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年収、仕事、プライベート、結婚生活、そして人生・・・それぞれの満足度を 100 点満点で評価するとしたら、人は自分自

身の生活や人生に何点をつけるのだろうか。 

この度、オウチーノ総研（株式会社オウチーノ／本社：東京都港区／代表：井端純一）は、20～65 歳のビジネスパーソン

552 名を対象に「『人生満足度』に関するアンケート調査」を行った。「あなたは今の『人生』の満足度を、100 点満点で評

価するとしたら、何点をつけますか」と聞いたところ、「0～19点」と回答したのが 4.8％、「20～39点」と回答したのが 7.4％、

「40～59 点」と回答したのが 23.2％、「60～79 点」と回答したのが 28.7％、「80～100 点」と回答したのが 35.9％で、平均

点は 64.4 点だった。また既婚者の平均点が 70.6 点だったのに対し、未婚者は 57.0 点と、両者の間に 13.6 点の差が生

じた。 

オウチーノ総研：http://corporate.o-uccino.jp/research-o/ 

 

1. 「結婚生活」満足度、平均点は「72.7 点」 

最初に、既婚者を対象に、「あなたは今の『結婚生活』の満足度

を、100 点満点で評価するとしたら、何点をつけますか」という質問

をした。結果、「0～19 点」と回答したのが 5.7％、「20～39 点」が

3.6％、「40～59 点」が 11.2％、「60～79 点」が 24.5％、「80～100

点」が 55.0％で、平均点は 72.7 点だった。「結婚生活」満足度を 80

点以上とした人に、なぜその点数をつけたのかを聞いてみると、

「まさに自分の理想の結婚生活ができているから」（男性／35 歳

／100 点）や、「時々イライラすることもあるが、基本的には幸せ

だから」（女性／27歳／90点）など、多少の不満はあるものの概ね

満足している、という意見が多かった。一方、20 点以下とした人に

理由を聞くと、「旦那への不満がたくさんあるから」（女性／34 歳

／0 点）など、配偶者への不満を挙げる人が最も多かった。また、

男性の「結婚生活」満足度の平均点は 75.6 点だったのに対し、女性は 69.8 点と、多少ではあるが、女性の方が結婚生

活に不満を抱いている割合が多いようだ。 

 

 ビジネスパーソンの「人生」満足度調査 

「人生」満足度を 100点満点で評価すると、平均点は「64.4点」 

既婚者の平均点が「70.6点」に対し、未婚者は「57.0点」 

 

 

 

 

   

■調査概要 

有効回答 首都圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県）在住のビジネスパーソン（男女）552名 

調査方法 インターネットによるアンケート調査 

調査期間 2014年 8月 12日（火）～8月 19日（火） 

 

http://corporate.o-uccino.jp/research-o/
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2. 「年収」満足度、年収 300 万未満の平均点は「37.9 点」に対し、年収 800 万以上は「71.3 点」 

次に、「あなたは今の『年収』の満足度を、100 点満点で評価すると

したら、何点をつけますか」という質問をした。結果、「0～19 点」と

回答したのが 11.8％、「20～39 点」が 11.1％、「40～59 点」が

24.5％、「60～79 点」が 30.3％、「80～100 点」が 22.3％で、平均点

は 60.1 点だった。年収別にこの結果を見ると、年収 300 万円未満

の平均点は 37.9点、年収 300万円以上 400万円未満は 55.1点、

年収 400 万円以上 500 万円未満は 55.7 点、年収 500 万円以上

600 万円未満は 67.4 点、年収 600 万円以上 800 万円未満は 65.3

点、年収 800万円以上は 71.3点と、年収 300万円未満と年収 800

万円以上の間には、なんと 33.4 点もの差が生じた。「年収」満足度

を 80 点以上とした人に、なぜその点数をつけたのかを聞いてみる

と「収入に対し不満を抱いたことはないから」（男性／28 歳／100

点／年収 700 万円以上 800 万円未満）という意見や、「現時点で

は満足だが、先行きが不透明だから」（男性／39 歳／80 点／年

収 600 万円以上 700 万円未満）など、将来の不安はあるものの現

状は満足している、という意見が多かった。一方、20 点以下とした

人に理由を聞くと、「給料が低いから」（女性／27 歳／0 点／年収

300 万円未満）や、「生活に余裕がないから」（男性／56 歳／0 点

／年収 300万円以上 400万円未満）という意見が多かった。 

また、「あなたは今の『仕事』の満足度を、100 点満点で評価すると

したら、何点をつけますか」という質問をすると、「0～19 点」と回答

したのが 7.6％、「20～39 点」と回答したのが 9.3％、「40～59 点」と

回答したのが 24.0％、「60～79 点」と回答したのが 27.9％、「80～

100 点」と回答したのが 31.2％で、平均点が 58.3 点だった。こちらも年収別に結果を見ると、年収 300 万円未満の平均

点は 48.0点、年収 300万円以上 400万円未満は 57.4点、年収 400万円以上 500万円未満は 60.1点、年収 500万円

以上 600 万円未満は 69.1 点、年収 600 万円以上 800 万円未満は 62.0 点、年収 800 万円以上は 71.3 点と、年収 300

万円未満と、年収 800 万円以上の間に、23.7 点もの差が生じた。こちらも「年収」満足度と同様、年収が上がるほど、満

足度が高い傾向にあることが分かった。 

 

3. 「プライベート」満足度、既婚と未婚で 13.0 点の差 

次に、「あなたは今の『プライベート』の満足度を、100 点満点で評価するとしたら、何点をつけますか」という質問をした。

結果、「0～19 点」と回答したのが 3.1％、「20～39 点」が 9.4％、「40～59 点」が 20.9％、「60～79 点」が 27.2％、「80～

100 点」が 39.4％で、平均点は 60.9 点だった。「プライベート」満足度を 80 点以上とした人に、なぜその点数をつけたの

かを聞いてみると、「多趣味なのでプライベートが楽しいから」（女性／34 歳／100 点）など、プライベートが充実してい

るから、という意見が最も多かった。一方、20 点以下とした人に理由を聞くと、「仕事が忙しく、プライベートの時間はほ
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とんどないから」（女性／26歳／20点）など、プライベートの時間を

とれないから、という意見が最も多かった。また、「彼女がいないか

ら」（男性／27歳／20点）など、恋人がいないからプライベートが充

実していないと思う、といった声も多く挙がった。既婚／未婚でこの

結果を見ると、既婚者は「プライベート」満足度の平均点が 71.8 点

だったのに対し、未婚者は 58.8点と、両者の間に 13.0点の差が生

じた。 

 

 

 

 

 

4. 「人生」満足度、既婚者の平均点が「70.6 点」に対し、未婚者は「57.0 点」 

最後に、「あなたは今の『人生』の満足度

を、100 点満点で評価するとしたら、何点

をつけますか」という質問をした。結果、

「0～19 点」が 4.7％、「20～39 点」が

7.4％、「40～59 点」が 23.2％、「60～79

点」が 28.7％、「80～100点」が 35.9％で、

平均点は64.4点だった。「人生」満足度を

80 点以上とした人に、なぜその点数をつ

けたのかを聞いてみると、「特に問題も

なく、平穏無事だから」（女性／50 歳／

100 点）など、今の生活に不満がないか

ら、という意見が最も多かった。また、「生きているだけでいいから」（女性／23 歳／100 点）という意見も多く挙がった。

一方、20点以下とした人に理由を聞くと、「毎日がつまらないから」（61歳／女性／10点）という意見と、「人生をリセット

したいと思うから」（男性／45 歳／30 点）など、人生をやり直したい、という意見が多かった。また既婚／未婚でこの結果

を見ると、既婚者は「人生」満足度の平均点が 70.6 点だったのに対し、未婚者は 57.0 点と、両者の間に 13.6 点の差が

生じた。今回の調査で結婚している人の方が、人生満足度が高くなることが分かった。 

 

「人生」満足度と、結婚生活、年収、仕事、プライベートそれぞれの満足度との相関係数を見てみると、結婚生活は

「0.56」、年収は「0.58」、仕事は「0.52」、プライベートは「0.69」だった。今回の調査では、特に「プライベート」満足度との相

関関係が強く、プライベートが充実している人ほど、「人生」満足度が高い傾向にあることが分かった。 

 

 

オウチーノ総研：http://corporate.o-uccino.jp/research-o/ 

http://corporate.o-uccino.jp/research-o/

