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者によって指摘され続けてきた。子育てを母親ひとり
はじめに

に任せるのではなく，父親が関わることが，より効果
的な子育てが実現されることはいわば自明である。い
まだにこの種の研究が盛んであることは，男性の必要

子育てにおける父親の役割の重要性は，多くの研究

＊
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十分な子育て参加が果たされていないことを示してい

る。調査は，関東，および近畿・中国四国地方の医療

る。

機関（病院産婦人科・産婦人科医院），および保健機関





年のわが国における合計特殊出生率は



であ

（保健センターなど）に依頼した。それぞれの機関にお

り，少子化の進行が社会に大きなショックを与えてい

いて，診察時，あるいは母親学級・両親学級などの機

る。しかし，この現象は日本ばかりではなく，アジア

会に対象者に調査票一組（夫票，妻票）を直接手渡し，

地域にも共通した現象で，最近の統計によると香港が

郵送にて直接回収した。その際，夫婦間のプライバシー





，台湾が



，シンガポールが



，韓国は

年の

を保つため，夫票・妻票をそれぞれ小封筒に入れ，両者

統計で



と，日本以上に少子化は深刻である（朝日

を合わせて返信用封筒に封入するよう依頼した（第二

新聞，



）。

回以降の調査も同様）
。



組の夫婦に依頼し



組の
回収（回収率



％）を得た。

少子化対策ばかりでなく，いかに子育て中の家族が，
健やかな子育てを実現できるかということのひとつの

第２回・第３回調査は郵送により配布・回収した。第

ポイントは，父親の積極的な家事・育児参加であるこ

１回調査を返送し，以降の調査に協力を得られた対象

とは言うまでもない。

世紀後半のジェンダー革命は，

者に対し，郵送にて調査を依頼した。第２回調査は出

女性のライフスタイルに大きな変革をもたらし，従来

産後４ヶ月，第３回調査は出産後１年を目安に調査票

の性役割に基づいた家庭内のみの役割から，家庭外

を発送した。

（社会）での役割を担うようになってきた





調査項目の内容は次のとおりである。

。

しかし，そのジェンダー革命は男性には十分に届かず，

（１）




職場復帰（第３回のみ），夫の帰宅時間（第１回），同

相変わらず社会（家庭外）の役割がメインであり，家

居家族（第１回）。

庭内の役割を十分に果たせる状況ではない。男性が，
例外なく，子育てに参加できるような社会，また，そ

（２）妊娠・子育ての経過として，妊娠中の経過（第１
回），出産前後の様子（第２回）。

れを実現できる家族関係，あるいは，男性自身の意識
変革が，これからの２１世紀に求められる。

（３）夫婦関係として，夫の家事・育児参加，夫婦関係
の満足度，夫婦間の気遣い，３つの夫婦関係尺度（






本研究プロジェクトでは，



年より出産・子育て体
験が親の成長と夫婦関係に与える影響について研究を









深めてきた。







この報告では，特に男性の子育て参加に焦点を当て




として年齢，就労状況，女性の

















（４）子どもの成長として，子どもへの愛着感情，子育
て不安（第３回），子どもへの接し方（第３回）

る。男性の出産・子育て参加が，夫婦関係にどのよう
な影響を与えるかという点に絞って考察を進める。仮

（５）生活状況として，現在の精神状態，自分とパート

説として，男性の子育て参加が夫婦関係に好ましい影

ナーの生活の変化，出産・子育ての相談相手などであ

響を与えると予想される。

る。

本研究プロジェクトは上記の研究目的を達成するた
結

めにさまざまな研究手法を組み合わせている。中心と

果

なるのは夫婦それぞれに対する質問紙調査である。こ
れは，三件法，四件法などによる選択式の質問項目と

まず，出産時の男性参加として，分娩時の夫の立会

自由記載から構成されている。それに補足する形で面

いの実態を検証する。実際に立ち会った夫は，全体の

接調査を行い，質問紙では得られなかった個別の情報





％，立ち会わなかった夫は



％である。後者のう

を得る。また，子育て相談活動を通して，具体的に悩

ち，立ち会いを希望したが果たせなかったケースが

みや問題を抱えた事例を支援する中で妊娠・出産・子育





％，もともと，立ち会う予定はなかったケースが

て期における夫婦関係や子育ての問題点について明ら





％である。

かにする。さらに，子育て教室や親子広場などの子育

第二に，父親の育児参加についての実態である。調

て支援活動を通して，支援するという具体的活動の中

査票では，具体的な育児項目として，子どもと遊ぶこ

から両親や子どもたちの現状とその問題点に迫る。

と・あやすこと，食事を食べさせること・授乳，子ども
のしつけ，子守をすること，子どもを寝かしつけるこ

研究方法

となどを尋ねている。いずれも，同様のパターンと
なったので，それらを代表して子どもの入浴と，子ど
ものオムツを取り替えることについて詳しくみる。表

第１回調査の対象者は，第一子を妊娠中の夫婦であ

−４２−
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表１

男性の育児参加（女性からの評価と男性の自己評価）

第１回調査（妊娠中）
女性の期待

男性の意気込み

選択肢

子どもの
入浴

選択肢
（2-3回共通）

選択肢

（％）

第2回（生後4ヵ月）

第3回（生後1年）

女性

男性

女性

男性

たくさん期待する






たくさん関わる






たくさんする





















やや期待する






多少は関わる






時々する





















あまり期待しない





あまり関わらない





あまりしない



















全く期待しない





ほとんど関わらない





全くしない





















無回答





無回答

















たくさん期待する






たくさん関わる






たくさんする





















子どもの やや期待する
オムツを取 あまり期待しない
り替える 全く期待しない






多少は関わる






時々する


























あまり関わらない





あまりしない

























ほとんど関わらない





全くしない






















無回答





無回答

















無回答

無回答

１は，このふたつの育児行為，すなわち父親の入浴補

これらの結果をまとめると次のようになる。出産の

助とオムツ替えについて，妊娠中・生後４ヵ月，生後

前には，男性自身の子育て参加に対する意気込みは高

１年の３回を通じて，夫婦それぞれから尋ねた。つま

く，それに対して女性は醒めた目で眺めており，男性

り，女性からは，妊娠中に出産後のことを予想して，

の働きに対してはあまり期待していない。実際に子ど

どれほど夫に期待するか，また出産後は実際の夫の活

もが生まれ，子育てが始まってみると，男性の育児参

動について評価してもらった。また，男性については，

加は，男性の意気込みと女性の予想の中間である。む

自分自身の子育て参加について，妊娠中に考えている

しろ，オムツ替えなどは，男性自身が評価するより女

出産後の予想について，また出産後は実際にどの程度

性のほうが高く評価している面もある。また，生後

やっているかという自己評価を依頼した。

４ヵ月の時点に比べて，生後１年になると，子育て参
加の割合は多少減っていることなどが明らかとなった。

その結果，子どもの入浴についても，オムツ替えに
ついて，同様のパターンが認められた。第一に，妊娠

第三に，男性の子育て参加と，夫婦関係の質につい

中の男性の意気込みが高いことである。男性自身，子

て，両者の相関関係を明らかにした。３度の調査にお

どもが生まれたら子どもの入浴に



％の男性がたく

いて，毎回，夫婦それぞれに夫婦関係を３つの尺度を

さん関わり，子どものオムツ替えについては



％が

用いて測定した。その結果，夫婦関係は，妊娠中，出

同様に答えている。一方，妊娠中の女性からの夫に対

産後４ヶ月，出産後１年と，男女ともに徐々に低下し

する期待は低く，子どもの入浴について



％の女性

ていくことが明らかになった。ここでは３つの尺度の

がたくさん期待しており，夫のオムツ替えについてた

うち，



 


を指標として，夫婦

くさん期待している女性は



％に過ぎない。

関係の評価と，男性の育児参加の評価の関連を調べる。

出産後，実際，どの程度男性が子育てに参加してい

男性，女性，それぞれの調査において測定された男

るかという評価については，男女の差は縮まる。出産

性の育児参加は，
５項目からなる。それぞれの回によっ

４ヶ月の時点で，子どもの入浴に男性がたくさん関

て質問項目は微妙に異なるが，それらを合計して，男

わっているという評価は男女とも

％〜

％である。

性の子育て指数とした。これと，それぞれの回に測定

オムツ替えについて男性がたくさん関わっているとい

された
との相関度を表２に示した。いずれの回に

う評価は男性自身が



％（生後４ヵ月）
，および




％

おいても，男性の育児参加の評価と夫婦関係の質とは
相関することが明らかになった。

（生後１年）であるのに対して，女性からの評価はそれ
ぞれ



％





％であった。

第四に，育児に積極的に参加する男性はどのような

表２

男性の育児参加度と夫婦関係（QMI）との相関
第1回調査（妊娠中）

第2回（生後4ヵ月）

第3回（生後1年）

女性の評価






















男性の評価
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男性の育児参加度との相関係数

年齢

−






帰宅時間

−





−






「仕事」にかける時間配分
「子どもが小さいうちは，母親は育児に専念したほうがよい」

性役割分業観
（
件法）

「夫は家事や育児を共同で分担した方がよい」






−























属性と関連するかを明らかにした（表３）。まず，年齢

にいて多くの時間を子どもとともに過ごす妻に比べれ

と負の相関が見られた。つまり，年齢が若いほど，育

ば，直接育児に関わる機会が少ないかもしれない。し

児参加度が高いことを示している。また，就労状況と

かし，その機会を逃さず，入浴補助やオムツ替えなど，

も負の相関が見られた。つまり，帰宅時間が遅いほど，

具体的な育児行動に加わることが，女性にとって，育

あるいは仕事にかける時間配分が高いほど，子育ての

児を支援されているという大きな安心感に結びつくの

参加度は低くなる。さらに，性役割分業観について，４

であろう。また，男性にとっても，育児を行うことに

件法で尋ねた結果との相関を調べた。
「夫は家事や育児

よって，妻の役割の大変さ，重要性に気づくよいチャ

を共同で分担した方がよい」という夫婦協働の考えを

ンスであり，それらの行動を通して，夫婦関係の協力

持つ男性ほど，子育ての参加度は高い。しかし，「子ど

体制や，相互に対する思いやりなども深まると考えら

もが小さいうちは，母親は子育てに専念したほうがよ

れる。

い」という，女性の家庭内中心の役割観との相関は見

出産前，女性はそれほど夫の役割を期待していない

られなかった。つまり，女性の役割観とは一線を画し

にも関わらず，男性の意気込みは強い。従来の固定的

た状態で，男性の参加度はある程度規定されているこ

性役割観にとらわれない男性にとって，育児に参加し

とがわかる。

ようとする心意気はむしろ自然な気持ちといえよう。

第五に，出産時の参加と子育て行動の参加の関連性

一方の妻にとっても，育児行動に対する責任感が高ま

を調べた。すなわち，分娩時に立ち会った夫と，立ち

るのが妊娠期であるとすれば，出産後の子どものケア

会わなかった夫との間で，
値および，育児参加度

は当然女性自身の仕事であると考え，男性に期待する

の差の検定を行った。しかし，この両者の間に，有意

部分は少ないのかもしれない。
しかし，実際にふたを開けてみると，育児はそう容

差は見られなかった。

易ではない。出産前の男性の意気込みに比べると，実
考

察

際の育児行動は量的に低下する。男性の育児行動が想
像以上に困難である理由について，本研究の結果から
考察する。

この結果は，仮説で挙げたように，男性の積極的な
育児参加が，夫婦関係の質を向上させることが明らか

第一に，家庭外の役割が大きいことである。帰宅時

になった。今回の調査に協力した対象者は，無償の研

間や仕事に費やす時間配分が育児参加の障害になって

究協力という点でも，子育てに関する意識が夫婦双方

いることが今回の結果からも明らかになった。ライフ

とも高いことが考えられる。そのようなバイアスを

サイクル上でも，２
０代後半から３
０代の男性たちは，雇

持ったグループの中でも，男性の子育て参加と夫婦関

用先をはじめ，社会の中での役割が増大する時期であ

係の質が相関することがわかった。父親の育児参加は，

る。帰宅時刻が午後１
０時，１１時といったケースも少な

従来，どちらかと言えば，子どもに対する影響という

くない。このような状況では肉体的，心理的にも育児

観点から分析されることが多かった。今回の研究結果

に振り分ける余裕は限られるであろう。

は，それとは多少異なった視点，つまり，夫婦関係の

第二に，男女の役割分担意識である。男性自身も子

質に注目したが，その点でも，男性の子育て参加の重

育てに参加するべきという理念を持っている方が，育

要性が確認された。

児参加への度合いも高かった。妊娠後期から第一子出

妊娠期から乳児期という時期は，その後の子どもが

産後１年以内に就労する女性はごくわずかである。母

成長した時期に比べて，父親の出番は少ない。男性は，

親は家にいて，男性がフルタイムの仕事に従事してい

父親としてよりも，むしろ夫として，肉体的・心理的

れば，当然，家庭内・家庭外での役割も分化される。

に過大な負かが加わる妻に対するサポート役が求めら

この時期は，その前後の時期に比べても伝統的な男女

れている。フルタイムの仕事を持つ男性にとって，家

の役割分業が強まる時期である。女性の役割が育児で
−４４−
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）
あると規定していても，男性は積極的に育児に参加す

また，関係性のレベルとしては，夫婦双方が，お互

ることもできる。男性の役割観をこれからの社会の中

いの役割分担の領域についてよく話し合い，合意する

でどう規定していくかということが，今後の課題とな

ことである。たとえば，男性が積極的に子育てに関わ

る。

ろうとしても，女性が伝統的な役割観のもとで，男性

また，出産時の男性参加も重要である。今回の結果

の参加を受け入れないような場合，夫婦の機能は十分

からは，立ち合い出産の有無が，直接その後の育児参

に果たされない。また，拡大家族からの影響なども受

加度や夫婦関係に影響するという仮説は否定された。

ける場合には，それらも考慮に入れた上での夫婦間の

しかし，子育て参加の第一歩として，出産体験を夫婦

コンセンサスつくりが大切である。
男性の子育て参加を可能にするこれら，異なるレベ

で共有することは，その後の育児行動の参加や，夫婦
関係に肯定的な影響を与えることは十分に考えられる。

ルでの環境づくりは，簡単ではない。時間をかけて，

この点について，さらに分析を加えることが必要であ

ゆっくり整えていくことが必要である。

る。
文

今後，男性が積極的に子育てに参加できるためには

献

どのようなことが必要であるか。今回の結果を踏まえ







て考察する。３つのレベルにわけて考える。社会的な
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