
わが国では急速な高齢化が進行しており、介護

を必要とする者が増え続けている。それにともな

い、親・義親の介護に携わる現役世代の数も増え

続けている。『国民生活基礎調査』(厚生労働省)

によると、親・義親の主な同居介護者のうち64

歳以下の者の数は、2004年・114万人、2007

年・122万人、2010年・147万人である（図1）。

今後、高齢化が進むにつれ、親の介護に直面する

者の数はさらに増えることが予想される。家族に

介護が必要になったとき、現役世代の介護者は、

離職や就職の断念、仕事時間の短縮などを余儀な

くされる可能性がある。

介護が就業に与える影響を分析した先行研究で

は、しばしば就業の有無を従属変数、家族介護へ
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ことが予想される。家族に介護が必要になったとき、現役世代の介護者は、離職や就職の断念、仕事時間の短縮など

を余儀なくされる可能性がある。介護が就業に与える影響を分析したわが国の先行研究では、介護への従事は外生的

に決定されると仮定されてきた。しかし、介護と就業は同時決定の関係にあり、介護負担を外生変数として扱うこと

は推定結果にバイアスをもたらす可能性がある。また、身体介護と家事援助など、介護の種類が異なれば、介護が就

業に与える効果は異なる可能性が考えられるが、わが国の先行研究では考慮されていない。そこで、本研究では、操

作変数法を用いることで、介護負担の内生性を考慮した推定を行った。また、介護負担の指標としては、1週間の平

均的な介護時間に加え、その内訳である身体介護時間、家事援助時間を用いた推定も行った。用いたデータは、「在

宅介護のお金と暮らしについての調査」である。対象は、65歳以上の親・義親と同居する者である。実証分析の結果、

介護が、就業確率、労働時間、収入を下げることを示した。介護の影響は、男女とも介護時間（合計）よりも、身体

介護時間や家事援助時間の方が大きかった。このことは、身体介護や家事援助の負担が、見守りなどその他の介護よ

りも、介護者の心身に対する負担が重いことを反映していると考えられる。就業関連の従属変数に介護が与える影響

は、男性よりも女性の方が大きかった。それに対し、余暇時間に対する影響は、男性の方が大きかった。これは、男

性の場合、一家の中心的な稼得者であるため、介護時間が増加しても労働時間を減少させず、その分、余暇時間を減

らしていることを反映していると考えられる。男性の場合、身体介護の方が家事援助よりも、就業確率、労働時間、

収入に対する影響が大きかった。それに対し、女性の場合、家事援助の方が身体介護よりも就業確率、労働時間、収

入に対する影響が大きかった。余暇時間と女性の収入の分析を除いて、介護負担は外生変数であった。
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の従事の有無を説明変数とする回帰分析が行われ

てきた注1。そのような研究では、家族介護への従

事は外生的に決定されると仮定されている。しか

し、家族介護と就業は同時決定の関係にあり、家

族介護への従事は内生変数である可能性がある。

例えば、非就業者や市場賃金が低い者ほど、家族

介護を引き受ける傾向があるかもしれない。家族

介護と就業が同時決定である場合、推定結果には

偏りが生じる可能性がある。わが国で、家族介護

と就業の同時決定を考慮した研究として、酒井・

佐藤（2007）3）がある。酒井・佐藤（2007）3）は、

同居家族内の要介護者の有無を説明変数とするこ

とで、上述の同時決定バイアスを回避している。

このような手法で同時決定バイアスが回避できる

のは、もともと要介護状態になかった同居家族が

要介護状態になることで、同居家族内の要介護者

の有無が外生的に決まるとみなすことができる場

合である。介護の必要性によって同居を開始した

場合、同居家族内における要介護者の有無は外生

変数として扱うことはできない。介護の必要性に

よる同居の意思決定は、家族介護への従事の意思

決定と密接に関連し、両者の決定要因には共通す

るものが多いと考えられるからである。しかし、

酒井・佐藤（2007）3）は、用いた標本において、

介護の必要性によって同居を開始した標本が少数

であることを確認することで、同時決定バイアス

の可能性が少ないことを示している注2。酒井・佐

藤（2007）3）は、同居家族における要介護者の存

在は、家族の就業を抑制することを示した。しか

し、同居家族内に要介護者がいたとしても、介護

負担の軽重は様々である。そのため、酒井・佐藤

（2007）3）は、今後の課題として、介護が就業に与

える影響を分析するうえで、介護負担の軽重を考

慮することをあげている。また、酒井・佐藤
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図1 親・義親の主な同居介護者数（64歳以下）の推移

注）『国民生活基礎調査』（厚生労働省）より、著者作成



（2007）3）は、就業の有無のみならず、介護が労働

時間の短縮に与える影響を分析する必要性につい

ても述べている。

介護負担の軽重が就業に与える影響を扱った我

が国の研究としては大津（2013）1）、大津・駒村

（2012）5）、西本（2006）6）、山口（2004）7）がある。

介護負担の指標として、大津（2013）1）と大津・

駒村（2012）5）は要介護度、西本（2006）5）は介護・

看病の程度注3、山口（2004）7）はADL援助数を用

いている。いずれの研究も介護負担が重いほど、

就業が抑制されることを示している。介護が労働

時間に与える影響は、研究によって結果が異なる。

西本（2006）6）、山口（2004）7）が、介護負担が重

いほど労働時間を短縮させることを示しているの

に対し、大津・駒村（2012）5）では、介護は労働

時間に影響しない。しかし、これらの研究では、

いずれも介護負担が内生変数である可能性を考慮

した分析を行っていない。西本（2006）6）、山口

（2004）7）は、介護負担が内生変数である可能性を

考慮することなく外生変数として扱っている。大

津（2013）1）、大津・駒村（2012）5）は、酒井・佐

藤（2007）3）と同様、もともと要介護状態になかっ

た同居家族が要介護状態になるという仮定に基づ

き分析を行っているが、仮定の妥当性について検

証が行われていない。住環境研究所（2010）8）に

よると、親の同居介護を経験した調査対象者599

名のうち、介護が必要となる前から親と同居して

いた者は58％であり、その他の者は、介護前は

親と別居であった注4。住環境研究所（2010）8）の

対象者は、持ち家に居住する調査会社のモニター

世帯であり、標本の代表性については留意が必要

である。しかし、住環境研究所（2010）8）は、親

との同居の経緯を検証することなく、介護前から

親と同居していることを仮定した分析が不適切で

あることを示している。

そこで、本稿では、同時決定バイアスと介護負

担の軽重を考慮して、介護が就業の有無や労働時

間に与える影響を分析する。さらに、介護が、収

入、余暇時間に与える影響も分析する。介護をし

ながら仕事をしている者にとって、介護が就業に

与える影響は、労働時間の短縮以外にも考えられ

る。介護と仕事を両立させるために、介護者は職

場や就業形態の選択に制限を受けるかもしれない。

また、介護による欠勤や遅刻が続けば、昇進の機

会を逃す可能性も考えられる。介護が就業に与え

る様々な影響は、総じて収入の低下につながると

考えられる。そこで、介護が就業に与える影響を

包括的に把握するため、介護が収入に与える影響

を分析する。余暇時間を分析対象とする理由は、

介護が収入に影響しないとしても、余暇時間の減

少は個人の厚生の低下につながると考えられるか

らである。標準的な労働供給モデルである労働・

余暇選択モデルでは、効用関数に余暇時間が入っ

ている。介護と就業の同時決定バイアスを考慮し

た国外の先行研究の大半は操作変数法を用いてお

り、本稿でも操作変数法を用いる注5。筆者の知る

限り、介護が就業に与える影響を分析した国内研

究で、操作変数法を用いたのは、本稿が初めてで

ある。介護負担の指標としては、Bolinetal

（2008）10）に倣い介護時間を用いる。ただし、身体

介護と家事援助など、介護の種類が異なれば、介

護時間が就業に与える効果は異なる可能性が考えら

れる。VanHoutven,Coe,andSkira（2013）9）

は、男性の場合、身体介護への従事が就業を抑制

するものの家事援助は影響しないのに対し、女性

の場合、家事援助への従事が就業を抑制するもの

の身体介護は影響しないことを示している。そこ

で、本稿では、介護負担の指標として、全体の介

護時間を用いた分析の他に、身体介護と家事援助

の介護時間を用いた分析も行う。筆者の知る限り、

わが国において、介護の種類別に介護負担が就業

に与える影響を分析した研究はない。

介護が就業、収入、余暇時間に与える影響
―介護の内生性および種類を考慮した分析―
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（１）データ

データは、家計経済研究所が2011年10月に

行った「在宅介護のお金と暮らしについての調査」

である。同調査の対象者は調査会社の登録者であ

る。調査回答者は、年齢が40～64歳で、65歳

以上の親・義親と同居する584人である。その

うち、470人は同居の親・義親が要介護者である。

残りの114人は同居の親・義親が非要介護者で

ある。主な質問内容として、調査回答者本人およ

び同居家族の基本属性、要介護者の状況、介護へ

の関わり、介護ストレス、1ヵ月の家計、介護に

かかる経常的費用・非経常的費用、世帯の経済状

況、親との同居開始のきっかけ、介護者の心身の

状態などがある。

調査では、1週間の平均的な介護時間およびそ

の内訳について尋ねている。内訳は、身体介護、

家事援助、外出時の付き添い・送迎、手続き注6、

話し相手・見守りである。表1には、分析対象

となる標本のうち、介護が必要な親・義親と同居

する調査対象者の介護時間の平均値と中央値を示

している。本稿では、介護負担の指標として、1

週間の平均的な介護時間である介護時間（合計）

と、その内訳のうち身体介護と家事援助を分析対

象とする。身体介護と家事援助を取り上げる理由

は、両者が介護の中心的な要素であるからであ

る注7。外出時の付き添い・送迎、手続きは、時間

が短い標本が多かったので単独での分析対象とし

なかった。話し相手・見守りは、認知症介護では

非常に重要であるものの観測誤差が大きい可能性

が高いと判断し、単独での分析対象としなかっ

た注8。1週間の平均的な介護時間の内訳に対する

質問には回答していない標本もあるので、身体介

護、家事援助の時間を用いた分析は、介護時間

（合計）を用いた場合よりも若干標本が少なくな

る。

本稿で用いる変数の定義は表2、記述統計は表

3に示している。従属変数によって欠損値の数が

異なる。そのため、従属変数によって分析対象と

なる標本数は異なり、介護時間合計を用いた場合、

就業の有無、余暇時間は 548人、労働時間は

546人、収入は467人である。就業の有無、余

暇時間の分析対象となった548人のうち、要介

護の親・義親と同居する者は433人である。そ

のうち、親・義親との同居開始のきっかけが、

「親・義親が介護や手助けが必要になったから」

は24.7%、「親・義親が高齢になったから」は

15.0%であった注9。「親・義親が高齢になったか

ら」は、将来の介護の必要性を見据えたものと考

えられるため、要介護の親・義親と同居する者の

うち約4割は介護を理由とした同居と考えられ

る。このことは、本稿の標本を用いて、介護前か
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表1 介護が必要な親・義親がいる者の介護時間

男性 女性

平均 中央値 標本数 平均 中央値 標本数

介護時間（合計） 26.0 13 195 36.2 28 238

身体介護（a） 4.4 1 171 8.7 4 216

家事援助（b） 6.4 2 172 12.6 9 231

外出時の付き添い・送迎（c） 2.7 1 175 2.7 2 218

手続き（d） 2.6 1 174 3.2 1 218

話し相手・見守り注1） 8.1 3 177 13.1 5 213

注1） 話し相手・見守りは、（a）～（d）をしながらのものは含まない。



ら親と同居していることを仮定した分析を行うこ

とは不適切であり、操作変数を用いた分析を行う

必要性があることを示している注10。

調査の概要について記した田中（2013）13）でも

述べられているように、本稿の標本は無作為抽出

ではない。調査回答者は、介護費用や家計につい

ての質問に回答が可能である者に限定されている。

また、調査方法は、インターネットによるもので

あり、他のインターネット調査と同様、回答者は

高学歴層への偏りがみられる。さらに、上述のよ

うに、回答者は、65歳以上の親・義親と同居す

る者に限定されており、別居して介護する者は含

まれていない。したがって、標本の代表性の欠如

が推定結果に偏りをもたらす可能性があることに

ついては一定の留意が必要である。

（２）推定方法

介護負担が、就業の有無、労働時間、収入、余

暇に与える影響を分析するため、以下の式を推定

する。

Yjは表2の上段で定義された従属変数で、jは

従属変数の種類をあらわす。Burdenkは、介護負

担をあらわす変数で、介護時間の対数値である。

kは介護の種類をあらわす。Xは表2の下段に示

された調査対象者や世帯の属性をあららわす変数

である。Cは定数項、εは正規分布をする誤差項

である。以下では、従属変数ごとの推定方法およ

び操作変数について述べる。

就業の有無の分析はプロビットモデルで行う。

介護が就業、収入、余暇時間に与える影響
―介護の内生性および種類を考慮した分析―
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Yj=C+βBurdenk+γX+ε,j=1,2,3,4 k=1,2,3

表2 変数の定義

従属変数

非就業 調査回答者が就業していない場合に1、就業している場合に0をとるダミー変数。

ln_労働時間 調査回答者の1週間の労働時間の対数値。

ln_収入 調査対象者の10月の手取り収入（千円）の対数値。

ln_余暇時間 調査回答者の1日あたりの自由時間の対数値。調査では、1日あたりの自由時間をカテゴリー
形式で尋ねている。カテゴリー区分は、「30分以内」、「1～2時間未満」、「2～3時間未満」、「3～5
時間未満」、「5時間以上」。余暇時間の値は、各カテゴリーの中央値である。最上位のカテゴリー
である「5時間以上」は観測打ち切り扱い。

説明変数

ln_介護時間（合計） Log（1週間の平均的な介護時間の合計＋1）。

ln_介護時間（身体介護） Log（1週間の平均的な身体介護時間＋1）。

ln_介護時間（家事援助） Log（1週間の平均的な家事援助時間の合計＋1）。

男性 調査回答者が男性の場合に1、女性の場合に0をとるダミー変数。

年齢 調査回答者の年齢の実数値。

健康 調査回答者の主観的健康状態。「よい」または「まあよい」の場合に1、それ以外（「普通」、
「あまりよくない」、「よくない」）の場合に0をとるダミー変数。

大学卒 調査回答者の最終学歴が大学卒である場合に1、そうでない場合に0をとるダミー変数。

配偶者 同居する配偶者がいる場合に1、いない場合に0をとるダミー変数。

子ども 高校生以下の子どもがいる場合に1、いない場合に0をとるダミー変数。

持ち家 持ち家である場合に1、そうでない場合に0をとるダミー変数。

人口 居住する自治体の人口規模をあらわすダミー変数。

操作変数

ADL/IADLの非自立度 ADL/IADLの非自立度を尋ねた10の質問に対する回答の合計得点。質問文および回答の具体
的な内容は補論に記している。

認知症傾向 認知症の症状の有無について尋ねた17の質問の該当数。質問文の具体的な内容は補論に記して
いる。

要介護者の配偶者と同居 要介護者の配偶者と同居する場合に1、そうでない場合に0をとるダミー変数。

自分の親が要介護者 要介護者が調査回答者の親である場合に1、そうでない場合に0をとるダミー変数。



労働時間、収入の分析は、就業しておらず値が0

の者がいるためトービットモデルで行う。余暇時

間の分析は、余暇時間が5時間以上の者が同一

のカテゴリーになっているため、5時間以上を観

測打ち切りとして扱いトービットモデルで行う。

いずれの推定も操作変数法を用いる。推定はすべ

て男女別に行う。標準誤差の計算では、調査対象

者が在住する都道府県単位のクラスター効果を考

慮する。

操作変数を用いたプロビットモデルの操作変数

の強さおよび過剰識別を直接検定する方法はない。

そこで、EvansandSchwab（1995）14）に倣い、

別途、線形確率モデルを推定し、その結果をもと

に間接的に検定を行う。筆者の知る限り、操作変

数を用いたトービットモデルの過剰識別検定を行

う方法はなく、過剰識別検定を行うことはできな

い。そこで、余暇時間の分析については、「5時

間以上」のカテゴリーの従属変数に6、7、8を

あてた線形モデルを推定し、最も決定係数が高く

当てはまりのよいモデルに基づき過剰識別検定を

行う。

操作変数は、介護負担を通じてのみ従属変数に

影響する変数である。そのような変数の候補とし

て、親の健康状態（ADL/IADLの非自立度、認

知症傾向）、要介護者に配偶者がいて同居してい

ることを示すダミー変数、要介護者が自分の親で

あることを示すダミー変数を用いる。親の健康状

態は、操作変数法を用いたすべての先行研究で操
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表3 記述統計

男性 女性 男女計

平均 標準誤差 標本数 平均 標準誤差 標本数 標本数

従属変数

非就業 0.123 0.330 243 0.390 0.489 305 548

ln_労働時間注1） 3.585 0.639 179 3.092 0.759 194 373

ln_収入注1） 5.402 0.734 176 4.813 0.894 173 349

ln_余暇時間注2） 1.418 0.468 243 1.348 0.456 305 548

説明変数

ln_介護時間（合計） 2.097 1.499 243 2.436 1.643 305 548

ln_介護時間（身体介護） 0.772 1.047 219 1.145 1.258 283 502

ln_介護時間（家事援助） 1.118 1.122 220 1.656 1.274 298 518

年齢 52.2 6.9 243 52.3 6.1 305 548

健康 0.449 0.498 243 0.528 0.500 305 548

大学卒 0.609 0.489 243 0.272 0.446 305 548

配偶者 0.527 0.500 243 0.721 0.449 305 548

子ども 0.230 0.422 243 0.226 0.419 305 548

持ち家 0.831 0.375 243 0.885 0.319 305 548

人口（人）

～20万 0.449 0.498 243 0.452 0.499 305 548

20万～100万 0.243 0.430 243 0.302 0.460 305 548

100万 0.309 0.463 243 0.243 0.429 305 548

操作変数

ADL/IADLの非自立度 26.0 11.7 243 26.3 12.4 305 548

認知症傾向 3.4 4.4 243 3.2 4.2 305 548

要介護者の配偶者と同居 0.218 0.414 243 0.157 0.365 305 548

要介護者が自分の親 0.741 0.439 243 0.452 0.499 305 548

注1）対数化前の値が0以上の標本の平均値、標準誤差、標本数を示している。
注2）記述統計を示すため、観測打ち切り扱いとなっている最上位のカテゴリーである「5時間以上」に対しては6を充てている。



作変数として用いられている（（VanHoutvenet

al（2013）9）、Bolinetal（2008）10）、Heitmueller

（2007）11）、Ettner（1996）12））。親の健康状態は、

介護負担以外にも、遺伝などの理由により分析対

象者本人の健康状態を通じて、就業関連の変数に

影響する可能性が指摘されている（Bolinetal

（2008）10）、Heitmueller（2007）11））。しかし、

本稿では、先行研究と同様、分析対象者の健康状

態を説明変数に用いることで、そのような影響を

制御する。要介護者の配偶者を用いた理由は、要

介護者の配偶者が同居する場合、彼または彼女が

配偶者である要介護者の介護を担うことで調査回

答者の介護負担を軽減させると考えたからである。

ほぼ同様の発想で、VanHoutvenetal（2013）9）

は、父親または母親が最近，寡夫または寡婦になっ

たか否かを操作変数として用いている。要介護者

が自分の親を用いた理由は、要介護者が調査回答

者の親である場合、そうでない場合に比べて、調

査回答者は介護に対する責任感を強く感じること

で、より熱心に介護に取り組むと予想したからで

ある。しかし、先行研究とも共通する問題である

が、本稿で用いる操作変数が、介護負担のみを通

じて就業に影響すると先験的に断定することはで

きないと考える。そのため、先行研究と同様、操

作変数の妥当性の確認は過剰識別検定によって行

う。ただし、本稿では、労働時間と収入について

は過剰識別検定ができないため、操作変数の妥当

性については留意が必要である。

（１）介護が就業の有無に与える影響

表4.1は、介護が就業の有無に与える影響の推

定結果である。介護時間が外生変数であるという

帰無仮説がすべての推定式で棄却されなかったの

で、介護が就業に与える影響は、通常のプロビッ

トモデルの結果を示している。男性の場合、身体

介護の時間の1％の増加は、就業確率を2.5％ポ

イント減少させたが、介護時間（合計）および家

事援助時間は就業確率に影響しなかった。女性の

場合、いずれの介護の種類においても介護時間の

増加は就業確率を低下させた。具体的には、介護

時間（合計）、身体介護時間、家事援助時間の1

％の増加は、それぞれ就業確率を3.8％ポイント

（有意水準5％）、5.2％ポイント（有意水準1％）、

6.8％ポイント（有意水準5％）低下させた。表

4.1・第3列に示された、介護時間の対数値を従

属変数とした回帰式では、操作変数の係数はすべ

て予想通りの符号を示しており、操作変数の強さ

を示すF値は目安となる10を大きく上回った

（StaigerandStock（1997）15））。しかし、男性

では、介護時間（合計）のHansenの過剰識別

検定統計量が10％水準で有意であり、操作変数

が適切でない可能性を示唆した。ただし、表には

示していないが、介護時間の対数値の限界効果の

確率値は、通常のプロビットモデルの場合は

0.600、操作変数法を用いたプロビットモデルの

場合は0.371と、いずれの場合でも有意水準が

低かった。したがって、男性の場合、介護時間

（合計）が就業確率に影響を与えないという結果

は、たとえ適切な操作変数を用いた場合でも変わ

らない可能性が高いと考えられる。

（２）介護が労働時間に与える影響

表4.2は、介護が労働時間に与える影響の推定

結果である。介護時間が外生変数であるという帰

無仮説が男女とも棄却されなかったので、介護が

労働時間に与える影響は、通常のトービットモデ

ルの結果を示している。男性では、いずれの推定

式でも介護は労働時間に影響を与えないのに対し、

女性ではいずれの推定式でも労働時間を減少させ

た。具体的には、介護時間（合計）、身体介護時
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間、家事援助時間の1％の増加は、それぞれ労働

時間を0.14％（有意水準5％）、0.22％（有意水

準1％）、0.29％（有意水準1％）低下させた。

介護が男性の労働時間に影響しないという結果は、

男性の場合、一家の中心的な稼得者であったり、

正規雇用で労働時間の裁量が少ない者が多いこと

を反映していると考えられる。ただし、女性の場

合も労働時間に対する介護時間の弾性値は非弾力

的で値は小さい。

（３）介護が収入に与える影響

表4.3は、介護が収入に与える影響の推定結果

である。男性については、介護時間が外生変数で

あるという帰無仮説は棄却されなかったので、介

護が収入に与える影響は、通常のトービットモデ

ルの結果を示している。男性の場合、身体介護時

間、家事援助時間の1％の増加は、それぞれ収入

を 0.40％（有意水準 5％）、0.37％（有意水準

5％）減少させた。女性の場合、いずれの介護の

種類においても介護時間の増加は収入を減少させ

た。具体的には、介護時間（合計）、身体介護時

間、家事援助時間の1％の増加は、それぞれ収入

を0.41％（有意水準1％）、0.53％（有意水準1

％）、0.60％（有意水準1％）減少させた。
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表4.1 推定結果：就業の有無

男性 女性 男性注 2） 女性注 2） 男性注 2） 女性注 2）

従属変数 非就業 ln_介護時間 非就業 ln_介護時間 非就業 非就業 非就業 非就業

限界効果 係数 限界効果 係数 限界効果 限界効果 限界効果 限界効果

ln_介護時間（合計） 0.006 0.038**

［確率値］ ［0.600］ ［0.034］

ln_介護時間（身体介護） 0.025* 0.052***

［確率値］ ［0.066］ ［0.009］

ln_介護時間（家事援助） 0.014 0.068**

［確率値］ ［0.278］ ［0.014］

年齢 0.003 0.016** 0.007 0.014* 0.002 0.011* 0.002 0.007

健康 0.022 -0.208** 0.005 -0.014 0.026 0.016 0.024 0.014

大学卒 0.013 -0.066 -0.086 0.110 -0.012 -0.081 -0.007 -0.079

配偶者 -0.155*** -0.657*** 0.236*** 0.153 -0.158*** 0.245*** -0.161*** 0.253***

子ども -0.079 -0.102 -0.024 0.164 -0.052 -0.006 -0.056 0.004

持ち家 0.056 0.131 0.015 -0.203* 0.044 -0.041 0.052 0.009

人口（人）

～20万（基準） － － － － － － － －

20万～100万 -0.002 0.192 0.013 -0.053 0.013 -0.014 -0.002 0.010

100万 0.005 0.265** -0.083 -0.014 0.014 -0.136*** 0.018 -0.114**

操作変数

ADL/IADLの非自立度 0.042*** 0.074***

認知症傾向 0.043** 0.052***

要介護者の配偶者と同居 -0.379* -0.167

要介護者が自分の親 1.449*** 1.023***

推定方法 Probit注 1） IVProbit Probit注 1） IVProbit Probit注 1） Probit注 1） Probit注 1） IVProbit

疑似決定係数 0.183 0.065 0.218 0.082 0.068

F値 85.3*** 63.1*** 47.8*** 148*** 38.7*** 62.9***

Hansenの過剰識別検定（確率値） 0.087* 0.190 0.109 0.727 0.816 0.407

Wald検定による外生性の検定（確率値） 0.384 0.158 0.816 0.438 0.127 0.024**

標本数 243 305 219 283 219 298

注1）外生性の帰無仮説が棄却されなかったので、通常のプロビットモデルの結果を記している。
注2）介護時間の対数値を従属変数とした第１段階の推定結果は、ln_介護時間（合計）とほぼ同じなので省略している。
注3）***： 1％水準で有意、**：5％水準で有意、*：10％水準で有意。



（４）介護が余暇時間に与える影響

表4.4は、介護が余暇時間に与える影響の推定

結果である。介護時間が外生変数であるという帰

無仮説が、男性の介護時間（合計）の場合につい

ては棄却されなかった。そのため、男性の場合、

介護時間（合計）が余暇時間に与える影響は通常

のトービットモデルの結果を示している。女性で

は、介護時間（合計）のHansenの過剰識別検

定統計量が10％水準で有意であり、操作変数が

適切でない可能性を示唆した。そのため、女性で

は、介護時間（合計）の推定結果の信頼性につい

ては留意が必要である。男女ともいずれの介護の

種類においても介護時間の増加は余暇時間を減少

させた。具体的には、男性の場合、介護時間（合

計）、身体介護時間、家事援助時間の1％の増加

は、それぞれ余暇時間を0.09％（有意水準1％）、

0.22％（有意水準1％）、0.22％（有意水準5％）

減少させた。女性の場合、介護時間（合計）、身

体介護時間、家事援助時間の1％の増加は、それ

ぞれ余暇時間を0.05％（有意水準5％）、0.08％

（有意水準1％）、0.07％（有意水準5％）減少さ

せた。総じて、介護時間の弾性値は非弾力的で値

は小さい。
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表4.2 推定結果：労働時間

男性 女性 男性注 2） 女性注 2） 男性注 2） 女性注 2）

ln_労働時間 ln_介護時間 ln_労働時間 ln_介護時間 ln_労働時間 ln_労働時間 ln_労働時間 ln_労働時間

限界効果 係数 限界効果 係数 限界効果 限界効果 限界効果 限界効果

ln_介護時間（合計） -0.041 -0.144**

［確率値］ ［0.639］ ［0.017］

ln_介護時間（身体介護） -0.217 -0.221***

［確率値］ ［0.161］ ［0.001］

ln_介護時間（家事援助） -0.056 -0.287***

［確率値］ ［0.646］ ［0.006］

年齢 -0.087*** 0.016** -0.034** 0.014* -0.077*** -0.045** -0.083*** -0.036*

健康 -0.051 -0.216** 0.001 -0.011 -0.031 -0.070 -0.031 -0.033

大学卒 0.298 -0.076 0.393 0.107 0.306 0.369 0.285 0.386

配偶者 1.067*** -0.671*** -0.728*** 0.145 1.100*** -0.725*** 1.220*** -0.809***

子ども 0.054 -0.104 0.076 0.163 -0.076 0.057 -0.129 -0.014

持ち家 -0.539** 0.143 -0.081 -0.201 -0.505 0.029 -0.590** -0.109

人口（人）

～20万（基準） － － － － － － － －

20万～100万 0.186 0.192 0.034 -0.057 -0.079 0.155 0.058 0.034

100万 0.298 0.283** 0.268 -0.018 0.150 0.438** 0.116 0.385

操作変数

ADL/IADLの非自立度 0.041*** 0.074***

認知症傾向 0.046** 0.052***

要介護者の配偶者と同居 -0.372* -0.171

要介護者が自分の親 1.438*** 1.020***

推定方法 Tobit注 1） IVTobit Tobit注 1） IVTobit Tobit注 1） Tobit Tobit注 1） IVTobit

疑似決定係数 0.060 0.026 0.059 0.035 0.057

F値注 3） 89.6*** 65.3*** 52.9 154*** 39.7*** 64.0***

Wald検定による外生性の検定（確率値） 0.936 0.203 0.676 0.406 0.751 0.028**

標本数 242 304 218 282 219 297

注1）外生性の帰無仮説が棄却されなかったので、通常のトービットモデルの結果を記している。
注2）介護時間の対数値を従属変数とした第１段階の推定結果は、ln_介護時間（合計）とほぼ同じなので省略している。
注3）F値は、Wald検定統計量を制約数で割った値。
注4）***：1％水準で有意、**：5％水準で有意、*：10％水準で有意。



介護が就業の有無、労働時間、収入に与える影

響は、男女とも介護時間（合計）よりも、身体介

護時間や家事援助時間の方が大きかった。このこ

とは、身体介護や家事援助の負担が、外出時の付

き添い・送迎、手続き、話し相手・見守りよりも

同じ時間でも、介護者の心身に対する負担が重い

ことや時間帯による制約が強いことを反映してい

る可能性が考えられる。例えば、食事や排せつな

どの身体介護は、要介護者のニーズに合った時間

帯に行う必要がある。しかし、手続きは、身体介

護よりも、介護者が行う日時を決める裁量の余地

が大きいと考えられる。また、外出支援でも散歩

などは、休日に行えば仕事への影響が小さいであ

ろう。

介護が就業の有無、労働時間、収入に与える影

響は、男性よりも女性の方が大きかった。それに

対し、余暇時間に対する影響は、男性の方が大き

かった。これは、男性の場合、一家の中心的な稼

得者であるため、介護時間が増加しても労働時間
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表4.3 推定結果：収入

男性 女性 男性注 2） 女性注 2） 男性注 2） 女性注 2）

ln_収入 ln_介護時間 ln_収入 ln_介護時間 ln_収入 ln_収入 ln_収入 ln_収入

限界効果 係数 限界効果 係数 限界効果 限界効果 限界効果 限界効果

ln_介護時間（合計） -0.211 -0.409***

［確率値］ ［0.106］ ［0.001］

ln_介護時間（身体介護） -0.404** -0.525***

［確率値］ ［0.026］ ［0.001］

ln_介護時間（家事援助） -0.368** -0.595***

［確率値］ ［0.012］ ［0.001］

年齢 0.008 0.011 0.040 0.011 0.019 0.022 0.026 0.037

健康 0.075 -0.148* -0.381 0.045 -0.028 -0.464* 0.013 -0.399*

大学卒 -0.281 -0.017 0.617 0.111 -0.282 0.577 -0.353 0.721

配偶者 0.714* -0.556*** -1.217*** 0.179 0.795** -1.248*** 0.701* -1.295***

子ども 0.427 -0.151 0.332 0.061 0.274 0.318 0.335 0.136

持ち家 -0.656** 0.079 0.384 -0.155 -0.497 0.681 -0.552* 0.424

人口（人）

～20万（基準） － － － － － － － －

20万～100万 -0.383 0.061 -0.217 -0.027 -0.576 -0.088 -0.416 -0.285

100万 -0.037 0.156 0.413 0.083 0.003 0.559 -0.083 0.559*

定数項 -0.410 -0.790

操作変数

ADL/IADLの非自立度 0.044*** 0.078***

認知症傾向 0.042** 0.046**

要介護者の配偶者と同居 -0.404* -0.302**

要介護者が自分の親 1.386*** 0.985***

推定方法 Tobit注 1） IV Tobit IV Tobit IV Tobit Tobit注 1） IV Tobit Tobit注 1） IV Tobit

疑似決定係数 0.024 0.036 0.019

F値注 3） 93.5*** 57.4*** 50.5*** 180.8*** 32.6*** 38.8***

Wald検定による外生性の検定（確率値） 0.624 0.021** 0.747 0.014** 0.755 0.008***

標本数 203 264 183 243 185 257

注1）外生性の帰無仮説が棄却されなかったので、通常のトービットモデルの結果を記している。
注2）介護時間の対数値を従属変数とした第１段階の推定結果は、ln_介護時間（合計）とほぼ同じなので省略している。
注3）F値は、Wald検定統計量を制約数で割った値。
注4）***：1％水準で有意、**：5％水準で有意、*：10％水準で有意。



を減少させず、その分、余暇時間を減らしている

ことを反映している可能性が考えられる。

男性の場合、身体介護の方が家事援助よりも就

業の有無、労働時間、収入に対する影響が大きかっ

た。それに対し、女性の場合、家事援助の方が身

体介護よりも就業の有無、労働時間、収入に対す

る影響が大きかった。これは、本稿と同様に介護

の種類別に分析を行った VanHoutven,Coe,

andSkira（2013）9）と整合的な結果である。こ

のような結果が得られた理由は定かではないが、

本稿の結果は、介護者の性別によって、身体介護

や家事援助の能力や内容に差があることを反映し

ている可能性が考えられる。例えば、家事・育児

経験が少ない男性は、身体介護も家事援助も苦手

であると予想されるが、家事援助の方が出来合い

の総菜を買うなど苦手な部分を避ける余地が大き

いのかもしれない。

介護が就業に与える影響を分析したわが国の研

究は、介護保険導入前または導入前後の時期を対

象としたものが多い（大津（2013）1））。それらの
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表4.4 推定結果：余暇時間

男性 女性 男性注 2） 女性注 2） 男性注 2） 女性注 2）

ln_余暇時間 ln_介護時 ln_余暇時間 ln_介護時 ln_余暇時間 ln_余暇時間 ln_余暇時間 ln_余暇時間

限界効果 係数 限界効果 係数 限界効果 限界効果 限界効果 限界効果

ln_介護時間（合計） -0.093*** -0.052**

［確率値］ ［0.000］ ［0.013］

ln_介護時間（身体介護） -0.220*** -0.080***

［確率値］ ［0.005］ ［0.007］

ln_介護時間（家事援助） -0.217** -0.072**

［確率値］ ［0.022］ ［0.018］

年齢 0.023*** 0.016** 0.004 0.014* 0.022*** 0.005 0.024*** 0.005

健康 0.013 -0.208** 0.047 -0.013 0.001 0.064 0.048 0.043

大学卒 -0.174*** -0.067 -0.010 0.110 -0.143* -0.026 -0.199*** 0.010

配偶者 -0.659*** 0.006 0.143 -0.265** -0.016 -0.397** 0.003

子ども -0.071 -0.103 -0.209*** 0.162 -0.081 -0.214*** -0.062 -0.216***

持ち家 0.049 0.132 -0.059 -0.213* 0.020 -0.040 0.0272 -0.067

人口（人）

～20万（基準） － － － － － － － －

20万～100万 -0.148* 0.192 0.022 -0.052 -0.216*** 0.005 -0.151* 0.006

100万 -0.115* 0.264** 0.108** -0.015 -0.099 0.062 -0.050 0.077

定数項 -0.702* -0.860

操作変数

ADL/IADLの非自立度 0.041*** 0.075***

認知症傾向 0.046** 0.051***

要介護者の配偶者と同居 1.446*** -0.116

要介護者が自分の親 -0.381* 0.998***

推定方法 Tobit注 1） IVTobit IVTobit IVTobit IVTobit IVTobit IVTobit IVTobit

疑似決定係数 0.127

F値注 3） 88.9*** 66.8*** 46.9*** 150.8*** 39.2*** 69.5***

Hansenの過剰識別検定（確率値）注 4） 0.223［6］ 0.095*［8］ 0.603［6］ 0.1473［8］ 0.204［6］ 0.159［6］

Wald検定による外生性の検定（確率値） 0.470 0.016** 0.026** 0.056* 0.011** 0.007***

標本数 243 305 219 283 220 298

注1）外生性の帰無仮説が棄却されなかったので、通常のトービットモデルの結果を記している。
注2）介護時間の対数値を従属変数とした第１段階の推定結果は、ln_介護時間（合計）とほぼ同じなので省略している。
注3）F値は、Wald検定統計量を制約数で割った値。
注4）Hansenの過剰識別検定（確率値）は、余暇時間が「5時間以上」のカテゴリーの値に6、7、8をあてたモデルのうち最も決定係数が高かった

モデルに基づき計算している。［ ］内の数値は、「5時間以上」のカテゴリーに充ててた数値で最も当てはまりのよかったもの。
注5）***：1％水準で有意、**：5％水準で有意、*：10％水準で有意。



多くは、介護が就業を抑制し、労働時間を短縮さ

せることを示している。しかし、介護保険が始まっ

て10年以上経過する中で、介護サービスの利用

量は大幅に増加した。そのため、介護が就業に与

える影響は変化している可能性が考えられる。大

津（2013）1）、大津・駒村（2012）5）の分析対象年

は、それぞれ2009-2012年、2009-2011年であ

り、本稿（2011年）と同様、近年を対象として

いる。大津（2013）1）は、重度の要介護者との同

居が、有配偶女性の就業確率を減少させることを

示している。大津・駒村（2012）5）は、有配偶女

性が要介護の親と同居する場合、労働時間の短縮

ではなく、非就業を選択することを示している。

非就業を選択する確率は、介護負担の指標である

要介護度が重くなるほど高くなる。本稿と、大津

（2013）1）、大津・駒村（2012）5）では、介護負担

の変数が異なるため、介護が就業に与える影響の

大きさを直接比較することはできない。また、大

津（2013）1）、大津・駒村（2012）5）が用いた「日

本家計パネル調査」は、介護に焦点を当てた調査

ではないため、推定によっては要介護者を含む世

帯の標本が非常に少なく結果の信頼性については

留意が必要である注11。しかし、介護が就業に与

える影響は、男性よりも女性の方が大きく、労働

時間に与える影響が限定的であるという本稿の結

果は、大津（2013）1）、大津・駒村（2012）5）と整

合的である。本稿は、より多くの要介護者を含む

世帯の標本を用いることで、大津（2013）1）、大
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補論 親の健康状態を尋ねる質問項目

各項目について、全然難しくない（1点）、すこし難しい（2点）、かなり難しい（3点）、
非常に難しい（4点）、まったくできない（5点）。尺度は、各項目の点数の合計点。

1 身の回りの物や薬などの買い物に出かける
2 電話をかける
3 バスや電車に乗って一人ででかける
4 ちりをはらったり、ゴミ出しなどの軽い家事をする
5 預金の出し入れ、月々の支払いなどのお金の管理をする
6 お風呂に入る
7 衣服を着たり、脱いだりする
8 食べる
9 寝床から起きたり、椅子から立ったり座ったりする
10 トイレまでいって用をたす（自分の家のトイレ）

ADL/IADLの非自立度を尋ねる質問項目

尺度は該当する項目の数。

1 自分の年齢がわからないことが多い
2 慣れている場所でも、ときに道を間違うことがある
3 子供の住む都道府県あるいは市区町村がわからない
4 今住んでいる場所を自分の家だと思っていないことがある
5 同居の子供やその配偶者を他人と間違えることがある
6 直前に食べた食事を食べていないということがある
7 食べられるものは手当たりしだい食べてしまう
8 特に理由もなく入浴や着替えをいやがる
9 家の中でも洗面所の場所がわからないことがある
10 子供の人数をきちんと答えられないことがある
11 家の中で目的なく歩き回ることが目立つ
12 鏡に映っている自分に話しかけていることがある
13 理由なく夜起きて騒ぐ
14 一日中とりとめのないことをしゃべっている
15 同じ動作を何回も繰り返す
16 食べ物でないものも口の中に入れてしまう
17 医師から認知症の疑いがあるといわれたことがある

認知症の程度を尋ねる質問項目



津・駒村（2012）5）の結果の妥当性を確認してい

るといえるだろう。

本稿の結果は、余暇時間と女性の収入の分析を

除いて、介護負担が外生変数であることを示した。

ただし、操作変数を用いた先行研究は、データや

介護負担の変数の定義の違いによって、介護負担

が内生変数である場合もあれば、外生変数である

場合もある（（VanHoutvenetal（2013）9）、

Bolinetal（2008）10）、Heitmueller（2007）11）、

Ettner（1996）12））。したがって、介護が就業に

与える分析を行う場合には、介護負担の内生性を

考慮した分析を行うべきであり、適切な操作変数

が得られない等の理由で、介護負担を外生変数と

して扱う場合は、推定結果の考察において、同時

決定バイアスの可能性を考慮する必要があると考

えられる。

わが国では急速な高齢化が進行しており、介護

を必要とする者が増え続けている。それにともな

い、親・義親の介護に携わる現役世代の数も増え

続けている。2010年に介護休暇が新設されるな

ど、介護と仕事の両立を支援する施策が徐々に進

められている注12。しかし、本稿の結果は、親・

義親の介護が、就業確率、労働時間、収入を下げ

ることを示した。介護に直面する40～50歳代の

年代の離職は、企業にとって経験を積んだ貴重な

人材を失うことになる場合も少なくないと予想さ

れる。また、労働者にとって、介護による離職は、

介護離職中の収入喪失だけでなく、将来の年金受

給額の低下というかたちでも生涯所得の低下につ

ながると考えられる。したがって、今後、仕事と

介護の両立を支援する制度や職場環境の充実が一

層求められる。
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注
1 介護が就業に与える影響を分析した国内研究の包

括的なサーベイとして大津（2013）1）、国外研究の包

括的なサーベイとしてLillyetal（2007）2）がある。

2 酒井・佐藤（2007）3）の他に、介護と就業の同時決

定 を 考 慮 し た 推 定 を 行 っ た 研 究 と し て 、

Shimizutanietal（2008）4）がある。Shimizutaniet

al（2008）4）は、介護保険の導入が介護者の就業率を

上昇させたことを示している。なお、酒井・佐藤

（2007）3）も介護保険の導入が介護者の就業に与える

影響を分析しているが、介護保険導入による明確な

就業促進効果は観察されていない。

3 介護・看病の程度は、「中心となって介護、看病

した」、「中心ではないが、かなりかかわった」、「少

しだけかかわった」の3つのカテゴリーについて該

当する場合に1、非該当の場合に0をとるダミー変

数である。

4 もともと同居していた者以外の内訳は、「親を呼

び寄せ同居」（27％）、「自分たちが親の所へ行って

同居」（12％）、「別の場所を探して同居」（2％）、

「その他」（1％）。

5 操作変数法を用いた研究として、VanHoutvenet

al（2013）9）、Bolinetal（2008）10）、Heitmueller

（2007）11）、Ettner（1996）12）などがある。

6 調査票では、「要介護者の金銭管理、介護サービ

ス等の手配・調整」と表記。

7 家族介護と最も代替性が高いと考えられる介護サー

ビスである訪問介護は、身体介護と家事援助からな

る。

8 徘徊などの不適応行動を取る認知症の人に対して

は見守りが必要である。また、認知症の人の感情を

安定させるには、声掛けを多くする他、同じ話が何

度も繰り返されても真剣に聞くなど相手のペースに

合わせたコミュニケーションとそのための時間が必

要とされる。見守りは、認知症がなくても入浴やト

イレでの立ち上がり動作などが不安定な場合には必
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５．おわりに



要とされる。

9 その他の理由は、「子どもの頃から同居している」

（26.6％）、（学生時別居で）「学校を終えたから」

（4.2％）、「調査対象者の結婚」（14.1％）、「調査対象

者に子どもが生まれた」（2.3％）、「調査対象者の仕

事の都合」（6.5％）、「親・義親の仕事の都合」（0.9

％）、「その他」（5.8％）。

10 介護の必要性以外の理由によって同居した標本の

みを用いれば、酒井・佐藤（2007）1）と同様の手法で

分析を行うことも可能である。しかし、本稿では、

以下の2つの理由により、そのような手法での分析

を行わなかった。第1に、酒井・佐藤（2007）1）の手

法では、介護負担の軽重を考慮できない。第2に、

介護の必要性によって同居した標本を分析対象外と

すると、本稿の場合、約4割の標本を失うことにな

り、男女別の分析を行うには標本が少なくなり過ぎ

る。

11 例えば、大津（2013）1）は、重度の要介護者との同

居が、有配偶女性の就業確率を減少させることを示

している。しかし、重度と定義された要介護度4・5

の標本数はわずか3.8人（＝標本数637人×要介護

度4・5の在宅介護ダミー0.006）である。

12 介護休暇は、要介護状態の家族1人につき年5日

休暇を取れる制度であり、介護休業よりも突然の休

暇ニーズに対応できるなど、仕事と介護の両立に有

効な制度と期待されている（西本 2012）16）。
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EffectsofCareonWorking,Income,andLeisure

KensakuKishida＊

Abstract

InJapan,therapidagingofthepopulationhasleadtoanincreaseinpeopleneedinglong-termcare.Thishas

increasedthenumberofworking-agepeoplewhocarefortheirparentsorparents-in-lawandtheirnumberis

expectedtoincreasewiththecontinuedagingofthepopulation.Whenfamilymembersrequirecare,working-age

caregiversmayhavetoleavetheirjobsorreducetheirworkinghours.PreviousresearchinJapaninthisarea

assumedthatcarewasexogenouslydetermined.However,thedecisionstoworkandtoprovidecaremightbe

simultaneouslydeterminedandtreatingthecareburdenasanexogenousvariablemightcausebiasinthe

estimates.Moreover,theeffectsofcareonworkmightdifferaccordingtothetypeofcare,suchasphysicalcare

orhouseworksupport.However,thiswasnotconsideredinthepreviousstudiesinJapan.Hence,thisstudyused

aninstrumentalvariablemethodtoconsiderthecareburden'sendogeneity.Also,forourestimates,weusednot

onlytheaveragenumberofcarehoursperweekasacareburdenindicator,butalsohoursspentonphysicalcare

andhouseworksupport.Thedatausedwas"SurveyontheAt-homeCareCostsandCaregivers."Therespondents

livewiththeirparentsorparents-in-lawaged65andover.Ourestimatesshowedthatprovidingcaredecreased

theprobabilityofworking,workinghours,andincome,andformenandwomentheeffectswerelargerfor

physicalcareandhouseworksupportthanfortotal-carehours.Thisisthoughttoshowthatthephysicaland

mentalburdensimposedbyphysicalcareandhouseworksupportaregreaterthanthoseofothertypesofcare.

Carehadalargereffectonworkforwomenthanformen,butithadalargereffectonleisurehoursformenthan

forwomen.Thisisconsideredtobebecauseasmenareoftenthemainbreadwinner,eveniftheircarehours

increase,theydonotdecreasetheirworkinghours,butinsteaddecreasetheirleisurehours.Inthecaseofmen,

theeffectsofphysicalcareontheprobabilityofworking,workinghours,andincomeweregreaterthantheeffects

ofhouseworksupport.Onthecontrary,inthecaseofwomen,theeffectsofhouseworksupportonthesevariables

werelargerthantheeffectsofphysicalcare.Exceptfortheanalysesofleisureandwomen'sincome,careburden

wasanexogenousvariable.
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