
 

Instructions for use

Title 子ども哺育と夫妻の役割分担 : ペアデータを用いた予備的な検討

Author(s) 孫, 詩彧

Citation 北海道大学大学院教育学研究院紀要, 140, 97-115

Issue Date 2022-06-25

DOI 10.14943/b.edu.140.97

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/86261

Type bulletin (article)

File Information 08-1882-1669-140.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


97
北海道大学大学院教育学研究院紀要

第140号　2022年６月

子ども哺育と夫妻の役割分担

― ペアデータを用いた予備的な検討 ―

孫　　　詩　彧＊

【要旨】　本稿は哺育することが夫妻の役割分担全体においてどのような位置づけであるかを，

哺育実践における男性（夫・父親）のあり方と哺育役割の関わり方に注目して検討するもので

ある。これは，子どもが生まれた後，夫妻の役割分担と調整の可能性をめぐる予備的な検討で

もある。

　その結果，次のことが分かった。（1）これまでの研究において哺育は，男女の生物学的性差

の代表として，当然のように女性（妻・母親）の役割とされてきている。議論は「女性が抱え

る課題」というスタンスで展開し，そこに男性は不在である。しかし，（2）哺育は育児役割の

なかに独立して存在する一つのタスクではなく，親子間のつながりを構築するプロセスそのも

のである。乳幼児期に子どもの哺育の担い方は，その後の夫妻の役割分担と調整に長期的な影

響を及ぼす可能性がある。

【キーワード】子ども哺育，性別役割，哺育実践，男性の役割遂行，粉ミルク

1．はじめに

　本稿は，哺育することが夫妻の役割分担全体においてどのような位置づけであるかを，哺育

実践における男性（夫・父親）のあり方と哺育役割の関わり方に注目して検討するものである。

　子どもに乳汁をあげるという「授乳」を中心とした食べさせることと，よく授乳と関連して

行われる寝かしつけ・オムツ替えなど一連の育児行為を，本稿では「哺育」として捉えている。

哺育は子どもの誕生を迎えた新米の父母が最初に直面する課題・役割であり，子どもの生存・

成長にとっても重要なことである。

　人間は哺乳類として生物学的に分類されているにもかかわらず，一般的に自分の乳房から乳

汁を分泌して授乳するのは女性のみである。この意味で，少なくとも人間の半分は「名ばかり

の哺乳類」（Schiebinger1993＝1996）と言えるだろう。生まれた直後の母乳・ミルクしか飲め

ない時期から，完全に母乳・ミルクから離れる時期までの哺育は，生物学的な特性に基づいて

主に女性（母親）が担うこととされ，これまで哺育実践をめぐる検討の多くは，男性（父親）

を抜きにした形で行われてきている。子どもに授乳することは，男女を区別し，性別役割を説

明する時に最も根本的な要因として位置づけられている。場合によって，男女に対する異なる

扱い方を正当化する理由にもなる。一方，実践者としての夫と妻も，この役割の分担は調整で

きないものだと思っている可能性がある。この意味で本稿は，子どもの哺育に着目することで，

夫妻の役割分担ならびに子どもの成長に伴う役割の調整がいかにして可能になるかをめぐる予

備的な検討でもある。

＊ 北海道大学　創成研究機構│大学院教育学研究院　特任助教
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　生物学的な性差で男性が哺育の実践から遠ざけられる一方，女性の乳房はその機能性のみ重

視される傾向を示している。機能性とは主に次の二つである。一つは，母親の象徴として，乳

房は子どもに乳汁をあげるために存在するものである。もう一つは，エロティックな女の身体

を意味して，男性の性的欲望を満たすためのものである。「母が聖なるものであるとすれば，

女は性的で堕落したものだとする二分法が通行し，女たちは母と女との間で引き裂かれてきた」

（木村2009：3）。乳房はまず器官として女性の身体の一部であるものの，子どもか男性のため

のものとされ，これまであまり女性のものとしてみなされてこなかった。

　江原は「ジェンダー秩序」の構造を説明する時，Connellの議論を発展させて，「性別分業」

＝「男性は活動の主体，女性は他者の活動を手助けする存在」と，「カセクシス構造」＝「男

性は性的欲望の主体，女性は性的欲望の対象」を中心に取り上げていた（江原2004）。こうし

たジェンダー秩序は女性の乳房と哺育実践においても象徴的に表れている。近代化における哺

育方法の変容と母親役割の再構築をめぐる検討において，盧（2020）は男性が実際の授乳に関

わらないものの，自分の性欲を満たすため妻の母乳育児を禁じることを示している。女性は授

乳することで子どものニーズを満たす一方，性的欲望の対象として捉えられることもある。こ

のカセクシス構造は同時に，性別分業の秩序とも相互に補強しあうように作用している。

　本稿はこのうち，性別分業のほうに注目している。現代のジェンダー研究，家族社会学研究

では，子どもの誕生を機に夫妻の役割分担の変化が示されている（孫2020a）。夫妻とも正社員

のカップルであっても，平等な役割関係を形成しているのは，子どものいない夫妻のみである

（松信1995）。このような現象について，孫（2020b）は育児休業に着目し，子どもの誕生と成

長に伴う夫妻間の役割分担の硬直化を説明した。そこでなぜ女性が育児休業を取得することが

多いか，なぜ女性を中心に育児役割が担われているかといった問いの答えに，授乳がしばしば

原因として取り上げられている。とりわけ母乳育児が強調されているなか，男性との分担や男

性による介入がむずかしいと思われている。授乳の行為とこれに伴う哺育は常に，女性の課題

として語られている。これは，社会全体の構造からしてジェンダー化されるように見えるもの

の，ミクロレベルの議論は十分深められずに止まってしまう。すなわち，本当に男性は哺育か

ら距離を置かざるを得ないものなのか，女性中心に行われてきている授乳と哺育の実践に男性

はいかなる形で関わっているか，もしくはいかにして姿を消してきているか，を検討する必要

がある。

　ジェンダー平等の重要性や意義はすでに自明のものになっているが，研究の多くはいまだに

女性のみに焦点を当て，ジェンダー不平等の種々の現象を批判するところにとどまっている。

男女の役割分担を通して二元対立的なジェンダー関係を見直すために，哺育という従来「女性

の課題」だと思われてきたことに男性を包摂する議論が必要である。本稿はその前段階として，

以下のように展開していく。

　第２章では，哺育をめぐる保健・医学や心理学，社会学などの議論を，子ども・女性・男性

の三者関係と位置づけを中心に整理し，そこに男性の存在はどのように捉えられているかを示

しておく。これを踏まえて第３章と第４章は，未就学の子どもを育てる夫妻双方に対するイン

タビュー調査で，哺育実践から夫・父親がどのように関わっているか，いかに排除されてきたか，

哺育実践そのものが，夫妻の役割分担においていかなる位置づけであるかを検討する。
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２．従来の研究における哺育議論の展開

（1）子ども中心主義：哺育方法の取捨選択

　哺育をめぐる議論で最も多くみられる主張は，「子どもの最善のため」から出発している。

か弱くケアが必要な乳児を，どのように育てたらいいのか。天然乳汁か人工栄養か，人乳（母，

乳母）か牛乳・粉ミルクかの論争が医学，保健科学，栄養学などの分野で長い時間をかけて行

われてきた。本章では哺育をめぐる子ども，女性，男性の位置づけを中心に整理する。結論を

先に言うと，議論のなかで焦点を当てられたのは子どものみであり，父親も母親も，最善の哺

育方法が実行されるためのエージェントにすぎない。

　なぜこうした焦点の当て方になったか。子どもを少なく産んで大事に育てるという子どもの

中心主義的な考え方自体は，近代化の産物だと言われている。とりわけ東アジアの近代化を理

解するために，「圧縮近代（compressed modernity）」という概念が有効である。この概念は，

韓国の社会学者Chang Kyung-Sup（장경섭）が提起したものであり，日本では落合恵美子を

中心に人口学，家族社会学の分析において用いられている。Changによると，近代化の後発国

では，経済，政治，社会，文化の変化が時間と空間の両方において極端に凝縮された形で起こ

るため，「互いに共通点のない歴史的・社会的諸要素がダイナミックに共存することにより，

きわめて複雑で流動的な社会システムが構成かつ再構成される」（Chang2010＝2013：41）。す

なわち，東アジアで起きた近代化は，受動的な側面があり，欧米の工業化や近代化の影響を受

ける形で進めている。なお欧米に追いつくため急速に近代化を遂げようとする動きがある。

　これは哺育方法をめぐる議論の現れ方として，科学主義やコマーシャリズム，民族主義など

複合的な働きかけとせめぎ合いに見られる。「どの方法が一番子どもにいいのか」を始まりに，

母乳と牛乳の論争が繰り広げていた。欧米でよく飲まれている牛乳や作られている粉ミルクは，

日本では近代最初のスーパーフードとされていた。「母乳の代替品」と掲げた牛乳は，体力・

知力ともすぐれた子どもを育ち，病気にかかりづらくなると宣伝されている。落合（2013）が

「圧縮近代」が出生率の低下で捉えられているように，近代化において子ども数の減少により，

少人数の子どもを大事に育てることが重要視されていた。

　また，科学性の追求のみならず，近代化のなかでは特に「強い子ども」，いわゆるマンパワー

が追及されていた。例えば当時亡国の危機に晒されていたと言われる中国は，男性の知識人・

有識者が女性の無知や生産活動への参加不足などを批判していた。強い子どもを育てることこ

そ，強い国の基だと考えられ，強い子どものために健康で強い母親が求められた（盧2020：

48-49）。この流れの中で母乳哺育が強調され，母乳で賄えない時に人工栄養を用いる哺育の推

奨も行われていた。日本と中国では程度の差こそあれ，欧米を追いかけて急速な発展を遂げる

ため国民の健康維持が最大の理由となり，牛乳と粉ミルクの広まりが見られた。

　牛乳や粉ミルクが輸入されることで，母乳以外の多様な哺育方法が可能になった。母乳と人

工栄養（牛乳や粉ミルク）などをめぐる議論が繰り広げられるなかで，人工栄養を推奨する時

期もあったが，現代にいたって母乳を優先する考え方がだんだん定着してきた。ただし，この

プロセスにおいて「子ども・男性・女性」の関係性を整理すると，次の構図が見えてくる。子

どもは最善を保障される存在であり，子どものためになる哺育方法が推奨されている。牛乳や

粉ミルクの導入には，男性およびその他の親族による授乳代替のハードルを下げる意味での機

能もあるが，その点はあまり注目されていなかった。松田道雄やスポック博士といった男性は
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医学や保健，栄養学の研究者・有識者として登場し，哺育方法の指導を行っていたのに対して，

女性は実際の哺育実践の担い手として位置づけられている。

　この構図に対してPalmerは鋭い指摘をした。「女性特有の生物学的能力は，権力の中枢から

女性を排除するための口実として使われてきたが，女性自身あるいは他の力による女性の生殖

機能がコントロール可能となった今もなお，男性中心の支配はそのまま続いている」

（Palmer2009＝2015：8）。これと裏腹に，母乳哺育の生理学的・社会的利益は子どもが享受で

きるのに対して，コストはひたすら母親が背負うものである。

　Huber（2007＝2011：110-116）は次のように述べていた。母乳は乳児にとって，安心安全

な食料品であるだけではなく，必要な免疫力をもらえるすばらしいものである。母乳を飲むこ

とで感染症やアレルギーなどの発症率が下がる。乳児にとって母乳の社会的利益は分かりにく

いものの，コストをまったく発生させないものである。しかしこれと対照的に，母親にとって

授乳する間は排卵が再開しないのに加え，乳房感染症の可能性がある。社会的利益の評価は難

しいものの，授乳するために失った時間と機会は女性にとってコストである。

（2）母性と母親の育児不安

　母乳哺育にせよ粉ミルクなどの人工栄養を用いるにせよ，哺育役割の直接な担い手はほとん

どの場合女性（母親）である。哺育を担うことで生物学的，社会的に不利益とコストを負うこ

とについて，のちに議論の焦点は女性に当てる形で繰り広げられた。

　まず焦点はいかに女性へと移ったかを整理する。そのきっかけとなるのは，母性と育児不安

をめぐる心理学・社会学的な検討である。母乳哺育は，社会的に「良い母親」を判断する指標

の一つとして取り上げられる。乳母を雇う形で子どもに授乳することは母性の喪失であると批

判しつつ，母親であれば誰もが自分の手で子どもを大事に育てようとすることが強調されてい

る。舩橋・堤（1992）は，こうした日本の母性イデオロギーの特徴を次の３点にまとめた。

　第一は，性別役割分業意識の強さである。ここでは主に父性と区別する意味で母性が用いら

れ，子どもを産み育てることを母親のみが担うことになる。第二は，子ども中心主義である。

これは前節で述べた，近代化において子どもを大事に育てる風潮よりも，さらにエスカレート

した形で，母親の自己犠牲まで求めていた。第三は，人間関係の距離のなさである。これは心

理学の分野で「母子癒着」とも呼ばれるように，特殊密着な母子関係で，女性の自我と主体性

が育たないだけではなく，子どもについても言語を介したコミュニケーション能力を育成され

にくい。母子の間では「以心伝心」など抽象的なシグナルでやりとりすることになる。

　母性と父性を区別し，母親にのみ育児役割を背負わせること，母子を強く縛り付けること，

さらに子どもの最善を実現するため母親に自己犠牲まで求めることが，育児不安をもたらす要

因となる。子どもがうまく育てられているかどうか，過度の不安や困惑に陥り，自信を無くし

てしまう。授乳に関して，母乳が出ないことの悩みや子どもが十分飲んでいるかどうかの不安，

就労状況によって母乳を与えられないことなどがあげられる。

　これに対して医学，保健科学の分野では，積極的に医療技術と知識でサポートしようとする

姿勢があるものの，現代社会においても授乳を女性のみの課題にする点では変わらない。宮下

（2021）は授乳に伴う母親の悩みに応えるという記録のなかで，助産院の立場から助言などを

提供し，哺育をめぐる不安を緩和して見守りつづけると記した。しかしこうしたサポートの根

底に，「母親が本来備えている『育てる力』を引き出す」（宮下2021：12）という，女性はもと
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もとうまく授乳できるはずだという捉え方がしばしばみられる。これは最終的な責任を女性に

帰しただけではなく，男性が参加・分担する可能性をも制限している。

　同じパラドックスは社会学の領域でも見られる。授乳室など社会環境の整備や，授乳など育

児のための時間を労働基準法で確保する動きが，女性の育児サポートの必要性を語っているも

のの，いまだに父親による授乳室の利用がむずかしく，男性の育児休暇も取りにくい状況が続

いている。このようなサポートや配慮は一見，女性の授乳と哺育をしやりやすくするためであ

るが，その裏で哺育の生物学的性差を強調し，男性を排除するように働く可能性があることは

無視できない。

　以上に述べた女性への焦点の当て方，そして育児をめぐる子どもと親の三者関係は，育児雑

誌の中でも端的に表れている。石丸（2019）は日本とフランスで売上トップの育児雑誌とその

言説を分析することで，日本の雑誌は子ども中心の記事が多く，読者である母親が絶えず子ど

もの成長・発達を気にして育て方・しつけ・ケアをしなければならないという言説が示されて

いる。一方フランスは，妊娠出産など母親の身体への注目や，子どもファッションのテーマが

多く，母親主体である傾向が見られる。それでも言語学的な分析で，記事の書き方から主語や

所有形，目的語などを見て母親主体の発話が多く，相変わらず母親が育児の主な担い手である

ことに変わりがない。

　それでは，男性はどこにいるのか。男性の育児参加はいかなるものか。天童（2004）は育児

雑誌に見られる「父親の育児参加言説」を中心に分析したところ，次の変容の流れが見えてき

た。1970年代にモダンな協同的育児スタイルが提唱されてから，1980年代には出産の立ち合い

など父親の育児に対するまなざしがさらに強化された。90年代になると育児雑誌は父親と一緒

に育児することを当然のように捉えていた。しかし，これは「現実の父親の変化の一面でしか

ない」（天童2004：188）と同書が指摘した。男女間の家事育児時間にまだ大きな差があり，男

性の育児役割遂行も，子どもの世話より遊び相手などをつとめること多い。そこに哺育役割を

めぐる分担に男性が取り込まれていない。男性の育児参加は推奨されながら，また女性の育児

不安を緩和するためにもパートナーである夫の分担が重要だと言われつつ，実際の効果は十分

満足するものではなかった。

（3）役割分担研究で論じられていない哺育役割

　以上，本章は哺育をめぐって子どもと男性・女性の三者関係とそれぞれの位置づけを整理し

てみた。その結果，哺育に関して主に医学や保健科学，栄養学の議論に基づき，子どもの最善

を目的としていたことが分かった。母乳哺育や人工栄養の利用，乳母の雇用など，いずれも健

康で丈夫な子どもを育てるためだと掲げられている。近代化のプロセスにおいて東アジアは，

圧縮された形で急速に近代化を進め，輸入された牛乳や粉ミルクを推奨する時期もあった。そ

こに科学主義や民族主義の影響もみられる。この段階では，子ども中心主義のもと，女性は哺

育役割の実際の担い手であり，男性が指導・助言する形で関わっていた。

　こうした構図自体を大きく変えることなく，その後議論の焦点は女性と女性の育児サポート

に移った。性別役割分業に基づく母親のみの育児遂行や母子間の関係性を強く強調されるなか，

母性イデオロギーと相まって母親の育児不安が社会学的・心理学的な課題として取り上げられ

た。不安を緩和し，サポートする立場で保健学や医学の介入はあり，社会的な支援策も打ち出

されるにもかかわらず，哺育に関して最終的な担い手が母親である点で変わらない。なおこの
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生物学的性差の強調は，男性を排除する仕組みとして動く可能性も考えられる。育児雑誌をめ

ぐる研究も同じ傾向を示した。雑誌の記事は子どもと母親のどちらかに焦点を当て，父親（男

性）という存在に触れているものの，実践としての男性哺育はあまり論じられていなかった。

　これまでの整理では，哺育に関して男性の専門家が技術的な指導者として登場し，もしくは

言説レベルで夫・父親として育児に関わるべき存在とされていたことが分かった。本章の締め

くくりとして，この節は夫妻の役割分担研究における哺育役割の議論とそこに男性が不在であ

ることを検討する。

　家庭役割に関する夫妻の分担，このテーマの研究でしばしば取り上げられる役割は，家事と

育児であり，場合によって介護も含まれている。さらに細かくいうと，分担状況を測定する指

標にされていたのは料理，掃除，洗濯といった家事と，子どもの日常的な世話役割と遊び相手

などの社会化役割といった育児のことである。また，日本の調査で特徴的な項目として，家事

役割に「ゴミ出し」のタスクが設定されている。労働組合連合会が2019年に行った「男性の家

事・育児参加に関する実態調査」では，男性が行っている家事の１位が「ゴミ出し」（62.5%）

である。

　ところが，細かく役割の項目があげられているものの，統計分析では個々の役割を遂行する

ための時間と夫妻の誰がどの役割をどの頻度行っているかで把握することが一般的である。つ

まり，すべての項目が同質のように捉えられている。ゴミを収集ステーションに持っていくた

めの手間は，毎日家族の分を含めて三食を作る料理とはレベルが違う。それに，この捉え方で

は「見えない役割」「名のない役割」を見逃してしまう。「ゴミ出し」という名付け方は，「出す」

ことに注目しており，日本のゴミ収集ルールから言うと，普段からゴミを分類し，何曜日に何

のゴミを何時までに出すという，「出す」前までの一連の作業こそが手間と時間をかけるもの

である。

　さらに，どの役割を担うかで，そのコストと社会的な意義が異なる。例えば久保（2017）は，

料理役割を担うために在宅時間の長さだけではなく，家族が食事をする時間帯よりも前に帰宅

し，準備する必要があることから，単なる在宅時間より在宅タイミングが重要だと指摘した。

この知見と応答する形で筒井が2011年の研究ですでに，家事分担における性別分離を指摘した。

夫は掃除など相対的に緊急度の低い，そしてスキルもあまり求められない家事の手伝いをする

傾向がある。これに対して妻は毎日ルーティンとして行わないといけない家事を中心に担って

いる。これらの知見はいずれも，女性は「時間があるから家事を多くこなしている」のと同時

に，「時間を柔軟に使えるから，高いスキルを持つから，特定の家事を多く負担している」と

言える（筒井2011）。

　以上のような役割分担をめぐる最近の指摘に基づいて哺育役割を見直すと，まず家事や育児

をタスクで分けて捉える方法では，従来の議論で哺育がほとんど取り上げられていないことが

分かる。料理掃除などの家事や，お風呂やおむつなど一般的な子どもの世話役割，そして子ど

もの遊び相手は，男性も女性も担う可能性があることとして，役割分担研究の対象になってい

るものの，哺育，とりわけ母乳哺育は完全に生物学的性差に基づいて，妻・母親が行うことと

されていた。

　次に，哺育役割の特徴に注目した分析がなされていない。哺育とは，空腹で泣き出す子ども

をあやすためすぐに対応しないといけない，いわゆる緊急度が高くかつ「繰延不可能」な役割

である。いつどこでも，子どもに食事をあげないといけない状況になりうる。粉ミルクの場合，
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入れ方や温度のコントロールなど，一定のスキルも必要である。さらに，子どもがどのタイミ

ングでお腹が空くか，どのような飲み方が好みかなど，日々子どもとのかかわりを通して把握

しないといけない。孫（2020b）では，子どもが生まれ，育児休業を取得することで夫妻間の

役割分担の調整可能性が制限されることを描き出している。子どもの誕生が夫妻の役割分担の

転換点であるものの，その最初のはじまりである哺育役割は，従来の研究で当然のように女性・

母親の役割とされ，議論されていなかった。

　それに，2021年に行われた孫（2022）の調査では，子どもに離乳食など，大人と別に食事を

用意しているかどうかを夫妻それぞれに事実確認をしたところ，夫妻が異なる回答をしたのは

106組のうち10組（不一致率９％）である。このうち，夫が「すべて/ほとんど相手が作って

いる」と答えたのに対して妻が「作っていない」と回答したのは６組，夫が「作っていない」

と答えたのに妻が「すべて/ほとんど自分が作っている」と回答したのは４組である。つまり，

同じ家庭で暮らしていても，役割遂行の事実に対する夫妻の認識が異なる可能性がある。

　したがって次章からは，夫と妻の双方を対象とした調査で得たペアデータを用い，哺育役割

が夫妻の役割分担における位置づけと，男性の哺育への参加がいかに可能かを検討していく。

３．哺育役割をめぐる夫妻の分担

　現代社会では，男女共同参画の推奨やジェンダーをめぐる議論によって，子育てに関する母

親の選択肢の幅は広まった。哺育に関するノウハウは医療機関やインターネットなどを通して

簡単に知ることもできるようになった。授乳を終えた，もしくは授乳しながらも母親が職場に

復帰できるように，様々な支援制度が作られ，職場や公共施設における授乳室の普及もみられ

ている。

　しかし，いずれにしても哺育に関する議論や支援は母子中心のままであり，いわゆる哺育は

女性の課題としてのみ取り上げられていることに変わりがなかった。なぜそこに男性は姿を消

し続けているか，ミクロの，夫妻の子育て実践において，父親である男性たちはどのような考

えで，いかに行動しているか，本章は実証データを用いて検討を進める。

　本章と次章で使うデータは，2017年10月から2021年３月の間に，積み重ねてきた夫妻ペアの

インタビュー調査で得た者である。この一連の調査は本来，夫と妻の家事育児分担を，結婚・

同居から調査時点までの動態的な調整と変化を把握することが目的である。都道府県庁所在地
1である都市部に住む合計27組の夫妻（うち中国10組，日本17組）を対象に行った。調査協力

者はすべて，調査に応じた時点で未就学の第１子を育てる段階であり，夫も妻も外で働いてい

る都市中間層である。本稿はそのうち，哺育をめぐる夫妻の語りを用いて予備的な考察を行う。

　こうしたデータの特徴として，夫と妻は比較的に稼得役割と家庭役割を手分けしているほう

であり，哺育実践をめぐる男性の参加可能性と排除のあり方を検討するために適していると考

えられる。また，調査のフィールドは中国と日本で別れているが，前章で述べた通り，同じく

圧縮された近代化を経験する東アジアの国として，フィールドは異なりながらそこに相似した

1 中国の調査地も，日本でいう都道府県庁所在地に相当する「省会都市＝省都」である。
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傾向2が見出されている。国境や文化的・制度的な背景を超えて共通する哺育の実践と捉え方を，

これから検討をしてみる。

表１　2017年日本調査：基本情報と家族構成(調査当時)

№ 年齢 学歴 年収① 職種② 健康状態 住居 子ども

A夫 30代 大学 500 事務職 良好
賃貸

長男５歳

A妻 30代 短大 300 事務職 良好 長女２歳

B夫 40代 大学院 × 専門職 良好
賃貸

長女３歳

B妻 30代 大学院 × 専門職 良好 次女０歳

C夫 30代 大学 600 事務職 良好
持ち家

長男６歳

長女４歳
C妻 30代 高校 400 事務職 不調 次男２歳

D夫 30代 大学 600 事務職 良好
賃貸

長女５歳

D妻 30代 高校 500 事務職 良好 次女３歳

E夫 30代 大学院 600 専門職 良好
持ち家

長女６歳

E妻 40代 大学院 400 専門職 良好 長男３歳

F夫 20代 短大 450 専門職 良好
持ち家 長男２歳半

F妻 20代 大学 50 事務職 妊娠

G夫 20代 高校 200 サービス職 良好
賃貸

長男６歳

G妻 20代 高校 100 サービス職 良好 長女３歳

H夫 40代 大学 400 販売職 良好
持ち家 長男４歳

H妻 40代 高校 350 事務職 良好

I夫 40代 大学 550 事務職 良好
持ち家 長男４歳

I妻 40代 大学院 500 事務職 良好

J夫 30代 専門学校 600 販売職 良好
賃貸

長男５歳

J妻 30代 短大 300 専門職 良好 次男１歳

2 相似した傾向とは，子どもの誕生によって夫妻間の役割分担は偏る形で固定化していることである。詳細は

孫（2020a）を参照。
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表２　2018年中国調査：基本情報と家族構成(調査当時)

№ 年齢 学歴 年収① 職種② 健康状態 住居 子ども

Q夫 30代 大学院 40 事務職 良好
持ち家 長女３歳半

Q妻 30代 大学 16 専門職 定期通院

R夫 30代 大学 80 起業 良好
持ち家 長男４歳

R妻 30代 大専 50 起業 良好

S夫 30代 大専 30 管理職 良好
持ち家 長女４歳

S妻 30代 大学 10 事務職 良好

T夫 30代 大専 20 管理職 良好
持ち家 長男５歳

T妻 30代 大学 6 事務職 良好

U夫 30代 大学 14 専門職 良好
賃貸 長男３歳

U妻 30代 中専 20 自営 良好

V夫 30代 大学 30 専門職 良好
持ち家

長男５歳

V妻 30代 大学 13 専門職 不調 次男１歳

W夫 30代 大学 15 専門職 良好
賃貸

長女５歳

W妻 30代 大専 10 管理職 良好 次女１歳

X夫 30代 大学 20 管理職 良好
持ち家 長男６歳

X妻 30代 大学 10 管理職 良好

Y夫 30代 大学 20 管理職 良好
賃貸 長女３歳

Y妻 30代 大学院 8 事務職 良好

Z夫 30代 大学 9 専門職 良好
賃貸

長女６歳

Z妻 30代 高校 5 専門職 良好 長男３歳

表３　2021年日本調査：基本情報と家族構成(調査当時)

№ 年齢 学歴 年収① 職種② 健康状態 住居 子ども

A夫 30代 専門学校 380 専門職 良好
持ち家

長女３歳

A妻 30代 専門学校 380 専門職 良好 長男１歳

B夫 30代 大学 600 販売職 良好
賃貸 長女４歳

B妻 30代 大学 180 販売職 持病

C夫 30代 専門学校 320 サービス職 良好
持ち家 長女５歳

C妻 30代 大学 ＜100 専門職 不調

D夫 20代 大学 250 サービス職 良好
賃貸

長男３歳

D妻 20代 短大 110 専門職 良好 次男１歳

E夫 30代 専門学校 500 専門職 良好
持ち家 長男２歳半

E妻 30代 大学 500 専門職 良好

F夫 30代 高校 380 サービス職 良好
賃貸

長男４歳

F妻 30代 短大 300 専門職 良好 次男２歳

G夫 30代 高校 350 営業職 良好
賃貸

長女３歳半

G妻 20代 高校 ＜100 サービス職 良好 次女１歳半

①年収はいずれも税込みで，日本調査は日本円，中国調査は中国元で計算した。「×」は回答

拒否により不明。

②厚生労働省職業分類表参照。

③大専は技術専門大学，中専は技術専門高校を意味する。
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（1）妻の哺育ポリシーを尊重する夫

　哺育の方法に限らず，子どもをどのように育てていくかについて，まずほとんどの夫たちは

「妻の意思を尊重する」という前置きで話を始めた。先行研究で指摘されるような，夫は自分

の性欲のためや，妻に早く次の妊娠をさせたいといった理由で，哺育方法に干渉する行為はイ

ンタビュー調査から見られなかった。

　それでは妻たちは，「どのような意思」だったか。夫たちは次のように語っている。

　「基本的に子どもには，妻の意向で母乳しかあげていないです」（2021JD夫）3。

　母乳で育てたいという妻たちの強い意志が見える。

　「自分が子どもと一緒にいたかったし，母乳だったので。自分のおっぱいから母

乳を与えたかったので，（お父さんに育休を）取ってもらうということは考えたこ

とも話し合ったこともないです」（2017JJ妻）。

　ただし，母乳哺育の規範が強く作用するほど，母乳で育てていないこと自体が言いにくくな

ることも考えられる。実際，インタビューのなかでは，粉ミルクで補ったりするケースもみら

れる。

　哺育のポリシーは母乳を中心にしていることは分かった。これによって，生物学的な制限で

父親が授乳を代行することや，夫妻間の授乳役割の交替がむずかしいことも考えられる。その

ため，実際の哺育実践になると，母親たちの行動がおおよそ以下三つのパターンに分けられる。

　一つ目のパターンは上記2017JJ妻の状況に現れている。母乳で子育てするから夫には育休

も取らせるつもりがないという説明は，暗黙裡に授乳と育児を同様に捉えることが考えられる。

このうえ，「育児は家事にあらず」（Palmer2009＝2015：419）と主張され続けていたにも関わ

らず，実際産休中も育休中も，妻が授乳・育児の流れで家事をやることが先行研究で指摘され

ている（孫2020b）。

　「（家のことは）10対０ぐらいで私がやっていたんじゃないかなぁ，たぶん。…（妊

娠して子どもが生まれた後も）あまり変わらなくて」（2017JJ妻）。

　二つ目のパターンで妻たちは，意図的に夫に役割分担のことを持ちかけたり，交渉したりし

ていた。しかし得られる協力は限られるものである。下記の事例で妻は，常に夫と話し合い，

交渉するタイプの女性で，夫のほうもできるだけ妻の意向に合わせて行動しようとしている。

昼間に仕事が忙しい夫であるが，帰宅したら料理や掃除など，たまにやることもある。ところ

が授乳に関して夫はなにもかかわっておらず，特に夜中の協力不足を妻は語っていた。

　「すごくやさしくていい夫なんだけど，夜はだめで，寝ているときは動かない，

ぜんぜん起きない，どんなに息子がげろげろしていようが，ぜんぜん起きない，三

人で寝ていても，全然，蹴られても起きない。睡眠がやばいと思う」（2017JF妻）。

　この事例からも分かるように，母乳哺育のむずかしさや葛藤を一番露呈させていたのは子ど

3 調査協力者の番号は，「調査実施年＋調査実施国（日本J，中国C）＋協力カップル番号＋夫/妻」で表示する。
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もの夜泣き対応である。昼間は夫や親族の協力を得て何とかなるにもかかわらず，夜中ではむ

ずかしくなる。これは授乳期間中に祖父母と同居している夫妻の語りからも確認できる。

　「祖父ちゃん祖母ちゃんは，夜中でも呼べば起きてくれるけど，でもできるだけ

邪魔しないようにしていた。お父さんはぜんぜんかまってくれないから。子どもは

１歳まで全部母乳で育てていたけど，できるだけ祖父ちゃん祖母ちゃんの手を借り

ずにしていたから，その時は本当に大変だった」（2018CR妻）。

　そこで三つ目のパターンの妻たちは，極少数だが，夫が代替できない授乳役割のみを自分の

役割とし，ほかのことをすべて夫と分担し，「夫に押し付ける」形で分担を進めていた。

　「一人目の時すごく寝ない子で，私が母乳担当だけど，オムツを替えるのも限界

がきて，母乳をあげたらノータッチで，夫に任せて，夫が寝かしつけとかしていた。

…（夫に分担してくださいと）そのときは言ったと思いますね，私が母乳をあげて，

後は（夫が）オムツを換えて寝かしつけして，私はちょっと何かあったらすぐ起き

ちゃうけど，夫はぜんぜん起こされたりしないので，最初は全部（私が）やってい

たけど，だんだんしんどくなって，夜中に夫を起こしてオムツ替えてとか言ったよ

ね，夜中がしんどくてね」（2017JB妻）。

　2017JB妻が語る夫と役割分担を調整するプロセスから分かるように，女性は子どもにおっ

ぱいをあげることだけで哺育役割を完結させるわけではない。とりわけ夜中も子どもの対応を

するため，夜の睡眠が影響されやすくなる。まったく起きない夫に対して，妻たちは子どもの

かすかな動きで目を覚まし，対応せざるを得ない状況になる。

（2）「尊重」の裏に隠される「関わらない」と「関われない」

　前節では，現代の夫妻は母乳育児を中心にしながら，一部の家庭では粉ミルクも併用してい

ると整理した。こうしたなかで夫たちは基本妻の意思を尊重しているつもりだが，産休育休の

利用の有無や妻と在宅時間の差，そして夫妻のどちらが子どものニーズに敏感に反応するかで

実際の哺育実践は異なる。この節では，「尊重」と掲げながら夫たちの哺育実践はいかなるも

のかを示していく。

　結論を先に述べると，哺育にあまり関わっていない父親が多数いるものの，前章で述べたよ

うに，男性を指導者の立場に置き，哺育実践と距離を取るという一義的な理解では不十分であ

る。父親としての男性たちは，「関わらない」と「関われない」事情を抱えている。なおこれ

から提示する事情は，それぞれ独立しているものではなく，相互に影響しながら，最終的に「哺

育に関わっていない父親」を導き出している。

　まず関わらない父親は，単に子どもの日常的な世話役割に関心がなく，それを妻の責任だと

思う者たちである。少数派であるが，このタイプの父親は，子どもの遊び相手になることがあっ

ても，食べさせたりお風呂に入れさせたりすることはあくまで母親の役割で，「お母さんのほ

うが適任だ」と捉えている。

　しかしこれに対してより多くの父親は関われない方に近い。例えば仕事が忙しくて家にいな

いことが取り上げられる。日本人男性のなかでは，妻の出産直後に単身赴任先に戻らないとい
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けないケースもあった。中国でも同じく，残業の日が続き，帰宅時間が遅くなり在宅時間を逼

迫しているケースが複数である。

　「夜とかは，（妻が）子どもにミルクを飲ませながら寝かしつけするから，その

タイミングで私が帰っても，ただ子どもを興奮させ（て寝かしつけをむずかしくす）

るだけだから。『もっと早く帰るか，子どもが寝る時間よりも遅く帰って』って（妻

に）言われて，いまはそうしているね」（2018CY夫）。

　また，関わろうとするが，自分では授乳できない限界を感じて諦めたり，自分では妻がやっ

ていることをカバーしきれないという疎外感を持ったりすることがある。

　「極力できることは，僕はしていましたね。それでも産休育休があったので，やっ

ぱり母親は基本的にやっていて，…ちょっと一歩遅くなったりとか，カバーしきれ

ていないことはあると思う」（2017JH夫）。

　この課題は夫妻の両方とも気づいたことが多い。

　「一人目の時はやっぱり夜寝ないからどうしようとか。交替して寝かしつけして，

大変だと思いましたね。でも母乳であやすから，そこはけっこう嫁に負担をかけて

いたかなぁ」（2021JA夫）。

　「夜一緒に寝ていたんですけど，旦那さんあまり起きないですね。起こされない

というか，なんでだろう，おっぱいは絶大ですからね。夜中に何かをやらせるため

に起こしたりすることないですね」（2021JA妻）。

　これによって妻たちが「哺育に関して夫が関わらない」ことを納得するケースが多い。

　「結局（夫には）おっぱいがないと，対応しきれないから，もう諦めていました」

（2017JJ妻）。

　かつての研究で哺育に関わらない男性を語る時，性的な意味で妻の乳房を独占したいことを

強調することが多いのに対して，現代心理学など複合的な視点で家族や性別役割を検討する時，

男性の疎外感が捉えられるようになった。父親たちが，子どもをあやすために「おっぱいは絶

大」，「おっぱいがないから対応しきれない」といったことを語りながら，哺育の実践における

疎外感を抱くと，その役割分担に複雑な形で表れてくる。

　心理学者で母親であるHarriet Lernerは夫との育児を観察し，次のようにこの状態を記し

た。「父親が母と子どもをみながら感謝と誇らしい気持ちを感じる時，彼は同時に，自分が余

計者で，その場にそぐわないと感じ，羨望と疎外感を抱いているのです。このような反応はし

ばしば，滑稽で，特異な性格か病理的なものとして扱われるため，女性は支えてくれない夫を

もって独りだと感じ，また男性も自分の否定的な反応に対する罪悪感を抱いてしまいます」

（Lerner1999＝2001：44）。

　以上で本章は，夫妻双方に対するインタビュー調査で得たデータを使いながら，現代社会に

おいける「子どもに乳汁をあげる」哺育実践と夫妻間の分担を検討した。一見夫たちは妻の哺



109子ども哺育と夫妻の役割分担

育ポリシーを尊重しているが，妻たちが選んだ哺育方法の多くは相変わらず母乳である。こう

することで夫たちの尊重の裏に，哺育に関わることがむずかしくなる現実が起きている。そこ

で夫たちは男性としての疎外や授乳できる妻への羨望が起きる。一方，妻たちは授乳を担うだ

けではなく，哺育を通して育児全般，さらには家事も含めた家庭役割全般を担わざるを得ない

状況に追われている。これに対して次章は，一部の家庭が粉ミルクを取り入れたり，離乳食を

調理したりすることによって父親・男性の哺育参加を実現していることを示していく。

４．夫妻の役割分担における哺育役割の位置づけ

（1）父親による子ども哺育の参加はいかにして可能か

　男性たちは妻の哺育ポリシーを尊重している。そのうらに実践として子どもの哺育に関わっ

ていない男性が多くいる。また，生物学的な限界と捉えてこうした状態に納得する妻たちもい

る。前章はこうした状況を夫妻ペアの実証データで解明した。それでは，男性による子ども哺

育の参加はいかにして可能であるか。

　そこで可能性を示してくれたのは，まさに近代化のなかで取り入れられてきた粉ミルクであ

る。皮肉なことに，粉ミルクと牛乳の栄養分析や，母乳と粉ミルクをめぐる医学，栄養学的な

論争は男性も多く参加しているものの，粉ミルクは主に乳母雇用と競い合う存在として位置づ

けられている。実際女性による授乳をしなくても子どもに食事をあげることができることで，

粉ミルクの利用は男性の参加に絶好のチャンスを提供したにもかかわらず，この点はあまり検

討されていなかった。

　近代男性の研究者や有識者による哺育の指導が行われているのに対して，現代女性教育のさ

らなる普及や子ども中心主義の育児で，女性は子育てに関してより大きな発言権を持つように

なった。また，インタビューでは，育児書やインターネットの普及で，男性も女性も，探せば

容易に知識を得ることができる。保健所の保育教室で，月齢ごとに子どもの様子と育て方を事

前に教えている。その教室に通うことでとても勉強になったと語る男性協力者がいた。また，

妻に促されて粉ミルクの作り方を学んだ夫たちがこう語った。

　「（夜子どもが泣いても僕が全然起きなくて妻に怒られ，）それでミルクを入れたり

とかするようになって。普段からミルクあげたりとかしていたので，（妻に）教わって

もらいました，測り方とか。『あんたもやるから覚えなさい』と言われて」（2021JG夫）。

　「最初はほんとうに何一つできなくて，オムツもミルクも，やったことがないか

ら経験ないですよね。…だから私にとっても勉強していくプロセスだから，学びな

がらやっていくというか」（2018CT夫）。

　夫が一人で粉ミルクを作れるようになることを第一歩として，たとえ母乳哺育のポリシーが

あっても，夜中や母親が不在の時に，柔軟な対応ができるようになった。前に取り上げていた

2021JD夫は，妻と相談して夜泣き対応時のみ粉ミルクを導入するようになった。そうするこ

とで夫の哺育参加を可能にした。
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　「小さい時は，夜泣きだした時は粉ミルクをあげたりとか，最近だと水を飲ませ

るだけでいいので，抱っこして勝手に寝るときもあるし，（夜泣きの対応は）妻が

嫌じゃない限りは，（妻も）しますけど，（粉ミルクがいいなら）わたしも対応できる」

（2021JD夫）

　なおこの父親の話によると，夜泣きはすべての状況においておっぱいを求めるわけではない

ことが分かった。これはまさに日々の関わりによる経験談であり，哺育実践に関わらない人で

は把握できないことである。また，ここからは子どもの世話に関して，食べさせるだけで完結

するわけではないことも改めて示される。夜泣きの対応について，多くの母親はおっぱいをあ

げただけではなく，その後のオムツ替えやあやして寝かしつけることなど，一連の作業を授乳

という行為を機にすべて担わせられるようになっている。この意味で，「育児は家事にあらず」

だけではなく，「授乳は育児にあらず」ともいえるかもしれない。

　また，粉ミルクの活用に加え，離乳食も男性が哺育に関わる契機の一つである。乳汁をあげ

る意味での「授乳」ではなくなるが，離乳食を食べさせつつ，母乳や粉ミルクも飲ませるとい

う時期がある。この時期は次のステップ，すなわち子どもにご飯を食べさせることへの過渡期

でもあり，男性の参加が重要である。離乳食は面倒くさいというイメージがあったものの，手

作りで離乳食を準備している男性たちがいる。

　「離乳食は半々ですね。一人目のときはだいぶ僕が作ったけど，二人目の時は妻

が作っていましたね」（2021JD夫）。

　また，既製品を基本にしながら，こまめに調整し，工夫の様子を示している男性もいる。

　「離乳食は面倒くさすぎて，基本的に既製品を使用して，無理してやると，こっ

ちの精神がもたなくなるので，２人で相談して『無理する必要はないんだよね』って。

子どもも果物が好きで，バナナとかヨーグルトとか，最初はミキサーとかかけたり

するけど，ある程度大きくなったら，固形物というか，舌でつぶせる程度の柔らか

さで，南瓜とかニンジンとかを煮て，食べさせて。指サイズに切って子どもに手で

持って食べるとか。ごはんとかも水を多めに入れておかゆみないにしたりとか，こ

まめに調整していましたね」（2021JG夫）。

　ところが，こうした男性はあくまで少数派であり，哺育への参加に成功することは男性にとっ

ても容易なことではない。その原因は離乳食の用意から一斑を覗くことができる。前の引用で

2021JG夫が説明したように，離乳食のようには子どもの成長や味の好みなどに合わせた工夫

と柔軟な調整が必要である。栄養なども考慮する必要がある。妻たちの回答では，プロの栄養

士などの専門家に相談する方も多くいる。すなわち，子育ての「御作法」が丁寧に決められる

ほど，それに参加するハードルが高くなる。これは男性の育児参加をむずかしくするだけでは

なく，女性の育児不安などを引き起こす要因でもある。
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（2）哺育という役割

　これまでの議論が示してくれたように，哺育役割は繰延不可能なことである。いつ，いかな

る場面でも大人が子どものニーズに対応しなければならない。それに哺育は単に子どもに食事

をあげるだけではなく，健康で乳汁が出るように母親の体調管理や，授乳した後のオムツ替え

や寝かしつけ等，一連の複雑な作業が伴うことである。さらに離乳は，哺育から養育に移り変

わるタイミングで，離乳食作りもまた高いレベルのスキルとノウハウが必要である。

　こうした哺育役割自体の特徴のほか，哺育役割の分担に関しても，男性が自らの乳房で授乳

できない点で疎外や排除はされているものの，調査協力者の実践からして，男性の参加と分担

がありうることも明らかになった。前節でまとめたように，粉ミルクの作り方を学び，哺乳瓶

を使えば夫・父親の授乳が可能である。離乳食作りも，次の段階につなげる意味で子どもの哺

育に関わる第一歩である。哺育役割は，決して女性のみが抱える課題ではなく，夫妻の役割分

担を検討するときも触れなければならないテーマである。

　それでは夫妻の役割分担全体において，哺育役割はどのような位置づけであり，哺育役割の

分担は他の役割の分担や夫妻間の役割関係にいかなる影響を及ぼすのか。本稿は次の２点から

説明する。

　第一に，哺育役割は夜泣きと夜泣きの対応に密かにつながる役割である。夜泣きはこれまで

の事例に紹介されてきたように，新米の親を困らせ，ストレスや不安をもたらす育児プロセス

において起こる重要な出来事の一つである。

　「（夜泣き）辛かったですね。基本的に母乳であげていたけど，同じ部屋で寝て

いましたので，僕も起きますね。起きたらオムツ替えとかもやっていました。一緒に，

寝ぼけて，毎日寝不足でした」（2021JE夫）。

　「夜泣きもうちがありましたね。最初のときは，ほんとうに夜泣きで起きないん

ですね。男の人って，本当に起きないんですね。聞こえないんですね。女性が，子

どもの泣き声が，生命にかかわることとして認識されているみたいで，男の人がそ

ういうのが欠けているらしく。聞こえていないですね，翌朝になって，『昨日泣い

てた？』みたいな，『昨日夜泣きした？』って，みたいな感じ。…やりましたやり

ました（夫を起こすことを），（夫を）起こして，子どもは，ちっちゃい時はまずおっ

ぱいをあげて，でもおっぱいをあげたらすぐ寝るわけじゃないので，抱っこしてと

か，寝かしつけをやってもらいましたね。おっぱいは私しかないから，おっぱいあ

げて，（夫に）『はい，バトンタッチ！』みたいな」（2021JE妻）。

　このカップルの事例が典型的に示したように，夜泣きに対応することで寝不足になり，昼間

の生活にまで影響を及ぼす。そして同じ部屋で寝ていても，最初の時から夜泣き出す子どもを

気にしていない夫が多く，そこで妻に促され，対応に巻き込まれていくうちに，「おっぱいを

あげること」だけを中心にしない夜泣きの対応ができるようになる。つまり，夫が粉ミルクを

入れたり，オムツ替えや寝かしつけを分担したりする形で，妻だけが授乳してその他一連の作

業をするというワンオペの夜泣き対応を相対化することになる。

　一方こうした分担ができていないカップルは，夫と妻子が別の部屋で寝るか，妻が育児休業

中だから妻一人で対応する形になる。これでまた，夜泣きの対応は昼間の生活に影響する意味
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で，就労の有無と継続に関連していく。

　「（子どもが）小さいときからベッドを分けて寝ているから，（夜泣いても）私は

起きませんから。仕事で疲れたし」（2018CY夫）。

　第二に，夫が離乳食などを作る形や哺乳瓶で子どもにミルクを飲ませる場合，哺育に関わる

ことが可能になるだけではなく，夫の料理役割の分担ともつながる。また，子どもに食べさせ

ることは，子どもの世話役割を担うことの第一歩である。哺育は，決して乳児期だけで完結す

る役割ではなく，その後の多くの役割とつながるものである。

　「ご飯は一緒で，旦那が作ってくれて。後は私が付きっきりで子どもを見ていま

したね。ご飯も，あげたらあげたって，まだ一人でちゃんと食べられないから，食

べさせたりとか，普段旦那はちょこちょこと食べさせたりとか，歯ブラシさせたり

とか，寝かせたりとか，お風呂も入れたりする」（2021JD妻）。

　このような夫は子どもにご飯を作り，食べさせる行為を通して，日常的に育児役割の分担が

可能になる。従来の研究で母乳哺育を推奨し，授乳する間に母子の絆ができるという説は，父

子の間でも同様に成り立つものである。なお，育児不安や母性イデオロギーのなかで課題とさ

れる母子癒着は，その結果として子どもの合図や言語化されるコミュニケーションがなくなる

ことは第２章で検討している。単に以心伝心と子どものシグナルを把握する方法で子育てする

と，これまで子どもとのつながりができていない方と，育児役割の互換と代替ができなくなる。

ところが哺育という早期からの夫の関わりが，これからの役割調整にも土台を作っていくこと

になる。

　なお，料理役割自体が，家事役割のなかで大きな割合を占めている。毎日ルーティンに行わ

なければならない役割で，一定のスキルも必要である。定刻で帰宅して料理を作る意味で，勤

務形態を規定して生産労働にまで影響を及ぼしている。そこに夫が加わると，夫妻間の家事役

割の調整も期待できるようになる。

５．おわりに

　本稿は，哺育をめぐる役割実践のあり方を検討し，特に男性に着目する形で，哺育役割の，

夫妻の役割分担全体における位置づけが明らかになった。ここでは本稿各章の内容と得られた

知見を整理して締めくくりとする。

　第２章では従来の研究が哺育をどのように議論しているか，社会学の議論を中心に整理した。

その結果，子どもと男性，女性の三者関係は，子どもの最善を求めるにあたり，男性が指導者

の立場にあり，女性が哺育役割の担い手を務めている，という一般的な構図を示していた。近

代化のなかで子どもにスポットライトを当て，最善の育て方を考えて母乳や粉ミルクをめぐる

議論も繰り広げていた。近代から現代にいたって心理学，社会学の研究は女性に焦点を絞り，

母性イデオロギーと育児不安の課題を明らかにした。しかし子どもをうまく育てられることが

相変わらず女性の「本能」とされ，男性との分担や男性による参加がむずかしいものと考えら
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れている。男性は「父親の育児参加」という言説レベルで期待されているものの，具体的な夫

妻の役割分担実践において，哺育をめぐる議論が不在である。

　このような状況を踏まえて第３章からは，インタビュー調査のデータを使いながら議論を進

めた。この議論を通して父親としての男性たちは，むしろ受動的で，哺育実践から排除されて

いることが分かった。母親が自然に子どもとのつながりを得られている一方で，父親は妻の育

児ポリシーを尊重するしかないこともある。母乳哺育が推奨されるなかで母乳を選ぶ母親も多

いなか，生物学的な男女差が強調され，自分の乳房で子どもに授乳できない父親たちは限界を

感じる。これに加えて稼得役割を担わせられる男性たちの仕事が多忙であり，授乳を通して子

どもとふれあい，つながりを築き上げることもできなくなる。これに対して母親たちは授乳の

みならず，この流れで育児役割全般，および家事全般まで担うこととなる，男女の性別役割が

一層強化される。

　一方，こうした流れのなかで，粉ミルクの意義を見直し，離乳食の調理で哺育実践に参加し

た父親も見られた。少数の事例であるが，これまで受動的に「不在」状態となった男性の立ち

位置を再度考える契機になると期待している。第４章は，このような知見を踏まえたうえ，哺

育役割の，夫妻の役割分担全体における位置づけを明らかにした。哺育役割は夜泣きや料理役

割の分担などと密かにつながることであり，子どもが生まれた夫妻の役割分担の最初の一歩で

ある。これは決して女性のみ担える役割ではなく，この時点から男性の分担と参加が重要であ

る。

　冒頭で述べたように，性別役割やジェンダーの不平等を検討することが喫緊の課題になって

きた現在，これらを単に女性が抱える課題として考えてはいけない。解決策を考えようとする

ときに，そこに男性がなぜ不在であるか，こうした構造を維持する仕組みはいかなるものか，

男性の参加や男性を包摂する形のジェンダー平等をいかにして可能かを検討する必要がある。

こういった課題に対して本稿は予備的な考察を行い，生物学的性差の課題としての哺育役割を

相対化させ，その位置づけを明らかにした。ただし，本稿は近代化のプロセスにおいて，特に

近代家族が成立するなかで母親役割の変遷と再構築，これが哺育とのつながりを十分検討して

いない。これに関しては次の研究でさらなる整理と議論が必要である。また，哺育役割に関す

る男性（夫・父親）の関わり方が見えてきたなか，今後哺育にフォーカスした形の実証調査が

必要である。男性を包摂する形で男女の役割分担と調整を深めていくことで，次の段階の研究

に生かしていきたい。

注

・ 本研究が使うデータは，基盤研究C「『女性の貧困』を捉える：世帯内資源配分に着目した実証研究の方法の開

発」（課題番号16K02030　研究代表者：鳥山まどか）と生協総研賞第18回助成事業の助成（研究課題名：「家事

育児分担の調整可能性に関する実証研究：予期せぬ出来事に応じて夫妻の役割の変化に着目して」，研究代表者：

孫詩彧）を受けて行ったものである。

・ 調査は北海道大学教育学研究院倫理審査委員会の承認を得たものである。調査の実施と分析は研究倫理規定を

遵守する。

・ 本研究は若手研究「家事分担をめぐる調整：未就学の第１子を持つ夫妻のペアデータを用いた実証研究」（課

題番号21K13413　研究代表者：孫詩彧）の一部である。
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Child-feeding and Domestic Role-sharing

A Preliminary Study using Paired Data

SUN Shiyu
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Abstract

This paper examines the position of child-feeding in the overall division of domestic labor 

between husband and wife, focusing on the men (husbands/fathers) in child-feeding practices. 

This paper is also a preliminary examination of the division of labor between husbands and 

wives and the possibility of coordination after the birth of a child.

As a result, the following results were found. (1) In previous studies, child-feeding always 

been considered as a task about children and women (wives and mothers). As a representative of 

the biological sex difference between men and women, the discussion develops from the stance of 

“issues for women”, in which men are absent. However, (2) feeding is not a task that exists 

independently in child-rearing roles, but is itself a process that builds connections between 

parents and children. The way in which a child is cared for during infancy may have a long-

term effect on the subsequent division and coordination of labor between the couples.
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