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はじめに

　本論文は、「主夫の実態・主夫になることを希望する若者の実態とはど

のようなものか」を明らかにするものである。

　先行研究をみると、男性学研究において伊藤公雄（1997）、田中俊之

（2006）、家族社会学研究において舩橋惠子（2006）、白河桃子（2016）が

主夫についての研究をしている。伊藤（1997）は自らの主夫体験から、男

性が家事を行うことを「男のメンツ」が邪魔をする可能性があることや、

「夫に洗濯物を干させているような妻＝家事をきちんとできない女」と思

われたくないという思いが女性を縛っている、というような問題点を明ら

かにしている。田中（2006）は、主夫の存在に対して、「社会が許容しな

いあるいは許容に消極的な多様性を体現すると、人は「逸脱」と定義され、

それゆえの「生きづらさ」を経験することになる」とのべている（田中 

2016:83）。田中は、男性が主夫になることにまだ困難がつきまとう社会の

状況があることを明らかにしている。舩橋（2006）は、夫婦の子育て戦略

についての研究を行っており、その中で主夫家庭の夫婦にインタビュー調

査を行っている。そして、主夫家庭は世間一般の性別役割に戻るように常

に圧力がかかるので不安定であることを指摘している（舩橋 2006）。白河 

（2016）は主夫の妻に焦点を当てて主夫についての研究を行っており、主夫

の妻へのグループインタビューを主に行い、その実態を明らかにしている。

　男性学研究を行う伊藤（1997）や田中（2006）は男性の新たな生き方

として主夫という選択肢を提示するも、男性が主夫をすることに対して周
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囲の視線が存在するということ、そしてそれによって本人が「生きづら

さ」を経験する可能性があるという問題を指摘している。しかし、実際に

主夫にインタビューをしていないにもかかわらず、男性が主夫をすること

の「生きづらさ」や困難を語っており、主夫の実態は明らかにされていな

いため、この結論が妥当かどうかはわからない。家族社会学研究を行う

白河（2016）、舩橋（2006）の研究においては、白河が関心を抱いている

のは主夫の妻に対してであり、主夫そのものがメインの研究ではなく、主

夫の妻の思いに重点を置いている。また、舩橋の研究においては、インタ

ビュー対象者は再就職を視野に入れ一時的に主夫をしている男性であり、

不可抗力で主夫になっている男性なのではないかと考えられる。つまり、

実際に自ら望んで主夫になった男性については触れられていない。主夫の

実態が不明確であることを先行研究の不十分な点とし、本論文では主夫の

実態を明らかにしたい。また、先行研究では、男性が主夫をすることは困

難や「生きづらさ」を伴うので難しいとされてきたが、実際に主夫を続け

ている男性や、主夫になることを志望する若者が存在する。そこで、その

実態を明らかにし、どうすれば主夫家庭はうまくいくのかを考察したい。

この研究の意義は、主夫やこれから主夫になる選択をする可能性のある男

性にとって、どのような条件のもとで主夫を続けることが可能なのかを考

察する材料を提供できることである。

　研究方法は、主に対象者にインタビューを行うこととする。インタ

ビュー対象者は主夫経験が5年以上ある男性4人である。主夫経験が5年

以上ある男性を対象とする理由をのべる。「男性は働いていて当然」とす

る社会の元では、男性が主夫をすることには未だに困難がついてまわると

いわれてきた（伊藤 1996）が、そのような状況下でも、男性が主夫をや

めずに長期間続けていることができたということは、それなりに「主夫家

庭がうまくいっている」と考えられる。そのため、長期間の指標を便宜上

5年以上と定めた。インタビューを行うことで主夫の実態を明らかにし、

うまくいく主夫家庭がなぜ「うまくいったのか」を考察する。さらに、主

夫になることを希望する若者の実態を明らかにするため、大学生を対象に

インタビュー調査を行う。大学生を対象とする理由は、ほとんどの大学生

が就職活動を行ったりそれを目前に控えることや結婚することを意識し始
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める中で、自らの将来展望を時間をかけて考える時期に到達しているため

である。

　本論文における主夫の定義についてのべる。落合恵美子によると、ア

ン・オークレーは現代の主婦役割の特徴として①もっぱら女に割り振ら

れ、②経済的に依存しており、③労働として認知されず、④女にとって主

たる役割であるという4点をあげた（落合 2004:32）。この主婦の定義を参

照して、本論文用に自ら「主夫」の再定義を行い、①自らのことを「主夫」

と自己規定し、②市場化されない家事労働をしており、③妻が夫の扶養者

である男性のことを「主夫」とした。

　本論文の展開についてのべる。1ではインタビュー調査とその考察を行

う。最初にインタビュー調査概要とインタビュー対象者4人のプロフィー

ルを確認する。次にインタビュー対象者の回答をもとに主夫の実態を明ら

かにする。ここでは一日の様子、主夫をしていて「よかった」と感じるこ

と、主夫をしていて「大変だ」と感じることを分析し、男性が主夫役割を

担当する時、女性が行うのとは別の種類の「困難」を抱えているというこ

とを明らかにする。次に従来の男性学研究でのべられてきた、男性の抱え

る「生きづらさ」の問題をインタビュー対象者の回答をもとに検討する。

ここでは、「周囲の視線」の問題を検討した後、主夫男性が主夫を続けて

いくことができるとすれば、どのような要因があるのかを考察する。

　最後にインタビュー対象者の発言から、なぜ主夫家庭を長期間（5年以

上）存続させることができたのかを、妻との関係に着目しながら検討す

る。ここでは従来の性別役割分業があるが故に生じる新たな夫婦の関係性

を考察する。

　2では大学生のアンケート調査とインタビュー調査の考察を行う。最初

に、大学生に「主夫」に関係するアンケート調査を行い、「主夫になりた

い」と考えている男子大学生が一定数いることを明らかにする。次に、主

夫になりたい願望のある男子大学生と、夫に主夫になってもらいたいとい

う願望のある女子学生のカップルにインタビュー調査を行い、主夫になる

ことを希望する若者の実態を考察する。

　最後に本研究の総括についてのべる。
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1　主夫の実態と主夫家庭存続の要因
　本論文における問いは、「主夫の実態・主夫になることを希望する若者

の実態とはどのようなものか」である。本章では、「主夫の実態とはどの

ようなものか」を明らかにするために、主夫経験のある男性4人にインタ

ビューを行う。

1-1　インタビュー調査概要とプロフィール
　調査は、主夫経験（5年以上）のある男性4人に対し、Aさんは2017年

12月に大学の研究室で、Bさんは2018年1月にカフェで、Cさんは2018

年3月にカフェで、Dさんは2018年9月にビデオ通話にて行った。半構造

化インタビューを用い、時間は約45分から1時間ほど行った。

　インタビューの質問項目は、「主夫になった理由」「当時の妻の仕事」「主

夫をしてよかったこと」「主夫をして大変だったこと」「当時の家族の雰囲

気」である。また、それぞれの意見に重要な点があった場合さらに詳しく

インタビューを行った。

　最初に、「主夫になった理由」「妻の仕事」を中心に男性4人のプロフィー

ルを紹介する。

①Aさん：教師になる夢
　Aさんは東京在住の、現在60歳代の男性である。主夫を12年経験し、

現在は大学教授をしている。主夫をしていた当時は高等学校の非常勤講師

をしていたが、その収入は年50万円ほどで、妻の扶養に入っていたため、

自らを主夫と名乗っている。妻と子ども2人の4人家族である。

　Aさんは中学校・高等学校の教員になることを志望しており、そのた

め、大学卒業後（22歳）、大学院進学を目指していた。しかし当時のAさ

んの家庭は大学院進学は金銭的に余裕がなく、親には進学は難しいといわ

れ、そこで当時付き合っていた交際相手が「わたしが稼ぐよ」といったこ

とをきっかけに、その年の秋に結婚し、大学院で研究をしながら主夫をす

ることになった。当時の妻の職業は中学校教師であった。

　Aさんは大学院卒業後に教員採用試験を受ける予定であったが、研究を

しているうちに博士課程に進学したくなり、そのまま就職できずに大学院
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に8年間在籍していたという。30歳の時に大学の非常勤講師を始めたこと

をきっかけに大学を退学し、学会の報告や論文を書きながら中学校・高等

学校教員の職を探していた。34歳の時に高等学校の就職先を紹介しても

らい、そこで主夫をやめたという。

　当時の妻の職業は中学校教師であり、Aさんの学費は妻が払っていたと

いう。Aさんは奨学金ももらっていたため学費の負担はそれほどなかった

が、研究費がかかるほか、子どもも2人いたため決してゆとりのある生活

ではなかったという。

②Bさん：サラリーマンから研究者の道へ
　Bさんは東京在住の、現在46歳の男性である。現在は大学の非常勤講

師をやっているが、妻の扶養に入っているため自らを現在進行形の主夫と

名乗っている。Bさんは、自身のことを兼業主夫であるかもしれないとも

のべている。妻と子ども2人の4人家族である。

　Bさんは大学卒業後、もともと出版社で働いていたという。仕事をして

いるうちに、もっと勉強したいと考え、仕事をしながら大学院に通うよ 

うになった。修士課程まで勉強することはできたが、会社には大学院に通

いながら仕事をすることを反対され、そこで妻が「私が働くよ」といった

ことをきっかけに、大学院の博士課程を履修しながら主夫をすることに

なった。

　妻の職業は栄養士であった。妻はもともと専業主婦であったが、外で働

きたいという意思が強く、大学院の博士課程に進学したいBさんと、外で

働きたい妻の思いが重なり、役割を交代することになった。

　当時の栄養士の給料は非常に安かったため、Bさんが出版社で働いてい

た時に比べ収入がいきなり減ったという。当時借りていたマンションを

引っ越し、生活レベルを落としたが、それでも金銭面でかなりの苦労が

あったようだ。今現在は妻の収入も増え、生活は楽になったという。

③Cさん：「バリバリのキャリアウーマンの妻」
　Cさんは関東在住の、現在50歳代の男性である。主夫歴は14年で、現

在は仕事をしていないため自分のことを主夫と名乗っている。妻と子ども
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2人の4人家族である。妻の職業は医師で、妻の給料だけで比較的裕福な

生活を送ることができているようである。

　もともと夫婦共働きであったが、妻の転勤の都合でCさんは正社員の仕

事をやめ、妻の勤務地へついていき、時間給で働くことになったという。

その後、一人目に産まれた子どもが障害をもっていたことをきっかけに、

妻の方がCさんより稼ぎが良いという理由でCさんが専業主夫になること

になった。

　Cさんはもともと家の中にいることが好きで、人とコミュニケーション

をとることに苦手意識を持っているようである。また、家事をすること、

中でも料理が特に好きなため、外で働くよりも自ら望んで主夫をしている

ようだ。現在、家事の9割はCさんが担当していて、育児は8割が妻の担

当であるという。朝起きてからの食事の用意や掃除や洗濯はCさんが行っ

ているが、子どもの送り迎えや子どもの勉強をみることは妻が行ってい 

るという。Cさんは子育てにも苦手意識があるようだが、家事は好きなよ

うだ。

④Dさん：なりたかった人生の選択肢の一つ
　Dさんは福岡在住の、現在34歳の男性である。主夫歴は5年で、現在は

仕事をしていないため自分のことを主夫と名乗っている。営業職をする妻

と子ども2人の4人家族である。

　もともと夫婦共働きであったが、子どもが産まれたことをきっかけにど

ちらかが家庭に入ることになった。夫婦共に、幼少期は付きっ切りで子育

てをしたいという意見が一致していたが、妻は家事が苦手で専業主婦に

なることは難しく、そのためDさんが主夫になり家事や育児をするように

なったという。

　Dさんは幼い頃から女子が好むと思われるようなことを好んでいたとの

べる。そのため中学生の頃から「主夫」という人生の選択肢も頭の隅に

あったようだが、実際に主夫になるのは厳しいということも理解していた

という。しかし今の妻と出会って子どもを授かったところ、「家事育児は

したくないからしてほしい」と頼まれ、中学時代に抱いていた願いが叶う

こととなった。
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1-2　主夫の実態
　ここでは主夫の実態を明らかにする。4人のインタビュー対象者の回答

より主夫の一日の様子を把握したのち、「主夫をしていてよかったこと」

「主夫をしていて大変だったこと」という質問項目への回答を分析し、主

夫がどのようなことをよかったと思っているのか、そして主夫がどのよう

な悩みを抱えているのかを解明する。

1-2-1　主夫の平日の一日の様子
　ここでは、インタビュー対象者の回答をもとに、主夫をしている男性が

どのような一日を過ごしているのかを確認する。

①Aさん：妻との連携
　Aさんの場合、6時に起きて朝ご飯を作り、子どもの送り迎えや夕食作

りは妻と分担して毎日時間のある方が行っていたという。Aさんは大学院

生で、毎日のスケジュールが固定されていたわけではなくその日その日で

やることが変わっていた。家事や子どもの送り迎えの合間に大学に行った

り家で研究を進めていた。

②Bさん：研究と家事・子育ての両立
　Bさんの場合、朝7時に起きて朝食を作り、子どもを保育園まで送り、

午前中に家事をしていた。Bさんは大学院生であるため、午後から大学へ

行き、大学内でのアルバイトをしながら授業を受け、残りの時間で研究室

で研究をしていたという。17時には家に帰って子どもを迎えにいき、食

事と入浴の世話をして寝かしつけ、そこから自分の研究をしていたとい

う。子どもが喘息持ちということで掃除を念入りに行わなければならず、

苦労していた。

③Cさん：余裕のある主夫生活
　Cさんの場合、朝5時半に起きて朝食の用意をし、片づけをしてから9

時くらいまで家事をし、その後夕ご飯のための買い物にいくという。そこ

から3時間ほど自由な時間があり、夕ご飯の用意をして、そこから後片付
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けやお風呂掃除を終えて、寝るのは22時くらいである。子育ては妻の担

当であり、子どもの世話や学校への送り迎えは妻が担当しているため、C

さんには自由な時間がある。

④Dさん：子育てで慌ただしい毎日
　Dさんの場合、朝7時に起きて朝食とお弁当の用意をし、妻と子どもを

車で送るという。妻と子どもを送って帰ってきてからは下の子どもの世話

をしながら家事をする。下の子は現在1歳であり、その世話があるため、

昼食の用意も大変なようだ。食事が完了してからは幼稚園へ上の子どもを

迎えにいき、公園で遊んでから帰宅し、夕食の支度をするそうだ。夕食の

準備が完了してからは子どもの入浴の世話をし、本を読んで寝かしつける

までするという。そのあとに帰宅する妻の食事の用意や片付けなどを終え

て、すべての家事・育児が完了するのは0時から1時くらいだという。

1-2-2　主夫をしていて「よかった」こと
　ここでは、インタビュー対象者の発言をもとに、主夫をしている男性

が、主夫をしていてどのようなことがよかったかと感じているのかを明ら

かにする。

　　 　少なくとも料理はするようになったよね。今でもしてるし。（Aさん）

　　 　子どもの成長をみられるってのはいいですね。今妻は忙しくて家族

とあんまり話す時間がないから。一生のうち子どもと接する時間は短

いから、それは嫌だなって思ってます。相談事とか、嫁さんではなく

僕にしてくれてるってのは、親として嬉しいです。（Bさん）

　　 　自分の時間を自由に使えること。あと、人に会わないで、気を使わ

なくてすむところ。自由な時間には、釣りをします。家から15分く

らいのところに釣り場があって、時間があれば行きます。（Cさん）

　　 　一般的なサラリーマンの男性と比べてだと、時間の自由があること
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かな？　やることはなんだかんだあって遊び惚けることはできないけ

ど、時間の縛りが薄い。あと、子どもの小さい時の家にいる姿ってな

かなかみられないから思い返してみるとそれはよかったことかも。成

長の度合いってのをみれるのがいいですね。（Dさん）

　料理など、本来はやるはずのなかった家事をするようになったこと、子

どもと接する時間が多く子どもの成長をみることができること、時間の制

約があまりないことがよかったこととしてあげられた。

1-2-3　主夫をしていて「大変だ」と感じること
　ここでは、インタビュー対象者の発言をもとに、主夫をしている男性

が、主夫をしていてどのようなことが大変だと感じているのかを明らかに

する。

　　 　自分の中では就職できないってことがつらかったよねえ。そもそも

僕が行ってた大学は研究者がでる大学じゃなくて。なかなか就職が決

まらないのは困ったね。娘は小学校上がっちゃって仕事がないのは

困ったなあって思ってたね。（Aさん）

　　 　保育園も時間が決まっているのでとにかく慌ただしいです。まぁ普

通のことなんですけど、大変ですね。子どもは小さい時は自分の欲求

が先行しますし。（Bさん）

　　 　あとお金の面。出版社に勤めていた時は同年代に比べて給与もよ

かったのでいい暮らしをしてたんですけど、それが私がやめて妻が働

いたので。なんだかんだこの社会、男性が有利になっていて。栄養士

の給料ってめちゃくちゃ安いし、いきなり収入がガクンと減りまし

た。（Bさん）

　　 　ママ友との付き合い。女性と話すのはうまくないし、そもそも人と

話すこと自体苦手なので。話を盛り上げたり、気を使って話すってい
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うのはうまくなかったから、グループの中にうまくとけこめなかっ

た。とけこんだ方が、情報が入ってくる。子どもはどういう病院に連

れていったらいいとか、そういう日常的な細かい情報は仲良くなって

たほうがもらえたのかなと思います。（Cさん）

　　 　小さい頃だと授乳関係に苦労しました。外でぐずったらお湯を探し

てミルクを作らないといけない。上の子はよかったけど下の子がミル

クを全然飲まない子で。おなか減って泣くけどミルクは飲まないし母

乳は出ないしでもう泣きわめくのをどうすればいいかって、小さい時

はそれが一番苦労しました。子どもが大きくなってくると、今度はト

イレが困る。男性トイレの中のおむつ台みたいなところって、すごく

汚いんですよ。そこではかえたくないので、車まで戻って車でかえた

りします。子どもが年中とかでトイレに行けるようになってきても、

今度は女性トイレには自分は入れないので、共用トイレがない所だと

男性トイレに行かないといけない。その男性トイレがまた地獄のよう

に汚いんですよ。移動して探しにいきます。（Dさん）

　　 　家計はカツカツです。子ども二人だと、節約生活をしないと収入分

から支出分も出てしまうくらい。でも現状の社会的なとこで考える

と、みんな厳しいと思う。奥さんがバリバリ医者とか弁護士ですとか

でないと。そこは男だろうが女だろうが厳しいなって考えになるか

な。（Dさん）

　主夫をしていて「大変だ」と感じることとして、就職ができないという

問題、人付き合いについての問題、経済的な問題、そして男性が子育てを

するという環境についての問題があげられた。

　インタビュー対象者のこれらの回答からは、男性が主夫役割を担当しよ

うとしたとき、女性が行うよりも問題が生じやすいということが明らかに

なっている。

　一つ目は人付き合いについての問題である。Cさんはもともと人付き合

いが苦手なうえに、ママ友という異性の集団に入りにくかったとのべてい
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る。そして、その輪に入らないと子育てにおいての重要な情報を入手する

ことができず、不利益を被る可能性があるとものべる。女性でも人付き合

いが苦手な人もいると考えられるが、男性においてはそれに加えて一人で

異性の輪に溶け込まなければならないため、さらに深刻な問題である。マ

マ友だけで構成された輪ではなく、同性がその輪にいることで男性が育児

に関わりやすい環境に近づくと考えられる。また、インターネットの活用

など、そのような輪に入らなくても子育てに有益な情報を入手しやすくす

るといった環境づくりも有効な手段である。

　二つ目は男性が子育てをする環境がまだ整っていないという問題であ

る。Dさんは、男性が子どものおむつをかえようとした時に、男性用トイ

レが汚く、備え付けのおむつ交換台の使用が憚られるとのべている。そも

そも男性用トイレで娘のおむつをかえることに抵抗のある男性もいること

も考えられる。Dさんは大型ショッピングセンターのような家族連れの多

い場所ではおむつをかえる環境が整っているとのべており、大型ショッピ

ングセンター以外の共用トイレの増加が望まれる。

　Dさんは、ミルクを作る環境が整っていないことも問題としてあげてい

る。ミルクを用意するのも簡単ではなく、またミルクを飲まない子どもの

場合はどうしたらいいか困っているようだ。

　施設の設備からみて、男性が子育てをする環境が整っているとは言い難

い上に、授乳は母親しかできないため、女性が子育てをしたほうが問題が

生じにくいということがわかる。その結果、女性が担ってきた部分を依然

として女性が担い続けることになりかねないため男性が子育てをしやすい

環境の整備が望まれる。

　三つ目は経済的な問題についてである。Bさん、Dさんは、共働きでな

いため、経済的に余裕がなかったとのべる。Bさんが「なんだかんだこの

社会、男性が有利になっていて」と発言しているように、社会においては

依然として男性の賃金よりも女性の賃金のほうが低いという現状がある。

多賀太（2016）は経済分野を例に日本社会の男性優位の状況を紹介してお

り、2013年の常用雇用者の所定内給与額は、男性を100とした場合に女

性では74.8であり、男性は女性と同じ時間働いて女性の平均1.34倍の額

の給与を得ているという（多賀 2016:33）。女性が一家の稼ぎ手となるこ
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とは未だにハードルが高い世の中と言える。主夫という選択肢をとりやす

くするためにも男女の給与格差の解消が望まれる。

1-3　なぜうまくいったのか――「生きづらさ」に着目して
　ここではインタビュー調査で得ることのできた主夫経験者の声を、先行

研究の結果を踏まえながら考察する。

1-3-1　周囲の視線、家族の視線
　ここではインタビュー対象者の発言から、「周囲の視線」についてのべ

られたものをとりあげ、確認する。

①Aさん：「胡散臭くみられてた」

　　 　子どもが小学校あがったとき、子どもが学校で家族についての作文

読んだみたいで。うちではご飯はお父さんが作るっていうことを作文

で読み上げた時に、なんでーみたいになったらしい（笑）。あと、歯

医者に行ったときに、扶養家族なので、保険証が女の人じゃない。母

親かなんかの扶養家族だと思われてたみたいで、胡散臭くみられてた

ね（笑）。（Aさん）

　　 　普通に歩いてて感じたってのはなかったね。だって若くてぶらぶら

してるのなんていくらでもいるじゃない。アパート住んでたけどそこ

ら辺の人になんか言われたこともないし。さすがに朝の時間の井戸端

会議とかには参加しなかったなあ。（Aさん）

　　 　女房の実家が大変だったね。お父さんは大丈夫だったんだけど、お

母さんの見る目がだんだん厳しくなってって。大事なうちの娘をみた

いな（笑）。（Aさん）

　　 　子どもはとくに何も感じてないはず。娘もなんてこともないから作

文で書いたわけで、恥ずかしいとも思ってなかったはず。（Aさん）
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　Aさんの語る主夫の経験には、「お父さんが家で家事をしていること」

に驚く娘のクラスメートや、保険証の扶養者の名前が女性であることに妙

な反応を示す歯科医院の従業員が登場した。また、Aさんが研究を続ける

年数が増えるうちに、厳しい視線を送るようになった妻の母親も登場して

いる。子どもからは主夫をしていることを疑問視されたり嫌がられたりす

るということはないようだ。

②Bさん：保育園の中で問題視

　　 　近所の人は、僕が日中いるのが不思議で。あの人何してるんだっ

て。たまに道にたむろしてるおばあちゃんに、あんた何やってるのっ

て聞かれたこともあります。あまりいい気はしないですね。目を気に

して閉じこもることはしないですけど。（Bさん）

　　 　子どもを預けていた保育園の園長先生は、男性が子どもを育てるの

はよくないと思っていた。保育園の中では結構問題視されていたと思

います。男が子どもを育てる事例がないから、心配されてたみたいで

す。送り迎えの時は、僕が行ったらあんた何してるのって言われる

し、それと同じように、女性もそういう場にいかないことであの人は

何やってるのって言われる。女性が子どもをみるってほうがうまくま

わる社会であるとは思います。（Bさん）

　　 　妻の両親はあまり偏見のない人で、主夫をすることには特に何も言

われなかった。世間体まったく気にしないとかではないですけど。で

もそもそも娘には単に家庭に入ってほしいんじゃなくて、活躍してほ

しいと思っていたみたいです。だから僕が主夫をやることには寛容

でした。一般の家庭と比べたら、偏見は全然ないほうだと思います。

（Bさん）

　　 　子どもからはとくに何も言われなかったです。でも、僕男料理なん

ですね（笑）。結構雑で、子どもからは弁当まずいって言われてまし
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た（笑）。（Bさん）

　Bさんの語る主夫の経験には、男性が日中に出歩いていることに興味を

持つ道端の高齢女性や、男性が育児をすることを問題視している保育園の

園長が登場している。妻の両親はBさんが主夫をすることには非常に寛容

であり、そのことで苦労したということはないようだ。子どもからは主夫

をしていることを疑問視されたり嫌がられたりするということはないよう

だが、Bさんの作るお弁当に文句を言われたことはあるようだ。

③Cさん：「幸せでいいね」と言われる

　　 　周囲の視線は、とくにないですね。言われたことがない。逆に、う

ちの母親からはお前は幸せでいいねっていわれます。なんで男なのに

働かないのってのは、うちの両親からも、向こうの両親からも、1回

もないですね。人付き合いの中で、なんで男のくせに働かないのよと

は2回言われたことはあるかも。でも喧嘩とか言い合いとかじゃなく

て、普通の会話の中で言われたような気がする。なんて答えたんだっ

たかなー、忘れちゃった（笑）。嫌だったってことはとくに残ってな

いです。（Cさん）

　　 　子どもには、なんで働かないのとかは聞かれたことはないですね。

（Cさん）

　Cさんの語る主夫の経験では、周囲の視線はとくになかったとのべる

が、実際には人付き合いの中で男性が仕事をしていないことを疑問視され

たことはあるようである。Cさんの両親、妻の両親ともにCさんが主夫を

することに寛容であり、そのことで苦労をしたことはないようだ。「男性

なのに子育てをしている」ということを褒められることはあるとCさんは

のべる。子どもからは主夫をしていることを疑問視されたり嫌がられたり

するということはないようだ。
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④Dさん：ママ友は結構フレンドリー

　　 　何もないね。本当に本当に強いて言うなら、嫁側のおばあちゃんに

いつ働くのって聞かれるくらい。裏ではどう言われているかわからな

いですけどね。自分の耳に入る範囲ではあんまりない。あ、あと美容

院で「お仕事何されてるんですか」って聞かれて「仕事はしていませ

ん」って答えると変な雰囲気になるくらいですかね（笑）。（Dさん）

　　 　うちの地域だからかわからないけど、ママ友は結構フレンドリーな

人が多くて。公園とかにいても普通に話せる人が多いんで、苦労する

かなーって思ったそのへんは、意外と何ともなかった。（Dさん）

　　 　子どもはまだ何も言わないですね。まだそういう時期になってない

と思う。うちの子は完全にパパっ子なんで、その辺はまだ喜んでるく

らい（笑）。パパが家におるからいいみたいな。これが思春期とかに

なったらどうなるかはわからないですけどね。（Dさん）

　Dさんの語る主夫の経験では、周囲の視線はとくになかったとのべる

が、実際にはCさんと同様に、人付き合いの中で男性が仕事をしていない

ことを疑問視されたことはあるようである。Dさんが美容院で職種を聞か

れ「仕事をしていない」と答えた時に、気まずそうな反応をするというエ

ピソードがそれである。一方、Dさんは主夫になった当初ママ友と上手く

人間関係を築けるか心配していたようだが、そこについては問題なく付き

合っていけているようである。

　Dさんは、子どもからは主夫をしていることを疑問視されたり嫌がられ

たりするということはないようである。また、子どもの年齢的にもまだそ

れを気にする段階ではないとDさん自身で分析している。

1-3-2　逸脱と定義した人、そうでない人
　田中は「社会が許容しないあるいは許容に消極的な多様性を体現する

と、人は「逸脱」と定義されると述べている（田中 2009）。ここでは主夫
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をしている男性が周囲の人に「逸脱」と定義されたか、また、そうでな

かったかを考察する。

　4 人のインタビュー対象者の話からは、男性が仕事をしていないこと

を、物珍しいように思う人がいるということがよくわかる。一方で、男性

が仕事をしていないことに理解を示す人もインタビューの中に登場した。

Bさんの発言には、Bさんが主夫をすることに寛容である妻の両親も登場

している。Cさんは自分の母親に幸せでいいねとまで言われている。ま

た、Dさんの場合、公園にいてもママ友とも仲良く過ごしているようであ

る。そして、4人のインタビュー対象者に共通する点は、男性が主夫にな

ることに妻の理解があった点、自分の両親に主夫をしていることについて

反対された人はいなかったという点、子どもに主夫をしていることを悪く

思われたことはないという点である。

　身近でない人からの偏見はあったが、自分の妻や両親や子ども、ママ友

など頻繁に接する人には「男性が働かないこと」に理解を示されていると

いうことがわかる。

1-3-3　男性は「生きづらさ」を経験していたか
　田中によると、社会が許容しないあるいは許容に消極的な多様性を体現

すると、人は「逸脱」と定義され、それゆえの「生きづらさ」を経験する

ことになるという（田中 2009）。では男性たちは田中がのべるような「生

きづらさ」を経験しているのだろうか。ここでは男性が「生きづらさ」を

感じていたかを考察する。

　Aさんの場合、周囲の視線の存在を認識していたがそれ自体は「生きづ

らさ」の原因とはなっていなかったようである。「生きづらさ」を感じて

いたのは、主夫をしていたことではなく、「就職ができないこと」であっ

た。しかし、本人が「働かなければならない」という意識を常に持ち続け

ていたこと、そして今は就職し主夫を名乗っていないという点は着目すべ

き点である。

　Bさんの場合、周囲の視線の存在を認識していたが、だからといってそ

れを気にして外に出にくくなったり、それが原因で主夫をやめてしまった

りするということはないということは着目すべき点である。
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　一方、CさんとDさんの場合、基本的に周囲の視線はなかったとのべ

る。これは、「周囲の視線はなかった。とはいえ男性が主夫をすることは

まだまだ世間的にもめずらしく、周囲の視線が存在すること自体は別にお

かしくないし、だからといって気にするほどのことでもない」ということ

である。特にこの二人は、田中がのべるほどの男性の「生きづらさ」を経

験しているとは言い難い。

1-3-4　なぜ主夫を続けていられたのか
　ここでは4人のインタビュー対象者の発言をもとに、主夫をしている男

性が「生きづらさ」を感じない、また、感じたとしても主夫をやめるにま

で至らないとすればどのような要因があるのかを考察する。これらは、全

てがインタビュー対象者に当てはまったものであり、この条件が揃えば男

性が「生きづらさ」を感じずに主夫を続けていられる、また、「生きづら

さ」を感じていたとしても主夫をやめるにまで至らない可能性が高い。

①身近な人の理解がある
　田中によると、社会が許容しないあるいは許容に消極的な多様性を体現

すると、人は「逸脱」と定義され、それゆえの「生きづらさ」を経験する

ことになるという（田中 2009）。しかし、1-3-1でのべたように、4人の

インタビュー対象者は、身近でない人からの偏見はあったが、自分の両親

や子ども、ママ友など頻繁に接する人には「男性が働かないこと」に理解

を示されているということがわかった。本論文におけるインタビュー調査

によると、身近でない人からの偏見は、そこまで「生きづらさ」を感じる

要因にはならないようである。そして、頻繁に接する人間に「男性が働か

ないこと」を受け入れられているというのは主夫にとって「生きづらさ」

を感じない要因の一つになりうると考える。もし身近な人が「男性が働か

ないこと」を許容しないという環境であり、排除しようとするならば、男

性は「生きづらさ」を感じ続け、主夫を続けていられない可能性がある。

②自分のための時間を確保できている
　4人のインタビュー対象者は、主夫をしながらも各々が自分のための時
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間を確保できているということが共通点であった。もちろん家事や育児で

忙しいため何でも好きなことをできるわけではないが、例えば、1-2での

べたように、Aさん、Bさんは自身がやりたいと望んでいた研究をしなが

ら主夫を続けていた。Cさんは主夫をしていても自由な時間がとれ、Cさ

んの趣味であるという釣りもできている。Dさんはもともと専業主夫にな

ることが夢の一つであり、家事や育児にかかわることがそもそもやりたい

ことの一つであった。

　主夫の生活は忙しく大変なことも多いが、自身のやりたいことができて

いるという現状があれば「生きづらさ」を感じずに主夫を続けていくこと

ができる可能性がある。

③不本意でない
　4人のインタビュー対象者は、病気や失業などが原因で主夫をしている

わけではなく、不本意で主夫になったわけではないと語る。唯一Aさんの

場合、仕事がなかなか見当たらず苦労したとのべるが、研究もやりたいこ

とのひとつであり、まったくの不本意で主夫をしていたとは言い難い。白

河桃子は主夫家庭を①夫だけが満足な場合②妻だけが満足な場合③夫婦と

もに不本意な場合④夫婦ともに幸せな場合の4つに分類しており、③の夫

婦ともに不本意な場合の例として、「夫が病気、リストラなどで不本意に仕

事を降り、妻がやむを得ず大黒柱になった場合、双方が不満」とのべてい

る（白河 2016:241）。このように、主夫家庭にも、やむをえず主夫になっ

たというパターンも存在するようである。しかし、本論文におけるインタ

ビュー対象者4人は、自らの意思で主夫になることを選択していた。これ

は主夫をしている男性が生きづらさを感じない原因の一つと考えられる。

④親の柔軟なジェンダー観の影響
　4人のインタビュー対象者の共通点は、自分の親に主夫になることを反

対された人はいないという点である。仮に親が「男は男らしく一家の稼ぎ

手とならなければならない」というしつけをしていたら、子どもが主夫に

なる可能性は低いと考えられる。

　中西祐子によれば、家庭は性役割の社会化エージェントの一つであり、
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とりわけ少年期に重要な社会化エージェントは両親であるという（中西 

2009:232）。従来の性別役割分業にとらわれない親だからこそ子どもが主

夫になることを反対せず、そしてそのような親に育てられた子どもも、従

来の性別役割分業にとらわれず主夫という選択肢をとることができたとい

う可能性が考えられる。

　「男性は働いていて当然」とする社会のもとでは、仮に男性が主夫にな

るという選択をしたとしても、主夫を続けていくことが難しくなる可能性

が大いにある。明らかになった4つの条件は、全てがインタビュー対象者

に当てはまったものであるため、主夫家庭を成り立たせようとした場合は

まず4つの条件が揃っている環境に夫婦が置かれているかを確認すること

が主夫家庭の存続につながると考えられる。

1-4　なぜうまくいったのか――妻との関係に着目して
　ここではインタビュー対象者の発言から、妻との関係に着目しながら、

なぜ主夫家庭がうまくいったのかを考察する。

1-4-1　妻への尊敬
　インタビュー対象者からは、妻への尊敬の声を聞くことができた。

　　 　彼女はすごいできる人なんですね。かなり業績もあげて、業界では

今有名人でして。仕事もすごく楽しいみたいです。今は愚痴もいって

ますけどね。楽しそうです。（Bさん）

　　 　家のことは（妻が――引用者）良い感じにおさめてくれている。彼

女のキャパで。奥さんのことは尊敬してる。人間的にできあがってい

て、彼女ほどのスーパーウーマンはいないと思います。なんで俺を選

んだのかなってくらい。逆に不思議。（Cさん）

　　 　母親（Cさんの妻――引用者）が明るいので、家は明るいですね。

彼女がいないと、家の中がシーンとした感じ。（Cさん）
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　Bさん、Cさんが自分の妻について語るとき、妻を褒めるということが

特徴的であった。妻を尊敬し、いかに「できる人」であるかを語っている。

　主夫男性が妻を尊敬する理由として、従来の性別役割分業が関与してい

ると考えられる。本来男性には稼得責任があるという認識があるうえで、

妻が稼得責任を負っていることに対する感謝と尊敬である。男性優位の世

の中でも、男性に引けを取らないレベルで一家の稼ぎ手となる妻を尊敬す

る気持ちがあるということが考えらえる。また、性別役割分業がある中で

お互いがあえて逆のことをしているということに、感謝の気持ちがうまれ

やすいと考えられる。

1-4-2　家事・育児の分担と当事者意識
　インタビュー対象者の声で興味深いものが、妻との家事・育児の役割分

担についてである。4人の発言からは、妻も家事・育児に関与していると

いうことがわかる。

　　 　女房は保育園連れていって、あとは私が保育園連れていったり。夕

食は早く帰ってきた方が作る。（Aさん）

　　 　僕男料理なんですね。結構雑で。嫁さんからも怒られますし、子ど

もからは弁当まずいって言われてました（笑）。それから妻が作るよ

うになりました。僕が作るべきなんですけどね（笑）。（Bさん）

　　 　僕はいい加減なので、大変な時は怠けてたりしましたし。妻には怒

られましたけども。（Bさん）

　　 　家事は1：9くらいで私の方が多くて、子育てに関しては8：2くら

いで妻の方が多い。どういう点が多いかっていうと、家の中にいる時

の子どもの相手はすべて妻。長男のお世話や子どもの宿題をみたり。

上の子は一人で学校に行けないので学校まで連れて行くんですけど、

送っていくところまで妻がしています。夕方子どもが帰ってきて、塾

に行くまでとか、妻が勉強みたりしています。（Cさん）
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　　 　家事はほぼほぼ 10 割自分です。やってくれないとかじゃなくて、

やらせたくない。人にやられたとき、人のやり方がダメなタイプの人

間なので、やらせると喧嘩になるかも（笑）　。育児に関しては向こ

う（妻――引用者）が休みの間とかは結構任せてて自分は家事したり

してるし、そういう意味でそこは分担になるのかな？（Dさん）

　4 人の発言からは、妻が家事・育児に協力的であるということがわか

る。夫が主夫をしていても、働く女性の家事・育児の負担は依然としてあ

るかもしれない。しかし、夫の場合、主夫だから家事・育児に携わらない

といけないという意識と、妻の場合、女だから家事・育児に携わらないと

いけないという両方の当事者意識により、一般的な家庭より家事・育児が

うまくまわりやすい可能性がある。主夫家庭がうまく成立し、何年も続け

ていられる、またはいられた理由の一つに、お互いの家事・育児への当事

者意識が高いことがあげられると考える。

1-5　主夫家庭にみる新たな関係性
　以上のインタビュー調査の結果からは、男性が主夫になる場合、女性が

主婦になるのと役割を反転させただけではないことがよくわかる。1-2で

主夫男性の実態を探ることで明らかになったのは、男性が家事・育児をす

ることの困難についてであった。インタビュー調査から聞くことができた

人付き合いについての問題、経済的な困難の問題、そして男性が子育てを

するという環境についての問題は、女性が主婦となり家事・育児をするこ

ととは異なる困難が男性には存在するということが明らかになった。

　また、男性が主夫をやめずに続けることができたのは、①身近な人の理

解がある②自分のための時間を確保できている③不本意でない④親の柔軟

なジェンダー観の影響という4つの要因があったからということが明らか

になった。これは4つの要因すべてがインタビュー対象者の4人に当ては

まるものであり、主夫家庭を成り立たせようとする場合、この条件を作る

ことが主夫家庭の存続につながると考えられる。これから主夫になる選択

をする可能性のある男性は、以上の条件を満たせそうかを確認してみると

よいと思われる。
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　1-4では男女の役割を入れ替えることによる効果も明らかになった。お

互いが従来の性別役割分業とは別のことをしているが故に生まれる感謝と

尊敬の気持ちである。また、主夫家庭ではあるが、妻も家事・育児に積極

的に関与し、夫婦ともに家事・育児に当事者意識を持っていることが、お

互いが協力し家庭がうまくまわりやすい原因となっている。

2　大学生の主夫に対する意識
　本論文における問いは、「主夫の実態・主夫になることを希望する若者

の実態とはどのようなものか」である。本章では、「主夫になることを希

望する若者の実態とはどのようなものか」を明らかにするために、大学生

にアンケート調査とインタビュー調査を実施する。

2-1　アンケート調査
　ここでは、大学生を対象として実施したアンケート調査の考察を行う。

2-1-1　アンケート調査概要
　2017年7月17日に、A大学のジェンダー関連科目を受講している大学

生（男子大学生60名、女子大学生57名　計117名）を対象に、主夫に関

する意識についてのアンケート調査を実施した。このアンケート調査は、

7月17日の授業に出席した全員が回答している。したがって、この調査は

集合調査といわれるものである。集合調査であるため、一定の偏りがあ

る。そのため、ここではインタビュー調査をするための手がかりとして、

集合調査を扱うこととする。

2-1-2　アンケート調査の考察
　以下の図1～図8はアンケートの結果をあらわしたものである。
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図1　「専業主夫」という存在を知っているか（男性）

図2　「専業主夫」という存在を知っているか（女性）
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20 

図3　身近に専業主夫である人がいるか（男性）

図4　身近に専業主夫である人がいるか（女性）
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図5　専業主夫という生き方に賛成できるか（男性）

図6　専業主夫という生き方に賛成できるか（女性）
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図7　専業主夫になりたいか（男性）

図8　専業主夫の男性と結婚してもよいか（女性）
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　図1と図2は、「専業主夫という存在を知っているかどうか」を男子学

生、女子学生にそれぞれ尋ねた結果である。図3と図4は、「あなたの身近

に専業主夫である人がいるか」を男子学生、女子学生にそれぞれ尋ねた結

果である尋ねた結果である。「専業主夫という存在を知っている」という

項目には、男子学生の95.0％、女子学生の98.2％が「はい」と回答してお

り、主夫の存在は大学生の間でほぼ認知されているということがわかる。

一方で、「あなたの身近に専業主夫である人がいる」という項目に「はい」

と回答したのは、男子学生は3.3％、女子学生は5.2％と非常に少なくなっ

ており、主夫という存在の認知度は高いが、実際に身近に存在するという

ケースは稀だということがわかる。

　図5と図6は、「専業主夫という生き方に賛成できるかどうか」を男子学

生、女子学生にそれぞれ尋ねた結果である。「専業主夫という生き方に賛

成できる」という項目には、男子学生の77.6％、女子学生の80.3％が「は

い」と回答しており、大学生の間で主夫という生き方に理解があるという

意識があるということがわかる。

　図7は、「専業主夫になりたいかどうか」を男子学生のみに尋ねた結果

である。「専業主夫になりたい」という項目では、男子学生の38.6％が「い

いえ」と回答しており、専業主夫という生き方に理解はあるが、自分はや

りたくないと考えている男子学生もいることがわかる。一方、男子学生の

26.3％は「はい」と回答しており、実際に専業主夫になりたいと考えてい

る男子学生が一定数いることも明らかになっている。

　図8は、「専業主夫の男性と結婚してもよいかどうか」を女子学生のみ

に尋ねた結果である。「専業主夫の男性と結婚してもよい」という項目で

は、女子学生の47.3％が「いいえ」と回答しており、ここでも、専業主夫

という生き方に理解はあるが、自分は結婚したくないと考える女子学生も

いることがわかる。一方、女子学生の29.8％が「はい」と回答しており、

主夫男性と結婚してもよいという女性が一定数いることも明らかになって

いる。

　これらの回答からは、環境によっては、若者が「主夫家庭」を築くこと

もありえないことではないということがわかる。
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2-2　インタビュー調査概要とプロフィール
　インタビュー調査は、主夫になりたい願望のある男子大学生Eさんと、

夫に主夫になってもらいたいという願望のある女子学生Fさんのカップル

に対し、2018年11月、カフェにてグループインタビューを行った。

　半構造化インタビューを用い、時間は約45分行った。

　インタビューの質問項目は、Eさんには「主夫になることに対する悩み

や不安」「なぜ主夫になるという選択肢をとろうとしているのか」である。

Fさんには、「交際相手が主夫になることに対する悩みや不安」「なぜ交際

相手が主夫になるという選択肢を受け入れることができるのか」を質問し

た。そして、「お互いの性格」や「主夫家庭がうまくまわるとしたらどの

ような要因が考えられるか」を二人で話し合ってもらった。また、それぞ

れの意見に重要な点があった場合さらに詳しくインタビューを行った。

　最初に、EさんとFさんのプロフィールを紹介する。

①Eさん：音楽活動で生計を立てる夢
　Eさんは東京の大学に通っている、現在22歳の大学4年生である。2019

年の4月から一般企業に就職予定であるが、軽音系のサークルに入ってお

り、音楽活動で生計を立てていきたいという願望がある。現在、同じ大学

の同じサークルに所属している2歳年下の交際相手がおり、その交際相手

が「好きなことをやってほしい」と言ったことをきっかけに、一般企業で

働くのではなく、主夫になって音楽活動をしたいと考え始めている。

　Eさんは母子家庭で育ったため、母親が外で働いている間に家事や5歳

年下の弟の世話をしてきたという。家事や人の世話は得意なようである。

②Fさん：「働くことが好き」
　Fさんは東京の大学に通っている、現在20歳の大学2年生である。2歳

年上のEさんと交際している。高校生の頃から好きでアルバイトをしてい

て、将来も働いて多くの稼ぎを得たいと強く思っている。両親が共働き

だったため経済的に余裕があり、習い事などをさせてもらったことに感謝

の気持ちを持っている。そのため、自分も仕事熱心な母親になって子ども

に好きなことをしてもらいたいという思いがある。
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　人の世話は得意なようで、Eさんと旅行に行った際の行程などはすべて

Fさんが決めたという。面倒見がいい一方で、家事は苦手である。音楽活

動をしたいと思っているEさんのことを応援しており、結婚後は音楽活動

をしながら主夫として家事・育児をしてほしいと考えている。

2-2-1　悩みや不安
　ここでは、最初に、Eさんが主夫をしながら音楽活動をするという生活

にどのような不安を感じているかを、EさんとFさんの発言から確認して

いく。

　　 　男のプライドみたいなのってありますよね。僕の年収が 300 万で

こっち（彼女――引用者）が500万とか稼いで、かなりの差があると、

俺って……みたいな気になるから、音楽でもそこそこで、スタジオ

ミュージシャンとかで色々できて、正社員とかそれより上くらいもら

えるようになりたいなってのはありますね。まぁ収入の悩みってのは

やっぱり尽きないかなって思います。（Eさん）

　　 　（不安は――引用者）全然ないです。家のことさえやってくれたら

何やってもいいよって。わたし家事全般無理なんで。洗濯機の回し方

とか、洗剤どれかもわからない。トイレ掃除とか食器洗うのも嫌い。

家のことやってくれれば。（Fさん）

　Eさんは主夫をしながら音楽活動で生計を立てたいと考えているが、交

際相手より年収が少なくなる可能性があるということに抵抗を感じるよう

である。一方Fさんは、交際相手が主夫になるということに、一切不安を

感じていないようである。Fさんには、経済的な不安はまだなく、自分が

稼いで一家を養うことができるという明確な自信があるようだ。また、F

さんは家事が苦手なようで、その苦手な分野をEさんに担ってほしいと考

えている。
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2-2-2　主夫になるという選択肢
　ここでは、なぜEさんが主夫という選択肢をとろうとすることができて

いるのかを、Eさんの発言から確認していく。

　　 　この先人生をいく上で、多少なりと茨の道というか。このご時世、

女性が社会進出してるっていっても、男が働かないでちゃらんぽらん

してるのも、ヒモじゃんって言われたりするので。だから、そんな中

でわたしが稼ぐからいいよって言ってくれるのはすごいありがたいと

思います。だからといってそこで甘えるわけじゃなくて、自分のやり

たいことをしっかり突き詰めていきたいなっていう考えではありま

す。（Eさん）

　Eさんは、未だに男性が働かないということが簡単に周囲に受け入れら

れる世の中ではないと考えているようだ。そして、多少の苦労があるとい

うことは理解した上で、それでも自分の好きな音楽活動を突き詰めていき

たいという思いがEさんにはある。社会的には男性が働かないということ

を受け入れられない可能性があるが、身近な人の理解があるということが

非常にありがたいことであるとEさんは考えている。Ｅさんはこれらの要

因があるからこそ、主夫となって音楽活動をすることができるのではない

かと予測している。

　　 　自分は母子家庭なんですね。小学校3年生から母一人で。そういっ

た意味で、平均的な家庭より家計は苦しかったと思います。でも中学

から僕を私立に入れてくれて。大学も私立で、弟も高校で私立通って

て。多少の援助はあるかもしれないけど学費とか馬鹿にならないなっ

て。親（母親――引用者）がバリバリ仕事してる人なので、だからこ

そそういうこと（主夫になりたいということ――引用者）が言えてる

のかなってのはあるんですけど。（Eさん）

　Eさんは母子家庭で、母親一人で子ども2人を育ててきたという。その

ため平均的な家庭よりも経済的に余裕がなかったというが、仕事熱心な母
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親の努力で子どもを私立に通わせられるくらいの生活ができていたとEさ

んはのべる。Eさんの記憶にある父親は、仕事から帰宅するのが夜中にな

る程には多忙な男性だったという。一方で、そもそも自分が主夫になって

音楽活動をするという選択肢を考えることができているのは、母親の影

響があるのではないかとEさん自身は考えている。母親が一家の稼ぎ手に

なっているからこそ、Eさんは女性が一家の稼ぎ手になることにそれほど

抵抗がなく、主夫になるという選択肢をとろうとすることができている可

能性がある。

　最後に、Eさんが主夫という選択肢をとろうとすることができている他

の理由の一つとして、興味深い要因があげられた。

　　 　僕はわりかし人と違うことをしたいみたいな。あんまり高校とか中

学の時とかもあんまり先生に従うのとか好きじゃなくて、反抗精神

じゃないけど、社会の男が働いて女は良妻賢母みたいな社会の風潮に

対しても疑問というか。反抗したくて。自分の好きな音楽をやりつつ

生活するってのが自分の理想です。（Eさん）

　Eさんは昔から規範的なことに従うことが嫌だったとのべる。そのた

め、「男性は外で働き女性は家庭を守る」といった従来の性別役割分業も

疑問視しているようで、自らの実践を通して反抗していきたいという思い

があるようである。インタビュー調査を行った主夫をしている男性4人の

中にもこのような思いを持つ男性がいたかもしれないが、自ら明確に「反

抗したい」という思いをのべたのはEさんが初めてであった。

2-2-3　主夫を受け入れるということ
　ここでは、Fさんはなぜ交際相手が主夫になることを受け入れられるの

かを明らかにする。

　　 　なんかEさんはやりたいこと（音楽活動――引用者）があるらしい

からそっちをやってほしい。（Fさん）
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　　 　家のことさえやってくれたら何やってもいいよって。わたし家事全

般無理なんで家のことやってくれれば。（Fさん）

　　 　家に全然いてくれてかまわない。わたし一人で家にいたくないし。

家に人がいてくれたほうが安心感があります。小さい頃ずっと家に一

人だったんで。寂しいので誰かいてほしい。お父さん単身赴任して

て、小4くらいから。営業職で、夜中まで接待とかで大変で、帰って

くるのも終電後とかだったから。（Fさん）

　Fさんは、Eさんの音楽活動をしたいという思いを純粋に応援している

ようである。Eさんを応援できる根拠として、Fさんには、自分が稼いで

一家を養うことができるという明確な自信があるようだ。Fさんは、両親

が共働きということもあり、働いて収入を得ることに興味を持っている。

　Fさんは家事は苦手なようで、その分夫に家事をしてほしいと考えてい

る。また、Fさんは負けず嫌いな性格だが、裏腹に寂しがりやな性格でも

あるようだ。Fさんは小さい頃に両親が共働き、かつ長時間労働で寂しい

思いをしており、家に人がいてくれると安心するため、夫には主夫になっ

て家にいてほしいとまで考えている。

　Eさんが音楽活動をしたいという思いが、Fさんが働きたいという思い

と一致しているカップルであるといえる。1でインタビュー調査を行った

主夫男性の中にも、お互いの利益が一致しているという夫婦が見受けられ

た。従来の性別役割分業よりも、お互いの利益を優先させるという合理的

な選択をしようとしている。

2-2-4　二人の考える成功の秘訣
　EさんとFさんに、仮にEさんが主夫になった場合、主夫家庭がうまく

存続していくとしたらどのような理由が考えられるかを質問した。

　　Eさん： いうほど稼ぎたい欲もなくて、プライドもあるけど。でも働

きたいっていってくれてるし。生活スタイルが合って、一緒

にいる時間がとれるってのが大事。LINEとかだと結構喧嘩
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しちゃうんですよね。一緒にいない時は喧嘩しちゃうのに、

一緒にいるときは平気。だから一緒にいる時間が長い方がい

い。だからそういうのが成功する要因になるのかも。

　　Fさん：一緒にいる時間が長い方がうまくいきそうなんだね。

　　Eさん： すれ違いが嫌で。彼女がバリバリ働いてて、全然会えなく

てっていうのは、コミュニケーション的にもよくないよね。

一緒にいる時間がとれれば円満にやっていけると思う。

　　Fさん：わたしもそう思います。

　EさんとFさんは、二人の関係としてコミュニケーションを多くとれる

ということが成功の秘訣になると考えているようである。夫婦が共働きに

なった場合、コミュニケーションをとる時間が減ってしまうことを一番問

題視しており、主夫家庭の場合はそれが解決されると考えている。Fさん

が仕事から帰った時に、家にEさんがいるというのが理想の状態のようだ。

2-2-5　主夫家庭を選択する理由
　今回インタビューを行ったカップルは、音楽活動をしたいというEさん

の思いと、稼ぐから家事や育児をしてほしいというFさんの思いが一致し

ているカップルである。

　Ｅさんは主夫として生活していく中で、「男としてのプライド」や周囲

の視線が存在するが故に苦労するかもしれないとのべる。しかし、それを

応援しようとするＦさんの存在や、自分のやりたい音楽活動を突き詰めた

いという思いがあり、それらがあるからこそ、主夫になり音楽活動を続け

ていけるのではないかと前向きな気持ちでいる。また、Eさんの場合、母

子家庭で育ち、母親が一家の稼ぎ手であるからこそ、自分が主夫になると

いう選択肢をとろうとすることができているのではないかとEさん自身で

分析している。

　そして、二人は、主夫家庭を選択することのさらなるメリットとして、

コミュニケーションを多くとることができるのではないかと考えている。

EさんもFさんも親世代の長時間労働の問題を目の当たりにし、それが原

因となって家族内でコミュニケーションが不足している様子を実感して
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いる。Eさんの記憶にある父親は深夜に帰ってくるような男性であったと

いうし、Fさんは両親が共働きで父親の帰宅は夜遅く、いつも寂しい思い

をしていたという。だからこそEさんもFさんも、家族とはコミュニケー

ションを多くとりたいという思いが強くなり、主夫家庭を築くことでそれ

を解消したいと望んでいる。Eさん、Fさんのカップルは、両親が共働き

であることや、両親の長時間労働の影響があったからこそ、家族と過ごす

時間をきちんととりたいと考え実践しようとしているのである。

おわりに
　1 では 5 年以上の主夫経験のある男性 4 人にインタビュー調査を行い、

その考察を行った。1-2で主夫男性の実態を探ることで明らかになったの

は、男性が家事・育児をすることの困難についてであった。インタビュー

調査で聞きとることができた人付き合いについての問題、経済的な困難の

問題、そして男性が子育てをするという環境についての問題の存在は、女

性が主婦となり家事・育児をすることとは異なる困難が男性にあるという

ことを明らかにした。

　また、1-3では、周囲の視線の問題など、従来男性学で語られてきたよ

うな男性の「生きづらさ」について検討してきた。実際に「生きづらさ」

を与えるような周囲の人の視線は存在し、男性もそれを認識していたこと

が確認できた。しかし、男性が「生きづらさ」を感じていたとしても、主

夫をやめずに続けることができたのは、①身近な人の理解がある②自分の

ための時間を確保できている③不本意でない④親の柔軟なジェンダー観の

影響、の4つの要因があったからということが分析できた。

　1-4では男女の役割を入れ替えることによるメリットも明らかになった。

お互いが従来の性別役割分業とは別のことをしているが故に生まれる感謝

と尊敬の気持ちである。また、主夫家庭ではあるが、妻も家事・育児に積

極的に関与し、夫婦ともに家事・育児に当事者意識を持っていることが、

お互いが協力し家庭がうまくまわりやすい原因となっていると考察した。

　2 では、大学生の意識調査とインタビュー調査の考察を行った。最初

に、大学生に「主夫」に関係するアンケート調査を行い、「主夫になりた

い」と考えている男子大学生が一定数いることを明らかにした。次に、主
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夫になりたい願望のある男子大学生と、夫に主夫になってもらいたいとい

う願望のある女子学生のカップルにインタビュー調査を行い、「主夫にな

りたい」「夫に主夫になってもらいたい」と考える若者の意識を明らかに

した。そして、このインタビュー調査からは、「主夫」という言葉を使っ

て二人の将来像を組み立てようとするカップルが存在するということが明

らかになった。また、この事例は、二人が共働き家庭の問題点を踏まえ

て、「主夫家庭」という新たな問題解決の方法をとろうとしているという

こと、性別役割分業を変えたいと願いそれを自らの体験をもって実践しよ

うとしているということを明らかにしており、新しい時代の一つの生き方

を提示してくれている。

　本論文で主夫男性の「生きづらさ」の中身を分析したところ、従来いわ

れてきた男性の「生きづらさ」とは別の困難がみつかった。そして、主夫

男性が「生きづらさ」を感じていたとしても、それとうまく付き合ってい

ける要因を明らかにした。これは、主夫やこれから主夫になる選択をする

可能性のある男性にとって、どのような条件のもとで主夫を続けることが

可能なのかを考察する材料となる。

　まず、主夫やこれから主夫になる選択をする可能性のある男性が、主夫

を選ぶ、または主夫を辞める自由を確保することである。そのため、主夫

やこれから主夫になる選択をする可能性のある男性だけでなく、全ての男

性や女性が、主夫（主婦）を選択する、主夫（主婦）をやめる自由を社会

は整備しなければならないといえる。その上で、その選択が不本意なもの

でないか、そしてパートナーの理解があるかをお互いに確認できることが

望ましい。

　次に、主夫をしている男性が自分のための時間を確保することである。

主夫家庭には困難もついてまわるが、自分のための時間を確保することが

できていれば、その困難も乗り越えていける可能性があることが本論文で

は明らかになった。そして、自分のための時間を確保する必要があるのは

主夫に限った話ではなく、全ての男性や女性が自分のための時間を確保で

きることを可能にする環境を社会が整備する必要がある。

　最後に、男性が主夫という選択肢をとりやすくなるように、「男性は一

家の稼ぎ手とならなければならない」というジェンダー観を社会全体で変
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えていく必要がある。無意識のうちにでも「自分が一家の稼ぎ手とならな

ければならない」というジェンダー観を持つ男性は、仮に主夫家庭という

選択肢をとることになったとしても、「生きづらさ」を感じて主夫をやめ

てしまう可能性がある。そのようなジェンダー観は、親からの影響を受け

て形成されている可能性があり、無意識のうちに絶対視しているものであ

る可能性が考えられる。そのため、社会全体でそのような価値観を相対化

すれば、より柔軟なジェンダー観の獲得につながると考えられる。

　本論文におけるインタビュー対象者の主夫男性が困難を感じていたの

は、人付き合いについて、経済的な問題について、そして男性が子育てを

するという環境についてあった。これらは男性が主婦役割を担当しようと

した時、女性がそれをするのとは別の困難があることを明らかにした。ま

ずは社会的にこれらの問題を解決する必要があり、これらが解決されるこ

とにより、人々が多様な選択をとることができるようになる。

　まずは、男性が育児をしやすい環境の整備が望まれる。共用トイレの増

加やミルクを作りやすい環境づくりなどは、一企業の努力だけに頼らず、

国が積極的に進めていくべきである。これらの環境の改善により育児に関

与する男性が増加すれば、インタビュー調査で明らかになった異性だけで

構成された輪に溶け込みにくいという人付き合いの問題も解決される。育

児に関わる男性がさらに増えれば、いずれパパ友の輪が構成され、情報共

有という点において男性が不利を被ることもなくなると思われる。

　次に、一刻も早い男女の給与格差の解消が望まれる。女性が一家の稼ぎ

手となることが困難な状況は、主夫家庭という選択を希望する夫婦の大き

な障害となる。

　経済的な問題の解決は、主夫家庭という選択を可能にするだけでなく、

女性の「生きづらさ」からの解放にもつながる。なぜなら、女性の「生き

づらさ」の一つとして、能力発揮、成功、上昇の機会が奪われたり制限さ

れたりすることで生の基盤が脅かされ、それによって女性自身の生存のた

めの稼得能力を求めることが困難になることがあげられるからである。

　これらの問題の解決により、人々が多様な選択肢をとるようになること

ができる。人々が多様な選択肢をとることができるようになることによ

り、「男性は外で働く」「女性は家庭で家事育児をする」という既成概念が

─68─

主夫と主夫志望の若者の実態



相対化されると考えられる。
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