロについては何も語ってはいないモデルなのである．

　更にこのモデルは，主意主義と形式主義の奇妙な混淆でもある．関数は

多くの場合，個人がいだく思考をなぞるようなものとして書き下される．

しかし，実際には特定化されない．そのような定義が可能であると形式主

義的に宣言されるだけである．例のごとく「あたかもその関数にしたがう

がごとくに」子ども数が決定されると定義される．これは個人的な主意主

義的意識を超越している．数理的な関数の定義可能性とそれが実際に行わ

れることが常に同一視されている．これは経済学の非常な悪癖である．

　実証局面では，入力変数に「女子の平均賃金率」などが入力されるが．

図 2：社会経済的条件に依存した子ども数ダイヤル調整
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これは決して個々人の変数ではない．つまり暗黙の内に，個々のミクロ変

化の全集積がマクロ（TFR など）の変化であるという仮定がなされている．

つまり，実際は何ら具体的に特定化されない主意主義的なミクロの変化が，

マクロの変化と予定調和的に一致して出現するというかなり虫のよい仮定

がなされている．家政経済学の aggregation はあまりに安易である．

　2.1で示すように 1970 年から 20 年わが国の夫婦の子ども数はきわめて

安定していたのである．

　現実に，夫婦の子ども数が変化しないということは，入力変数である個々

の夫婦の社会経済的諸条件と選好が変化していないことを予想するのが当

然であろう．つまり，子ども数ダイヤル調整モデルは夫婦の社会経済的諸

条件のある程度の安定性を仮定することになる．そうでなければ，関数の

入力に対する安定性（どのような入力に対しても同じ子ども数を返すこと）

を含意することになる．しかし，これはどちらも重大な矛盾を孕んでいる．

　この 10 年間日本の夫婦のおかれた社会経済的諸条件は安定していたと

いえるであろうか．現代の夫婦の社会的状況はむしろ刻々と変化している

と世の中の人は（家族社会学者は特に）口をそろえてはいないだろうか．

しかしながら一番問題なのは，家政経済学はどのような状態をもって社会

経済的諸条件が安定しているとするのかを，決して予め定義できないこと

である．つまり，夫婦の子ども数が安定していることでしか，夫婦のおか

れた社会経済的諸条件を形容できない．これは説明すべきことを常に前提

とせざるを得ない矛盾である．

　他方，関数の入力に対する安定性が仮定される限り，現在の少子化対策

はすべて無意味となる．家政経済学が推奨する政策等はすべて自己矛盾と

なる．しかし，いっそう深刻なのは，そもそも入力に対して安定的な関数

が，何故，歴史的に大きな子ども数から小さい子ども数へ変化したかを説

明しなければならないという矛盾であろう．あるときは安定的で，またあ

るときは不安定な関数を想定するのは，理論的に決してきれいなことでは

ない．関数自体の変化を想定することは，単純な理論という視点からはま

さに ugly である．関数の変化を想定しなければ，子どもの量より質への
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選好が相対的に高まったために，子ども数が低下し，更には少子化対策も

常に子どもの質への選好に転化されるので子ども数は安定的であるという

選好の変化を仮定するのが，G.Becker が自ら指摘しているように一番もっ

ともらしい答えであろう．

　しかし，再び「選好」の変化とはなんであるかを考えてみなければなら

ない．夫婦の子ども数の低下こそが，子どもの量 or 質への選好の変化を

伺わせる唯一の計測可能な変化である．子どもへの選好の変化は，子ども

数が変化したしないに応じて導入された仮想的理由に過ぎない．この動機

理解は，後付けの理解に過ぎない．そして動機理解というものは，常に起

こってしまった「できごと」に対してなされるのである．これは検証可能

な役に立つ理論なのであろうか．我々がなんとなく納得すればよいという

のは，科学的理論として低すぎるハードルである．

　明らかな事実は，中国の「小皇帝」は，政府による強制的な一人っ子政

策の結果として生じたということである．「選好が変化して子ども数が減っ

た」のではない．夫婦の子どもの質への渇望は，子ども数の強制的な制限

により生じたのである．動機が子ども数制限を原因として生じた一例であ

る．「動機-行為」という主意主義的な因果図式こそが疑われなければなら

ないのである．「選好が変化して子ども数が減った」という仮説には，この

ように明らかな反証があるが，それを直接的に支持する証拠は実は殆んど

ない．

　このような「選好構造の子どもの量から質への変化」という仮説の脆弱

性に対して拡散仮説は論理的帰結として，現在の出生力水準を記述するう

えで，以下の 3 つの有力な根拠を有している．

　1．完結出生力の収束的安定性

　2．出生力変化の不可逆性ないしは上方硬直性

　3 ．出生力変化の斉一性（異なった社会経済的な条件でも出生力変化は

同じこと）
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2.1　夫婦の完結出生力の収束的安定性

　非常に重要な事実は，先進国（アメリカ合衆国を除く）の夫婦の完結出

生力は，lowest low countries と呼ばれるスペインとイタリアを除くと，

実はかなり安定していることである．西岡［20］の分析によると，lowest 

low countries の一角を占める我が日本とスウェーデン，フランス，デン

マークのカンタム指標（簡易 QI 20 による）は，ある程度の振幅はあるもの

の 2.00 周辺で安定している．

　これは指標自体が景気変動にも影響を受けにくい性質を本来有している

からでもあるが，世代間循環を含意する Easterlin 仮説の妥当性が疑問視

されるようになり，西欧先進国の完結出生力の低レベル安定性は観測的な

事実として認識されるに至っている．これはどのように説明されるべきな

のであろうか．我が国においては，さまざまな条件による出生力の差異が

漸近的に収斂しつつあるように見える．第 12 回出産力動向基本調査から

我が国の夫婦の子ども数を観察してみよう．

期間変動はあるのか？　夫婦の子ども数の平均値は第 7 次出生動向基本調

査から第 12 次調査に至るまで，ほとんど変わっていない 21 のではないだ

ろうか．なぜ，そのことが積極的に言及されないのであろうか．それは「社

会経済的な条件に依存して夫婦は子ども数を調整する．それゆえに子ども

数は変動する」という暗黙の固定観念に囚われているからである．

20 簡易 QI（Quantum Index）とは，Ryder 指標の CTFR の部分を 29 歳までで打
ち切って代表させた指標である．Ryder指標との差異は小さいと報告されている．
Ryder の指標にせよ簡易 QI にせよ，本質的にはテンポ効果は完結出生児数か
ら分離されるが CTFR を分母としている以上，未婚効果は分離されていない．
よって，夫婦の子供数の正確な指標とは言えない．

21 母標準偏差を分布頻度からσ 0.8 と推定して，最も標本数の大きい第 9 回と第
10 回をテストすると，2 つの平均の差の標準誤差 0.027 である．有意水準を .10
としても，0.043＜でないと有意な差とはならない．第 9 回の平均子ども数と第
10 回の平均子ども数の差である 2.19－2.21 は有意な差ではない．各調査の最大
差が 0.4 であるから，どの差も有意ではない．
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　また，結婚持続期間 15 ～ 19 年の 1 人以上の子どもを持つ夫婦の平均子

供数（表 9）を検討しても，一目瞭然であるが，全国では数次にわたる調

査間でまったく差がない．バブル期に出産行動をとっていただろう第 12

回の平均値と，出生行動期間がオイルショック以降の景気沈滞期であった

第 10 回との差がほとんど無いのは，夫婦の子ども数の社会経済的条件へ

の依存性を十分に疑わしめる．

　そもそも，このような仮説検定における根本的な困難は，社会経済的な

条件に依存して平均子ども数が異なることが“真”のときに，その子ども

数の平均値を真実味のある点仮説として指定できないことである．それゆ

えに検出力を決めることができない 22．そして H0：μi＝μj という自説に

とって都合がよい棄却しやすい帰無仮説を棄却すらできないのである．社

会経済的な条件に依存して夫婦の子ども数が変化するという仮説は，例え

ば第 12 回調査の平均子ども数を理論的枠組から定量的に指定できない．

このような無為・無能な理論を社会科学の理論として奉じていてよいので

あろうか ?

22 この社会経済的条件に依存して変化するという仮説の無能力ぶりは，選好とい
う個々人の主観的状態や政策的な変化等の測定不能な変数を独立変数としてブ
ラック ・ ボックスに投げ込んでいることによる．それに対して，「拡散説」は時
間 ・ 空間の平均子ども数にのみ依存したメトリックな理論として構成されてい
る．他者への同調性は仮定しても，「拡散説」は主観的選好に言及する必要がない．

表 9：調査別に見た出生子ども数の分布（結婚持続期間 15～ 19年）

調査（調査年次） 0 人 1 人 2 人 3 人 4 人以上 平均（標本数）
第 7 回調査（1977 年）
第 8 回調査（1982 年）
第 9 回調査（1987 年）
第 10 回調査（1992 年）
第 11 回調査（1997 年）
第 12 回調査（2002 年）

3.0％
3.2
2.8
3.1
3.7
3.4

10.8
 9.2
 9.7
 9.3
 9.8
 8.9

56.9
55.6
57.8
56.3
53.6
53.2

24.1
27.3
25.9
26.5
27.9
30.2

5.1
4.9
3.8
4.8
5.0
4.2

2.19 人（1,426）
2.23 人（1,421）
2.19 人（1,760）
2.21 人（1,850）
2.21 人（1,334）
2.23 人（1,257）

出所：第 12 回出生動向基本調査 Web ページ
（http://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/doukou12/doukou12.pdf）より
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　一方，「拡散説」は，夫婦の出生児数の平均値が一定の値へ収束しつつあ

ることを理論的に予想している．もちろんこの収束は小数点第 3 位以下の

変化 23 なので，現在の測定水準で検出することはできない．つまり，「拡

散説」は，実施されている調査では，同じ平均子ども数が検出されること

を正しく捉えている．

全国と人口集中地区　全国と人口集中地区 24 の差は徐々に無くなりつつ

あるようである．第 10 回は標本数が大きく検出力が大きい．全国に人口

23 拙稿：A Non-stationary Stochastic Process Model of Completed Marital Fertility. 
［4］参照

24 この比較は，おそらく全国に人口集中地区が含まれることから，正当な統計学
的差の比較とはならない．しかしながら，全体の趨勢を推測するうえで重大な
過誤とはならないだろう．

表 10：結婚持続期間 15～ 19年の 1歳以上の子どもを持つ夫婦の平均子供数
―全国―

調査年次 総数
妻の就業歴

標本数就業継続型
再就職型 専業主婦型

就業継続型 正規継続型
第 10 回（1992 年）
第 11 回（1997 年）
第 12 回（2002 年）

2.29
2.30
2.32

2.35
2.41
2.33

2.29
2.27
2.21

2.27
2.26
2.34

2.20
2.27
2.28

1,561
  947
  991

構成比（第 12 回のみ） 94.8 28.4 13.3 43.7 22.7 不詳を除く

―人口集中地区―

調査年次 総数
妻の就業歴

標本数就業継続型
再就職型 専業主婦型

就業継続型 正規継続型
第 10 回（1992 年）
第 11 回（1997 年）
第 12 回（2002 年）

2.23
2.23
2.28

2.24
2.39
2.24

2.18
2.26
2.11

2.25
2.18
2.33

2.15
2.19
2.25

951
574
560

出所：第 12 回出生動向基本調査 Web ページ
（http://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/doukou12/doukou12.pdf）より
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集中地区が含まれていることを考えれば，2.29－2.23 は有意な差であろう．

　しかしながら，第 11 回になると標本数が小さくなったために 2.30－2.23

は片側 5％で際どく有意である程度になってしまう．

　そして第 12 回では，片側 5％でも全国と人口集中地区の出生児数 2.32

－2.28 は有意な差では無くなっている．つまり，都市と農村の出生児数の

差はまさに無くなりつつあるのではないかと推測される．

妻の就業形態による差本当にあるのか？　妻の就業形態をみても，確かに

正規継続型の平均子ども数は低いようである 25．これとても子ども数が，

たまたま 1 人でしかなかったから，また子ども数 1 人を選択したから正規

の職業を継続可能だったとも考えることができる．職業選択が子ども数の

決定に対して先行的に因果的であるかのような議論は，専業主婦の子ども

数がその他の就業形態に比べて多くないことから，まったく疑わしい議論

である．むしろ子ども数こそが，女性の就業形態を決めているのではない

だろうか．

　そもそも各平均値が 2.2 ～ 2.3 程度であるということは，妻の就業形態

に拘らず非常に多くの女性（50％超）が 2 人の子どもだけを出産している

ということを意味する．この単純な事実こそが，何よりも雄弁に「社会経

済的条件に依存した子ども数ダイヤル調整」モデルの破綻を物語っている．

「社会経済的条件の第一義性」は，非常に多くの妻に関して社会経済的条

件も選好も同質であるという仮定，ないしはその組み合わせはたまたま同

じ値を返しているという仮定をしない限り辻褄があわない．2 つの仮定を

正当と認めるのは無理であろう（我々はそんなにも社会経済的に同質では

ない！）．したがって，「出生力が社会経済的条件に第一義的にdependする」

ことを現代の低出生水準で認めることは，深刻な矛盾に陥っている．

25 これも標本数との関係で有意かどうか甚だ疑わしいレベルである．筆者は raw 
data を扱うことができないので確かなことは言えないのであるが，分散分析を
してみて，この就業形態という factor は有意な F Ratio なのだろうか？
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　筆者は「拡散説」を支持する立場から，夫婦の子ども数は社会経済的条

件とはほとんど関係なく一定の分布に収束していると推測する．統計学的

に虚心坦懐に徹して表 10 を検討すれば，本当はすべてのセルは同じ平均

値であり，誤差が結合したのみと考えるのが妥当なのではないだろうか 26．

さまざまな社会経済的な差異を融解して，あたかも各セルは融合しつつあ

るようだ．

家政学派の仮説なら夫婦の子ども数は更に低下するはず．　いったい，こ

の間の女子労働力は家政学派の理論と整合的にに変化したのであろうか．

つまり，Butz & Ward のモデルを逆手にとれば，夫婦の子ども数が安定

26 σ 0.8 とすれば，この標本サイズであると，小数点第 2 位の前半程度の差では，
真の平均子ども数に差は無いという仮説を棄却できないはずである．（標本数が 
600 程度として大雑把に試算すると，有意水準 （棄却域は両側として）.10：＜
0.066，.05：＜0.09 の差では H0：μ1＝μ2 が棄却できない．また，標本数が
1300 程度として大雑把に試算すると，有意水準 （棄却域は両側として）.10：＜
0.05，.05：＜0.06 以下の差では H0：μ1＝μ2 が棄却できない．就業形態による
差は，標本数が更に小さくなるから小数点第 1 位程度の差がないと有意な差と
ならない．）

  平均子ども数の差を検出するためには，もっと標本数が大きくなければ役に立
たない．.01 の差を有意水準 .05 で検出するためには，約 25000 程度の標本が必
要であろう．出生動向の綿密な分析のためには，国勢調査での質問項目を復活
させるべきであろう．出生動向基本調査はもちろん貴重な調査であり，今後も
継続されなければならない．

表 11：1980 ～ 2002 年の女子の平均月額現金給与と労働力比率

現金給与月額（千円） 労働力比率（%）
25-29 30-34 35-39 40-44 25-29 30-34 35-39 40-44

1980
1985
1990
1995
2000

129.6
159.4
191.1
220.5
227.8

131.8
166.3
201.7
238.8
255.3

129.9
164.6
202.2
241.1
263.5

125.8
163.2
202.2
237.7
260.9

49.2
54.1
61.4
66.4
69.9

48.2
50.6
51.7
53.7
57.1

58.0
60.0
62.6
60.5
61.4

64.1
67.9
69.6
69.5
69.3

出所 ： 統計局 Web ページより
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しているということは，女性の出産と子育ての為の機会費用が上昇してい

ないことを意味するだろう 27．ところが，表 11 から判るように，現金給

与月額はまさに上昇している．また労働力率も概ね上昇し，35 歳以上に

は緩やかな振幅が見られる．つまり，家政学派の仮説が正しいのであれば，

夫婦の子ども数は更に低下するはずなのである．少なくとも変化があって

しかるべきであろう．しかるに，現実は明らかに夫婦の子ども数は安定し

ている．夫婦の子ども数は，家政学派のモデルでは説明できない可能性が

非常に大きいのである 28．

2.2　出生力変化の不可逆性ないしは上方硬直性

　さて，歴史的なカンタム要因としての夫婦の完結出生力による出生力低

下が，もし，家政学派や Easterlin の議論のように 29 社会経済的条件に

depend して生じたのなら，かかる社会経済的な条件が別の方向に変化す

れば，夫婦の完結出生力は再び上昇してしかるべきである．つまり家政学

派的モデルでは「夫婦の子ども数のダイヤルは別方向に回される」筈であ

ろう．しかし，夫婦の完結出生力は嵯峨座がその最終講義で「上方硬直的」

と指摘した 30 ように，景気変動や社会的施策に対しても実に頑健（ロバス

ト）に不変である．これは社会経済的条件に依存した「子ども数ダイヤル

調節モデル」が現在に呈している重大な矛盾である．

27 もちろん世帯所得も安定していなければならない．1990 年代のデフレ下の日本
では，世帯所得は減少したのである．実質所得はそれほどの減少ともいえない
だろうが．

28 そもそも女子の現金給与が増大したことは，晩婚化・未婚化により正規雇用従
業者が増大したことに起因している．つまり結婚してなお被正規雇用である者
の現金給与はそれほど上昇していない可能性がない訳ではない．労働力率の上
昇傾向も同様に晩婚化・未婚化によってもたらされた傾向であり，夫婦の家政
がそれほど変化していないという可能性もある．しかしながら雇用形態による
差が殆んどないことは，家政の差異が子ども数に影響がないことをやはり示唆
するのである．

29 Easterlin の名誉のために付け加えれば，彼は歴史的な完結出生力の低下に関し
ては賢明にもほとんど言及していない．

30 嵯峨座晴夫先生最終講義（2005 年 1 月）より．
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　しかしながら，社会経済的条件に第一義的に depend して出生力が低下

したという仮定（これは極めて常識的ではあるが．常識的な仮定に過ぎな

い．）を捨て去れば，この「上方硬直性」はなんら矛盾ではなくなる．歴史

的な夫婦の完結出生力の低下過程を「拡散現象」として理解するなら，こ

の矛盾から開放され，かつ「上方硬直性」に明解な理解をもたらすことが

できる．つまり，一旦少ない子供数が夫婦に拡散して行き渡ってしまうと，

周囲への不断の同調性（他者へのまなざし）故に，それが安定状態となっ

ているのである．これは拡散現象に一般的な不可逆過程としての特徴とし

て極めて重要なものである．

　つまり，過去の歴史的な出生力の低下（カンタム要因の低下）をどのよ

うに理解するかは，実は現在の低出生状態の理解に関しても非常に重要な

問題なのである．そして，「拡散説」は，これから検討するように，歴史的

にも妥当な理論であるばかりでなく，明らかに現在でも理論的に強い理論

である．何故なら夫婦の完結出生児数の平均は，妻の就業形態による差も

なく一つの値へと収束しているからである．この夫婦の出生力の安定性は，

家政経済学的なモデルへの強力な反証であるばかりでなく，社会経済的な

諸条件への依存性を否定する重要な証拠なのである．

2.3　出生力低下の斉一性

　家政経済学やその他の常識的な理論は，社会経済的な条件に第一義的に

depend した子ども数の調整 31 を主張する．しかし，測定された同じ社会

経済的条件の下でも，異なった子ども数の夫婦は多く存在する．また異なっ

た社会経済的な条件の下でも同じ子ども数の夫婦も多数存在する．これは

経済学的には選好の差に解消されるしかない．

31 奇妙といおうか，当然というべきか，近代経済学の非常にマルクス-エンゲルス
的側面である．近代経済学も 「対象-欲望（選好）」 という図式を根底に据える典
型的唯物論である．対象に対して個人は個々に自律的かつ自発的に欲望を抱く
ことが共通の前提である．効用の個人間比較の禁止は，数理的な必要性でもあ
るが，同時に近代経済学の 19 世紀的な唯物論的性質を深く示している．
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　「“選好”とは，詰まるところ，生起した行為の差を別の方式で言い替え

たに過ぎないトートロジーである」という批判は古来からあった．子ども

数の差を主観的意識の差に帰することは，結局，理論の検証性を弱めるこ

とになる．しかし，それをしないと家政経済学の子ども数に関する理論は

破綻していしまう．

　それに対して「拡散説」は測定された同じ社会経済的な条件の下で，異

なった子ども数の夫婦が存在することを積極的に肯定する．それは拡散の

波の進行に依存して幾らでもあり得ることだからである．また異なった社

会経済的条件の夫婦でも「拡散」が進行した後では，同じような子ども数

を示すことは，まったく当然なのである．子ども数が 1 人であるか，2 人

であるか，3 人であるかという問題は，大域的分布に依存した確率論的現

象に還元される．

　子ども数の違いは，拡散過程の最中では，社会経済的な条件よりも，拡

散過程での地理的な距離に因ってむしろ決まるのである．つまり，拡散の

始まった地点からの距離によって子ども数の分布が決まるのである．同じ

ような社会経済的な条件でも，出生力は同じようには低下しない．その反

対に，異なった社会経済的な条件であっても，同じ時点で出生力の低下が

始まれば，同じように出生力は低下する．

2.3.1　同時期からの低下例

　異なった社会経済的な条件であっても，同じ時点で出生力の低下が始ま

れば，同じように（夫婦）出生力は低下する例を見てみよう．

　1960 年（昭和 35 年）と 1970 年（昭和 45 年）の国勢調査の既往出生児数

のデータから，東京と大阪ではほぼ同じ時期に出生力の低下が，その中心

部（東京では千代田区，大阪では中央区）で始まったことが推測される．

出生力の低下は図 3 のグラフで見て取れるように，数値的には驚くほど同

じペースで夫婦出生力の低下が進行している．

　細かく観察すれば，1915 年出生コウホート（出生行動は 1930 年代～

1940 年代であろう）までは，若干大阪の低下が東京より進行していること
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が観察される32．この 1915 年出生コウホートを境にして（実態的には 1940

年あたりで）逆転して，東京が大阪を若干下回って低下することになる．

　しかし，社会経済的な条件は，現代の常識では大阪の方がかなり高出生

であることを予想させるような異なりを見せている．1920 年の頃（1900

図 3：東京と大阪の夫婦出生力低下

32 大阪は東京と比較して元々夫婦の出生力は若干低かったようである．

表 12：東京と大阪の出生力低下

出生コウホート 大阪府 大阪市人口
集中地区 大阪市北区 東京都 東京都区部

人口集中地区 千代田区

1880 年以前
1881 ～ 1885 年
1886 ～ 1890 年
1891 ～ 1895 年
1896 ～ 1900 年
1901 ～ 1905 年
1906 ～ 1910 年
1911 ～ 1915 年
1916 ～ 1920 年
1921 ～ 1925 年

4.41
4.20
4.08
3.94
3.80
3.77
3.60
3.29
2.81
2.39

4.39
4.11
3.96
3.84
3.69
3.49
3.49
3.18
2.74
2.34

4.01
3.87
3.84
3.44
3.29
3.30
3.15
2.79
2.50
2.15

4.51
4.29
4.14
4.03
3.92
3.86
3.68
3.30
2.80
2.31

4.42
4.21
4.03
3.92
3.79
3.75
3.58
3.22
2.74
2.27

3.84
3.94
3.72
3.48
3.50
3.19
3.18
2.95
2.67
2.16

＊出所：昭和 35 年，45 年国勢調査より
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年辺りの出生コウホート）では大阪の方が夫婦の完結出生力が，東京に比

べて若干（速く）低下している．ところが，表 13 から判るように，東京と

大阪は女子労働力人口の総人口に占める割合は，殆んど変わらないが，サー

ビス産業の従業者の割合も東京の方がかなり高い．女性の公務員の割合も

大阪は低い．そして農業従事者の割合は明らかに大阪の方が大きい．つま

り，大阪の方は製造業（ブルカラー）が大きな割合を占めており，東京は

よりホワイトカラー化しているのである．また，女性の教育水準も大阪の

方が低い．

　表 14 から判るように，1950 年時点の女性人口は，明らかに東京の方が

高学歴な人口であり，1950 年以前もそうであったと推測される．

　以上のことから，大阪の方が社会経済的な条件では，1920 年当時で明

らかに遅れをとっている．それにもかかわらず，大阪と東京はほぼ同じ低

下テンポを示している．これは，社会経済的な条件に依存しない低下が起

きたことを示している．この現象はただ「拡散」を想定してのみ正しく説

明できる．

　これまで教育程度と社会経済的属性による出生力の差異が観察されたの

は，拡散の始まりが「都市」から開始され，高等教育を受けた女性で専門・

管理的な職業に従事するものが「都市」に多かった為に生じたのである．

そして，それゆえに社会経済的な条件への依存性が相関関係から想像され

たのであるが，これは擬相関であったのである．

　そして拡散は，現在，日本中にほぼくまなく行き渡ったのである．それ

故に妻の就業形態による子ども数の差は消失して，たまたま，どの出生児

数でパリティを打ち切ったかという確率的な浮動しか残っていないのであ

る．「拡散説」の理論的立場は，第 12 回の動向調査の表 10 が，本当はすべ

てのセルが同じ平均値であり，そこに誤差が結合したという帰無仮説が妥

当だと考える統計学的な視点とも極めて親和する．

　そして，夫婦の子ども数に関する重回帰分析の結果が R2＝.1713 である

ということ（本稿 p.3）―つまりデータの変動の 8割以上が誤差であると

推定されていることこそが，子ども数は周囲の子ども数に依存して確率論
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的に決まるということ――つまり子ども数は本来確率論的浮動を有するの

だという「拡散説」の仮説の妥当性を皮肉にも検証しているのである．社

会経済的諸条件によって説明されざる回帰平方和の 8 割は，「拡散説」と遥

かに親和的である．

　拡散過程もほぼ終了した現在において，社会経済的条件による出生力の

差異が縮小してほとんど失われること（表 10）は，「拡散説」を支持する決

定的な証左である．

2.3.2　これらのことは実は既に指摘されていた．

　さて，夫婦の出生力が社会経済的諸条件に依存してないことは，既に

1980 年代には指摘されていたのである．これらは，主に人口転換理論を検

証するために行われた研究から得られた知見であった．例えば，1987 年に

表 13：東京と大阪の産業別従業者
東京

女子従業者に占める割合 （%）
調査年 農業 製造業 サービス業 金融・保険業 公務
1920 年
1930 年
1950 年

12.77
 8.29
 8.77

27.68
17.06
23.63

39.85
44.45
27.62

0.04
0.94
3.62

0.62
1.17
3.94

大阪
女子従業者に占める割合（%）

調査年 農業 製造業 サービス業 金融・保険業 公務
1920 年
1930 年
1950 年

14.01
12.32
12.04

39.25
24.50
33.84

27.45
28.63
20.00

0.41
0.77
2.67

0.27
0.44
2.45

＊出所 ： 産業別就業者の時系列比較 （総理府統計局） より

表 14：東京と大阪の女子の教育水準 （25才以上の非在学者の在学年数）

単位（%） 0 年 1 ～ 6 年 7 ～ 12 年 13 年以上 不詳
東京都
大阪府

4.0
7.1

32.9
39.4

58.5
51.0

4.6
2.5

0.1
0.0

＊帝国統計年鑑，昭和 25 年国勢調査より
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J. Cleland and C. Wilsonは，Demand Theories of the Fertility Transition : An 

Iconoclastic View［2］で，以下の各点について次のような意義深い指摘を

しているのである．

1．完結出生力の収束的安定性

2．出生力変化の不可逆性ないしは上方硬直性

  WFS（World Fertility Survey）のデータの国際比較によれば，生存

する子ども数をコントロールすると，選好される子ども数にコウホー

ト間で差がない．つまり，選好される子ども数は歴史的に安定的な

のである．

Lighbourne and MacDonald による WFS33 のデータのクロ

ス・ナショナルな分析は，同じような印象を与える．生存

している子ども数をコントルールすると，異なった女性の

コウホート間で，選好される子ども数に明らかな相違があ

ることを認めることはできなかった．彼らが結論している

ことは，ファミリー・サイズの規範またはファミリー・サ

イズへの欲求における歴史的な移行は，世代の全てに等し

く影響を及ぼしてきた（これは可能ではあるが，しかしあ

りそうもないのだが）のであり，かつこの欲求は安定した

状態に保たれていたということである．
J.Cleland and C.Wilson,［2］pp.25-26.

むしろ，利用可能な事実から明かであるのは，アジアとラ

テンアメリカにおけるこの 20 年間のリプロダクティブ・ア

スピレーションは，いったん出生力低下が確立してしまえば，

一様につつましいものであり，かつ殆んど変わらないとい

うことであった．
J.Cleland and C.Wilson,［2］p.26.

33 World Fertility Survey
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  妻の就業形態別の出生力の差異が我が国ではほとんどないことは，

本論で既に検討したばかりである．このように，出生力低下の最終

段階以降では出生力の階層差もなくなり，また夫婦出生力が極めて

安定していることは，1970 年代以降には各国で観測されていたので

ある．ただ，この事実の背後に隠されている「拡散」メカニズムに対

する理解が当時は欠けていたのである．

3． 出生力変化の斉一性（異なった社会経済的な条件でも出生力変化は

同じこと）イングランドでは出生力低下以前には，明らかに階級的

差異が認められるが，出生力低下はほとんど全ての階級において急

速に広まった．これは近代化の恩恵を余り受けていない人々にも，

同様に生じたのである．

例えば，イングランドでの明らかな階級的な出生力の差異は，

人口転換の初期の数十年間における出生力の差異が広範にわ

たることを示している．しかしながら，深刻な低下はほとん

ど全ての階級にわたってまったく同じなのである．同じよ

うなことは，Watkins をもう一度引用すると，他の国での明

白な事実が示していることだが，出生力低下が都市の産業

化して教育を受けた人口でもっともドラマティックだったと

はいえ，‘近代化の効果が，新しい職業を得た人々や都市に

移動した人々や本を読むことを覚えた人々に限定される必然

性はない．’人口転換理論はしばしば経済的な理由から，あ

るグループは出生コントロールを有利だと感じその他のもの

は不利と感じると予想する．しかしながら，Watkins が記し

ているように，ヨーロッパの体験が明らかに示唆するように，

経済的な状態にかかわらず，‘続けて子どもを産むことが有

利だと感じるだろう人々や family limitation を受け入れ難く

感じるだろうと当然予期される人々が，先導者達に引き続い

てかなり迅速に family limitation を受け入れたのだった．’
J.Cleland and C.Wilson,［2］p.24.
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  夫婦出生力の低下自体が，それほどの階層差を見せずに，まさに斉

一的に進行することも既にヨーロッパの経験からわかっていたので

ある．家政経済学へのこのような明らかな反証が，深刻に受け止め

られなかったのは何故であろうか．

結　論

　G.S.Becker 等の家政経済学は，「子どもへの選好の変化が子ども数の低

下をもたらした」と主張するが，それは子どもへの選好の変化が子ども数

によって示される限り（示されざるを得ないが），論理的に同義反復的な

体系である．

　重回帰分析やその他の統計的計量モデルによる検証も，ほとんどが決定

的ではなく，むしろ係数の有意性検定のみに依存した誤った分析である．

　夫婦の子ども数の変化とその安定性を説明するうえで，家政経済学の仮

説は矛盾しており，「拡散説」のみがこれらの現象に正しい解答を与え得る

のである．
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Marital Fertility is NOT dependent on
Socio-economic Conditions.

― The Stability of Marital Fertility is
 a Natural Consequence of Diffusion Processes ―

abstract

　It is indispensable to understand how low-level fertility of parents onset, 

proceeded, and have been kept, for the purpose of elucidating the declining 

fertility of recent Japan.  Household economics commonplacely insists 

that marital fertility declines dependent on socio-economic conditions．

However, the multi-regression analyses that intend to verify these 

dependencies lack validity．They have the preconceptions that these 

dependencies are as a matter of course.

　It is a manifest evidence of diffusion hypothesis that marital fertility 

has been stable from 1970, that the difference by the socio-economic 

conditions have no effects on the number of children of parents．More-

over the simultaneity of declining process is also an evidence of the 

diffusion hypotheisis.

　Keyword : Marital Fertility Decline, Stability of Completed Marital 

Fertility, Simultaneity of Fertility Decline, Diffusion
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