
52 　DECEMBER 2006

国際生活時間学会（IATUR）は，生活時間
調査の国際研究の促進をはかるために設立さ
れた学会で，年に1回，各国の研究者が研究
成果を報告する会議が開催されている。世論
調査部からもこの会議に出席し，たびたび調
査・研究結果の報告を行なっている 1）。本稿
では，今年夏に開催された会議で報告された
生活時間調査研究の最前線をリポートしたい。

会議は2006年 8月 16～ 18日にデンマー
ク・コペンハーゲンで，国立デンマーク社会
研究所（Danish National Institute of Social 
Research）の主催により開催された。ヨーロッ
パを中心にアメリカ，カナダ，オーストラリア
など26カ国から，大学や統計局など公的機関
の研究者ら100名以上が参加した。例年，欧
米からの参加が大半を占めるが，今回の会議
は，筆者も含め日本から4件の報告があり，ま
た中国・韓国からも報告が出されるなど，東
アジアからの報告が多かった点が特徴である。

生活時間調査のデータは実に多様な分野で
有効活用されているため，報告の内容も多岐
にわたり，今回の会議では合計22のセッショ
ンが設けられた（一覧を表1に示した）。デー
タの分析結果や活用例だけではなく，データ
解析の手法や，調査手法の違いによってデー
タの特徴がどう変わるか，などについて議論
するセッションが全員参加の中心セッション
に位置付けられており，参加者の関心がこれ

らに集まっていることがうかがえた。また，
インターネットなど新しいメディアが生活に
与える影響を明らかにしようとする研究報告
がここ数年で散見されるようになっている
が，今回も「生活時間－インターネットとメ
ディア」というセッションが設けられた。主
に労働経済学や社会学的な領域で活用される
ことの多い生活時間データだが，メディア利
用行動研究の領域においても生活時間への注
目は着実に高まっているといえる。

このうち，本稿では，1）日本や中国など
東アジア諸国からの報告，2）メディア利用
行動関連の報告，3）調査データ解析につい
ての主なトピックスの3点に絞り，それぞれ
簡単に概要を紹介したい 2）。

なお，筆者は「時系列でみる生活時間」のセッ
ションで，最新調査である2005年国民生活時
間調査の結果について報告を行なった 3）。特
に睡眠時間の減少や自由時間の増大に歯止め
がかかった点など，長期的変化のポイントを
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報告した。日本人の生活時間の推移は全体的
に大きな転換点を迎えている点をデータで説
明したところ，さまざまな国の研究者から，
自国の生活時間の現状と照らし合わせて意見
や質問が数多く出された。またNHKの調査
であることを意識した研究者からは，テレビ
やインターネットといったメディア関連行動
の動向についての質問も相次ぎ，活発な議論
を行なうことができた。

 日本・中国の研究者の報告
日本からの研究報告は，データの国際比較

研究に焦点を当てたものが目立った。藤原真砂
（島根県立大学）と平田道憲（広島大学）は，30
分単位の時刻別行為者率データを使って，あ
る時刻から次の時刻への増減の方向を比較す
る手法で，カナダと日本のホワイトカラー層の
仕事時間の比較を試みた。また，家政学を専
門としている大竹美登利（東京学芸大学）のグ

ループは，東南アジア地域と日本の生活時間
の違いに注目し，インドネシア，タイ，日本の
3カ国の仕事や家事時間の比較を行なった。日
本のデータは2001年の社会生活基本調査（総
務省統計局実施），タイは2001年の調査を使用
し，インドネシアでは2004年にタイや日本と同
じ方式で生活時間調査を行なった。比較の結
果，日本ではほぼ仕事=ペイドワーク，家事=
アンペイドワークとされているが，インドネシ
アやタイでは，アンペイドワークとしての仕事
やペイドワークとしての家事といった行動に一
定時間が費やされていることが報告された。

また，NHKと同様に全国規模の生活時間
調査を実施している総務省統計局からも担当
者が出席した。総務省統計局は，「社会生活
基本調査」を5年に1度実施しており，この調
査には生活時間を記入する調査も含まれてい
る。この生活時間調査では，前回（2001年）か
らアフターコード方式（調査相手には自由回答
で行動を記入してもらい，後で行動分類の定
義に従ってコード化する）の調査票を導入し
た。最新調査は今年10月に実施されているが，
ヨーロッパ統一方式調査（HETUS）と同様の
行動分類の定義を用いることにしているとい
う。つまり集計データはヨーロッパを中心と
した諸外国との国際比較が可能になり，統計
局が日本の調査データを国際的に提供してい
く意欲をアピールしたことは注目に値する。

次に東アジア諸国の動きに目を移すと，中
国の国立統計局からは，2005年に雲南省と
浙江省で実施したパイロット調査について報
告があった。調査は都市部と地方部の人びと
の生活時間の違いを実証することを目的に設
計され，都市部と地方部の4,290世帯内のす
べての人（15～59歳），計9,400人を対象に行

<同時並行で行なわれたセッション>
セッション1A ペイド・ワークとアンペイド・ワーク
セッション1B 生活時間データの分析について -1
セッション1C 生活時間、教育、パイロット調査
セッション2A データの品質と新しい方法 
セッション2B 時間と余暇
セッション2C マクロレベルで見る生活時間と
 政策モデルへの活用
セッション3A 移動時間    
セッション3B 子どもの生活時間と親が子どもといる時間 
セッション3C 特定層の生活時間
セッション4A 生活時間データの分析について -2
セッション4B 生活時間と労働 -1
セッション4C 生活時間 -インターネットとメディア
セッション5A 時間に対するプレッシャーと
 仕事と家庭の両立
セッション5B 生活時間の新しい話題
セッション5C 生活時間、家事と特定の場所
セッション6A 生活時間と労働 -2
セッション6B 生活時間と福祉
セッション6C 時系列でみる生活時間
< 全員出席のセッション>
セッション1: 講演（デンマーク:応用ミクロ計量経済学センター教授）
セッション2: 生活時間と方法論的課題
セッション3: 生活時間とデータへの課題
セッション4: 生活時間データの品質

表1　第 28 回国際生活時間学会 セッション一覧
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なわれた。分析では地方部と都市部の世帯の
働き方や家事分担，余暇生活などの相違点が
明らかになった。IATURでの報告の実績が
あまりない中国であるが，国立統計局では今
回のパイロット調査を契機に全国調査の設計
も視野に入れているという。

 メディア利用行動関連の報告
韓国では，KBSとソウル国立大学が共同で，

10歳以上の国民を対象にした生活時間調査を実
施しており，Kwang Yung Choo（ソウル国立大
学）から2005年に実施された最新調査の結果が
報告された。NHKと同様，放送局が実施して
いる点で共通しているこの調査は，メディア利
用行動の分析が詳細な点が大きな特徴である。
特にニューメディア関連行動は，NHK調査より
詳細に集計されており，「インターネット」のほか

「コンピュータゲーム」「携帯電話/SMS」「ニュー
メディア放送」（ケーブルテレビや衛星放送，モ
バイル放送）などの行動に分類されている。報
告によると，1981年以降増加傾向にあったテレ
ビ視聴は2000年から減少し（国民全体・平日：
2000年2時間24分→05年2時間9分），その理
由のひとつとして，ニューメディア利用の台頭が
挙げられている。逆に減少が続いていたラジオ
聴取は，2005年に一転して増加に転じた（国民
全体・平日：2000年12分→05年18分）。これは，
韓国のラジオ放送が音楽やトーク番組，交通情
報などをより多く編成して，テレビ番組との“す
みわけ”を行なった結果，と分析されている。

オランダもまた，インターネットの普及状況
や生活時間を用いたインターネット利用の研究
事例における先進国のひとつである。今回の
会議でも，社会文化計画研究所のJos de Haan
とFrank Huysmansが，5年に1度実施してい

る全国調査の最新結果（2005年）から，インター
ネット利用と他のメディアの関連性にテーマを
絞った分析報告を行なった。報告によると，オ
ランダで1週間に15分でもパソコン，もしく
はインターネットを使用した人（12歳以上）は
70%（2000年45%），時間量（週）は3.8時間（2000
年1.8時間）に達し，この5年で急増した。この
うちパソコンのオフライン利用はまったく変化
しておらず，インターネット利用が，行為者率・
時間量ともに急増したという。一方で，テレビ
の視聴時間は，韓国と同様，大きく減少した

（2000年12.4時間→05年10.4時間/週）。この
減少の背景にはインターネット利用の普及・増
加があると言わざるを得ないとしているが，個
人レベルでみてみるとインターネットと既存メ
ディアの双方を利用する人も多く，単純にイン
ターネットがテレビに置き換わったという見方
はできない，と検証している。

このように韓国やオランダといったイン
ターネット先進国では，テレビ視聴時間の減
少が報告された。一方日本では，国民全体の
テレビ視聴時間は減少していない 4）。相違の
要因としては，テレビを長時間見る高年層の
割合の違いやテレビ視聴行動の文化的風土の
違いなどが複合的に作用していると推測され
るが，このように国際的な傾向の相違を議論
することは有意義であった。

このほか，やや異色な報告としては，アメ
リカ・シカゴの広告会社から，広告を出すのに，
誰に対して，いつ，どのメディアで，どれぐら
いの期間キャンペーンをするのが最も戦略的
かを考えるのに，全米生活時間調査の結果を
活用する方法が提案された。全米生活時間調
査は，2004年から誰もがローデータをダウン
ロードできるようになった。この広告会社はこ
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のデータを用いて，性，年層，雇用状況，職業，
子どもの数といった属性ごと，行動ごとの1時
間単位の行為者率データ，場所のデータを抽
出できる顧客用ソフトウェアを開発し，会議で
はそのデモンストレーションを行なった。デー
タの公開により，生活時間調査がビジネスに
も本格的に活用され始めた事例といえよう。

 調査データ解析についての主なトピックス
最後に，今回の会議で注目が集まっていた

調査データ解析についてのさまざまなトピッ
クスを簡単に紹介しよう。まず，イギリスの
Jonathan Gershuny（Essex大学）とアメリカの
Jay Stewart（労働統計局）からは，各行動の
行為者率「0」の概念についてそれぞれ問題提起
があった。調査相手にある1日の生活時間を記
入してもらって，ある行動の記入がまったくな
かった場合，1）そもそもその行動をしない人な
のか，2）該当日にたまたまその行動をしなかっ
たか，の2通りの解釈が成り立つ。行動データ
の回帰分析を行なう場合などに，この「0」の評
価を行なうモデルの違いで，結果にどのような
バイアスがかかるのか，両研究者が検証した。

また，生活時間を調べるのに，時刻目盛り
ごとの日記式調査と，ある1日に特定の行動
に費やした時間を質問形式で尋ねる調査とが
あるが，調査の手法の違いによって，行動デー
タの分析結果にどのような違いが生じるのか
検証した報告もいくつか見られた。ドイツの
Florian Schulz（Bamberg大学）らは，両方
式のデータがどの程度異なるかを調べた。そ
の結果，どちらの方法も各行動の時間量の平
均では同じ一貫した結果を得ることができる
が，個人レベルのデータを用いて回帰分析を
行なうと，たとえば家事時間量の差を生む

要因については，異なる結論が生まれた，と
している。また，イギリスのMan Yee Kan

（Essex大学）も，同じ調査相手に，特定の1
週間の行動についての日記による記録と，「平
均的な週」の行動時間量の回答を依頼して，
双方の結果を比較検討した。その結果，質問
形式データは，たとえば「平均的な週」とい
う言葉の意味など，調査相手によってイメー
ジするものが異なる誤差が生じるうえに，計
測誤差も日記式より大きいため，日記式デー
タのほうが正確であるとの結論を得た。

このほか生活時間調査の方法論で注目され
る話題として，機械式による調査方式開発の
試みがある。IATURの会議には参加していな
いが，BBCは2002年から03年にかけて，PDA

（情報携帯端末）を用いて30分ごとの行動を
入力してもらう方法で生活時間調査を実施し，
今年10月に調査データを公開した。今後はもっ
といろいろなデジタル機器を用いた新方式の
調査開発の動きがあるかもしれない。そういう
意味でも，今後も国際的な最新動向の把握に
努める必要があるだろう。      （なかの さちこ）

注 :
 1）国際生活時間学会の参加報告で，近年のものは

下記のとおり：
・「生活時間調査の国際動向について」『放送研究

と調査』1996 年 12 月号
・「世界で関心が高まるインターネット利用調査」
『放送研究と調査』2003 年 12 月号

・「生活時間調査の社会的な活用」『放送研究と調
査』2005 年 2 月号

 2） 会議での報告の全容については，IATURコペ
ンハーゲン会議のホームページを参照されたい

（http://www.sfi.dk/sw26297.asp）。報告内容の
論文も一部ダウンロードできるようになっている。

 3） 2005 年国民生活時間調査の結果の概要につい
ては，吉田理恵・中野佐知子・渡辺洋子「日本
人の生活時間・2005」『放送研究と調査』2006
年 4 月号を参照のこと。

 4） 国民全体のテレビ視聴時間（平日）：2000 年 3
時間 25 分→ 05 年 3 時間 27 分。


