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ストラリア，ドイツ，フランス），第34回となる
2012年は，初めて日本での開催となった。北
東アジアでの開催も初めてのことである。

会議は，第34回国際会議実行委員会の主
催で，8月22日から24日までの3日間，松江
市のくにびきメッセ（島根県立産業交流会館）
で行われ，35か国から120人の参加があった。
毎年，会議の全体テーマが設定されるが，今
回は「生活時間研究の現代的課題」という全
体テーマのもと，個別のテーマごとに25のセッ
ションに分かれて90弱の発表が行われた。こ
のほか，ポスターセッションでも約10の報告が
展示された。

主な内容は以下のとおりで，調査結果の紹
介，生活時間データの分析に基づいた研究報
告，理論研究報告，生活時間データの応用可
能性の提示，などが行われた。
・特定の層の生活（親，子ども，農村に住む

人など）
・特定の行動（子どもの世話，レジャー，食事，

移動，メディアとインターネットなど）
・報酬労働・無報酬労働
・ジェンダーによる生活時間の違い
・生活の質（幸福と生活満足度，時間と収入

の関係など）
・各国で実施された最新の生活時間調査の結

  日本で初めての開催
国際生活時間学会（IATUR:International 

Association for Time Use Research）は，
生活時間の研究の促進をはかるために設立さ
れた国際学会で，現在，40か国以上の大学，
統計局，政府機関，メディア，民間研究所の
研究員などが会員となっている。年に1度会議
が開かれ，各国の生活時間調査の結果や研究
成果の報告が行われる。当研究所も，5年ごと
に実施している定例の生活時間調査や特定の
行動に焦点をあてた生活時間調査の結果や研
究成果を，長年にわたって報告してきている1）。

これまでの会議は，ヨーロッパを中心にさま
ざまな国で開催されてきたが（2005年以後の開
催国は，カナダ，デンマーク，アメリカ，オー

日本で初めて開催された国際生活時間学会
～第 34 回国際生活時間学会報告～
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会議の様子
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果（スウェーデン，ブラジル，エチオピア，
チュニジア）

・方法論
・その他（環境問題と時間など）

  日本の 2 つの生活時間調査の紹介
学会初日の冒頭に，初めての日本での開催と

いうことをより特徴づけるという主催者の企画
のもと，「北東アジアの国民生活時間調査」と
いう参加者が一堂に会するセッションが設けら
れた。日本では，NHK国民生活時間調査と
総務省統計局の社会生活基本調査の2つの全
国規模の生活時間調査が時系列で実施されて
いる。生活時間調査は，学会に参加している
多くの国々で実施されているが，日本のように，
全国規模の大掛かりな調査を数十年にわたっ
て，規則正しく途中で途切れることなく継続し
ているところはほとんどなく，しかも，そのよ
うな時系列調査を2つの機関が行っている国と
いうのは，ほかに例がない。セッションではま
ず，この2つの生活時間調査の概要を，実務
から分析，報告まで行っている担当者がそれ
ぞれ報告，筆者は「NHK国民生活時間調査
の歴史と意義」という内容で話をする機会を得
た。以下，内容を簡単に紹介する。

半世紀にわたる歴史を持つNHK国民生活
時間調査だが，NHKはその前身ともいえる大
規模な生活時間調査を1941年（昭和16年）に
実施している。その2年前の1939年にイギリス
のBBCが実施した生活時間調査をもとに設計
されたもので，戦時中であったため調査結果
は軍事機密として公表されなかったが，有効調
査相手数はのべ10万人を超える，今日におい
ても最大規模の調査であった。

戦後は1960 年に最初の生活時間調査を実
施，以降 5 年に1度，定期的に調査を行って
いる。1960 年調査は，調査員が調査相手と
面接し，前日の行動について尋ねる個人面接
法で行われた。調査票を回収後，聞き取った
行動内容を専門のコーダーが設定した行動分
類に振り分けた後，集計した（アフターコード
方式）。しかし，プライバシー意識の高まりな
どから，1970 年調査から調査相手が直接調
査票に1日の行動をありのままに記入する配付
回収法に変更した。調査手法を変更すること
で，直接過去のデータと比較することはできな
くなったが，結果的には長い年月にわたる調
査の継続を可能にした判断であった。

調査方式を変更した節目は，その後もう1度
やってきた。1990年代に入り，アフターコード
方式は，コーディング作業に膨大な時間と費用
がかかることが課題になってきた。専門のコー
ダーを確保することも難しくなったため，1995
年調査から，調査相手自身に自分の行動を分
類してもらうプリコード方式に変更した。方式
の変更によって時系列比較ができなくならない
よう，1995年には従来のアフターコード方式の
調査も並行して実施した。こうした変更を経て，
調査に費やす時間と経費の大幅な節減に成功
し，現在に至るまで調査を続けることができた

会場にはポスター発表も多く展示された
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といえる。
NHKでは，5年ごとの調査の最新の結果や，

研究の成果，方法論上についての知見などを
学会で報告してきた。しかし，今回は上述のよ
うな調査の歴史や，半世紀にわたるテレビ視聴
時間の変化と社会の変化とを関連づけた分析
を報告したことで，参加者に驚きと関心をもた
らしたようである。それは，「このように長年に
わたって継続しているモチベーションはいった
い何なのか？」という会場からの質問に象徴さ
れている。

社会生活基本調査についても，総務省統計
局の三神均から，その概要と歴史などについ
て報告があった。社会生活基本調査は1976
年（昭和51年）から5年に1度，定期的に実施
されている。最新の2011年調査は全国の8万
3,000世帯に住む10歳以上の男女，約20万人
に対して行われた。報告では，調査を継続さ
せる近年の課題として，1日の生活行動といっ
たプライバシーに立ち入った調査だからこその
調査拒否の増加や，生活時間の知識を持つ調
査員の確保が困難になっていることなどが挙げ
られ，共通の課題を持つ各国の研究者と議論
が交わされていた。このセッションではこのほ
か，中国の統計局のAn Xinliが，近年実施す
るようになった中国の全国規模の生活時間調
査について報告した。

また，会場には，この日本の2大生活時間
調査について，調査票や結果表，報告書など
の資料が数多く展示され，出席者は実際に手
にとって閲覧することもできた。特にNHK国民
生活時間調査に関しては，最も古い1941年調
査の報告書なども展示したため，ふだんなか
なか見ることができない貴重な資料に関心が集
まった。

  環境問題と生活時間
翌日には「環境問題と生活時間」というセッ

ションが設けられた。このセッションは日本の
研究者が提唱したものだが，生活時間研究と
環境問題を結び付けた視点は，これまでにあ
まり例がない。まず，放射線医学総合研究所
緊急被ばく医療研究センターの杉浦紳之が，福
島第一原発の事故を受けて，福島県で行って
いる住民の外部被ばく量の調査について報告し
た。住民の自宅内・外で過ごす時間量から外
部被ばく量を推定するため，生活時間調査の方
式でより正確な時間量のデータを算出すること
が非常に重要である，と述べた。また，大阪
大学の山口容平らは，さまざまな生活時間パタ
ンと電力使用量を紐づけて分析することで，環
境に優しいライフスタイルを考察する試みを紹
介した。海外からは，オックスフォード大学の
Kimberly Fisherらが，アメリカの各州が施し
ている環境政策の有無とその住民の生活時間
データの関係性を検証する試みを報告した。検
証によると，環境政策が進んだ州の住民ほど
徒歩や自転車，公共交通機関による移動時間
が長く，自動車による移動時間やテレビ・パソ
コンに費やす時間が短いなど，“省エネ”生活を

NHK が 1941 年に実施した生活時間調査の
当時の資料も展示された
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送っていることを明らかにした。
日本の発表者はいずれも生活時間専門の研

究者ではなかった。しかし，従来の生活時間
データを活用した研究の範疇を越えた提案や分
析はいずれも新鮮な内容であり，内外の生活
時間研究者に多くの刺激を与えたと思われる。

  メディアに関する生活時間研究
最後に，学会最終日の「メディアとインター

ネット」というセッションで報告されたメディア
に関する生活時間研究をいくつか紹介したい。

ヨーロッパのインターネット先進国であるフィ
ンランドからは，ユバスキュラ大学のTimo 
Anttilaらが生活時間調査とインタビュー調
査の結果から，インターネット利用が生活に
与えるメリットの検証を試みた。フィンラン
ドの生活時間調査では，インターネット利用
をコミュニケーション（communicate），娯楽

（entertainment），経済行為（economic），情
報（information）など機能によって分類してお
り，男女年層別に利用の違いを分析した。特
に男女差に注目し，インターネット利用は元来
男性のほうで多い傾向があったが，近年は縮
まりつつあり，インターネットが男女の生活の
平等化に大きく寄与しているのではないか，と
の仮説を提示した。NHKでも「メディア利用
の生活時間調査」でインターネット利用を機能
別に細分化して調査を行ったが 2），海外でも生
活時間調査でインターネット利用実態をとらえ
る工夫が行われていることを実感した。

また，サザンクロス大学（オーストラリア）
のPeter Vitartasとイタリア統 計局のAnna 
Martinoは，オーストラリアのメディア利用の現
状をヨーロッパの国 と々比較した。報告による
と，オーストラリアはヨーロッパ各国と比べて，

テレビやラジオの視聴時間が長かった。また，
オーストラリアの中でインターネットを利用する
人としない人で他のメディア利用時間を比べる
と，利用しない人のほうでテレビ視聴時間が長
い一方，読書時間には違いがない，という結
果であった。

日本での開催であるから当然のことともいえ
るが，日本人の研究者による報告は，ポスター
セッションも含めて20あまりと，通常の学会に
比べて多かった。日本では，生活時間研究者
や実務担当者は，もともとあまり多くない上に，
生活時間調査データを利用して研究を進める研
究者も，応用範囲が広い分，所属する学会が
異なるなど，一堂に会することはほとんどない。
今回の会議をきっかけに，生活時間に関わる
研究者同士の交流が進むことを期待したい。

（なかの さちこ）

（文中，敬称・肩書きは省略させていただいた）

注 :
1）会議の様子は本誌で紹介している。例えば，以

下のようなものがある。
中西尚道「海外における生活時間研究　～世界
社会学会議の生活時間研究分科会より～」（メ
キシコ・メキシコシティで世界社会学会議の分
科会として開催された，本誌 1982 年 12 月号），
鈴木泰「生活時間の国際比較」（インド・ニュー
デリーで世界社会学会の特別部会として開催，
同 1986 年 11 月号），
三矢惠子「生活時間調査の国際動向について　
～第 18 回国際生活時間学会ウィーン会議出席
報告」（オーストリア・ウィーン，同 1996 年
12 月号），
中野佐知子「世界で関心が高まるインターネッ
ト利用行動調査　第 25 回国際生活時間学会」

（ベルギー・ブリュッセル，同 2003 年 12 月号），
小林利行「広範囲に応用される生活時間調査
～第 31 回国際生活時間学会報告～」（ドイツ・
リューネブルク，同 2010 年１月号）

2）今月号の「放送研究と調査」に報告を掲載して
いる。諸藤絵美・関根智江「多様化するインター
ネット利用の現在 ～『メディア利用の生活時間
調査』から②～」
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