
8 . アメリカの働く親の子どもとの接し方一男女比較分析ー

藤 本哲 史

1.問題意識

本研究の目的は、アメリカの働く親たちの親役割行動と意識における男女格差を探るこ

とにある。特に、仕事の充足感が親としての役割遂行や意識に与える影響の男女差異を探

索する o 分析の中心となる問題点は以下のとおりである。

( 1 )アメリカの働く親たちが子どもと過ごす時間にはどれぐらいの男女格差が存在す

るか。また、子どもと過ごす時間の中で男女格差が大きい活動内容は何か。

( 2 )親の仕事充足感は子どもと過ごす時間や親としての役割充足感にどのような影響を

与えるのか。また、その影響は親の性別、学歴、子どもの年齢などによってどのよ

うに異なるか。

アメリカにおける家族構造の変容とともに、職場では子どもをもっ男女従業員が急速に

増加した。特に、母親やひとり親の増加はアメリカの労働市場の人口動態に大きな影響を

与えている。しかし全般的にアメリカ企業の雇用政策は働く人々のニーズの変化を反映す

るには未だほど遠く、企業の人的資源管理は従業員家族の性別役割分業を前提とするもの

が依然として支配的である。このような雇用環境で働く場合、職業生活の要請は親として

の役割を果たす上で、大きな障害となることが多い。

仕事の家庭生活への介入、特に親役割遂行との対立が研究テーマとなる場合、一般的に

その対立の度合いやパターンにおける男女格差の問題は暖昧になりやすい。確かに仕事と

家庭生活全般の対立 (work-familyconflict. WFC)における男女差について言及した研究

は存在する。アメリカの雇用関連の研究の中でWFCの問題を取り上げた先駆的な例は、

1 970年代にミシガン大学研究者によって行われた Qualityof Employment Survey (Q 

ES. Quinn and Staines. 1979)である。この実証研究ではWFCの厳密な概念化や測定等

は行われていないが、調査対象者のうち子どもをもっ既婚男性の38%、また女性の43%が

WFCを経験していることが報告されている。 QES以後、さまざまな職業における仕事

と家族の対立の研究が行われているが (cf.Greenhous and Parasuraman 1987)、研究全

体の流れの中にWFCを主に働く女性・母親の問題として捉える傾向がある。特に、仕事

役割と親役割の関係に関する研究では、一部の研究 (e.g.. Nock and Kingston 1988; 

Presser 1988; Siegel 1984)を除いて、親役割を母親役割 (maternal role)に限定して取

り扱うケースが多く見られる (e.g..Bradbard and Endsley 1986; Hock et al. 1989; 

Hock and Schirtzinger 1992)。また、対象者を女性のみに限定して実施する調査のケー

スもある (e.g.. Thomas and Ganster 1995)。この結果、男性の親役割遂行の実情が見え

にくくなり、男性と女性に対してWFCがもっ意味の違い、また仕事が親役割を拘束する

メカニズムの男女差などが不明臨になっていると思われる。

アメリカにおいて仕事の非仕事生活への介入が、今や男女共通の問題であることは経験

的には明らかであるが、これら 2つの生活領域の相互関連が男女間でどのように異なるか

は未だ明確ではない。果してアメリカの働く親たちの親役割行動や意識に男女格差はある
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のだろうか。また、仕事が親役割行動や意識に与える影響は母親と父親との間で異なるの

だろうか。本研究では、家事、子育て、夫婦関係、余暇等広範囲にわたるWFCの問題を

work-parenting conflictの問題に限定し、仕事上の経験が働く母親・父親の子どもとの

接し方に与える影響に注目する。

2.理論的枠組

仕事生活と非仕事生活の関係を探索するにあたり、ここでは流出 (spillover)モデル、

補償 (compensation)モデル、分離 (segmentation)モデル(Romzek1985; Wahba 1980) 

の3つの競合モデルに依拠し、これら 2領域の関係を捉えることにする。

2.1 流出モデル

流出モデルの議論は、個人が家族や仕事のような制度化された状況に対しである適応パ

ターンをとる場合、その個人は同様の適応パターンを他の状況に対してもとるというもの

である。つまり、ある生活領域における個人の経験、行動、態度などは、他の生活領域に

も流出し(spillover)そこでの経験に影響を与える。この論点を仕事と家庭生活との関係

に限定して見ると、ある人が仕事上の問題を抱えており、仕事に対して不満を抱き肯定的

・積極的な態度で職場参加できない時、家庭生活においても積極的に参加しようとする態

度が形成できなくなる、また逆に、仕事に満足しており肯定的な態度で職場参加している

時は、家庭生活も快適になり積極的な態度で参加するようになる。流出モデルを支持する

研究には、例えば Bro皿et，Dew， and Parkinson (1989)， Wiener， Muczyk， and Gable (1 

987)， Frone， Russel， and Cooper (1992)などがある。

2.2 補償モデル

流出モデルとは対照的に、補償モデルの議論によると家族や仕事のような制度的状況に

対する個人の適応、またそのような状況における経験は、他の状況に対する適応や経験に

よって埋め合わせ (compensate) されるという。つまり、ある生活領域におけるプラス/

マイナスの経験は、別の生活領域でのマイナス/プラスの経験によって均衡化される。仕

事と家庭との関係に限定して見ると、非仕事生活への積極的参加は仕事生活での不満足の

代償である。例えば、仕事がうまくいかず不満感が強い場合は、家庭生活で仕事生活の不

満を補うように快適さを求め積極的に参加するようになる。逆に、仕事に肯定的・積極的

な態度で没頭している場合は、家庭生活に補償を求める必要がなくなり参加は消極的にな

る。補償モデルの議論と整合性のある結果は、例えば Blum(1953)や Seeman(1967)など

のケースに見られる。

2.3 分離モデル

分離モデルは上記2つのモデルとは異なり、仕事生活と非仕事生活を分離された (segm

ented or segregated)相互に排他的な領域と捉え、職業生活内での経験は家庭生活を損な

うこともなければ強化することもないという。この考え方は、仕事生活と非仕事生活を全

く切り離し、仕事生活の満足・不満足は家庭生活の経験には一切影響を与えないというも
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のである。つまり、仕事上の経験が良好であるかどうかに関係なく、個人は家庭生活を送

っているという議論である。それは、 2生活領域聞の相関関係が Oまたは非常に Oに近い

数値で示されることを意味している。

3. 理論のまとめ

これらの 3モデルの論点は次のようにまとめることができる。まず流出モデルによると、

一生活領域における経験は、別の生活領域での経験に流出し影響を与える。つまり、仕事

上のプラスの経験は家庭生活にプラスの影響を与え、逆に仕事上のマイナス経験は家庭生

活にマイナスの影響を与える。本研究のコンテキストに照合すると、仕事の充足感が高い

ほど家庭生活への参加がより積極的になる、すなわち子どもと接する頻度が高くなり親と

しての充足感も高まると予測できる。

次に補償モデルによると、仕事と非仕事生活は代償関係にあり、仕事上のプラス経験は

家庭生活でのマイナス経験によって補完され、また仕事上のマイナス経験は家庭生活のプ

ラス経験により捕われる。この考え方を本研究のコンテキストに応用すると、仕事の充足

感が高いほど家庭生活に代償的満足感を求める必要が減少するため参加が消極的になる、

すなわち子どもと接する頻度が低くなり親としての充足感も低下すると予測できる。分離

モデルはこれらのモデルとは異なり、仕事と非仕事生活のつながりを否定する。つまり、

仕事生活の満足・不満足感は家庭生活の経験には一切影響を与えないことを意味し、仕事

の充足感のレベルと家庭参加の積極・非積極性とは無関係であることになる。

これらのいずれのモデルも仕事一非仕事の関係における男女差を予測していない。つま

り流出、補償、分離の関係は男女間で同様であることを示唆している o 本分析ではこれら

のモデルに従い、流出、補償、分離のいずれの関係が支持される場合でも、仕事充足感と

子どもとの接触頻度、親役割充足感との関係には男女格差はないと予測し検証することに

する。

またこれらのモデルは、仕事と非仕事生活の関係が性別以外の第 3要因によって条件づ

けられる可能性があることに触れていないが、特に第 3要因によるインターペンションの

可能性は、仕事 非仕事生活の流出または補償関係を考える場合に重要である。例えば、

仕事充足感と子どもとの接触頻度の関係は、内因的報酬の高い仕事から得られる充足感の

場合と低い仕事から得られる充足感の場合とでは異なる可能性が強い。便宜的に学歴を仕

事の内因的報酬レベルのプロキシーとして捉えると、親の仕事充足感が子どもとの接触頻

度に与える影響は、親の学歴レベルによって左右されると予測できる o これは、流出と補

償いずれの場合についても該当すると考えられる。また、最年少子の年齢が高い場合と低

い場合(例えば、子どもが就学年齢以上とそれ以下の場合)とでは、子どもの年齢が高い

ほど接触による親の精神的・肉体的負荷が軽減するため、仕事充足感が接触頻度に与える

影響もより強くなるのではないか。学歴の場合と同様、子どもの年齢による条件づけは流

出と補償いずれの場合についても該当するとa思われる。さらに、仕事充足感と親役割に関

する満足感との関係についてみると、子どもと頻繁に接触している親の仕事充足感の方が、

接触頻度の少ない親の仕事充足感よりも、親役割満足感に対してより強い影響を与えると

想像できる。これは、特に仕事から非仕事への流出の場合に該当する。このように、仕事
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と非仕事生活の関係はいくつかの第 3要因によって条件づけられるものと予測できる。

4.分析方法

4.1 サンプル

本分析では NSFHWave 1データを用いた。なおサンプルは、 50歳以下の男女に限定し

fこ。

4.2 分析に用いた変数

4.2.1 従属変数

①子どもと過ごす時間:以下の 6変数の平均値を算出し、合成測定尺度として用いた。

r 1週間に子どもと一緒に朝食をとる回数 (0"-'7)J、 「夕食をとる回数 (0"-'7)J 

r 1か月にピクニック、映画、スポーツなど余暇を子どもと過ごす頻度(1 =ほとんどな

い、 2=月に l固またはそれ以下、 3=月に数回、 4二週に 1回ほど、 5二週に数回、 6

=ほぼ毎日)J、 「遊ぶ頻度(同上)J、 「会話をする頻度(同上)J、 「宿題を手伝う

頻度(向上)J これら 6変数の信頼性係数αは.711であった。

②親役割充足感:以下の 6変数の平均値を算出し、合成測定尺度として用いた。

“How wou1d you describe the things you do as a parent? Wou1d you say that they 

were: 1) Interesting/Boring. 2) Appreciated/Unappreciated. 3) We11 Done/Poorly 

Done. (以上 3項目は全て 7点反応尺度、高得点ほど肯定的態度を示す)、および親役

割からの解放期待感(逆転項目) “1 wish 1 could be free frorn the responsibility 

of being a parent. これら 6変数の信頼性係数αは.729であった。

4.2.2独立変数

①仕事充足感:以下の 5変数の平均値を算出し、合成測定尺度化して用いた。

“How would you describe the work you do at your paid job? Would you say that 

it is: 1) Interesting/Boring. 2) Appreciated/Unappreciated. 3) Socialble/Lonely. 

4) Well Done/Poorly Done." (以上 3項目は全て 7点反応尺度、高得点ほど肯定的態度

を示す)、および全体的仕事満足感“Thejob 1 do is one of the rnost satisfying 

parts of rnylife." これら 5変数の信頼性係数αは.674であった。

②個人属性:年齢、学歴、人種(1=black.O=other)、最年少の子どもの年齢

4.3分析の手続き

上記の変数を用いて、 ( 1 )子どもと過ごす時間、親役割充足感、および仕事充足感の

男女平均値比較、 ( 2 )子どもと過ごす時間および親役割充足感を従属変数、仕事充足感

を独立変数とした重回帰分析を行った。重回帰では、まず母親と父親サンプルを別個にモ

デル推定を行い、続いてアグリゲートサンプルを用いて仕事充足感と性別の相互作用効果

の検証を行った。いずれの重回帰の場合も個人属性をコントロール変数として投入した。

次に、母親父親サンプル別に①仕事充足感と学歴(1=大卒以上、 0=それ以下)、②仕事充

足感と最年少子の年齢(1=6歳以上、 0=6歳未満)の相互作用が子どもとの接触頻度に与
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える影響、そして③仕事充足感と子どもとの接触頻度(母父それぞれの 1=平均値以上、

0=以下)の相互作用が親役割充足感に与える影響を検証した。

5.結果

5.1 平均値の男女比較

5.1.1 子どもとの接触頻度の男女格差

分析に用いた変数の平均値の男女比較の結果は表 1に示すとおりである。この比較の結

果から、まず第 1に子どもと接する頻度に関して、尺度レベルおよび構成項目レベルいず

れにおいても、母親の方が父親よりも子どもと接する頻度が高いことがわかる。男女差が

大きい項目を見ると、 1週間あたりの朝食回数(母親=3.66父親 =2.86 母父格差=.80，

pく.001)、 1ヵ月あたりの会話頻度(母親=4.53父親=3.69母父格差=.84，pく.001)、 1

ヵ月あたりの宿題を手伝う頻度(母親=4.54父親=3.75母父格差 =.79，pく.001)、の 3

つにおいて特に格差が目立つ。逆に、 1ヵ月あたりの余暇頻度においては母親と父親の格

差は比較的小さい(母親=3.72父親=3.55母父格差=.17，ド.001)。

5.1.2 親役割充足感の男女格差

次に親役割充足感の平均値の男女比較結果を見ると、尺度レベルでは母親の充足感の方

が父親よりも若干低いことがわかる(母親=5.28父親=5.37母父格差=ー.09，ド.001)。

しかし、この格差は非常に小さく、全体的にみて親役割に関する満足感は母親、父親とも

高い。各構成項目についてみると、親役割遂行に関する意識である Interesting-Boring

(母親=4.26 父親=3.48母父格差=.78，p<.OO1)、 Appreciated-Unappreciated (母親

= 4.03 父親=3.36母父格差=.67，pく.001)、Sociable-Lonely (母親=4.01父親=3.39

母父格差=.62，pく.001)の3つにおいて男女格差が大きく、母親の方が父親よりも親役割

について充足レベルが高く肯定的な見方をしていることがうかがえる。これに対して、

Well Done-Poorly Doneの項目では男女差は非常に小さい(母親=5.82父親=5.73母父格

差=.09，pく.001)。親役割の Interest、Appreciation、Sociabilityなどの側面に関す

る父親の充足感は母親よりも低いにもかかわらず、親役割遂行の総合的評価とも言える

Well Done-Poorly Doneでは父親も母親並みに肯定的な評価をしているこの結果は興味深

い。この結果の解釈のひとつの可能性として、父親の親役割遂行に対する期待感(つまり、

親役割の遂行から何を得るかに関する期待)の低さが考えられる。この裏付けとして、親

役割からの解放期待感(逆転項目)においても父親のスコアの方が母親よりも高く(母親

=3.伯父親=4.03母父格差=ー.09，pく.001)、父親は母親と較べてそのような解放期待感

のレベルが低いことがわかる。

5.1.3 仕事充足感の男女格差

仕事充足感の結果から、尺度レベルでは母親の充足感が父親のそれよりも僅かながら高

いが(母親=5.24父親=5.19母父格差=.05，p<.05 )、この格差は非常に小さく男女とも

仕事全体に関する充足感は高いことがわかる。各構成項目の平均値の男女格差を見ると、

母親の平均値の方が若干高い傾向を示しているが、 Sociable-Lonely (母親=5.77父親=
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5.46 母父格差=.31，p<.OO1)の項目を除いては仕事に関する肯定的な見方には男女格差

はほとんど認められない。唯一全体的仕事満足感において母親の平均値が父親のそれより

も低い結果となっているが(母親=3.27父親=3.34母父格差=-.07，pく.01)、この項目に

おいても格差は最小限である。

5.2 童回帰分析

子どもとの接触頻度および親役割充足感を従属変数とした重回帰分析の結果は表 2から

5に示すとおりである。重回帰分析では、主に仕事充足感が従属変数にどのような影響を

与え、その影響は男女間で異なるか、また学歴、子どもの年齢、接触頻度等の第 3要因に

よって条件づけられるかに焦点を絞った。

表 2は子どもと接する頻度を従属変数として行った重回帰分析の結果である。母親、父

親それぞれのサンプルに分けて分析を行ったところ、仕事充足感が子どもとの接触頻度に

及ぼす影響は男女ともに正の影響であることがわかった。すなわち、仕事で経験するプラ

スの感情は子どもとの接触回数を増加させる傾向にあり、両性問でほぼ同レベルの効果を

与えていることがわかった(母親 b=.136，ド.001; 父親 b=.139，p<.001)。男女をアグ

リゲートした全体サンプルを用いて、仕事充足感と性別の相互作用を回帰式に投入し、仕

事充足感の効果の男女格差を確認したがやはり認められなかった (b=.OOO，n/s)。この結

果から、仕事充足感と子どもとの接触頻度との関係は、母親父親ともに流出関係であるこ

とがわかった。

次に、親役割充足感を従属変数として重回帰分析を行った(表 2)。この回帰式には子

どもと接する頻度を独立変数として追加し、接触回数がサンプル間で同じ場合に仕事充足

感が親役割充足感にどのような影響を与えるかを検証した。母親父親それぞれの結果を見

ると、仕事充足感の正の効果に両性間で僅かな差が認められるが(母親 b=.301，p<.OOl; 

父親 b=.326，ド.001)、アグリゲート・サンプルでこの効果の男女格差を確認したとこ

ろ格差は統計的有意レベルには達しなかった。この結果から、仕事充足感と子どもとの接

触頻度との関係は、やはり母親父親ともに流出関係であることがわかった。すなわち、仕

事から得るプラス感情は男女の親としての役割満足感を増加させる傾向にある。仕事充足

感が子どもとの接触頻度に与える正の影響(表 2)と親役割充足感に与える正の影響とを

比較すると、後者の方が効果サイズが大きいことがわかるが、これは仕事充足感と親役割

充足感が共に態度変数であるため、ある程度予測できる結果である。この傾向は変数間相

関にも現れている(未報告結果)。

表 4は子どもとの接触頻度を従属変数とした重回帰において、特に仕事充足感と学歴、

また仕事充足感と最年少子年齢との相E作用を検証した結果である。まず仕事充足感と学

歴との相互作用を見ると、母親サンプルにみられる弱い負の効果 (b=-.009)は統計的有

意な水準には達しなかったが、父親サンプルにおける効果は正であり 10%水準で統計的に

有意であった。つまり父親の場合、仕事充足感が子どもとの接触頻度を増加させる傾向は、

大卒以上の学歴をもっ者の方がそれ以下の学歴の者よりも強いことを示している。しかし、

母親父親いずれとも仕事充足感の直接効果と学歴との相E作用効果の総和は正であるため、

学歴の高低にかかわらず仕事充足感と子どもとの接触頻度とは流出の関係にあるといえる。

次に仕事充足感と最年少子年齢との相互作用を見ると、母親サンプルにおける正の効果
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(b=.066)が0.1%水準で統計的有意レベルには達しているのに対し、父親サンプルでの

正の効果 (b=.015)は統計的に有意ではなかった。つまり母親の場合、仕事充足感が子ど

もとの接触頻度を増加させる傾向は、最年少の子どもが 6歳以上の者の方が 6歳以下の者

よりも強いことを示している。ケアにかかる負荷量が減少する就学期の子どもの親の間で

仕事から得る満足感の流出効果がより強い可能性を示している。

表 5は親役割充足感を従属変数とした重回帰における、仕事充足感と子との接触頻度、

学歴、また最年少子年齢との相互作用の検証結果である。仕事充足感と接触頻度との相互

作用は、母親父親両サンプルとも負の効果を示しているが，いずれも統計的有意には達し

なかった。また、学歴との相互作用が母親サンプルでのみ統計的有意に達した (b=.033，

pく.05)のに対し、最年少子年齢との相互作用は父親サンプルでのみ統計的有意に達した

(b=.030， pく.10)。つまり、母親の仕事充足感が親役割満足へと流出する場合、特にこ

の傾向は大卒以上の母親たちの間で強い。また、父親の仕事充足感の親役割満足への流出

は、最年少子が就学年齢に達している場合に特に強いといえる。

6. まとめ

本稿では、アメリカの働く親たちの子どもとの接触時間や親としての充足感における男

女差異について検討し、仕事に関する充足感が親役割遂行に与える影響の男女比較を行っ

た。特に流出、補償、分離の 3モデルを参考に、仕事一非仕事生活の関係の枠組化を試み

た。 NSFH Wave 1データの分析では、子どもと接する頻度は母親の方が父親よりも高いが、

親役割充足感は父親の方が僅かに高い結果となった。また、母親父親の両方に関して仕事

充足感は子どもとの接触頻度を増し親役割充足感を高めること、すなわち仕事が非仕事生

活へと流出することが明らかになった。しかし、仕事充足感の親役割遂行に対する流出は、

学歴、子どもの年齢などの第 3要因によって条件づけられることもわかった。

本稿では仕事上での経験が非仕事生活に与える影響を考える上で、前者を充足感という

認知された職務状況 (perceivedwork) として扱ったが、今後はより具体的な職務特徴や

就労条件を用いて、どのような仕事の特徴が家族生活に影響を与えるのかを検証する必要

があると思われる。特に、男性と女性は異なる職務条件下で働くことが多いこと、また仕

事に対する期待感に男女差が存在すること等を考慮すると、意識変数である仕事充足感の

みを用いて男女の職務経験とすることには限界がある。確かに NSFHには就労時間や変則

就労パターン等の就労に関する客観変数が含まれているが、これらの変数には欠測値が多

く分析に盛り込んだ場合サンプル数の減少を避けることが困難になる。変数のオミッショ

ンの問題をどのように解消するかが今後の大きな課題である。
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表 1分析に用いた変数の平均値男女間比較

子どもと接する頻度(尺度)

1週間あたりの朝食回数(0-7)

1週間あたりの夕食回数(0-7)

1ヵ月あたりの余暇頻度(1-6)

1ヵ月あたりの遊び頻度(1-6)

1ヵ月あたりの会話頻度(1-6)

1ヵ月あたりの宿題頻度(1-6)

親役割充足感(尺度)

Parenting: 

Interesting(7)ーBoring(1)

Appreciated(7)-Unappreciated(1) 

Sociable(7)ーLonely(l)

Well Done(7)-Poorly Done(l) 

親役割からの解放期待感

(逆転項目ト5)

仕事充足感(尺度)

Paid Job: 

Interesting(7)-Boring(1) 

Appreciated(7)ーUnappreciated(l)

Sociable(7)-Lonely(1) 

Well Done(7)-Poorly Done(l) 

全体的仕事満足感 (1-5)

個人属性

年齢

学歴

婚姻状況 (1=既婚)

最年少子の年齢

人種(1=アフリカ系アメリカ人)

t p<.10; 士 pく.05; 士士 p<.Ol; 士夫士 p<.OOl 

カッコ内の数値は標準偏差値を示す

母親 父親 格差

4.45 (1.15) 3.90 (1.12) .55 古士士

3.66 (2.78) 2.86 (2.52) .80 古古古

5.76 (1. 84) 5.37 (2.08) .39 古士士

3.72 (1.43) 3.55 (1.37) .17 古士士

4.48 (1.44) 4.23 (1.40) .25 士士士

4.53 (1.35) 3.69 (1.44) .84 士士士

4.54 (1.63) 3.75 (1.67) .79 士士士

5.28 ( .94) 5.37 ( .91) 一.09士士士

4.26 (3.08) 3.48 (3.28) .78 古士士

4.03 (3.05) 3.36 (3.25) .67 士吉士

4.01 (3.03) 3.39 (3.26) .62 士士士

5.82 (1.19) 5.73 (1.22) .09 古土士

3.94 (1.06) 4.03 ( .98) 一.09士士士

5.24 ( .91) 5.19 ( .93) .05士

5.50 (1.68) 5.56 (1.63) 一.06

5.29 (1. 72) 5.21 (1. 75) .08 t 
5.77 (1.46) 5.46 (1.61) .31 士武士

6.38 ( .91) 6.30 ( .95) .08 士士古

3.27 (1.10) 3.34 (1.10) 一.07士古

32.93 (8.27) 32.86 (8.25) .07 

12.82 (2.65) 13.25 (2.86) -.43 士吉士

.52 (.51) .57 ( .50) ー.05古士士

6.34 (5.14) 5.84 (4.97) .05 士士士

.20 (.40) .17 (.38) .03 士士

-101 -



表 2 子どもと接する頻度を従属変数とした重回帰分析の結果:

仕事充足感が与える影響の親の性別比較

母親 父親 アグリゲート

b Beta b Beta b Beta 

性別 .498士 .220 

年齢 ー.002 一.013 .000 .002 一.002 一.010

学歴 .046士吉士 .101 .046古武士 .127 .046士士大 .110 

婚姻状況 .052 .023 ー.197士 一.060 一.001 一.000

最年少子の年齢 ー.091士士士 一.388 一.086京大士 ー.375 ー.088士士士 ー.378

人種 .121 t .043 ー.032 一.011 .069 .024 

仕事充足感 .136士士士 .106 .139大古士 .122 .135古古古 .109 

仕事充足感*性別 .000 .002 

R2 .184 .155 .195 

t p<.10; 士 pく.05; 士士士 p<.OOl 

表 3 親役割充足感を従属変数とした重回帰分析の結果:

仕事充足感が与える影響の親の性別比較

母親 父親 アグリゲート

b Beta b Beta b Beta 

性別 一.178 一.094

年齢 四 .007 一.043 .001 .010 ー.003 ー.020

学歴 ー.031士吉 ー.078 ー.029士士士 一.097 一.031 一.089士士士

婚姻状況 .078 .041 .152 t .055 .098士吉 .049 

最年少子の年齢 .016士 .079 ー.012 t 一.065 .004 .020 

人種 一.202士士古 一.083 ー.231古武士 ー.097 一.212古古古 ー.088

子との接触頻度 .296士士士 .342 .188古士吉 .225 .252士士士 .299 

仕事充足感 .301士士士 .273 .326士士夫 .346 .319士士士 .307 

仕事充足感*性別 ー.012 一.034

R2 .202 .220 .208 

t p<.10; 士 pく.05; 士士 p<.Ol; 士士士 p<.OOl 
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表 4 子どもと接する頻度を従属変数とした重回帰分析の結果:

仕事充足感と学歴および最年少子年齢との相互作用効果

母親 父親

b Beta b Beta 

年齢 一.001 一.008 一.002 一.010

学歴 .050士士 .111 .021 .058 

婚姻状況 .063 .028 ー.193士 ー.059

最年少子の年齢 一.116古士士 一.497 一.091士吉武 一.395

人種 .123 t .043 ー.034 ー.012

仕事充足感 .087武夫 .068 .118士士吉 .104 

仕事充足感*

学歴(1=大卒以上) 一.009 一.017 .041 t .091 

仕事充足感*

最年少子年齢(1=6歳以上) .066士士士 .147 .015 .036 

R2  .193 .158 

t p<.10; 士 pく.05; 大古古 pく.001

表 5 親役割充足感を従属変数とした重回帰分析の結果:

仕事充足感と子どもとの接触頻度、学歴、最年少子年齢との相互作用効果

母親 父親

b Beta b Beta 

年齢 一.008 ー.052 .000 .001 

学歴 一.051士士士 一.130 ー.042士吉 一.140

婚姻状況 .073 .038 .154 t .055 

最年少子の年齢 .016 t .078 一.025古 一.131

人種 一.202古士士 一.083 由 .227士士 ー.096

子どもとの接触頻度 .328古士吉 .379 .225士士士 .269 

仕事充足感 .298吉夫士 .270 .313士士士 .332 

仕事充足感*接触頻度 一.016 一.046 ー.020 ー.062

仕事充足感*

学歴(1=大卒以上) .033士 .072 .023 .061 

仕事充足感*

最年少子年齢(1=6歳以上) .005 .014 .030 t .089 

R2 .205 .226 

t p<.10; 士 p<.05; 古古 p<.Ol; 士士士 p<.OOl 
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