
 

 

夫の家事・子育て関与が夫の夫婦関係満足度にもたらす意味の変容 

―「家計の共同性」と「家庭の共同性」のバランスに着目して― 
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【要旨】 

本稿は、この 15 年間における「夫の家事・子育て関与」と「夫自身の夫婦関係満足度」の関

連の変化について、「家計の共同性」と「家庭の共同性」のバランスに着目し、3 時点の調査

（NFRJ03, 08, 18）の男性回答を用いて検討した。 

分析の結果、家事頻度では、妻収入貢献度が低い夫では「夫の家事頻度が少ないほうが夫の満

足度は高い」のに対し、妻収入貢献度が高い夫では「夫の家事頻度が多いほうが夫の満足度は高

い」ことから、夫の夫婦関係満足度に対し、「家計の共同性」と「家庭の共同性」のバランスが

関連していることが判明した。また、妻収入貢献度「30％未満」の夫についても、「30％以上」

の夫と同様、「夫の家事頻度が多いほうが夫の満足度は高い」との関連がみられたことから、こ

の 15 年間に、夫たちが「パート」の存在を、「専業主婦」よりも「常勤」に近い存在として認識

するようになってきたことも併せて指摘した。 

子どもの世話では、妻収入貢献度が低い夫（「0％」）において、子どもへの関与の多寡が満足

度にもつ意味が NFRJ03 と 08 で異なる可能性が示唆された。NFRJ03 では、妻への「厚意（やっ

てあげている）」からの行動だったのに対し、NFRJ08 では「家計の共同性」と「家庭の共同性」

のバランスが関連する様子が示唆された。但し、3 時点ともに、妻が収入に貢献している夫の変

化をうまく捉えることはできなかったことから、NFRJ98 を含めたより長いスパンで分析するこ

とを今後の課題として提示した。 

 

キーワード： 夫婦関係満足度（結婚満足度）、夫の家事・子育て、ワーク・ライフ・バランス、 

妻収入貢献度、共同性 

 

１． 問題設定 

 

1.1 1990 年代後半からの動き 

1990 年代後半以降、世界的不況の深刻化、産業構造の変化や経済のグローバル化を背景

に、非正規化が進展してきた。1999 年から 2019 年の 20 年間における非正規雇用率を 10

年ごとに追ってみると（1999 年→2009 年→2019 年）、男性では 11.1%→14.8％→22.8％、

女性では 45.2％→53.3％→56.6％と、男女ともに 10 ポイント以上増加している（労働政策

研究・研修機構 2021）。 

育児期の女性たちもこうした流れと無縁ではない。全国家族調査（NFRJ）の 3 時点の調

査（NFRJ98、03、08）を用いて、1999 年～2009 年の 10 年間の変化を検討した鈴木

（2016）によると、専業主婦が最も多いとはいえ、その割合は減少し、常勤やパートの割
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合が増加していた。夫が安定雇用・安定収入を得て家族の生活を支え、妻が専業主婦とし

て家庭責任をもっぱら担うという家族モデルは、雇用の不安定化および「仕事」領域への

妻の進出により、1990 年代以降に揺らぎがみられる。 

一方、「家庭」領域についてはどうであろうか。2000 年代の初めにワーク・ライフ・バラ

ンス（以下、WLB と記載）という概念が日本にもたらされると、1990 年の「1.57 ショック」

をきっかけとしてはじまった政府による両立支援策や少子化対策と結びつきながら、国や

企業レベルにおいてもその実現に取り組むようになった。省庁主導のキャンペーンや広報

活動などにより、父親の子育てや男性の WLB を推進する動きもみられるなど、夫の家事・

育児参加を促す社会的な機運は高まりをみせている。 

しかし、NFRJ98、03、08 から育児期における夫の育児参加を検討した松田（2016）によ

れば、その規定要因に変化はみられるものの、育児量自体はそれほど変化していない。その

後、NFRJ18 を含めた 3 時点のデータ（NFRJ03、08、18）やその他の統計データから、近年

父親の育児参加は増えたことが指摘されているものの（松田 2021）、夫の家庭責任への関与

は思うように進んでいない状況となっている。 

1.2 夫の家庭内労働と夫婦関係 

こうした結婚生活における「仕事と家庭」をめぐる分担のあり方について、妻はどのよう

に感じているのだろうか。大和（2001, 2006）は、結婚生活において夫と妻のそれぞれが提

供している収入と家事サービスのバランスに着目し、「夫の家事・育児参加」と「妻の夫婦

関係満足度」の関係が妻収入貢献度によって異なるのかどうかを検討した。この「バランス」

という観点が満足度にとって重要であるとすれば、夫婦のそれぞれが供出しているものに

対し、妻がバランスがとれていると判断すれば妻の夫婦関係満足度は高くなるが、バランス

を欠いていると妻が認知した場合には妻の満足度は低くなる。つまり、収入貢献度が高い妻

では夫の家事・育児関与が低いことに不満を抱くが、収入貢献度が低い妻の場合にはそれほ

ど不満に思わないということになる。NFRJ98 と 03 のデータを分析した結果、末子 13 歳未

満の「育児期」では、夫の家事関与については妻の収入貢献度にかかわらず妻の満足度との

関連がみられなかったのに対し、夫の子育て関与については妻の収入貢献度にかかわらず

妻の満足度と関連することが NFRJ98 と 03 のデータから確認された。ここから、「育児期」

においては、妻の満足度に対する夫の子育て関与の重要性に比べると、夫の家事関与がそれ

ほど重要ではないことを指摘している（大和 2006）。 

1.3 夫の主観的意識への着目 

では、夫についてはどうであろうか。家族研究については、「妻の家族社会学か」といわ

れるほど妻のみを調査対象とした研究が多いことが指摘されてきたが（長津・細江 1996）、

その中でも、男性を対象とした代表的な研究分野の 1 つが夫の家事・育児研究である。ひと

つは夫の家事・育児関与の規定要因の解明（永井 2009; 松田 2004）、もうひとつは夫婦関
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係満足度、家庭生活の役割負担感、ディストレス、幸福感などの主観的意識に対する夫の家

事・育児参加の効果の検討（稲葉 1999, 2005; 西村 2009; 鈴木 2011, 2016; 大和 2001, 2006）

など、主に 2 つの方向から研究が進められてきた。前者については夫の行動自体が説明され

るべき変数となっているが、後者については、その多くが妻の主観的意識を対象としており、

夫の家事・育児関与は説明変数に留まる。夫の夫婦関係満足度を扱う研究も行われていると

はいえ（稲葉 2004; 木下 2004; 永瀬 2015; 鈴木 2015, 鈴木・佐藤 2019a, 鈴木・佐藤 2019b）、

妻と比較すると、夫側からみた夫婦関係研究は依然として手薄となっている。 

しかし先にみたように、この 20 年間（1999 年～2019 年）において、育児期の女性につい

ても雇用労働化が進展する一方で、WLB 論が登場し、夫の家事・育児への関与を推奨する

社会的気運が醸成されてきた。夫たちが家庭役割を担うことがいっそう期待される状況下

における夫婦関係を検討するには、「夫」の家事や子育て関与が「妻」の主観的意識に与え

る影響だけでなく、「夫自身」の主観的意識への効果についてもみておく必要がある。 

そこで本稿は、大和の研究を参考に、全国家族調査の 3 時点の調査（NFRJ03、08、18）

を用いて、夫の「家事・子育て関与」と「夫自身の夫婦関係満足度」の関連がこの 15 年間

にどのように変化してきたのかを、妻収入貢献度に着目しながら明らかにする。「家計の共

同性」と「家庭の共同性」のバランス－が夫婦関係とどのように関連しているのかを、「夫」

側から検討する試みである。 

幸いなことに、NFRJ の時点の調査時期をみると、NFRJ98 は就業を巡る状況の変化のス

タート時点、NFRJ03 は WLB 論のスタート時点、NFRJ08 は WLB という概念が浸透し始め

た時期、NFRJ18 は「家事ハラスメント」や「名もなき家事」などの言葉が生まれ、家事に

対する社会的な関心が喚起され始めた時期と重なる。2000 年前後から現在に至るまでの家

族の変化をみるのに格好のデータとなる。この 4 時点の調査のうち、本稿では家事・子育て

項目について同じ質問項目を用いた NFRJ03、08、18 のデータを用いて、夫の家事関与や子

育て関与の推移を確認した後、夫のかかわりと夫婦関係満足度との関連が妻収入貢献度に

よってどのように異なるのかについて、3 時点の推移をみていく。 

 主な分析対象は、配偶者（妻）が専業主婦もしくは雇用者として就業し、「末子 0～6 歳」

の子どものいる男性である（NFRJ03：381 人、NFRJ08：328 人、NFRJ18：174 人）。 

 

２． 育児期の夫を取り巻く状況 

 

2.1 妻たちの働き方の変化：就業形態と妻収入貢献度 

 まず、有配偶男性の配偶者（妻）の働き方について、この 15 年間の変化を確認しておく

（表 1）。以下、回答対象者である男性を「夫」、その配偶者を「妻」と記載する。 

全体的な傾向をみると、専業主婦と自営・自由の妻が減少し、常勤とパートの割合が増え

るなど、雇用者として働く妻が増加し、全体の約 6 割を占める。こうした女性の雇用者化の

動きが最も進展したのが「末子 0～6 歳」の女性たちである。NFRJ03 の時点では専業主婦が
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6 割を占めていたが、NFRJ08 で 55.3％となり、NFRJ18 では 34％とほぼ 3 分の 1 まで減少

している。これに対し、常勤とパートの変化を NFRJ03→08→18 の順にみると、常勤は 16.3％

→16.4％→32.4％，パートは 17.3％→23.4％→30.2％となるなど、いずれも NFRJ03 のほぼ倍

となっている。特に常勤については、NFRJ08 から 18 の間の増加が顕著となっている。自

営・自由業が数％のみであることを踏まえると、「末子 0～6 歳」のライフステージの女性の

働き方は、専業主婦、パート、常勤に三等分され、就学前の子どもを育てる家庭においても、

いまや専業主婦は少数派となったことが伺える。 

 

表 1 妻たちの働き方の変化：就業形態（％） 

 

注）数値は NFRJ03→08→18 の順に示す。 

 

 次に、妻収入貢献度の変化を確認した（図 1）。妻収入貢献度は、回答者である男性本人

とその配偶者（妻）の収入を夫婦収入の合算額で除し、百分率（％）に換算した（図 1）。男

性とその配偶者の収入は、各カテゴリーの真ん中の値（中央値）を用いた。 

     

図 1 妻たちの働き方の変化：妻収入貢献度 

常勤 パート 自営・自由 専業主婦 合計（人）

＜全体＞ 15.1→18.0→21.7 25.0→29.1→36.8 10.5→8.4→ 5.8 49.3→44.5→35.7 2446→1875→1005

＜ライフステージ別＞

子どもなし 19.8→22.3→30.3 25.7→29.3→29.3  7.9→ 5.7→ 6.1 46.5→42.7→34.3 202→157→99

末子0～6歳 16.3→16.4→32.4 17.3→23.4→30.2  5.7→ 5.0→ 2.8 60.6→55.3→34.6 404→342→179

末子7～12歳 14.9→20.4→29.7 44.3→46.3→49.5 8.2→ 9.5→ 2.7 32.4→23.9→18.0 262→201→111

末子13～19歳 18.0→24.6→21.9 43.7→42.6→56.3 13.6→9.9→ 8.8 24.8→22.8→13.1 323→272→160

末子20歳以上 13.3→15.4→13.6 18.6→23.4→31.1 12.2→9.4→ 6.0 55.9→51.8→48.7 1225→903→456
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 まず目につくのが妻収入貢献度「0％」の割合が減少したことである。「0％」の割合をみ

ると、NFRJ03 では 6 割を占めていたが、NFRJ08 でほぼ半数、NFRJ18 では 3 分の 1 程度と

なった。NFRJ03 から 18 への変化をみると、比較的貢献度が低い「～10％未満」の割合は、

6.0％→10.4％→15.3％となり、この 15 年間に 10 ポイント近く増加している。その一方、比

較的貢献度の高い「30～50％」の割合も 8.2％→10.1％→17.8％と同程度に増加しており、妻

収入貢献度の度合いが幅広い範囲にわたることがわかる。 

ここで用いた妻収入貢献度の 5 区分を、「0％」「～30％未満」「30％以上」の 3 区分に統合

すると NFRJ18 ではほぼ三等分され、先にみた妻の就業形態「専業主婦」「パート」「常勤」

に対応することから、以下、妻収入貢献度はこの 3 区分でみていく。 

 

2.2 夫の家事・子育て関与の 3 時点の変化 

（1）使用する変数 

NFRJ では、03 の調査から、家事は「食事の用意」「食事のあとかたづけ」「買い物」「洗

濯」「そうじ」の 5 項目、子育ては「子どもと遊ぶ」「子どもの世話」の 2 項目を用いて、本

人および配偶者が 1 週間に行う頻度を 5 件法で尋ねている。育児期における男性の子育て

参加については、前述した松田（2021）は 1 週間あたりの日数（頻度）を用いているが、夫

の育児関与について、特に平日の場合、関与する時間が「0 分」の割合が多いことも指摘さ

れている（鈴木 2011）。 

そこで本稿では、夫の家事・育児関与の 3 時点の推移について、1 週間あたりの頻度と「ほ

とんど行わない」（＝0 回）の割合からみていく。その際、全体の傾向に加え、妻収入貢献

度別の推移についても確認する。頻度については、「ほぼ毎日」を 6.5 回、「4-5 回」を 4.5 回、

「2-3 回」を 2.5 回、「1 回くらい」を 1 回、「ほとんど行わない」を 0 回として 1 週間あた

りの回数に換算した。 

 

（2）夫の家事・子育て関与：1 週間にかかわる頻度（平均値） 

全体的な傾向を平均値からみると、家事については NFRJ03→08 ではどの項目でも、変化

がないか、微増程度だったが、NFRJ08→18 では「食事のあとかたづけ」「洗濯」「そうじ」

の 3 項目で頻度が増えた（図 2）。子育てについては、「子どもと遊ぶ」では 3 時点を通じて

3.5 回前後となっている。「子どもの世話」については、2.4 回→2.6 回→3.2 回/週となり、特

に NFRJ08→18 の 10 年間で増加した。男性が週休 2 日であると想定すると、2000 年代の初

頭には、週末には子どもを遊ばせるだけでなく、世話にもかかわる父親が出現してきた様子

が伺える。 

そこで、どのような夫で家事や子どもへの関わりが増えてきたのかを確認すべく、妻収入

貢献度別にみた。その結果、5 つの家事項目のち、「食事のあとかたづけ」「洗濯」「掃除」

「子ども世話」において、妻家計貢献が「30％未満」と「30％以上」の夫で、家事・子育て

への関与に顕著な増加がみられた（図 2）。3 時点の変化みると、「食事のあとかたづけ」に
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ついては「30％未満」で 0.8→1.2→2.6 回/週、「30％以上」で 1.3→1.9→3.0 日/週、「洗濯」に

ついては「30％未満」で 0.5→0.7→1.5 回/週、「30％以上」で 1.3→1.5→2.3 回/週、「そうじ」

については「30％未満」で 0.9→0.8→1.5 回/週、「30％以上」で 1.5→1.5→2.3 回/週、「子ども

の世話」については「30％未満」で 2.8→2.3→3.1 回/週、「30％以上」で 3.5→3.2→3.9 回/週

であった。項目によっては NFRJ08 に比べ、18 では週に 1 回近く増加している。 

このようにみてくると、妻の就業形態にかかわらず、NFRJ08 までは妻に任せきりでほと

んど手出しをしなかった家事項目について、多少なりとも夫たちが関わり始めたこと、特に

その傾向は妻に収入がある夫（妻収入貢献度：「30％未満」「30％以上」）で顕著に起こった

といえそうだ。 

 

＜妻収入貢献度別＞ 

 

図 2 家事・子育て項目 3 時点の推移：全体と妻収入貢献度別 
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（3）夫の家事・子育て関与：「ほとんどかかわらない」（＝0 回/週）割合 

次に、夫の家事・子育てについて、ほとんどかかわらない（＝0 回/週）の割合をみた（図

3）。まず家事への関与をみると、NFRJ08 までは家事 5 項目のうち、「買い物」を除く 4 項目

において、「0 回」の割合が半数を超えていたが、NFRJ18 では「食事の用意」だけとなった。 

そこで、この 15 年間に男性がかかわる頻度が増えた「食事のあとかたづけ」「洗濯」「そ

うじ」の 3 項目に関し、「0 回」の割合の変化をみた（図 3）。「食事のあとかたづけ」58％→

51％→35％、「洗濯」82％→71％→50％、「そうじ」59％→48％→35％と、各項目とも大幅に

減少し、特に NFRJ08 から 18 の 10 年間の変化が大きいといえそうだ。 

妻収入貢献度別にみると、NFRJ03 と 08 では、「30％未満」の夫の家事関与は、「0％」の

男性とほぼ同程度であったが、NFRJ18 では「30％以上」の夫へ近くなる傾向がみられた。 

 

 

 

＜妻収入貢献度別＞ 

 

 

図 3 夫の家事・子育て：「ほとんどしない」（＝0 回）の割合 
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一方、子育てについては、「子どもと遊ぶ」では NFRJ03 時時点で「0 回」の割合は 4％程

しかなく、NFRJ08 と 18 でもほぼ同程度だった。「子どもと遊ぶ」に比べると、「子どもの世

話」については「0 回」の割合は少し多く、NFRJ03 では 26％であったが、08 で 21％、18 で

16％と減少してきた。2000 年代初頭から、ほとんどの男性が何らかの形で子どもとかかわ

ってきたことが伺える。 

 

３． 「夫の家事・子育て関与」と「夫自身の夫婦関係満足度」の関連 

：3 時点の推移 

 

前節では、夫の家事・子育て関与について、どのような項目で夫のかかわりが増えている

のか、またそれは妻収入貢献度によって異なるのかを確認した。ここではそうした夫の家

事・子育てへのかかわりと夫自身の夫婦関係満足度の関連について、妻収入貢献度に着目し

ながら 3 時点の推移をみていく。 

 

3.1 使用する変数 

 結婚生活における満足度について尋ねた項目のうち、3 時点に共通する「結婚生活/夫婦関

係全体」（以下、「夫婦関係満足度」とする）を従属変数として用いる。「夫婦関係満足度を

「かなり満足」から「かなり不満」の 4 件法で尋ねたものを、数値が高いほど満足度が高く

なるよう反転した。 

夫の家事への関わりについては、週あたりの家事頻度に換算した家事 5 項目を合算して

平均値を求め（以下、「家事頻度」と記載する）、「ほぼしない」「週 1 回程度」「週 2 回以上」

に対応するよう 3 カテゴリーとした。また、子どもとのかかわりについては、「子どもの世

話」を用い、「週 1 回以下」「週 2～3 回」「週 4 回以上」の 3 カテゴリーとした1。 

 

3.2 分析 1：平均値による検討 

NFRJ03,08,18 の 3 時点それぞれについて、夫婦関係満足度を従属変数、夫の家事・子育て

への関与を独立変数とする一元配置の分散分析を行った（図 4）。 

まず家事頻度については、NFRJ03 と 08 では有意な関連がみられず、家事頻度にかかわ

らず夫自身の満足度は同程度であったが、NFRJ18 で初めて 5％水準で有意な関連がみられ

た。多重比較を行ったところ、「ほぼしない」（3.1：括弧内の数値は満足度の値を示す。以下

同様）と「週 2 回程度」（3.5）で有意な差がみられ、家事頻度の高い夫のほうが、夫自身の

満足度も高くなっていた。 

 子どもの世話については、NFRJ03 と 18 で有意な関連がみられたことから多重比較を行

 
1 家事 5 項目を合算し、週あたりの家事頻度に換算した家事 5 項目の平均値を算出し、0～0.6 回ま

でを「ほぼしない」、0.7～1.6 回を「週 1 回程度」、1.7 回以上を「週 2 回以上」とした。また子ど

もの世話については、「ほとんどしない」と「週 1 回程度」を統合して「週 1 回以下」、「週 4 回程

度」と「ほぼ毎日」を統合して「週 1 回以下」「週 2～3 回」「週 4 回以上」とした。 
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ったところ、NFRJ03 では「週 1 回以下」（3.2）と「週 4 回以上」（3.5）、NFRJ18 においても

「週 1 回以下」（3.1）と「週 4 回以上」（3.4）の間が有意となり、いずれも子どもの世話を

する頻度が高い夫のほうが、夫自身の満足度も高かった。 

 

 

図 4 夫の夫婦関係満足度：夫の家事・子どもの世話頻度別 

 

3.3 分析 2：交互作用効果の検討 

先に夫の家事・子育て関与と妻収入貢献度が関連していることを確認したことから、これ

らを独立変数，夫婦関係満足度を従属変数とする二元配置の分散分析を行った。妻収入貢献

度については、「0％」「30％未満」「30％以上」の 3 区分を用いた。コントロールした変数は

結婚年数、子ども数、実母の居住地、義母の居住地、夫年収、妻年収、配偶者（妻）からの

情緒的サポートの 7 変数である2。 

まず、「家事頻度」と「妻収入貢献度」については 3 時点ともに主効果はみられなかった。

但し、「家事頻度」の F 値は 0.27→0.92→2.17 と増加し、満足度に対する家事頻度の効果が

近年になるほど大きくなる傾向がみられた。交互作用については、NFRJ08 と 18 で有意な

 
2 各変数については、以下のように加工した。 

①子ども数（健在子ども数）は 4 人以上の場合を 1 つのカテゴリーにまとめた。 

②「実母の居住地」と「義母の居住地」については、3 時点の調査ですべて尋ね方が異なっている

ため、NFRJ03 では「1．自分と同じ家屋」と「2．同じ敷地内のはなれ・別棟」を「同居」、「3．

となり」から「5．片道 1 時間未満のところ」を「1 時間未満」、それ以上を「1 時間以上」とした。

NFRJ08 では「1．同じ敷地（玄関も同じ）」から「3．同じ敷地内に別棟」までも「同居」、「4．15

分以内」から「6．30 分～60 分未満」を「1 時間未満」、それ以上を「1 時間以上」とした。

NFRJ18 では「1．同居」と「2．同じ敷地内の別棟、同じマンション内の別室」を「同居」、「3．

30 分未満」と「4．30 分～60 未満」を「1 時間未満」、それ以上を「1 時間以上」とした。その際、

母親や義母がすでに亡くなっている場合は「1 時間以上」に含めて変数を作成した。 

③「夫年収」と「妻年収」については各カテゴリーの真ん中の値（中央値）をとり、連続変数に換

算した。その際、03 と 08 については「15.1200 万円以上」を「1250 万円」に、18 については

「12．1400 万円以上」を「1500 万円」とした。 

④「配偶者からの情緒的サポート」については、「配偶者（夫・妻）、わたしの心配ごとや悩みごと

を聞いてくれる」「配偶者（夫・妻）は、わたしの能力や努力を高く評価してくれる」「配偶者

（夫・妻）は、わたしに助言やアドバイスをしてくれる」の 3 項目について、「1．あてはまる」か

ら「4．あてはまらない」の 4 件法で尋ねている（3 時点とも共通）。これらについて、数値が高い

ほど「あてはまる」ように反転したものを合算し、合成尺度を作成した。 
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効果がみられた（表 2）。 

 

   表 2 夫の夫婦関係満足度に対する二元配置の分散分析の結果：3 時点比較 

 

注 1）**p<.01 *p<.05 †p<.1 

注 2）統制変数としてた結婚年数、子ども数、実母・義理母居住距離、本人と配偶者の年収、 

配偶者からの情緒的サポートの効果を投入。 

 

そこで、満足度の調整平均を使って交互作用効果を図 5 に示した。NFRJ08 については、

妻収入貢献度が「0％」と「30％以上」の夫で、家事頻度による満足度の差がみられたが、

「0％」と「30％以上」では、夫の家事頻度と満足度の関連の仕方が異なった。妻収入貢献

度が「0％」の夫では、家事を「ほぼしない」夫よりも「週 2 回以上」行う夫のほうが満足

度が低かったのに対し、妻収入貢献度が「30％以上」の夫では、「週 2 回以上」行う夫のほ

うが満足度が高かった。NFRJ18 では、「30％未満」の夫にのみ有意な交互作用効果が確認さ

れた。関連の仕方をみると、NFRJ08 における「30％以上」の夫と同様、家事頻度が高い夫

のほうが自分自身の満足度が高くなっていた。 

 次に「子どもの世話」と「妻収入貢献度」についてみたが、3 時点を通じて主効果に有意

な効果はみられず、F 値の値も概ね低かった。交互作用については NFRJ03 のみ有意になっ

たため、満足度の調整平均を使って交互作用効果を確認した（図 5）。関連の仕方をみると、

妻収入貢献度が「0％」の夫で、子どもの世話頻度による満足度の差がみられ、「週 1 回以

下」の夫よりも、より頻繁に（「週 2～3 回」「週 4 回以上」）子どもにかかわっている夫のほ

うが満足度が高かった。NFRJ08 と 18 においては、こうした交互作用はみられず、F 値の推

移についても、2.83→1.85→0.77（03*→08→18 の順に示す）と徐々に小さくなった。但し、

NFRJ08 については、妻収入貢献度「0％」の夫において、子どもの世話が「週 1 回以下」と

03 08 18

独立変数 df F p 独立変数 df F p 独立変数 df F p

家事頻度（Ａ） 2 0.27 家事頻度（Ａ） 2 0.92 家事頻度（Ａ） 2 2.17

妻家計貢献度（C） 2 0.27 妻家計貢献度（C） 2 0.88 妻家計貢献度（C） 2 0.14

Ａ×C 4 0.28 Ａ×C 4 2.81 * Ａ×C 4 2.38 †

調整済みR2=0.265** 調整済みR2=0.243** 調整済みR2=0.366

n=345 n=283 n=152

子どもの世話（B） 2 0.12 子どもの世話（B） 2 0.02 子どもの世話（B） 2 0.68

妻家計貢献度（C） 2 0.41 妻家計貢献度（C） 2 0.11 妻家計貢献度（C） 2 0.68

B×C 4 2.83
*

B×C 4 1.85 B×C 4 0.70

調整済みR
2
=0.300

**
調整済みR

2
=0.234

**
調整済みR

2
=0.320

**

n=340 n=276 n=153

(1)家事頻度（5項目の合算）

(2)子どもの世話頻度
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「週 4 回以上」の間で満足度の調整平均に有意な差がみられ、子どもの世話をする回数の少

ない夫のほうが夫自身の満足度は高かった。 

注）*p<.05 †p<.1 

図 5 妻収入貢献度別「夫の夫婦関係満足度」の調整平均： 

「夫の家事・子どもの世話」と「妻収入貢献度」の交互作用効果 

 

４． まとめと考察：NFRJ03 から 18 における変化 

 

本稿では、夫や妻を取り巻く雇用状況が変化する中、WLB に対する機運が高まり、子育

ての担い手として新たに夫の存在がクローズアップされるようになったこの 15 年間におい

て、夫が家事や子育てに関わることが夫自身の夫婦関係満足度とどのように関連している

のかを追ってきた。育児期における妻の雇用労働化の進行を考慮し、「家計の共同性」（妻収

入貢献度）と「家庭の共同性」（家事や子育ての遂行）のバランスや組み合わせが夫婦関係

とどのように関連しているのかを、「夫」側から検討する試みであった。 

末子 6 歳以下の子どもをもち、配偶者（妻）が専業主婦もしくは雇用者として就業する男

性を充分確保できなかったことなど（特に NFRJ18）、分析上の制約はあるものの、NFRJ03

から 18 における 15 年間の変化について、以下のような傾向がみられた。 
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（1）家事頻度と満足度 

  家事頻度に関しては 3 つの点をあげておく。 

1 つ目は、夫の夫婦関係満足度に対し、「家計の共同性」と「家庭の共同性」のバランスが

関与する可能性が示唆されたことである。NFRJ08において、妻収入貢献度が低い夫（「0％」）

では「家事頻度が少ないほうが満足度は高い」のに対し、妻収入貢献度が高い夫（「30％以

上」）では「家事頻度が多いほうが満足度は高い」という関連がみられた。これは、夫婦の

それぞれが供出しているものに対し、夫が「バランス」がとれていると判断すれば夫の満足

度は高く、「バランス」を欠いていると夫が判断すれば満足度は低くなるなど、夫の満足度

に対し、この「バランス」という視点が――限定的ではあるが――有効であることがわかる。

妻収入貢献度の低い夫では「自分がする必要のない家事はしない」ことが、また家計貢献度

が高い夫では「自分するべき家事をする」ことが満足度の高さを担保しており、そのバラン

スが崩れた時――「自分が 100％稼いでいるのに家事量が多い」あるいは「妻がたくさん稼

いでいるのに自分の家事量が少ない」など――に満足度が低いという事態に陥るのではな

いかと想定される3。 

2 つ目は、このような「家計の共同性」と「家庭の共同性」のバランスと夫婦関係満足度

が関連するという状況がまず妻収入貢献度が低い夫（「0％」）と高い夫（「30％以上」）にみ

られ（NFRJ08）、その後 NFRJ18 において、妻収入貢献度が中程度の夫（「30％未満」）で家

計貢献度が高い夫と同様な関連が確認されたことも、夫の家事遂行をめぐる意味付けの変

化を読み取ることができる。妻収入貢献度が「30％未満」というのは妻がパート就労してい

る場合とほぼ重なる。これまでパート就労する妻には、「子どもが大きくなったら」「家のこ

とに支障のない範囲で」という言葉に示されるように、家庭責任の担い手であることが第一

に期待されてきた。しかし、この 15 年間に進展してきた育児期の女性たちの雇用者化の流

れにより、夫たちは「パート」の存在を、「専業主婦」よりも「常勤」に近い存在として認

識するようになってきたのではないだろうか。このことは、NFRJ03 や 08 では妻収入貢献

度「0％」の夫とほぼ同程度だった「30％未満」の夫の家事・子育て関与量が、NFRJ18 では

「30％以上」の夫に近い様相を示したことからも伺えよう。 

3 つ目は、有意にはならなかったものの、NFRJ18 では、妻収入貢献度にかかわらず、家

事頻度自体が夫の満足度と関連する傾向がみられたことである。特に「食事あとかたづけ」

「洗濯」「そうじ」などについては、NFRJ03 と比べるとどの項目の頻度も倍近くになり、

「まったくかかわらない」割合はいずれも 20 ポイント以上も減少している。特に妻の家計

貢献度が高い夫で家事にかかわる頻度の増加が顕著にみられる。いまだに十分とはいえな

いまでも、この 15 年の間に、育児期の夫の関心が家事にも向けられるようになった点も指

摘しておきたい。 

 
3 但し、妻収入貢献度が高い夫の場合については、（何らかの別の理由により）夫婦関係に満足して

いるから家事を行う（夫婦関係に満足していないから家事を行わない）という可能性もある。ま

た、夫自身が家事をしないことを妻が不満に思い、その妻の不満が夫に否定的な影響を及ぼす（大

和 2001）との指摘もあり、慎重に解釈をする必要がある。 
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（2）子どもの世話と満足度 

子どもの世話に関して注目すべきは、妻収入貢献度が低い夫（0％）において、子どもへ

の関与の多寡が満足度にもつ意味がNFRJ03と 08では異なる可能性が示唆された点である。

妻収入貢献度が低い夫の場合、NFRJ03 では「子どもの世話の頻度が多いほうが満足度は高

い」という関連がみられたが、NFRJ08 では家事頻度の場合と同様、「子どもの世話の頻度が

少ないほうが満足度は高い」となり、子どもの世話の頻度と満足度の間の関連は逆となった。

「自分（夫）が 100％稼いでいるのに家事量が多い」ことが NFRJ03 では満足度の高さと関

連し、NFRJ08 では満足度の低さと関連したことになる。 

このようにみてくると、NFRJ03 で夫の子育て関与と満足度の関連を成り立たせていたの

は、夫の子育て関与が、「家計の共同性」と「家庭の共同性」のバランスという観点ではな

く、妻への「厚意（やってあげている）」からの行動だったのではないかと考えられる。満

足度をもたらす判断基準が、NFRJ03 の「厚意」から 08 の「バランスの均衡」へと変容した

背景には、妻の就業の有無にかかわらず、男性が子育てにかかわることを「普通のこと」「当

たり前のこと」とみなし、推進していく社会的な意識の醸成があったのではないかと推察さ

れる。 

その一方、NFRJ03 から 18 のいずれにおいても、妻が収入に貢献している場合（妻収入貢

献度「30％未満」「30％以上」）には、夫が子どもの世話をする頻度による違いがみられず、

夫の子育て関与が夫自身の満足度とどのように関連し、この 15 年間にどのように変化して

きたのかを捉えることができなかった。家事と子育てでは、男性の関与を推奨する社会的気

運の醸成にタイムラグがあり、家事よりも子育てへの関与のほうが先行してきたこと、また

既に 2000 年代の初めの頃から、夫は子育てについては比較的かかわっていたことをふまえ

ると、子どもの世話をすることをもはや「当たり前」のこととして捉えている可能性もある。

NFRJ98 を含めてより長いスパンで今後分析していく必要があると考える。 

 

 以上、本稿では、夫の視点から、「家計のバランス」と「家庭のバランス」をみてきた。

もう一人の当事者である妻の視点からも分析し、両者を併せて検討することがワークとラ

イフをめぐるバランスと夫婦関係満足度の検討には不可欠となる。今後の課題としたい。 
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Changes in Husbands’ Marital Satisfaction Through Participation in Housework and 

Childrearing: 

The Balance Between Household Budget Cooperation and Cooperation Within the Home 

Fumiko Suzuki 

（Osaka University） 

This study examines changes in the relationship between husbands’ involvement in housework and 

childrearing and their marital satisfaction over a period of 15 years, focusing on the balance between household 

budget cooperation and cooperation within the home. The study analyzes men’s responses to a survey conducted 

in 2003, 2008, and 2018.   

The analysis showed that the balance between household budget cooperation and cooperation within the home 

was linked to the husband’s marital satisfaction. In households where wives contributed less to household budgets, 

husbands who did less housework had higher levels of satisfaction; however, when wives contributed more, 

husbands who did more housework had a higher rate of satisfaction. Therefore, the husband’s marital satisfaction 

was related to the balance between household budget cooperation and cooperation within the home. Moreover, 

because a similar link was observed between situations where wives’ contributions were less than 30% and 30% 

or more, it can be concluded that husbands have come to see part-time workers as closer to full-time workers 

rather than as housewives over the past 15 years.  

Regarding childrearing, the sense of satisfaction surrounding the amount of involvement changed between 

2003 and 2008 for husbands whose wives did not contribute to the household budget (0%). While in 2003, men 

stated that they would engage in such behavior out of “kindness” to their wives, in 2008 a link was drawn to the 

balance between household budget cooperation and cooperation within the home. However, because the changes 

among husbands whose wives contribute to the household budget could not be clearly identified across all three 

periods, a future challenge is to conduct an analysis over a longer period, including the NFRJ98.  

Key words and phrases: marital satisfaction, husbands’ involvement in housework and childrearing, 

work-life balance, wives contribution to household budgets, cooperation 
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