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子 どもの い ない女性 の
子 ども を も つ イ メ ー ジ に つ い て
一有配偶女性 へ のイ ンタ ビュー を手 がか りに一
白 井 千 晶
1.背 景 と本稿の位置づ け
「対策J力 S接 尾辞のようについて 「少子
少子化が 「社会問題」 として語 られ、
化対策Jが 社会 のテーゼになって久 しい。社会科学研究 においても、 なぜ子 ど
もをもたない (一 人ももたない、あるいは希望数 どお り子 どもをもたない)の
か、裏返せば、どうしたら子 どもをもつのか、がしばしば調査研究の対象 になっ
てきた。そこでは、保育所や育児休業 など仕事 と家庭 の両立 (フ ークライフバ
ランス)の 困難や性別役割分業 に関す る意識、育児ネットワークなど育児環境、
低収入や雇用 の不安定化、教育費 など経済的要因、未婚化などが議論 されてき
た (例 えば松田2013)。
しかし、子 どもをもたない要因 は、社会経済的要因や意識・定位家族などの
個人属性 で計量的 に説明できない要素もあるだろう。例 えば山田 (2007)は 、
「魅力格差」や コ ミュニケージョンスキルについて論 じている。
また、政府 の統計調査では、結婚後 に親なり (parendng,親 になること)を
す るのが標準的であるとい う規範 と実態 に沿 ってか、無配偶者 に対 しては、結
婚 については詳細 に尋ねるが、親 なりについては意思を尋ねるのみで (出 生動
向基本調査)、 無配偶者 がもつ親 なりのイメージについては明 らかになっていな
い。
筆者 はベネ ッセ教育総合研究所 と共同で、子 どもをもっていない有配偶・ 無
配偶の男女に量的調査 と質的調査を実施 した (「 子 どもを持つ ことについての調
査 2013」 )。 量的調査は、2007年 に子 どもをもっていない有配偶・ 無配偶 の女
性 を対象に実施 された調査 「子 どもを持つ ことについて」(25〜 45歳 女性 で無子
の都市圏の未婚500名 、既婚500名 が回答)の 経年比較調査 として実施 された調
査である。2013年 調査 では、調査対象を男性にも拡大 し、25〜 45歳 の都市圏の
有配偶・無配偶男女を対象 に実施 された (イ ンターネット調査、回律 ,159名 )。
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調査結果 の概要 は F未 妊 レポー ト2013』 にまとめ られてい るが、 そ こで特徴的
だったのは、親 な り意欲 は高 いのに、子 どもをもつ イメージ はネガテ ィプであっ
た ことである。
調査結果 か ら具体 的 に示す と、 5〜 7割 が 「ぜ ひ子 どもがほしいJ「 で きれば
子 どもがほ しい」 と回答 していた (未婚 男■ 489%、 未婚女性 54.2%、 既婚男
「子 どものい る暮 らしイメー ジ」 を複 数回
性673%、 既婚女性 569%)一 方 で、
答 で選択 して もらうた ところ、最 も割合 が高 かったのは 「お金 がかかる」(既 婚
男性 564%、 既婚女性 678%)、

2位 は 「責任 」(既 婚男性 536%、 既婚女性

646%)と 、負担感 があげ られ、「成長」「楽 しい」「幸せ 」 な どポジティプなイ
メ ー ジは、 それ らの次 にあがっていたので ある。
「子育 て イメ ー ジJ「 親 になることlビ 対す る姿勢
そ こで、本調 査 グル ー プは、
(距 離、 リア リティ、準備状態 =レ ディネス)」 を質的 に調査す るために、量的

調査後 に、イ ンタ ビュー調査 を実施することにした。本 稿ではこのイ ンタビュー
調査 か ら明 らかになった 「子 どもが い ない女性 が もっている、子 どもをもつ イ
メー ジJに つい て検討 したい。

2.イ ンタ ピュー調査実施概要
イ ンタ ビュー調査 は親 な りに対 して現実的 に考 える機会 が多 いで あろ う有配
偶・ 無子の30代女性 に焦点 を当てることとし、調査時点で妊娠 して い ない30〜
37歳 の首都圏 の女性 12名 を対象 に実施 した。調査概要 を表 1に 、イ ンタ ビュー

協力者 の概 要 を表 2に 示 した。
イ ンタビュー対象者 は、表 1に 記載 したように、30〜 37歳 を、30〜32歳、33
〜35歳 、36〜37歳 の 3カ テ ゴ リに分 け、 それぞれ 4名 ず つ イ ンタ ビュー した。
事前 にイ ンタ ビューのためのア ンケー トを依頼 し、量的調査結果 の分布 にあわ
せ て、 4名 の うち 3名 を子 どもがほしい人、 1名 をほ しい と思わない人 (親 な

り希望 は4段 階で回答)、 有職 2名 以上t無職 1名 以上、結婚 2年 以内2名・結
婚 3〜 5年 以内1名 を含むよう割付をおこなった。表 2中 のグループ①〜③ は
年齢区分を、セグメント① は無職、結婚 2年 以内、子 どもがほしい と回答、セ
グメン ト② は有職、結婚 2年 以内、子どもがほしい と回答、セグメント③ は有
職、結婚 3〜 5年 以内、子どもがほしい と回答、セグメント④ は子どもがほし
いと思わない と回答、を示 している。
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表1

インタビュー調査の概要

2013年 10月 19日 〜20日

実施年月

調査 時点 で有配偶・ 無子・ 妊娠 してい ない女性 12名
30〜 32歳 、33〜 35歳 、36〜 37歳 の年齢 区分各 4名 で、量的調査結果 で
対象者の人数 の
分布 にあわせ、子 どもがほ しい人 3名 ・ ほ しい と思わない人 1名 、
と属性
有職 2名・ 無職 1名 、結婚 2年 以内 2名 。結婚 3〜 5年 以内 1名 を含
むよう割付 をお こなった。
方法 と内容

半 構造化面接法

ベネ ッセ教育総合研究所 、共同研究者・ 自井千晶
プロフィール、親 な ,意 志、配偶者 の意向、子 どもをもちたい 。もち
イ ンタ ピュー
た くない理 由、育児環境、 ロールモデル、子 どもの い る暮 らしのイ
内容
メージ、情報源
心理的負担 をかけない よう、答 えた くない質問 には答 えな くてよい こ
と等 を説明 した。
調査 に当たっては個人情報 を取得 してい ない。
倫理的配慮
対象者サ ンプ リングの委託業者 は個人情報保護 の方針 をもち、 プライ
バシーマークを取得 してい る。

調査実施

表2
ID

1

就業状態

無職

インタビュー協力者 の周性
事前回答
親 な り希望
:

年齢

31歳

グルースЭ セグメント①
無職&結婚 2年以内

30〜 2歳

子 どもがは しい

グルー プ① セグメント②
有職 &結 婚 2年以内
子 どもがはしい

2

派遣・ 契約社員

31声 陀

30〜 32歳

3

派遣・ 契約社員

32歳

30〜 32歳

子 どもがほ しい と
思 ってい る
やや、子 どもがほ
しい と思 ってい る

グループ① セグメント③
子 どもがほ しい と
有職&結婚 3〜 5年以 思 ってい る
い
内

子 どもがほ し

グルー/O セグメント④
子 どもがほしい と思わ

4

派遣・ 契約社員

30粛 詭

30〜32歳
ない

5

無職

33病 晟

33〜 35歳 無職&結 婚 2年以内
子 どもが は しい

6

派遣・ 契約社員

34歳

33〜 35歳

グループ② セグメント①

グループ② セグメン ト②
有職 &結 婚 2年 以内
子どもがほしい

‑ 85 ‑

子 どもが ほ しい と
思 わ ない

子 ども力̀ほ しヽヽと
思 っている
子 どもがほ しい と
思 って い る

ID

就業状態

事前回答
親 な り希望
:

年齢

グループ② セグメント③

7

会社員

33貴 晏

ほ い
33〜35歳 有職&結婚 3〜 5年以 子 どもが し と
思 ってい る
内 子 どもがほ しい

8

会 社員

33歳

33〜35歳

グルー ス② セグメント④
あ ま り子 どもがほ
子どもがほしいと思わ
しい と思 わ ない

ない

9

無職

36滝 曼

グループ③ セグメント①
無職&結婚 2年 以内

36〜 37歳

子 どもが ほ しい

グル‐プ③ セグメント②

派遣・ 契約社員

37店 発

36〜 3磯

自営業

36月 発

36〜37歳

会社員・ 会社役員

37歳

36〜 37歳

欄 &結 婚
子 どもがほ しい

2似

内

やや、子 どもがほ
しい と思 ってい る
子 どもがほ しい と
思 って い る

グルースЭ セグメン ト③
やや、 子 どもがほ
有職 &結 婚 3〜 5年 以
しい と思 っている
内 子 どもがほ しい

グループ③ セグメント④

子 どもがほしい と思わ

ない

あま り子 どもがほ
しい と思わない

有配偶 、妊娠 した ことが な く、子 どもがいない女性

3.結 果
イ ンタ ビューの文字起 こし (テ キス ト)す べ て を対象 にK」 法 によって質的内
「産 むイメー ジが ない」
「産 むイメー ジ
容分析 をお こなった結果 を図 1に 示 した。
が具体的 にある」 2つ の項 目はほぼ独立 して いて、それぞれ に収飲 してい く項
「イメ ー ジがないJ「 イメー ジが
目群 が発見 された。 しか し、後 に述 べ るように、
ある」両方 に向 か う項 目や、 ベ ク トルが曖味 な項 目もあ った。以下、項 目群 ご
とに詳 しく説明 したい。 なお、 イ ンタ ビューの語 りは、個人 を特定 で きない よ
う配慮 し、引用 にあたって骨子 を変 えない範囲 で文章 を整除 した。語 り中の下
線 は引用者 による ものである。
以下、導 き出された (1)経 済的問題、(2)子 どもをもつ ことへ のネガティ
プなイメ ー ジ、(3)子 どもが いる生活 経験 の有無 とリア リティについて順 に説
明 したい。
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(1)経 済的問題
子 どもをもたない理 由 として筆頭 にあげられ るのは、年収の低 さや不安定 さ、
教育費 の高 さ、退職等 による機会費用 の高 さな どの経 済的要素 だろ う。 出生 動
向基本調査では、有配偶者が理想の子 ども数 をもたない理由で最 も高 い割合 だっ
たのは 「子育 てや教育 にお金 がかか りす ぎるか ら」(604%)だ った

1。

本調査

において も、子 どもがほ しい と語 る人 も、子 どもがほ しい と思わない、 イメ ー
ジがない と語 る人 も、教育費の問題、経済的問題 を語 つていた。
今、 出産準備 をそろえるお金 も準備 で きない状況 で、妊娠 した として も、
仕事 も結局辞 めなけれ ばな らない状況 になる と思 うんです ね。(ID4/子 ど
もがほ しい と思わない)
夫 が定年 になった らとい うのを考 えると、一人 が限界 かな。(ID7/子 ども
がほ しい)
自分 たちの給料 で生 活 して い くのが ぎ りぎ りなので、子 どもが増 えた とき
に養育費 とか学校 のお金 とか、 どうなのかな。(ID2/や や子 どもがほしい)
ここか らわか るのは、子 どもがほ しいか否 かに関わ らず子育 て費用や教育費
の問題 があ げ られてお り、経済的不安 の有無 が、子 どもがほ しいか否 かに順接
的 に関連 をもって い るわ けではない ことである。
語 りを分析 して い くと、経済的不安 はも う少 し複雑 で、経済的不安の背景 に
は 「 きちん と育 て なければ」 とい う 「構 え」 力 ること、 もう一 点、経済的不
'あ

安 ゆえに子 どもをもたない イメ ー ジ をす る場合 と、経済的不安ゆ えに経済的課
題 への準備 をす る場合 があること、 がわかった。例 えばID3、 ID4は 次 のように
語 る。
本人 にや りた い ことがあった ときに、お金 の関係 でさせ て あげられない と
い うのがな く、や りたい と思 った らい ろい ろさせてあげたい とい う気持 ち
が私 も彼 も強 くて、子 どもは一人が一 番 いいん じゃない かって。(D3/子
どもがほ しい)
1出

生動向基本調査では、独身者 に対 し、希望子 とも数 は尋ねてい るが、その理由については尋ね
ていない。

‑87‑

普通 に育て上 げれば何 とかなるかもしれないけど、旅行 に行 つた り、周 り
の子 どもに話 を合わせ るためにおもちゃやゲームを買 い与 えられない状況
におそらくなるのではないか と。(ID4/子 どもがほしい と思わない)
子 どもがほしい とい うD3も 、子 どもがほしい と思わないID4も 、経済的な間
題で子 どもに不 自由をさせてはならない、人並みでなければならない とい う構
えをもっているといえよう。
「子 どもをもつのは無理 だ」 とい う、子 どもを持つこと
他方、経済的不安 は、
。
「経済的
に対する否定的 消極的な態度 を帰結するとは限らず、ID5の ように、
課題べの準備」 に向かう場合 もあることがわかった。
今から貯金を始めていて、子 どもの学費分だから絶対手をつ けないように
ID5/子 どもがほしい)
しようとい うのがある。〈
つ まり、経済的 な問題 は、確 かに、子 どもをもたないこと、予定の子 ども数
が当人の理想の数 よ り下回 ることと関連す るだろうが、常 に順接関係であると
は限 らない とuヽ えよう。

(2)子 どもをもつことへのネガティブなイメージ
次 に、子 どもをもつ ことへのネガティプなイメージについて検討 したい。ネ
ガティプなイメージは、子 どもをもうことで東縛 される、責任が増すなどの「掏
束 と責任 の回避」 力S思 い浮かぶだろ う。実際、出生動向基本調査 の独身者調査
「仕事 にうち
では、結婚 した くない理由として「自由や気楽さを失いたくない」
こみたい」 とい う項目が立てられている。
本調査の量的調査 でも、有配偶女性 が親 なりを希望 しない理由は「子育ては
「自分 の時間を大切 にしたい」の割合 が高 く (482%、 390%)、 有
大変そう」
配偶男性 は経済的理由として解釈できる「今 の生活 レベルを維持 したい」308%
「子育ては大変そう」
「自分の時間を大切 にしたい」
の次 に高い割合 だったのが、
「
い
で
だった (286%、 276%)。 また複数回答
子 どもの る暮 らしのイメージ」
「責任」
「忙 しいJの 順 で割合
を尋ねたところ、有配偶女性 では「お金がかかる」
が高 く (67.8%、 646%、 566%)、 4位 でようや くポジティプな 「成長」力Sあ
がる (548%、 5位 「楽 しい」534%、 6位 「幸せJ536%)。 このように、子
育てについては、経済的負担 に対するネガティプなイメージのほかに、時間的
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制約や責任 の増大 な どのネガティ プなイメ ー ジがあることがわ か る。
イ ンタ ビュー の語 りでは、次の ように語 られて いた。
結婚 は35歳以降 と思 って い ました し、子 どももほ しい とか思 ってなかった
です。結婚 イ コール束縛 みたい な。(ID3/子 どもがほ しい)
仕事 よ り海外旅行 が好 き。子 どもを持 つ ことのハ ー ドルになるのは、仕事
が続 けられ ない ことよ り、海外旅行 です。昔 か ら一人 でい るのが好 きなん

ID9/や や子 どもがほしい)
です。〈
仕事 では努力 して い るので、 自分 の生活 はしっか り楽 しみた い。40代 もあ
ま り人 に東縛 されないで 自由 に生 きて いたい。(ID12/あ ま り子 どもが ほし
くない)
そのほかに、イ ンタ ビュー では、 自由の拘束、責任 の増大 とい うカテ ゴ リに
括 られないネガティプ・ イメ ージが浮 かび上 がった。例 えばt次 の ような語 り
である。
夫婦 二人 の関係 が壊 れるのが嫌 だ とず つ と思 って いて。女 の人 は子 どもを
産 んだ ら育児脳 になるって。 主人 が一番大事 だったのに子 どもが一番大事
になった りして。自分 が変化 して しまうのが怖 い。(IDl1/や や子 どもがほ
しヽヽ
)

太 った り痩せたりを繰 り返すから弛みます よね。母乳 をあげると弛む。重
みもやだ。腹の中に10ヶ 月 もいるのが鬱陶 しい。 こう [世 間の母親]は な
りたくない。老 け込んだ印象が。お金は何 とかなるじゃない。(ID7/子 ど
もがほしい)

IDHも ID7も 、子 どもが ほ しい とは思 って い る。 しか し語 りで は、ネ ガティ
プなイメー ジが並 べ られ、子 どもをもつ ことに消極的 であった り、今す ぐとは
思わない理 由 が あげられ る。
興味深 い ことに、語 りの冒頭 では、経済的理 由、育児 と両立 しづ らい職場 で
あること等 が語 られ るのであるが、後半 になって語 られるのは、上記 のように、
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海外旅行に行けな くなる (ID9)、 「育児脳」になるのが嫌だ、自分や夫婦関係 が
変化 してしまうのが嫌 だ (IPll)、 身体 が老化 した り妊娠するのが嫌 だ (D7)、
とい う忌避感である。 これは、妊娠・ 出産によって失 う機会費用 とい うよ り、
「変化への抵抗感」 と理解する方が適切だろう。
「[職 場 での]ポ ジションも悪 くない し、人間関係 も悪 くないの
その他にも、
で、今の生活を捨てる気持ちは毛頭ない」(ID12)、 「仕事 は辞 めた くない、土 日
も仕事をしたい、産体を取ることすら嫌」(ID4)、 「公園デビューやママ友づ く
りが怖い。 また友達 を作 らない といけないのが面倒 くさい」(ID8)と い う語 り
があ り、 これは量的調査であらか じめ分類されたカテゴ リに回答するならば、
「仕事 との両立がで きない」
「育児不安」 と回答 したかもしれないが、語 りを分
析 してぃ くと、生活 の変化への忌避 と理解できることがわかる。

(3)子 どもがいる生活経験の有無とリア リティ
最後 に、 3点 目の項目群 は、子 どものいる生活のイメージが リアルにあるか
どうか、である。さらに子 どもがいる生活 の経験有無が、 このイメージと連関
してい る可能性 が浮 かび上がった。 また、子 どもがいる生活が リアルにイメー
「ちぐは ぐなイメージ」 と関連 していることも浮かび上がっ
ジで きない ことは、
た。
最初 に、子 どもが い る生 活 のイメ ー ジが リアルであるか どうかであるが、D2
は、
「友達 の子 どもが生 まれて会 いに行 くとかわ いい。 自分 は子 どもが泣いてい
てもなぜ 泣 いてい るかわか らない のに、母 である友人 は子 どもの ことがよ くわ
からてぃるの を間近 に見 て」 お り、 また、
「甥姪が いて、夫 も甥姪 を可愛 がって
遊 びに連れ 出 した り」 して い る。子 どもがい る生活 は 「私 か ら見 ると大変 だ と
思 うけど、お母 さん的には大変 じゃない。友達 か らの いい イメ ニ ジ、笑 って る
イメー ジなので、楽 しいのかなと思 うJと 語 ってい る。
「弟 が10歳 年下 で、赤 ちゃんが身近 な存在」だ と語 るID3は 、
「友達夫婦 が会 う
ときに赤 ちゃんを連 れて きて くれ ることが あって、抱 っこさせ て もらって、す
ごくかわいい。夫 もおっかなびっ くりでも抱 っ こさせ て もらって」 と、子 ども
がいる生活 を現 在形 で も経験 している。結婚 は東縛 と責任 だ と考 えていたと語 っ
「妊活 の本 を買 った」
ていたが、夫婦 でも現在出産や子育ての ことを語 り、
「出
二
は
い
lヶ
「
後
月 ぐら 実家 に帰 る と思 う」 自分 は夫 に出産 の立 ち合 いは辞めてほし

い とお願い しているが、夫 はしないなんて何を言 っているんだとざらてぃる」
と語 り、将来、妊娠・ 出産することについて、現実的なイメージをもっている
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ことがわか る。
「4人 きょうだいで、小 さな頃 か ら、子 どもが い ない生活 を考 えなかった こと
はまずないJと い うID5は 、「子 どもはい らない とい う人 とは結婚 しなかったか
「二人産 ん で育 てるな ら、 そろそろ一人 目を産 んでおか
もしれない」 と語 った。
ない と」 と時期 について具体的 に考 えてお り、妊娠 した として近所 にク リニ ッ
「近所 にク リニ ックが 2つ あって、 どち らかに行 く
クがあるかを尋 ねた ところ、
と思 う」 と情報 をもって いた。子育 て について も 「子 どものい る友達 の家 に行
かせ てもら うことがあるので聞 ける と思 うJと 答 えて い る。教育費 の負担 をあ
げつつ 「貯金 を始 めて い る」 と準備 の機会 に して い たのは、ID5だ った。
ID3も ID5も 、子 どもが い る生活 を体験 してお り、 また、子 どもがい る生活 を
リアル にイメ ージ して い る とい え よう。
「産
一方 で、事前 に 「やや子 どもがほしい と思 ってい るJと 回答 したIDllは 、
んでも後悔 しない し、産 まな くて も後悔 しない と思 うが、産 まない方 が後 海 が
残 ると思 う」 と語 り、夫 は子 どもの ことは どちらで もよ く、話す ことはない け
れ ども、「年齢 がまず い」(36歳 )の で、「子 どもを作 ろ うと思 ってい ると言 って
も反対 され ることはない と思 う」 と語 っていた。子 どもをもつ ことへ の距 離感
を感 じさせ るが、実際、 きょうだ いは義 きょうだい を含 め皆未婚 な どで身近 に
「若 い頃 か ら子 どもがほ しい と思 った ことはないJと 語 ってい
子 どもはい ない。
る。
みんな赤 ちゃん見 てかわいい可愛 い って言 い ますけ ど、 ち ょっ と冷 たいか
もしれないで すけ ど、私 たちと同 じ人間だ し、 と思 って しまうんです。
若 い 頃 か ら、子 どもがほ しい と思 った ことは、 あま りないです。 それ よ り
も、猫や動物 の方 が好 きで した。
だか ら、赤 ちゃん が嫌 い なわけではないんですけど、で もまあ人間だか ら、
生 き物のほうがかわいいな と思 って しまい ます。(IDl1/や や子 どもがほ し
い)
IDllは 「仕事 で子 どもに関わ 」 ってお り、「子 どもが嫌 い ではないJと い う
が、IDllが 語 る子育 ては、以下 の ようである。
対等 に、子 どもだか らといって甘や かさず、人間対人間 として関わ るタイ
プです。
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親子でも所詮他人 の人格 であって、自分の思い通 りに育てようとは全然考
えていないです。自分が産んで社会に出させ るまでの一時手助 け、社会に
送 り出す とい う…。
家族 ではあるけど一個人 として人間として自分の考 えを押 し付けて育てる
つ もりもない し、子 どもとい うのは一うの家族 とい うグループとしてとも
に育 っていけばいいかなとい うぐらいの感覚です。(IDH/や や子 どもがほ
しい)
子 どもの人格 を認めた冷静な子育て観であるが、一方で、乳幼児 とい うより
も年長の子 どもへの姿勢であるようにも思われる。
「子 どもがややほしい」と回答 したが、子 どもをもつと自由な時間が持てな く
なる (海 外旅行 に行けな くなる)と 考 えているID9は 、身近に子 どもはいない。
夫が「他人 の子 どもでも好 きなぐらい子どもが本当に好 き」 で、年齢的に「焦
り」があって 「最近覚悟をして作 らな くちゃ」 と考 えている。ID9は 、子 ども
のいる生活のイメージについて、次のように語 っている。
この数ヶ月 くらいで子 どもをつ くろうかとい う話になって、い ろいろ買い
そろえた り、勝手 に気持ちだけ先走った りしてますね。
楽 しいから、女の子がほしい。女の子の髪 の毛をいじつた り、洋服を選ん
だ りとか。女 に生まれたので、女の目線で選べ るじゃないですか、自分 の
趣味で買えるし。男の子の服 は全 く分からないですね。アニメのキャラク
ターがどうとか、本当にうざい と思 うし、全 く服 のセ ンスが分からないの
で

。

[買 ったのは]洋服、靴、髪飾 り、 プランケ ット。海外旅行 に行

くのも最近

その目的が多い。(ID9)
どちらの性別 が生 まれるかわからないのに、女児 の洋品を買 い揃えてお り、
現実的な行動 とは言 いがたい。ID9も インタビュー直前 に乳児 のい る友人や幼
「す ぐ泣いた り
児のいる友人を訪問 して、子 どものいる生活を体験 したのだが、
おっぱいあげた り、自由な時間がないなと見 ていた」
「お金がそんなにかかるの
。
かと話 していた」 と、体験 がネガティプ イメージにつながっている。
「子 どもがいる生活の経験 の不在」が「子育ての リ
本インタ ビュー調査では、
アルなイメージの不在」 と連関 し、妊娠・ 出産後にす ぐに訪れる 「亭L児 のいる
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「年長 の子 どもがいる生活のイメージ」や 「現
生活のイメージ」が抜け落ちて、
実味のないイメージ」 が語 られていた。子 どもがいる生活経験の不在や、子育
「街で赤ちゃん連れを見かけたら、 しつけがで
てのリアルなイメージの不在 は、
い
きていない親 がうっとうし 」(ID12)な どのように、子 どもに共感できないこ
とと関連 してい る。子 どもがい る生活経験 の存在や、子育ての リアルなイメー
「ベ ビーカーを押 して、赤ちゃんを抱 っこして、荷物を持 っ
ジがある語 り手 は、
て歩いているお母 さんはタフです ごい。周 りの人以上にお母 さんがイライラし
ていると思 うけど、表 にも出せないだろうし、みんなの前で子 どもも叱れない
し、大変 だろうなと思 う」(ID10)、 「子 ども日線で考 えると、歩 き煙草 は危 ない」

(ID2)と 、子 どもや母親に自身を投影 した り共感 した りしている。
「将来 はどんな職業 につかせたいか夫
紙幅の関係 から詳細 な引用は控えるが、
「
とよく話を している」(ID5)、 しつ け、教育 は親 の責任。希望す る学校 に行 か
せ、お金がない ことで我慢 しない といけないことをできるだけなくしてあげる
のも親 の責任」(ID5)、 「子 どもはサ ッカーの日本代表 に。通信教育 はA社 で」
(ID3)、 「ちゃん と怒 られてい る理由がわかるように子 どもを叱らない と。 しっ

か り叱ってあげた方がコ ミュニケーションも取れるようになるJ(ID10)、 「いじ
めがあったらどうしようと不安。自分 が気づ けるのか、ちゃんと素直 に言って
くれる子 どもに育てられるか、どうい う性格に育 ってい くのか不安」(ID2)、 「夫
が女の子の名前を考 えている」(ID6)、 など、い きなり中高校生の親になるよう
な、妊娠・ 出産の現実味がない語 りが多 くみられた。本稿ではこれ らを 「ちぐ
は ぐなイメージ」 とラベル付け した。
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図1

産 むイメ ージ連 関園

「パー ト
最後 に、独立 した項 として論 じないが付言 しておきたいこととして、
ナーの親なり適性や意向Jは 、無視 で きない項 目であることがわかった。パー
トナーが親 な りを望んでい るかいないかは当然 のことながら、例 えば、年下 と
付き合 ってきたので子 どもの話をしたことがなかった、パー トナーが定職 につ
いていない、パー トナーに負債 がある、経済的・ 非経済的にパー トナーの世話
をしてい る状態で子 どもの世話 まで考 えられない、パー トナーが無計画、夫婦
とも帰宅が深夜 で保育所 に入園 させて働 くイメージがまった くもてない、パー
トナーが育児にまった く関われず自身が抱え込むことになることが予想できる、
セックスレス、等 である。 これ らは、従来 の量的調査 では、パー トナーの年収
や労働時間、夫婦関係 の良好度等 で尋ねられる程度であった。

4

考察

インタ ピュー調査 から浮かび上がった上記 3点 について、他 のデータや議論
と照 らし合わせ ながら、その位置づけや意義を考察 したい。

(1)経 済的問題 と子育て規範
一点日の 「経済的問題J「 経済的負担Jに ついて、確 かにt日 本 では子育ての
経済的負担が大 きい。各国の家族関係支出をGDPと の比で見 ると、スウェーデ
ン335%、 イギ リス327%、 フランス300%に 対 し、 日本 は079%で あ り

(OECD2008年 )、 家族支援に関する公的財政割合が小さい。
子育て費用のうち教育費に限定 してみても、公費私費合わせた教育費総額 は
高額であるのに、私費負担率 が高い (高 等教育段階の私費負担割合 はOECD平
均274%、 イギリス351%、 フランス163%に 対 し、日本 は678%)〈 OECD2009
年、F文 部科学白書J2009,p20所 収)。
他方、 日本 は高齢者向けの公的支出割合 が大 きい (家 族 。子 ども向け公的支
出との比で見 ると、スウェーデンは家族・ 子 ども向け公的支出は高齢者向け公
的支出の350%、 イギリスは499%に 当たるが、日本 は92%で ある)(OECD2007
年)。
このようにデータを見 ると、 日本では、子 どもをもとうとする前に、教育費
の問題が立ちはだか り、躊躇 させ ることは容易 に理解 できる。
だが、先 に述 べたように、経済問題 は、産 まないことに影響す るとは限らず、
産む準備になることもあった。つ まり、逆接 にも順接 にもな りえていた。
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「お金の関係 でさせてあげられ
また、語 りを内容分析す ると、図 1の ように、
ない とい うのがない ように、いろいろさせてあげたいJ(ID3)、 「普通 に育て上
げれば何 とかなるかもしれない力ヽ周 りの子 どもに話を合わせるためにおもちゃ
などを買い揃 えたいが、それができない状況 になる」(Dの 、といった語 りから
は、子 ども本人の可能性 を伸 ばし、人並みに 〈
人並み以上に)、 不自由なく育て
ることへの強い規範があり、それが 「ちゃんと (き ちんと)育 てな くては」 と
い う「構 えJに つながってい るといえるだろう。
この規範意識 は、経済問題以外の内容からも見出せる。D9は 、子 どもをもっ
「やめるか、やめられない
たら海外旅行をやめなければならない と考 えていて、
かで、子 どもが作れるか作れないかになって くる」(ID9)と 語 つている。子 ど
もを預けて旅行に行った り、子 どもが成長 したら行 くことは考えないか、 とい
「家に長 い時間一人
う筆者 の間いかけにD9は 「子 どもがかわいそう」 と答 え、
ペ
い
い
えている
でいさせ るのがかわ そうで、 ットも飼えな 」 と答
。一時的にで
も人に預けて寂 しい思いをさせるのは「かわいそう」で、 してはならない、で
「保育園に預けるのはかわ
きない、子 どもがもてない、 と考 えてい る。それは、
いそうJ「 そばにいてや りたい」
、だから子 どもがもてない、 とい う子育て規範
の強 さと共通 しているといええるのではないだろうか。

(2)ネ ガティプ 。イメージ
妊娠・ 出産・ 親なりへのネガティプ・ イメージについても、通常、量的調査
「仕事 との両立が
「自由な時間が減 るJ「 生活が拘束される」
で現れて くるのは、
できないJと いった物理的容量超過 (キ ャパオーパー)に ついてだった。 しか
しインタ ビューの語 りを分析 してみると、様 々な位相 が明らかになった。例 え
ば、先 に論 じた「変化への不安」である。夫婦関係 が変わる不安 (自 分が 「育
児脳Jに なり、大が二の次 になるのではないか)、 体型や加齢 など身体の変化 に
対する不安や抵抗感、陣痛 の痛みなど非 日常への不安である。就職 モ ラトリア
ム、結婚回避、アンチエイジン久 「劣化」への不安、無痛分娩 (硬 膜外麻酔分
娩)な ど、現代社会 は変化や非日常 に対す る不安が強いのだろうか。
この ほ か 、

私 はやっぱり [周 囲め乳幼児の母のように]そ れだけ (母 だけ)に はな り
た くない。私 はちゃんとこうした名前があるのに、誰々のママ とか呼ばれ
た くない し、興味がないですね。一個人 として認められないのが、す ご く
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嫌 なんです。(IDl1/子 どもがやや ほしい)
とい う語 りは、○○の母 とい う肩書 きがアイデンティテイに沿わないことを示
しているが、それは〇〇の夫、〇〇家 の嫁、〇〇会社 の役職者、 に置き換 えて
「個性」
「私 らしさ」 が要請 される「煽 られる」社会 (土 井2004)
も同じであ り、
であることを際立たせている。

(3)子 どもがいる生活の経験
本調査 の語 りからは、子 どものいる生活体験 は、子 どもがいる生活をリアル
にイメージす る機会 につなが り、いない生活 はリアルなイメージをもちにくい
ことにつ ながることが示唆 された。量的調査 では測 りに くい要素であるが、量
的調査で指摘 されてきた本人のきようだい数や出生順位 の効果 は、幼少期 に乳
幼児が身近 にいた り、世話を したか、大人 になってからきょうだいが親な りし

2(野 ほか2007)。
村
て甥姪が身近にいたり世話をしたか、の代替変数 と考 えられる
本稿では、語 りを分析 したことによって、子 どもをリアルにイメージできな
いことと、子 どもがほしい と語 らないこととの関連、 リアルにイメージできる
ことと、子 どもがほしい と語 ることの関連が明らかになった。
実際、牧野 (2010)は 、国際比較調査において、 日本 は親 になる前の経験・

学習機会 が乏 しく、小さな子 どもの世話をした り学校等での準備学習がほとん
どないまま、何 の経験 もなく親 になる割合 が高いことを指摘 している (「 家庭教
育 についその国際比較調査」2005,座 長牧野カツコ)。
語 り分析 の結果で興味深 かつたのは、子 どもをリアルにイメージする体験 が
、例 えば年長児の教育
少 ないことは、親なりについての 「ちぐはぐなイメージ」
論 ばか り語 って、新生児や學L幼 児をまった く想定 していなかった り、子L幼 児を
大人扱いしようとした り、行動がちぐは ぐだった りといった 「ちぐは ぐさ」 に
関連 していたことだ。
本稿 の結果 からのみで示せ るもので はないが、子 どもにふれる経験 と親 なり
イメージの関連を図示すると下記図 2の ようになる。
2た だ し

廣嗚 (1984)は 、ほぼ出生児が完結 してい る「保育環境調査J(2,0"人 )の データを分析
して、 きょうだい数 は、予定児数 に対 し、大 にのみ正の効果 をもち、高学歴 も予定児数 に対 し、
失にのみ正の効果 をもつが、 きようだい数 は学歴 に負 の効果 をもつ と提起 してい る。妻の場合
は、 きょうだい数 が多い と学歴 が低 くな りがちで、雇用就業 にも負の効果 を与 え、学歴 も雇用就
業 も予定児数 に負の効果 をもつ とい う。
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図 2 子どもに関する環境の変化と子青てイメージの関連
この図からは、私たちの社会から、ますます子 どものいる生活 が遠 くな り、

ネガティプ。イメーンが強くなることによって、子どもをもとうとする人びと
が減 り、それが子 どものい る生活 からの距離を伸張するとい う連鎖 が導き出せ
るのではないだろ うか。
「子 どもがもてないこと、もとうと思わないこと、
つ ま り、語 りを分析すると、
もとうと思 ってい るが今す ぐでないこと」力S、 人生経験全体、社会経験全体の
影響を受けたものであるから、仕事 との両立のしやすさや保育所・ 学童問題 が
解決 されてプ ッシュ要因が強 くなっても、プル要因はますます弱 くなるといえ
るのではないだろ うか。
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