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男性の配偶者選択の基準に関する分析
― 社会経済的地位に注目して ―

永　瀬　　　圭

1　はじめに

日本では、1980 年代以降、男女ともに未婚率が上昇しており（総務省統計局 2016）、生

涯未婚率は 2030 年には男性で 30％、女性で 23％になると推計されている（国立社会保障・

人口問題研究所編 2008）。未婚率の上昇が少子化の原因のひとつであることは複数の研究

（岩澤 2002 など）で指摘されているが、それだけではなく、貧困や社会的孤立に陥る可能

性の高い単身世帯の増加にもつながるとされている（藤森 2010）。このように、未婚化は

今日の日本社会が抱える大きな社会問題と関連するので、その要因を明らかにすることは

重要な研究課題である。

未婚化の要因を解明するにあたり、まず問題となるのは、未婚化の進行が人々の結婚意

欲の低下に起因するものかどうかという点である。2010 年の「出生動向基本調査」を見る

と、若年層の未婚者の 9割弱は結婚願望を持っている（国立社会保障・人口問題研究所編 

2012）。これを見る限り、今日の大半の未婚者は結婚しないことを進んで選択している訳

ではなく、結婚意欲はあるが何らかの原因で結婚するに至っていないと考えられる。

そこで、結婚意欲があるにもかかわらず未婚でいる理由は何かを、再び「出生動向基本

調査」で見てみると、最大の理由は男女とも「適当な相手にまだめぐり会わないこと」となっ

ている（国立社会保障・人口問題研究所編 2012）。それでは、どのような人物が適当な相

手となりうるのか。配偶者選択の基準を明らかにすることは、結婚を望む者にとって重要

なことであり、また未婚化の要因を解明する上でも重要になってくる。

日本では、女性側の選択については様々に論じられてきたが（山田 2010aなど）、男性

側の選択についてはあまり研究が進んでいない。それは、ひとつには、以前は女性の就業

率が低く性別分業が一般的だったので、男性の場合は誰と結婚しても生活に支障がなかっ

た（山田 2010b）ためと思われる。しかし、近年は、共働き世帯が過半数を占めるように

なり、また、非正規雇用率が急速に上昇する（湯沢・宮本 2008）など、以前とは社会経済
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状況が大きく変化している。また、以前は夫の収入が低い場合に妻が家計の補助のために

働くのが一般的であったが、近年は妻の就労と夫の収入には関連がなくなり（橘木・迫田 

2013）、妻の収入が世帯間の格差を拡大させている（尾嶋 2011）。このように、結婚後の生

活水準がほぼ夫の収入で決まり、妻の収入に関心を払う必要がなかった時代とは異なり、

現在は女性だけではなく男性にとっても結婚相手によって結婚後の生活基盤が左右される

可能性があるので、配偶者選択の基準もまた従来とは異なっていると推測される。そこで、

本稿では男性側の選択基準に注目して論じることにする。まずは、第 2節で先行研究の知

見を整理した上で、本稿の問題設定と検討方法を明示する。その上で、第 3節以降で、未

婚男性の配偶者選択の実情について、最近の調査データを用いて検証していく。

2　先行研究の検討

本節では、配偶者選択の要因に関する国内外の先行研究を概観する。まずは、海外の研

究成果から見ていくことにしたい。

2-1　海外の研究成果

2-1-1　配偶者選択の要因に関する理論

海外では、配偶者選択に影響を及ぼす要因のひとつに配偶者の属性に対する個人の選好

を挙げ、社会学の分野では、収入や職業などの社会経済的資源と、価値観や好みなどの文

化的資源を取り上げてきた（Kalmijn 1998）。そして、社会経済的資源については一般に、

配偶者の収入や地位は家族全体の収入や地位を上昇させ、結果として自身の収入や地位の

上昇につながるので、人々は魅力的な社会経済的資源を持つ者との結婚を選好すると言わ

れている（Kalmijn 1998）。

男性側の選好については、Kalmijn（1998）によると、性別分業が一般的であり、家族

の地位が主に自分の職業で決まる場合は、女性の社会経済的資源よりも家事能力や容姿な

どを重視するが、共働きが一般的になると、女性の社会経済的資源が家族の地位にとって

も重要になるため、こちらの資源に魅力を感じるようになるという。また、Kalmijnは、

妻の人的資本が夫のキャリアにとって有益なネットワークにアクセスしやすくすること

や、妻の収入が夫の人的資本への投資に役立つ可能性があることも、男性が女性の社会経

済的資源に魅力を感じる一因として挙げている。

このように、女性をめぐる社会状況の変化に伴い、男性が配偶者選択の際に女性の社会
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経済的資源を重視するようになると示唆されている。本稿も、日本における同様の社会状

況を踏まえ、結婚市場における女性の社会経済的資源に注目して論じていく。

2-1-2　配偶者選択の傾向

既存の実証研究の中では、社会経済的資源についてどのような配偶者選択の傾向が確認

されているのかについて、順にまとめることにする。

まず、職業および収入については、Kalmijn（1994）が、職業を収入に代表される経済

的地位の側面と教育水準に代表される文化的地位の側面とに区別した上で二時点の比較分

析を行い、文化的地位の側面から見た同類婚傾向の方が経済的地位の側面から見た同類婚

傾向よりも強いとしている。ただし、共働き世帯の増加といった性役割の変化に伴って、

配偶者選択における経済的地位の近さが重要性を増していることも同時に示している。

このように、Kalmijnの研究は、配偶者選択の際には文化的類似性の方が経済的類似性

よりも重視される事実を明らかにしたが、社会的変化によっては経済的類似性の重要性が

増す場合もあるとしている。

次に、学歴については、Schoen and Wooldredge（1989）が、女性における学歴の上方

婚傾向が弱まっていると指摘し、その理由を女性の経済的役割の重要性が増したために男

性が女性の社会経済的資源を重視するようになったからと解釈している。一方で、国際比

較を行った Smits（2003）は、賃金が上昇して社会保障の整備が進むと、親の意向に関係

なく個人が自由に配偶者を選択できるようになり、学歴の同類婚傾向は弱まるとしている。

このように、経済的に豊かになると、配偶者選択の際に学歴にこだわらなくなると言われ

ている。

これら二つの研究は、配偶者選択の帰結を分析することで配偶者選択の要因を間接的に

検討しているが、その一方で、Skopekらの研究（Skopek et al. 2011）のように、既婚者

ではなく独身者を対象にして配偶者選択の要因を直接的に検討しているものもある。イン

ターネット上の結婚市場における配偶者選択について分析した Skopekらは、男女ともに、

自身と学歴が似通っている者同士でコンタクトを取り合う傾向が強いこと、自身より学歴

の低い者とのコンタクトを避ける傾向があることを示している。また、学歴の高い者の方

が、自身と学歴が似通っている者とのコンタクトに積極的な傾向が強いことも明らかにし

ている。そして、これらの傾向は、基本的にはいつでも誰とでもコンタクトを取ることが

できるインターネットという環境において見られたものであることから、個人の選好によ

るものであると解釈している。上記の知見を踏まえ、Skopekらは、男女ともに親密な関

係を築く上で自身と類似した特徴を持つことが重要になっていると結論付けている。
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以上のように、学歴については、経済的に豊かになれば重視されなくなる可能性を示唆

した研究がある一方、配偶者選択の際に依然として重要な要因だとする研究も目立つ。

2-2　日本の研究成果

日本では、階層結合という観点から、夫婦の組み合わせ（誰が誰と結婚しているのか）

についての研究が蓄積されてきた。たとえば、白波瀬（2008）は、学歴と職業の同類婚傾

向が強いとし、太郎丸（2011）は、非正規雇用の女性は非正規雇用の男性と結婚する割合

が相対的に高いとしている。さらに、鹿又（2012）は、夫と妻の就業所得に正の相関が見

られることから、稼得力の同類婚傾向を指摘している。

しかし、既婚者ではなく未婚者に焦点を当てた配偶者選択の基準に関する研究は少なく、

そのほとんどが経済力を取り上げたものとなっている。先行研究は大きく、①女性の経済

力に関する男性側の選好と男性の属性との関連についての分析と、②女性の経済力に対す

る男性側の選好の変化についての分析とに分けられるので、順に研究成果を概観していく

ことにする。

2-2-1　女性の経済力に関する男性側の選好と男性の属性との関連

以下で取り上げる山田（2010c）の研究は、明治安田生活福祉研究所が行った一時点の

調査結果をもとに、男性の年収によって女性の就労に対する選好にどのような違いが見ら

れるのかを分析している。その結果、年収が高い男性の方が出産後に女性にフルタイム就

労を望み、年収が低い男性の方が専業主婦を望む傾向があると指摘している。

山田の研究は、収入の高い男性の方が女性に収入を求める可能性があることを示唆して

はいるが、記述統計による分析から導出された知見であり、年齢などの配偶者選択の基準

と関連性があるはずの変数の影響が統制されていない。

2-2-2　女性の経済力に対する男性側の選好の変化

本稿は、あくまでも一時点のデータを用いて近年の配偶者選択における男性側の選好を

解明することを目的としており、時代による選好の変化を扱うものではない。しかし、以

下に挙げる千田（2011）と橘木・迫田（2013）の研究は、これまでの男性側の選好の変化

を踏まえて男性自身の属性と配偶者選択の選好との関連について幾つかの仮説を提示して

いるので、その内容を簡単に整理しておく。

上記の二つの研究はともに、国立社会保障・人口問題研究所の「出生動向基本調査」の

結果を分析したものである。まず、千田（2011）は、1987 ～ 2005 年にかけての複数回の
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調査結果から、男性が女性に次第に経済力を期待するようになっていると指摘し、生活を

豊かにすること、あるいはリストラなどの不測の事態に備えることをその理由のひとつに

挙げている。そして、雇用が不安定で将来が不確実な時代においては、配偶者選択の基準が、

自身と似通った階層の稼ぎ手であることと、逆に条件やつり合いを重視せずに一緒にいて

楽しいこととの二極に分化するだろうと推測している。

橘木・迫田（2013）も、同調査の結果をもとに、この 20 年ほどの間に男性が女性の経

済力を重視・考慮する傾向を強めている事実を指摘し、この傾向を不況が深刻化して男性

の収入が低下する中で女性にも働いてほしいという男性側の期待の表れであるとみなして

いる。そして、女性の稼得力が高まりつつある時代においては、自身の収入の低さを補う

ために男性側が女性の収入に期待するようになるか、あるいは収入の高い女性の絶対数が

増加することで、夫婦ともに高収入の夫婦が増加していくと推測している。

これらの研究は、近年、男性が女性に経済力を求めつつあると指摘しているが、どのよ

うな属性の男性が経済力を求めているのかに関しては解釈が分かれており、①収入の高い

男性の方が収入を求めているとする説、逆に②収入の低い男性の方が収入を求めていると

する説、という二つの相反する仮説が立てられている。どちらが実情を説明できているの

かといった具体的な検討はされていない。

2-2-3　経済力以外の社会経済的地位に関する選択基準

以上では女性の経済力に対する男性側の選好に関する先行研究を概観してきたが、前出

の橘木・迫田（2013）の研究は、経済力以外にも学歴と職業について触れているので、簡

単にまとめておくことにする。

まず、学歴については、以前は妻の学歴の方が低い夫婦が一般的であったが、女性の高

学歴化が進んで学歴の高い女性の絶対数が増加すると、男性の学歴との関係にも変化が生

じ、今後は同水準の学歴の夫婦が増加すると推測している。橘木らは、資質の似通った夫

婦の方が相手に欠けている点を気にせずに結婚生活をスムーズに進めることができるとす

る類似説に沿って、学歴の高い男性の方が学歴を重視するという仮説を示している。

そして、職業については、女性の高学歴化が進んで稼得力が高まると、男性側が女性の

職業に期待するようになると推測し、また、専門・管理職に就く女性の絶対数が増加する

ことにより、同水準の職業や社会的地位の夫婦が増加する可能性も示唆している。

2-3　問題設定と検討方法

これまで先行研究を見てきたが、配偶者選択の要因については国内外を問わず研究が蓄
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積されてはいるものの、夫婦の属性の組み合わせを研究したものが多い。しかし、配偶者

選択の要因を解明するためには、既婚者だけではなく未婚者を対象にした分析も必要であ

る。また、日本では、とりわけ男性側の選択に注目した研究が少なく、男性側の配偶者選

択の基準については十分に検討されているとは言い難い。近年は男性が女性に経済力を求

めていることは指摘されているものの、どのような属性の男性が女性に収入を求めるのか

といった具体的な点については仮説の提示に留まっており、学歴や職業といった収入以外

の社会経済的地位についても、男性側の選択にどのような傾向が見られるのかは明らかに

されていない。

したがって、本稿では男性側の配偶者選択の基準として社会経済的地位の中でも収入、

学歴、職業の 3項目を取り上げ、それらが男性自身の社会経済的地位とどのように関連す

るのかについて、最近の調査データを用いた多変量解析を行う。女性の社会経済的地位に

対する未婚男性の選好を多角的に分析することで、今日の結婚市場において女性の社会経

済的地位がどのような男性にとって重要性を持つのかを解明できると考える。先述したよ

うに、日本の先行研究では、近年の社会経済状況を踏まえ、女性の社会経済的地位に対す

る男性側の選好について様々な仮説が提示されているので、どの仮説が実相を的確に捉え

ているのかを検証する。

3　データと変数

3-1　データの概要および分析対象

分析には、明治安田生活福祉研究所が行った「第8回結婚・出産に関する調査、2014」のデー

タを用いる。この調査は、2014 年 3 月 21 日～ 3月 24 日に全国の 20 歳以上 49 歳以下の男

女を対象に行われたWEBアンケート調査である（明治安田生活福祉研究所 2014）。株式

会社マクロミルの登録モニターを対象として、属性（性別、年齢、未婚／既婚、子どもの

有無）ごとにサンプルを抽出しており（東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアー

カイブ研究センター SSJデータアーカイブ 2016b）、回収数は 3,616 名（そのうち男性は

1,769 名、なかでも未婚男性は 672 名）となっている（明治安田生活福祉研究所 2014）。本

稿では、学生を除く結婚経験のない男性 236 名を分析の対象としている。
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3-2　分析に用いる変数および分析方法

本稿では、配偶者選択の基準（収入、学歴、職業）を被説明変数（1）、男性自身の学歴、

就業形態と収入を説明変数、年齢を統制変数として用い（2）、収入については重回帰分析、

学歴と職業については順序ロジット分析を行った（3）。

まず、被説明変数については、収入は「結婚相手の年収額としては最低どのくらい必要

と思いますか」という質問の回答に対して、「300 万円未満」に 150 万円というようにカテ

ゴリーの中間値を割り当て、「収入は問わない」は 0円としている（4）。また、学歴と職業

については、「結婚相手の条件として、それぞれの項目についてあてはまるものをお選び

ください」という質問の「相手の学歴を重視したい」と「相手の仕事の内容・会社を重視

したい」という項目を学歴と職業に対する選好の指標として用い、それらの回答に対して

表 1に示した通り、重視する程度が強くなるほど値が大きくなるように、「あてはまらない」

に 0、「あまりあてはまらない」に 1、……「あてはまる」に 4の値を割り当てている。

説明変数と統制変数については、学歴は教育年数に変換し、年収は「100 万円未満」に

50 万円というように各カテゴリーの中間値を割り当て、「1,500 万円以上」は 1,550 万円と

している。就業形態は、正社員（総合職等）、正社員（一般職等）、正社員（技能・技術職）、

正社員（専門職）、会社役員および公務員・教員を正規雇用、パート・アルバイトおよび

契約社員・派遣社員を非正規雇用とし、非正規雇用と無職をまとめた上で、正規雇用と非

正規雇用・無職の2カテゴリーの変数を作成した（5）。変数の記述統計は、表1の通りである。

（1）この調査データを分析に用いた理由は、2014 年という最近の調査であること、学歴だけではなく
仕事の内容・会社についても尋ねていること、そして結婚相手に求める具体的な収入額を尋ねていること
にある。この調査には、結婚相手の経済力に関する一般的な設問（「相手の年収・経済力を重視したい」と
いう項目について 5件法で回答させるもの）も含まれているが、具体的な収入額の設問の方が女性の稼得
に対する男性側の選択の実相をより明確に反映していると考える。したがって、本稿では、結婚相手に求
める具体的な収入額を女性の経済力に対する男性側の選好のより具体的な指標として用いることにした。

（2）質問項目については、東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター
SSJデータアーカイブ（2016a）を参照した。

（3）推定には、R.3.2.2（R Core Team 2015）を用いた。
（4）外れ値のため、「1,500 万円以上」と回答した者は分析から除いた。
（5）自営業と自由業については、分析対象となるサンプルが少なかったため、分析から除いた。その

他と学生も分析から除いている。また、正社員（専門職）と会社役員を「専門・管理職」としてその他の
正規雇用職と区別した分析も行ってみたが、専門・管理職のサンプルが少なかったこともあり、配偶者選
択のいずれの基準についてもその他の正規雇用職との間に有意な違いは見られなかったため、すべてのカ
テゴリーをまとめて「正規雇用」として分析している。
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表 1　変数の記述統計
平均値あるいは度数 最小値 最大値

教育年数
（単位 : 年）

14.9
（2.2）

9 18

収入
（単位 : 万円）

338.6
（209.3）

0 1,550

就業形態
　正規雇用 166

（70.3％）
　非正規雇用・無職 70

（29.7％）
年齢 32.8

（6.4）
21 49

学歴を重視したい 1.20
（0.92）

0 4

あてはまらない 62
（26.3％）

あまりあてはまらない 82
（34.7％）

どちらともいえない 77
（32.6％）

ややあてはまる 13
（5.5％）

あてはまる 2
（0.8％）

仕事の内容・会社を重視したい 1.50
（0.93）

0 4

あてはまらない 41
（17.4％）

あまりあてはまらない 66
（28.0％）

どちらともいえない 103
（43.6％）

ややあてはまる 23
（9.7％）

あてはまる 3
（1.3％）

結婚相手に求める収入
（単位 : 万円）

164.4
（185.1）

0 750

N 236
カッコ内の数値は標準偏差あるいは割合
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4　分析結果

4-1　基礎的な分析

男性自身の社会経済的地位と配偶者選択の基準との間には、どのような関連が見られる

のだろうか。まずは、グラフで大まかな傾向を把握することにする。

図 1　男性の社会経済的地位と配偶者選択の基準との関連

図 1は、女性の社会経済的地位に対する男性側の選好の傾向について示したものであ

る（6）。図の縦軸の値は、結婚相手の学歴および職業について各々を重視する程度の平均

（6）学歴に対する選好のグラフにおける横軸の学歴のカテゴリーの「短大」は専修学校・専門学校と
短大、「大学」は大学と大学院を示す。
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値と、結婚相手に求める収入の平均値（単位は百万円）となっている。図 1からは、学歴

が高い男性の方が学歴を、正規雇用の男性の方が職業を重視し、収入が高い男性の方が結

婚相手に求める収入が高い傾向があることが読み取れる。しかし、このような傾向は、男

性自身の年齢などの影響を考慮に入れた上で確認されたものではない。特に、本人の学歴

と収入は年齢と相関するので、上記の傾向は年齢による疑似相関の可能性もある。そこで、

次項では多変量解析を行い、諸変数を統制してもなお、図 1のような社会経済的地位の効

果が確認されるのかを検討する。

4-2　多変量解析の結果

表 2　配偶者選択の基準に関する回帰分析の結果（収入は OLS、学歴と職業は順序ロジット）
収入 学歴 職業

モデル 1 モデル 2 モデル 1 モデル 2 モデル 1 モデル 2
教育年数
（単位 : 年）

  0.003
 （0.054）

  0.168 **
 （0.057）

  0.118 †
 （0.061）

  0.119 †
 （0.062）

収入
（単位 : 百万円）

  0.392 ***
 （0.055）

  0.320 ***
 （0.071）

  0.145 †
 （0.076）

  0.014
 （0.076）

就業形態
（ref. 非正規雇用・無職）
　正規雇用   0.515 †

 （0.299）
  0.139
 （0.323）

  0.617 *
 （0.266）

  0.430
 （0.327）

年齢 －0.051 **
 （0.018）

－0.046 *
 （0.019）

  0.003
 （0.019）

－0.014
 （0.020）

－0.025
 （0.019）

－0.023
 （0.020）

切片   1.644 ***
 （0.110）

  1.282 ***
 （0.237）

Nagelkerke R-sq.   0.039   0.068   0.030   0.049
Adjusted R-sq.
N

  0.172
  236

  0.176
  236   236   236   236   236

***p<.001, **p<.01, *p<.05, † <.1, カッコ内は標準誤差

表 2は、配偶者選択の基準に関して多変量解析を行った結果である（7）。まず、モデル 1

では、年齢を統制した上で男性自身の社会経済的地位と配偶者選択の基準との間に関連が

見られるかどうかを検討している。結婚相手の収入に関しては、収入の高い男性の方が結

（7）先述したように、収入については重回帰分析、学歴と職業については順序ロジット分析を行って
いるので、前者では調整済み決定係数、後者では疑似決定係数を求めている。また、分析の際、男性自身
の年齢、教育年数および収入は平均値でセンタリングしている。
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婚相手に求める収入が高い傾向を示しており、山田（2010c）の研究が示唆したような傾

向が確認された。また、結婚相手の学歴および職業に関しても、年齢層に関係なく、学歴

が高い男性の方が学歴を、正規雇用の男性の方が職業を重視する傾向を示し、類似説に沿っ

た橘木・迫田（2013）の仮説と同様の傾向が見られた。

次に、モデル 2では、モデル 1で見られた男性自身の収入、学歴、就業形態の直接的な

効果が他の社会経済的地位の変数の影響を取り除いても残るのかを検討している。

まず、結婚相手の収入に関しては、男性自身の学歴と就業形態の影響を統制しても、男

性自身の収入の係数は 0.320 と依然としてプラスの有意な値であり、学歴や就業形態とは

関係なく、男性自身の収入と結婚相手に求める収入はプラスに関連することがわかる（8）。

他の社会経済的地位の効果については、就業形態の係数が 0.515 とプラスの有意な値であ

り、正規雇用の男性の方が結婚相手に求める収入が高い傾向も示している。

結婚相手の学歴についても、男性自身の収入と就業形態の影響を統制しても、教育年数

の係数は 0.118 と依然としてプラスの有意な値であり、収入や就業形態とは関係なく、学

歴が高い男性の方が結婚相手の学歴を重視する傾向が明らかになった。他の社会経済的地

位の効果については、収入の係数が 0.145 とプラスの有意な値であり、収入が高い男性の

方が学歴を重視する傾向も示している。

一方、結婚相手の職業に関しては、男性自身の学歴と収入の影響を統制すると、就業形

態の係数は有意な値ではなくなり、男性自身の就業形態と結婚相手の職業を重視する程度

との間には有意な関連が見られなくなった。モデル 1で見られた就業形態の効果は、男性

自身の学歴や収入の影響を反映したものであったと考えられる。他の社会経済的地位の効

果については、教育年数の係数が 0.119 とプラスの有意な値であり、学歴が高い男性の方

が職業を重視する傾向を示している。

最後に、年齢との関連について触れておくと、結婚相手に求める収入のみ関連が認めら

れた。収入に関する分析結果のモデル 2を見ると、年齢の係数が－ 0.046 とマイナスの有

意な値であることから、年齢が若い男性の方が結婚相手に求める収入が高い傾向があるこ

とがわかる。これは男性自身の収入の影響を統制した上で見られた傾向なので、男性自身

の収入の多寡とは別の理由から、こうした傾向が生じていることになる。

（8）収入の 2乗項を加えた分析も行ったが、2乗項の係数は 0.007（0.012）とマイナスの有意な値に
はならなかった（カッコ内は標準誤差）。男性自身の収入と結婚相手に求める収入は、一貫してプラスに関
連するということである。
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5　考察

本稿では、男性自身の社会経済的地位と配偶者選択の基準との間にはどのような関連が

見られるのかについて、最近の調査データを用いた計量分析によって検証した。分析から

得られた知見は、次のようにまとめられる。

まず、結婚相手に求める収入に関しては、橘木・迫田（2013）が相補説に沿って示唆し

たような収入の低い男性の方が収入の高い男性よりも結婚相手に求める収入が高い傾向

も、千田（2011）が示唆したような収入を問わない傾向（条件を重視しない傾向）も見られず、

むしろ収入の高い男性の方が結婚相手に求める収入が高い傾向が示された。既存の研究（千

田 2011; 橘木・迫田 2013）は、男性が女性に経済力を求めるようになっているという全体

的な傾向しか指摘していなかったが、本稿の分析は男性自身の収入によって女性に求める

収入額に違いが見られ、女性側にとってより理想的な結婚相手と目される高収入の男性の

方が女性に求める収入が高いことを明らかにしている。結婚後も就業を継続する女性が増

加したこと（吉田 2011）、共働きが一般的になっていること（湯沢・宮本 2008）や妻の収

入が家計を左右しつつあること（尾嶋 2011）で、このような傾向が見られたと考えられる。

男性に関しては収入が低いと結婚が難しいとされ、その傾向は男性の経済力に対する女性

側の選好によるものと解釈されているように（山田 2006）、女性に関しても稼得力が高い

方が結婚しやすい傾向があること（福田 2012）は、本稿の分析結果を踏まえると、女性の

経済力に対する男性側の選好を反映したものと解釈できる。

次に、結婚相手の学歴に関しては、橘木・迫田（2013）が類似説に沿って示唆したように、

学歴の高い男性の方が学歴を重視する傾向が確認できた。学歴は、経済的に安定した生活

を送るために役立つだけではなく、個人の社会的地位の指標にもなっており、日本では後

者の意味合いの方が重要性を持つとされている（吉川 2009）。学歴の高い男性の方が学歴

を重視する傾向が見られたのは、ひとつには学歴の持つ象徴的価値が夫婦間のつり合いを

生む（吉川 2009）ためと思われる。また、海外において、学歴が似通っていると好みが似

通り、共通のライフスタイルを築きやすいと言われるように（Skopek et al. 2011）、日本

でも学歴によって人々の価値観やライフスタイルに違いが見られるという（吉川 2009）。

学歴の高い男性の方が配偶者選択の際に結婚相手と共通の趣味を持っていることを重視・

考慮する傾向があるので（鎌田 2012）、価値観や好みの類似性を重視するが故に結婚相手

の学歴を重視するとも考えられる。

以上のように、1965 年以降のコーホートの男性においては、収入の高い男性の方が結婚

相手に求める収入が高い傾向と、学歴の高い男性の方が結婚相手の学歴を重視する傾向が
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明らかになった。ただし、本稿の分析対象者は 236 名と少ないので、十分な分析サンプル

を確保できる調査データを用いて再度検証する必要がある。

最後に、本稿で扱い切れなかった課題について述べておくことにする。国内外の既存の

研究は、社会経済状況の変化によって女性の社会経済的地位に対する男性側の選好に変化

が生じるとしていたが、本稿は一時点のデータの分析なので、時代による変化にまで言及

することはできなかった。男性側の配偶者選択の基準については、時代による変化も含め

てさらに詳しく検討したいと考えている。また、本稿では男性に焦点を当てて分析してき

たが、近年の社会経済状況の変化に伴って、女性側の配偶者選択の基準にも何らかの変化

が生じている可能性がある。従来、女性は結婚相手の経済力を重視すると指摘されること

が多かったが（上子 1991; 山田 2010aなど）、収入の高い女性が増えれば橘木・迫田（2013）

が予測したように、男性に経済力ではなく他の基準を求めるようになることも考えられる。

女性側の配偶者選択の基準についても、稿を改めて分析したい。

謝辞

二次分析に当たり、東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究セン

ター SSJデータアーカイブから「第 8回結婚・出産に関する調査、2014」（明治安田生活

福祉研究所）の個票データの提供を受けました。

参考文献

藤森克彦, 2010, 『単身急増社会の衝撃』日本経済新聞出版社.
福田節也, 2012, 「消費生活に関するパネル調査を用いた分析―結婚形成における女性の稼得能力の役割」

安藏伸治・小島宏編『ミクロデータの計量人口学』原書房, 93-125.
岩澤美帆, 2002, 「近年の期間 TFR変動における結婚行動および夫婦の出生行動の変化の寄与について」『人

口問題研究』58（3）: 15-44.
Kalmijn, Matthijs, 1994, “Assortative Mating by Cultural and Economic Occupational Status,” American 

Journal of Sociology, 100（2）: 422-52.
―, 1998, “Intermarriage and Homogamy: Causes, Patterns, Trends,” Annual Review of Sociology, 

24: 395-421.
鎌田健司, 2012, 「結婚相手に求める条件」国立社会保障・人口問題研究所編『平成 22 年第 14 回出生動向基

本調査第Ⅱ報告書 わが国独身層の結婚観と家族観』国立社会保障・人口問題研究所, 68-73.
上子武次, 1991, 「配偶者選択に関するこれまでの研究」上子武次・原田隆司・門野里栄子・田中正子・佐藤

繁美『結婚相手の選択―社会学的研究』行路社, 7-47.
鹿又伸夫, 2012, 「結婚・配偶者と就業所得―結婚プレミアムと結婚ペナルティ」『三田社会学』17: 61-78.
吉川徹, 2009, 『学歴分断社会』ちくま新書.
国立社会保障・人口問題研究所編, 2008, 『日本の世帯数の将来推計（全国集計）―2005（平成17）年～2030（平

成 42）年 ［2008（平成 20）年 3月推計］』国立社会保障・人口問題研究所.
―, 2012, 『平成 22 年第 14 回出生動向基本調査第Ⅱ報告書 わが国独身層の結婚観と家族観』国立社会



Kyoto Journal of Sociology XXIV / December 2016

永瀬：男性の配偶者選択の基準に関する分析108

保障・人口問題研究所.
明治安田生活福祉研究所 , 2014, 「20 ～ 40 代の恋愛と結婚―第8回結婚・出産に関する調査より」（2016

年 3 月 16 日取得, http://www.myilw.co.jp/life/enquete/pdf/26_01.pdf）.
尾嶋史章, 2011, 「妻の就業と所得格差」佐藤嘉倫・尾嶋史章編『現代の階層社会 1 格差と多様性』東京大学

出版会, 113-27.
R Core Team, 2015, R: A Language and Environment for Statistical Computing, Vienna, Austria: R 

Foundation for Statistical Computing.
千田有紀, 2011, 『日本型近代家族―どこから来てどこへ行くのか』勁草書房.
白波瀬佐和子, 2008, 「少子化社会における階層結合としての結婚―これからの社会階層論を探る」高田洋

編『2005 年 SSM調査シリーズ 2　階層・階級構造と地位達成』2005 年 SSM調査研究会, 63-
81.

Schoen, Robert and John Wooldredge, 1989, “Marriage Choices in North Carolina and Virginia, 1969-71 
and 1979-81,” Journal of Marriage and the Family, 51（2）: 465-81.

Skopek, Jan, Florian Schulz and Hans-Peter Blossfeld, 2011, “Who Contacts Whom? Educational 
Homophily in Online Mate Selection,” European Sociological Review, 27（2）: 180-95.

Smits, Jeroen, 2003, “Social Closure among the Higher Educated: Trends in Educational Homogamy in 
55 Countries,” Social Science Research, 32: 251-77.

総務省統計局, 2016, 「配偶関係（4 区分）, 年齢（5 歳階級）, 男女別 15 歳以上人口―全国（大正 9 年
～平成 22 年）」（2016 年 7 月 7 日取得, http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.d0?bid=00000
1007702&cycode=0）.

橘木俊詔・迫田さやか, 2013, 『夫婦格差社会―二極化する結婚のかたち』中公新書.
太郎丸博, 2011, 「若年非正規雇用と結婚」佐藤嘉倫・尾嶋史章編『現代の階層社会 1 格差と多様性』東京大

学出版会, 131-42.
東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター SSJデータアーカイブ, 2016a, 「第

8回結婚・出産に関する調査, 2014 調査票」（2016 年 7 月 3 日取得 , https://ssjda.iss.u-tokyo.
ac.jp/chosa-hyo/0984c.html）.

―, 2016b, 「第 8回結婚・出産に関する調査, 2014 調査概要」（2016 年 9 月 19 日取得, https://ssjda.
iss.u-tokyo.ac.jp/Direct/gaiyo.php?eid=0984）.

山田昌弘, 2006, 『新平等社会―「希望格差」を超えて』文藝春秋 .
―, 2010a, 「『婚活』現象の裏側」山田昌弘編『「婚活」現象の社会学―日本の配偶者選択のいま』

東洋経済新報社, 17-41.
―, 2010b, 「積み過ぎた結婚―日本の結婚の今後」山田昌弘編『「婚活」現象の社会学―日本の配

偶者選択のいま』東洋経済新報社, 231-9.
―, 2010c, 「日本の未婚者の実情と、『婚活』による少子化対策の可能性」『クォータリー生活福祉研究』

19（2）: 16-31.
吉田千鶴, 2011, 「子育てコストと女性の就業継続」阿藤誠・西岡八郎・津谷典子・福田亘孝編『少子化時代

の家族変容―パートナーシップと出生行動』東京大学出版会, 97-130.
湯沢雍彦・宮本みち子, 2008, 『新版 データで読む家族問題』日本放送出版協会.

（ながせ　けい・博士後期課程）




