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日伊女性国際会議––石井 

要旨 

 

 近年、日本では晩婚化、高齢出産の増加、少子化などの問題が深刻になってきた。特に

少子化に関して日本政府は様々な対応策を打ち出してきている。男性の育児参加への啓発

もそのひとつである。その成果もあり過去１０年くらいの間に日本男性の育児に対する意

識の変化も見られるようになった。しかし、実際は「男は仕事、女は家庭」という考え方

が根強く存在し、家庭内の責任は主に女性が負っている。このような現実を踏まえて、本

報告では日本における核家族化、女性の高学歴化・就労率の増加、晩婚化・高齢出産、少

子化、終身雇用制の崩壊、高齢化をなど含む社会・人口動態的変化と家庭内性別役割分担

との関係を述べる。今後の展望としては、日本の男女が共に家庭と仕事を両立していくた

めには、意識だけではなく、制度の改善などを含む構造的改革も不可欠である。 
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 １．はじめに 

 日本では女性も男性も性別にかかわりなく、お互いの人権を尊重しつつ責任も分かち合

える男女共同参画社会の実現を２１世紀の重要課題の一つとしている。１９９９年には「男

女共同参画基本法」が公布・施行された。またそれ以前の１９９２年には育児休業法が大

幅に改正され男性も初めて育児休業が取得可能になった。このように政策面では男女格差

是正の努力が払われてきた。しかし現実社会に目を向けると「男は仕事、女は家庭」とい

う見方が未だに根強く支持されている。近年の女性の高学歴化・就労率の増加、少子化な

どで男女平等参画社会が望まれるなか色々な意味で現在の日本ではこのような伝統的な考

え方や社会の構造から脱皮可能な状態にあるのではないだろうか。そして家庭内での性別

役割分担意識にも少しずつではあるが変化が表れてきている。本報告ではこのような日本

での社会的・人口動態的変化を様々なデータを用いて説明し、それらがどのように家庭内

での男女不平等の是正と関係しているかに焦点をあてる。 

 

２．日本における家庭でのジェンダー役割とその変化 

日本では男性の子育て意識は高まっているが、実際の家庭責任は女性が持つ場合がほと

んどである。内閣府の「男女共同参画社会に関する世論調査」によれば１９９７年には女

性が仕事よりも「家庭生活又は地域活動」を優先させる又は専念するべきであると回答し

た人は４５％であった。２００４年の同調査によればやはり半数近く（４５．２％）の人

が「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方に同感している。つまりこ

の性別役割期待感は２０００年代前半ではあまり変化していないのがこれらのデータから

明らかである。 

「地震・雷・火事・親父」という言い回しがあるように日本の父親は戦前から戦後にか

けて妻や子どもから恐れられる存在であったし、またそれが父親の威厳として受け入れら

れていた（Ishii-Kuntz, 1994）。つまり父親は外で働く「稼ぎ手」であり、大黒柱として

家族と社会との接触点的存在であった（Ishii-Kuntz, 2003）。反対に母親は子育ての担い

手であり、家事全般をこなし、親類付き合いなどの「ゲートキーピング役割」も遂行して

きた。「家内」や「内助の功」あるいは「おふくろの味」などで表されるように日本の女性

の居場所は常に家庭であり、家庭内のことをそつがなくこなしていくのが理想の妻・母親

像と見なされてきたのである。 

現在でも日本の父親は子育てを妻任せにする場合が非常に多い。食事の準備・片付けや

2 



日伊女性国際会議––石井 

子どものおむつの世話、日常生活のしつけなどは母親が主体となって行っている日本の現

状は国際比較調査からも明らかになっている。国立女性教育会館の「平成１６年度・１７

年度家庭教育に関する国際比較調査」によると、日本の父親が平日に子どもと過ごす時間

は３．１時間と、調査対象６カ国（日本・韓国・タイ・アメリカ・フランス・スウェーデ

ン）の中で韓国（２．８時間）に次いで短い。また母親が子どもと過ごす時間をみると、

日本は７．６時間で調査対象国中最も長く、父親との差は６カ国中最大となっている。家

事に関しては男性の有職者の２３．９％が炊事、掃除、洗濯などの家事をしているが、女

性の有職者の８２．２％に比べると断然少ない（ＮＨＫ放送文化研究所、「国民生活時間調

査」２０００年）。 

日本では上記のように家事・育児などは妻任せの夫が多いが、家庭内性別役割分担の考

え方に関しては近年多少なりとも変化があるし、年齢別の考え方の相違も見られる。前述

の国際比較調査では４１．３％の父親自身が子どもと接触する時間が短いということを危

惧していて、１９９４年の同調査の２７．６％よりも増加している。更に家庭内役割分担

に関しては若年層と高齢者層の間で考え方の違いがある。内閣府「少子化に関する世論調

査」（平成 11 年）によれば妻の生き方として「仕事と子育てを両立するべき」と答えた

のは２０代の女性で一番多く（３４．４％）、同年代の２２．３％の男性がその考え方を

支持している。反対に６０歳以上の高齢者層では女性の２１％、男性の１４．６％のみが

女性の仕事と子育ての両立の生き方に賛同している。こうした考え方に同感しない人の割

合は女性の方が高く、年齢が低い世代ほど高くなる傾向があるし、若年層では従来型の男

女の役割分担に同感しない人の割合は高まってきている。 

家庭内性別役割分担への意識的な変化の理由としては、核家族世帯の増加、女性の高学

歴化や晩婚化、少子高齢化、終身雇用制の崩壊などの１９９０年代から現在までの日本の

社会的あるいは人口動態的な変化が多少なりとも影響しているものと思われる。以下では

これらの社会的・人口動態的変化が家庭内性別役割分担にどのように影響してきているか

あるいは影響しうるかについて考えてみる。 

 

３．近代日本の社会、人口動態的な変化 

（１） 核家族世帯の増加 

 戦後の日本経済は都市部を中心に発展してきた。その結果、若年・中年層が職を求めて

大都市などに移住したことにより、日本における核家族化は高度成長時期に一段と進み、
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同時に三世代世帯は減少した。厚生労働省の「国民生活基礎調査」によれば１９５５年に

は全世帯数の４５．４％が核家族世帯、４３．９％が三世代世帯であった。しかし２００

２年には核家族世帯が６０．２％と上昇し、三世代世帯は１０％に減った。 

三世代同居の家族では親が家事や育児などをサポートするために必ずしも夫と妻で家庭

内役割を協力していくという環境ではない。イギリスの文化人類学者、Elizabeth Bott

（1971）は親を含む親類ネットワークが近くに存在する場合は育児などでの夫婦間の協力

が少ないと理論付けた。そしてこの理論を日本で応用した Ishii-Kuntz ら（Ishii-Kuntz & 

Maryanski, 2003）も同様な関係が存在するという結果を報告している。それに比べて、

核家族世帯(特に共働きの夫婦世帯の場合)では自分たち以外に頼る人間がいないあるいは

少ないことが多いので夫と妻が協力して子育てや家事をする傾向にある（Ishii-Kuntz, 

2006）。つまり核家族化により家庭内の役割分担を夫婦で協力する環境がより必要になっ

てくるのである。 

 

（２） 女性の高学歴化と就労率の上昇 

 近年、日本では女性の高学歴化に伴い就労率も上昇してきた。文部科学省の「学校基本

調査」のデータでは女子の１９６０年度における短大・大学進学率は５．５％であったが

２００３年度には４８．３％に上昇している。この上昇率は特に大学進学で顕著である（２．

５％から３４．４％）。２００６年度の日本女性の就労率は２０代で７５．８％、３０代で

５６．９％、４０代で５９．８％となっている（総務省統計局「国勢調査」２０００年）。

このように女性の就労率が高くなると同時に共働き世帯も増えてきている。更に妻が外で

職を持ち収入を得ることで夫婦の勢力関係がより同等になるので家事や育児なども夫と妻

で協力してやっている場合が多い。実際にアメリカの研究では妻が高学歴であるほどそし

て収入が多いほど、その夫は家事や育児をより頻繁にしているという研究結果が報告され

ている（Coltrane and Ishii-Kuntz, 1992；Ishii-Kuntz and Coltrane, 1992 など）。 

 

（３） 晩婚化と高齢出産 

 日本では１９７０年代より男女共に晩婚化が進んできた。厚生省の「人口動態統計」に

よると、１９７４年の男性の平均初婚年齢は２７歳、女性は２４．７歳であった。かつて

日本の女性は「クリスマスケーキ」と言われ、「２５」歳までは結婚適齢期であるが、その

年齢を過ぎると結婚には不適（誰からも望まれない）と考えられていた。しかし初婚平均
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年齢は２００４年には男性が２９．６歳、女性は２７．８歳と上昇している。 

 このように晩婚化が進むと高齢出産も当然増えるし、日本の少子化にもさらに拍車がか

かる。日本では３５歳以上の出産を高齢出産と定義していて、様々な医学的なリスクが問

題になっている。しかし年齢が高くなって子どもを産み・育てるということは必ずしもネ

ガティブなことばかりではない。高齢出産までいかなくとも２０代後半以降に初めて親に

なる場合と若くして親になる場合とでは特に職業的環境に差があると思われる。つまり年

齢的に遅く親になる人は職業・収入的にも安定している確率が若くして親になる人よりも

高い。そのためある程度育児などに関る余裕がある環境がすでに出来上がっている場合が

多い。また父親になることを意図的に遅くする人たちの中には「妻のキャリア形成後に出

産」をというような女性の職業に理解を示すなどの考え方がリベラルな男性が多い。その

ため結果として妻の出産後は夫婦協力して育児や家事をしていくケースが多い。 

また２０代後半以降に父親になった人の場合は若くして父親になった人たちに比べると

精神的あるいは情緒的な成長が見られるので、妻の職業意識などにもよりよい理解を示し

ている傾向にある。実際、アメリカの研究では２８歳以降に初めて父親になった男性の方

が、若くして父親になる人たちよりも育児や家事を妻と協力してやっているという調査結

果もある（Coltrane and Ishii-Kuntz, 1992）。このように晩婚化や高齢出産は必ずしもネ

ガティブな経験ではなく、育児や家事の両立を考えるとむしろ夫婦の協力体制が整ってい

るポジティブな環境であると見なすこともできる。 

 

（４） 少子化  

 日本女性の合計特殊出生率（一人の女性が一生に産む子どもの数の平均）は１９７３年

の２．１４をピークとして、第一次オイルショック後の１９７５年には出生率が２を下回

り、以降、人口置換水準（合計特殊出生率がこの水準以下になると人口が減少することに

なる水準）を回復していない。最近の出生動向としては、依然として少子化が進行し、２

００３年には人口学的に「超少子化国」と呼ばれる水準である１．３を下回る１．２９を

記録し、さらに２００５年には過去最低の１．２６を記録した（内閣府、平成１８年版 少

子化社会白書）。政府や研究者の間では主に１９７１～１９７４年生まれの「団塊ジュニア」

の駆け込み出産あるいは景気回復によって出生率はいくらか持ち直す可能性があるのでは

という見方がある。しかし一方で非正規雇用の拡大に伴う労働環境や低所得者層の増加、

更に社会保障や治安など社会全般に対する不安感が依然として強いことを理由に、今後の
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景気や施策次第で出生率は下がり続けるだろうと主張する識者も少なくない。 

 日本政府の少子化対策は１９９０年の「１．５７ショック」以降始まった。しかし当初

はこの少子化傾向が一時的なものであると見られていたために、本格的な対策は１９９４

年策定の「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」（エンゼルプラン）であ

り、保育サービスの量的拡大や多様化などについて、計画的に整備を進めることとした。

１９９９年には保育サービス関係ばかりではなく、雇用や教育なども含む「新エンゼルプ

ラン」を策定した。さらに２００３年には、少子化社会対策基本法が成立した。この法律

は少子化社会における施策の基本理念を明らかにするとともに、少子化に対処するための

施策を推進することを目的としたものである。またこの法律に基づき、総理大臣を会長と

し、全閣僚により構成される少子化社会対策会議が内閣府に設置されることとなった。 

 少子化対策の重点課題のひとつに「男性の子育て参加促進のための父親プログラム等を

普及する」があるが、日本政府は出生率を上げるために１９９８年ころより一般大衆の目

に触れる様々な広報・啓発キャンペーンをしてきた。例えば１９９８年には芸能人の父親

を起用して、子どもと遊ぶ光景を映し出したコマーシャルやポスターを作製し、「育児をし

ない男を父親とは呼ばない」というキャッチフレーズを生み出して話題になった。また最

近では同様な目的のキャンペーンで「私は育児（いくじ）なしの父親でした」といった育

児をしなかった父親の反省を前面に出したポスターメッセージを通じて日本の父親に育児

参加を奨励している。 

これらの前提となっているのは男性が育児あるいは家事をし、働く女性にとって子ども

を産み・育てやすい環境になることで出生率があがるというのであるが、現実を見ると日

本の父親の育児参加率は母親と比べるとかなり低い。例えば平成１０年版厚生白書による

とフルタイムかパートタイムで就労している妻を持つ父親でおむつ交換をしている人は０．

５％、ごはんを子どもにたべさせている人は１．３％と報告されている。また男性の育児

休業取得率は０．５％であったが、女性の場合は７２．３％（２００５年度女性雇用管理

基本調査）と男女の格差が大きい。 

しかし、政府の一連の広報・啓発キャンペーンにより、近年日本では父親の育児参加が

重要視され、男性の育児や子育てにかんする意識も向上している。アメリカの父親研究者

の LaRossa（1988）は父親の「文化」と「実態」を区別して、アメリカの場合、父親は育

児に参加したほうが良いという文化はかなり定着してきたが、実際の育児行動はまだ少な

いと提示している。日本でも育児をする父親の文化は少しずつ容認されてきてはいるが、
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父親の育児参加自体はまだあまり進んでいないのが現状である。しかし、この現実を把握

して厚生労働省の「少子化対策プラスワン」(２００２年)では男性の育児休業取得率を１

０％にするという具体的な数値目標が提示されている。このように男性の育児参加への政

府側の広報や啓発が活発化してくることで、日本の家庭における伝統的な男女役割規範を

変えていく引き金になるのではないだろうか。 

 

 

（５） 終身雇用制の崩壊：男性の仕事に対する意識の変化 

 日本の男性にとってはかつて学卒後直ちに正規雇用者として企業等に入社してその職場

で定年まで勤め上げるという終身雇用制度があった。しかし１９９０年代前半のバブル経

済の終焉により終身雇用制も崩壊の一途をたどっている。そのため、パート・アルバイト、

契約社員、派遣社員などの非正規雇用を選択する男性も増加している。このような雇用形

態やキャリア形成の多様化で男性の職業観も変わってきている。例えば、鹿嶋（１９９３）

は、若年層で、会社に尽くす仕事人間を見直し家庭や地域社会で活動しようとする男性が

増えていることを指摘している。また原山と柏木（２００４）は２５～３９歳で高学歴の

独身男性を対象に職業に対する考え方の調査を行ったが、その結果、「会社に帰属すること

なく仕事を通して自己実現していこうとする職業観」がこれらの男性の中で現われている

ことを指摘した。さらに高度成長期に会社への忠誠を誓い仕事に全力を費やしてきた父親

たちを見てきた「団塊ジュニア」世代の男性は終身雇用という職場での「保障」がなくな

ってきたこともあり、家庭や子どもを持った場合は家族を重視するようになってきた

（Ishii-Kuntz, 1996）。このような経済的構造の変化も家庭内性別役割分担への意識の変化

に多少なりとも貢献している。 

 

（６） 高齢社会 

 日本では１９５０～１９７５年は出生率低下により、それ以降は、死亡率の改善などに

より高齢化率（６５歳以上の人口が総人口に占める割合）が上昇した。２００６年には２

０．７％となり、世界に類を見ない水準に到達している。今後も高齢化率は上昇し続け、

２０２５年には３０％程度になると予想されている（２００６年版高齢社会白書）。 

更に高齢化に伴い、高齢者のライフスタイルも変化してきている。平成１５年度の内閣

府「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」によれば５７．５％の男性、５２．６％
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の女性が健康・スポーツ、趣味、地域行事、教育・文化などのグループ活動へ参加してい

るという。また６５歳以上の高齢者の子どもとの同居率をみると、２００４年には４５．

５％で、１９８０年の６０％と比べるとかなり低下してきている。一方、夫婦のみ世帯の

高齢者は２００４年には３６％となり、１９８０年の１９．６％よりかなり上昇している

（厚生労働省、「国民生活基礎調査」）。 

高齢者の地域活動への参加率上昇や子どもとの同居率の低下をみて推察されるのは高齢

者の生活様式が変化してきていることであろう。従来、高齢者（特に三世代世帯に住む）

は子育てや家事のサポートをしているケースが多かった。しかし最近は孫のお守りをして

過ごすのではなく、旅行や自分の趣味のことをして過ごしたいという高齢者が多くなって

きている。そのため、若年層の父親や母親は自分たちの親に育児や家事を頼むことができ

なくなりつつある。つまり高齢社会の中の高齢者たちは自分たちの人生を歩み、子どもた

ちは色々な面で親から独立していかなければならないという風潮ができる。そしてこの傾

向が若い親たちの家庭内性別役割分担にも影響してきていると考えられる。核家族化と同

様に、親からの育児や家事などへのサポートを得られない場合は、夫婦協力して家庭内役

割をやっていかなければならないのである。 

 

４．就労と家庭 

 前述した社会・人口動態的な変化により家庭内での夫と妻の役割分担や、父親の育児・

家事参加の必要性が増大してきたと言える。しかし少子化や女性の高学歴化で父親の子育

て参加が推奨されても、実際にそれができるかどうかは就労環境などにも関係している。

例えば日本の女性の就労パターンはいわゆるＭ字型で結婚や出産を機に仕事を辞め、子ど

もがある程度育ってからまた就労するという場合が多い。このようなことから職場では女

性の就労継続が可能な環境作りや、女性のキャリア形成への援助をするなどの努力をして

いかなければ家事・育児における男女の格差は減っていかないであろう。 

 昨年、日本では男女雇用機会均等法が制定されてから２０周年を迎えたが、未だ職場に

おける男女差別が根強く存在している。これは第一子を出産する場合、圧倒的に女性の方

が職場を離れること、男女の収入格差、民間の管理職に女性が極端に少ないこと、パート

タイムの仕事に女性が多いこと、あるいは女性だけに制服着用を義務付けている職場が多

いことなどを見ても理解できる。このように職場での男女差別がなくならない限り家庭で

の父親と母親のジェンダー化された関係もあまり変わらないのではないだろうか。 
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 また母親のみならず父親の職場環境も変化していかなければならない。Ishii-Kuntz 

(2003)は育児を積極的にする日本の父親に注目し、「男も女も育児時間を！連絡会」（通称、

育時連）の父親を対象にヒアリング調査をした。その結果、育児休業を取得した父親たち

の中には会社で中傷されたりなどのネガティブな経験をした人たちがいることを報告して

いる。日本の男性が育児に携わることを可能にするひとつの要因としては「ファザー・フ

レンドリー」な企業や会社に勤めていることがあげられる。つまり、「男は仕事、女は家庭」

という見方を変え、男性が家事や育児を積極的に行うには、ファミリー・アンフレンドリ

ーな職場の改善も必要不可欠なのである。 

 

５．まとめ：意識と構造の変化 

日本では社会的・人口動態的な変化に伴い、家庭内の性別役割分担を見直すことが必要

になってきた。そして父親の育児や家事参加への理解と意識はある程度は広まってきたよ

うに思う。これは日本政府の少子化対策の一環として行った父親の育児参加の啓発キャン

ペーン等も貢献している。しかし、現実を見ると、育児をしている父親はまだマイノリテ

ィである。つまり日本では意識的な変化はある程度見られるが、行動的な面でまだ遅れて

いる。 

この理由のひとつとしては、政府の啓発キャンペーンなどは、意識改革を可能にさせる

が、行動面にはあまり影響を与えていないからではないだろうか。つまり啓発キャンペー

ンだけではなく、それに伴う充実した「構造」がなければ、意識だけが先行して実際の父

親の行動は変わらないということだ。この典型的な例としては育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律がある。この制度は仕事と家庭の両立と調

和を実現するためのものであるが、実際は男性の職業役割と女性の家族役割を重視する社

会的規範を反映して育児休業取得率には顕著な男女差がある。男性の育児休業取得率が非

常に低い主な理由としては育児休業中の給料保障の低さがあげられる。１９９２年の法律

改正時には育児休業期間中の賃金保障は２５％であった。しかし現在は「雇用保険法」に

よれば育児休業中は雇用保険から休業前賃金の４０％相当額の休業給付が行われている。

この賃金保障の改善は注目するべきであるが、実際通常賃金の半分以下であるし、日本で

は賃金の男女格差が大きいので（２００１年の男女間賃金格差[一般労働者の所定内給与]

は男性を 100 とした時に女性は 65.3）、男性が育児休業を取得するということはよほど経

済的な余裕がないと不可能である。ちなみに男性の育児休業取得率の高いノルウェーでは
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育児休業中は賃金の１００％が保障されている(石井クンツ、2002)。 

 男性の育児参加に関して言えば、政府の広報・啓発キャンペーンで男性の子育て意識

が高まっても、育児休業中の賃金保障などの構造が整っていなければなかなか実際の行動

が伴っていかないであろう。さらに子育て期の女性が仕事の面で能力を発揮でき、子育て

援助が整っていなければ、日本の女性が家庭と仕事を両立していくことも難しい。男女が

家庭内役割分担を公平に行っていくには意識啓発などを積極的に継続していくことも必要

であるが、もっと重要なのは構造面での改善、改革であると思う。 
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