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男性の生殖経験とは何か
―育児に積極的にかかわっている男性へのインタビュー調査から―

What is the Male Reproductive Experience?:
From Interviews with Men Who Are Actively Engaged in Childcare

齋 藤 圭 介
SAITO Keisuke

It is said that the reproductive experiences of men and women significantly differ from each other. 
Certainly, the reproductive processes such as pregnancy and childbirth occur in the female body. For 
this reason, men have never been considered as the subjects of reproduction. However, it is now becom-
ing clearer that men are also involved in reproduction. This paper therefore aims to clarify men’s repro-
ductive experience by re-establishing men as reproductive subjects. Specifically, based on interviews 
with ten men who are actively engaged in childcare and are highly interested in reproduction, describe 
the actual reproductive experience of men that has been a black box.

1．問題の所在
（1）男性の生殖論の不在
女性の社会進出をはじめ、共働き世帯の増加、核家族化・少子化の進行など、社会構造
の大きな変化による影響で、旧来の性別分業にまつわる規範は薄らいできている。現在で
は公私の両領域において男女平等の規範意識は社会の構成員に根付きはじめており、公的
領域のみならず私的領域に位置づけられる家事や育児も男女で平等に分担するべきという
新しい分業規範が社会に浸透してきた。育児休業を取得した男性や育児に積極的にかかわ
るイクメンと呼ばれる男性が肯定的に言及されることに顕著なように、夫／父である男性
が家事や育児にかかわることはまったく珍しいことではなく、むしろ推奨されている［石
井 2013: 13‒39］。理念的にも経験的にも、性別に応じて公私領域を〈男性＝公的領域／女
性＝私的領域〉と割り振ることができると素朴に考えることはもはやできない（1）。
他方、妊娠や出産をはじめとする生殖については、いまだ女性が担うべき私的領域で生
じる事柄とみなされることがある［財団法人東京女性財団 2000: 203‒222］。生殖にかんす
る身体上の変化のほぼすべてが女性身体上にのみ生じるため、既存の生殖論の多くの論点
が女性の身体性や生き方に置かれていたことは当然であるし、男性よりも女性が切実な自
身の問題として生殖を捉えてきたことも至極当然であろう。女性が生殖の当事者であると
いう事実は論を俟たない。
周知のとおり、女性の生殖経験については、女性の身体性に基づくたしかな根拠ととも
に、あらゆる角度から議論が重ねられてきた。そこでの生殖論は、女性当事者の語りが分
析の中心であり、いわば女性の生殖論と呼べるものであった（2）。女性当事者の語りを踏ま
え、「女性にとっての自分の妊娠経験と、夫にとって妻が妊娠するという経験とでは、い
うまでもなく大きなへだたりがある」［柘植ほか 2009: 400］という指摘が女性の生殖論に
おいて繰り返しなされてきた。女性の生殖経験は、男性には分からないもの、男性とは
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まったく異なるものとして語られてきたのだ。
既存の生殖論が女性にのみ着目をしてきたという事実は、男性が生殖に当事者として関
心をもってこなかったとか、まったくかかわってこなかったということを必ずしも意味し
ない。先行研究においても、「妊娠は女性だけの一大事ではない。夫……は、当然に強い
関心をもち、妊娠、出産、子育て、あるいは中絶などの、さまざまな決定にもかかわる」［柘
植ほか 2009: 400］と指摘がなされている。そうであれば、男性もまた、男性自身の切実
な問題として生殖を経験してきた可能性はないのだろうか。もし男性も生殖の当事者だと
考えることができるのであれば、これまで研究対象として関心が十分に払われてこなかっ
た男性の生殖経験とはいかなるものなのかが問いとして浮上する。
女性たちの語りの多様さや蓄積の厚さと比して、生殖の過程で多くの葛藤を抱えた妻の
傍らにいたであろう夫たちは、何を考え、またどのように妻からの相談を受け、決断をし
てきたのか／してこなかったのか、についてはほとんど知られていない。男性学者の田中
俊之が指摘するように、「男性と生殖との関係は『沈黙』によって特徴づけられる」［田中
2004: 218］とされ、男性の生殖経験については議論の空白状態が長いこと続いてきた（3）。
男性の生殖経験がいまだ空白状態であるため、それとは異なるものとして女性の生殖経
験の特異性を強調するという議論の進め方は、やや精確性に欠けるものである。男女の生
殖経験の違いを精確に捉えるためには、これまで空白状態であった男性の生殖経験の内実
を明らかにし、それとの差分／距離で女性の生殖経験の特異性を考察する必要があるから
だ。男性の生殖経験を明らかにする作業がいまだ十分になされていない現状では、男女間
の生殖経験のへだたりが、どのような意味でへだたっており（質）、どのくらいのへだた
りであるのか（程度）、いかにそのへだたりを架橋できるのか／そもそも架橋すべきもの
なのか、といった論点は、いまだ問うべき課題として残されている。この問うべき課題を
研究対象としてこなかったからといって、女性当事者の語りを調査・研究してきた先行研
究を批判することはできないだろう。この課題は、男性の生殖論そのものを掘り下げる
―男性当事者への調査を実施し、男性たちの生殖経験の語りを記述・考察する―こと
でのみ、解決へと歩を進めることができるからだ。

（2）男性の生殖経験の語りにくさ
妊娠、出産、育児をする妻の傍らに夫は多くのケースでいたはずである。にもかかわら
ず、いまだ男性の生殖経験が正面から扱われることはない。なぜ男性の生殖経験は空白状
態のままなのか。その理由として、男性と生殖の主題を論じるさい、男性が生殖にかかわ
ることの評価をめぐる捻じれた論理的な緊張関係が必ず生じてしまうことを指摘できる。
一方には、男性が生殖にかかわることは、女性の主体性や自己決定権を脅かし、女性を
ディスエンパワメントしうるおそれがあるとみなす考え方がある。妻が生殖について夫と
相談をすることは、妻の自己決定権に夫が口を出す余地を与えかねないという意味で、パ
ターナリズム的介入を招くものだと論じる立場があり、生殖と男性の関係を考察すること
それ自体を、女性身体の問題に男性が首を突っ込むという構図とみなす。
他方には、妻を支える夫の存在を積極的に支持することで、もっとも親密な他者である
夫こそが妻である女性をエンパワメントしうるという考え方がある。男性不妊の専門医で
ある泌尿器科医の石川智基［2011: 21］が指摘しているように、「男性の〔生殖への〕積極
的な参加は、妻が周囲から受けるプレッシャーの最大の防波堤になりうる」と考えること
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もできる。
男性が生殖にかかわることについては、真っ向から対立する2つの評価が可能であるが
ゆえに、固有のジレンマが発生する。それは、パターナリズム的介入だという批判を受け、
男性が生殖に積極的に関与しないとなると、男性は生殖に無関心／無責任な存在なのだと
してやはり批判される。他方、女性をエンパワメントしようと男性が積極的に生殖に関与
しようとすればするほど、男性が過剰にかかわることはパターナリズム的介入を招くとし
て批判されるというジレンマだ。男性が自身の生殖経験を語る言葉を紡ぎだす努力を十分
にしてこなかったこともあるのだが、男性が生殖を語ればパターナリズム、語らなければ
無関心／無責任、という批判を呼び寄せ、論理的なジレンマに男性は追い込まれ沈黙せざ
るを得なかったとはいえないだろうか。
育児に加え妊娠・出産プロセスへの男性参加が推奨されてきている現在の社会状況のな
かでは、女性（妻）へのエンパワメントかディスエンパワメントか、パターナリズムか無
関心／無責任か、といった二項対立的な問題の立て方は現実にそぐわないことは明らか
だ。たとえば、男性不妊の知識の普及、両親学級の普及、避妊教育のあり方をめぐる議論
など、男性と生殖という論点が急浮上している現在、男性の生殖経験の内実を詳らかにし
ていくという作業を通してのみ、素朴な二項対立を避けながら生殖と男性をとりまく議論
を再構成していくことが可能となる［齋藤 2017: 13］。そうした作業を経て初めて、男女
の生殖経験のへだたりを正しく認識することができるようになるはずだ。
以上の問題関心から本稿では、社会の変化と医療技術の変化（4）が生殖における男性の当
事者意識の変化を促している今日、男性を生殖の当事者として改めて措定し、男性の生殖
経験を明らかにするものである。具体的には、育児に積極的にかかわっており、生殖に関
心が高い男性へのインタビュー調査をもとに、これまで議論の空白状態であった男性の生
殖経験の内実の記述を目指す。本稿の構成は以下のとおりである。2章で調査の概要を述
べる。3章で男性当事者へのインタビューをもとに女性とは異なる男性の生殖経験の特徴
を析出し、男性たちの語りを整理、考察する。4章で男女の生殖経験のへだたりについて
本稿の知見を確認し、結論を述べる。

2．調査の対象
本稿の分析は、共同研究者と実施した、生殖に関心をもっている10人の男性（表1）へ
の半構造化インタビュー調査に基づいている（5）。男性対象者の職業は、大学教員2名、残
りは専門職や公務員が多い。対象者の多くは、仕事量や仕事時間の融通をきかせやすい専
門職系である。そのため、勤務時間への拘束という点では定時出勤・退社（加えて残業）
の就業形態が多い会社勤めの男性とはやや異なる生殖経験をしていたと予想できるが、対
象者の働き方が多様であるぶん、妻の妊娠・出産にどのように向き合ったかの個人差が大
きく、男性の生殖経験を検討するさいのバリエイションの確保はできたといえる。なお、
対象者のうち4名は、男性団体（父親の育児を応援している団体）の会員である。
分析にあたり、多様な背景をもつ対象者であるにもかかわらず、共通して経験したこと／
語ったことに着目をした。MAXQDAを用いてデータをコード化して、カテゴリーを生成
した。帰納的に導出できる3つのカテゴリーとして、（1）男女の生殖経験の決定的差異、 
（2） 生殖の当事者としての男性の自覚、（3） 生殖にかんする新しい医療技術の文脈では男女
間の生殖経験のへだたりが先行研究で想定されているほど大きくない可能性、が析出できた。
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3．男性の生殖経験―夫の語りから
（1）男女の生殖経験の決定的差異―男性にとって生殖プロセスのわかりにくさ
男性の生殖経験が女性の生殖経験ともっとも大きく異なるのは、自身の身体に変化が生
じないということだ。身体の変化という点で、女性は自身の身体を通して妊娠を経験して
おり、男性よりも当事者としての経験が豊富にあると考えられる。とはいえ、女性は妊娠
期間に受ける検査のすべてをつねに把握しているわけではない。じじつ、女性は妊婦検診
の過程でベルトコンベア式に多くの検査を受けるため、医療者側にいわれるがままに検査
を受け、自分が何の検査を受けていたのかわからなかったと当時の経験を振りかえる女性
たちもいる［柘植ほか 2009: 460‒482］。
男性は、知識の水準で妊娠について十分な情報を持っていないこともあるだろうし、妊
娠にかんする検査は妻の判断に任せているということもあるだろう。男性には、女性に比
べ二重三重に生殖プロセスが分かりにくくなっている。まず、女性を介してしか妊娠とい
う生理現象にアクセスできないという意味でそもそも男性には分かりにくい。ついで、女
性自身も生殖プロセスのすべてを完全に把握しているわけではないため、男性は不完全な
情報を不完全に理解するしかない状況に置かれる。そのため、男性には生殖についてわか
らない部分がどうしても残ってしまう。
検査のたびに病院に付き添う男性は増えてきているが、医療行為を伴う診療中・検査中
の診察室につねに夫が入ることは一般的ではない。たとえば、表1にクエスチョンマーク
で示しているとおり、インタビュー対象者のなかにも、妻が出生前診断の検査を受けたか
どうかを正確に把握していない男性たちがいた。

A ： いや、羊水だけだったような。私が記憶してる限りだと。
̶ ： 分かりました。
A ： もしかしたら「何々の検査受けていい？」って言われて「いいんじゃない」っつって終わって

るかもしんないです。（A: 515‒17、2018/9/5）（6）

̶ ： 出生前の羊水検査とか、そういった検査とかしましたか。
D ： 羊水検査したと思います。多分、通常、皆さんやるんであれば、Bの病院で、それは全部やっ

表1　インタビュー対象者一覧
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てました。
̶ ： ……羊水検査、通常ではないかな。
D ： じゃあ、やってないです。（D: 298-303、2018/9/22）

妻を介してしか検査の詳細を知りえないという点において、男女の生殖経験には間違い
なくへだたりがある。妻が得る情報と夫が得る情報には、いわば一次情報と二次情報とし
ての違いがある。男女の身体差が生殖において決定的な経験の違いをもたらすため、夫は
妻を介して二次情報を得ることしかできない。
こうした情報源のへだたりは身体感覚と強く結びついている。たとえば、妻が何度も流
産を経験していたGさんは、当時を振りかえって印象的なエピソードを語ってくれた。

G ： 一番心に刺さった妻の言葉が、2回目の流産のときにその袋〔胎胞〕が出てきてしまって……。
ごめんなさい、1回目かな、僕には全然分からない感覚だなと思ったのが、「赤ちゃん、どこに
行っちゃったんだろうね」って言ったんです、泣きながら。／……体の中のどこかに付いたは
ずが、剥がれてどこか出ちゃったわけですよね。だから生理があるときとか、そういうときで
すよね、きっとね。袋が出てきたときは、それは出てきたって分かっちゃってるから、……ど
こ行っちゃったんだろうねって泣いて言ったのが、こんなにすごい悲しいことなんだなって感
じたんですよね。（G: 139‒47、2018/12/17）

自分の身体ではない妻の身体で生じた流産は、夫もパートナーとしてとてつもなく悲し
いことは間違いないが、男性には身体感覚としては

4 4 4 4 4 4 4 4

どうしても妻に共感しきれない部分が
残されてしまう。もちろん女性同士だからといって完全に共感し合えるわけではないが、
一次情報源としての妊娠しうる身体を有さない男性にとって、自分の身体経験の延長上に
想像することはより困難である。
こうした身体感覚の差異については、Dさんも別の側面から次のように語る。

D ： 実際、子どもを授かって、妊娠するという中でも、正直、やっぱり男というのはよく分かんな
いというのが現状です。つわり、すごく大変だというのを見ますけども、何が大変かって分か
らないんですよね。すごい苦しそうにしてるのは分かるんですけども、こっちはどうしようも
ない。全くその感覚ございませんから、当然ながら、心配しますけども、よく分かんないので、
心配しているけども何もできない。……やはり陣痛のときも24時間付き添いましたけども、痛
いのは分かるけども、痛いなという記号でしかないというか、そこに共感できるってうそにな
りますから、すごい大変だなと思って、ほんとに心配しておりましたけども、やはり痛みの強
さというのはもう全く分かんない。（D: 65‒74、2018/9/22）

男女の生殖経験は、身体レベルでは断絶しており大きなへだたりがある。そのへだたり
の内実は、生殖プロセスへの情報を直接的・身体的に得ている女性（一次情報）と、女性
を介して得ている男性（二次情報）の違いであると整理できる。これまで二次情報にしか
アクセスできない男性に対して、身体上の変化がないから当事者意識がないのだという紋
切り型の批判がなされてきた。GさんやDさんのように、夫である男性たちは妻を気遣い、
妊娠の過程に関心を強くもっているのだから、こうした女性の身体感覚への共感のしがた
さを、男性の当事者意識のなさによるものだとは一概にいえないだろう。関心は強くあれ
ども何もできないという当事者の実感に根差した語りだと解釈するほうが適切である。
換言すれば、妊娠しうる身体を有さない男性の生殖期間における無力感を前提としたう
えで、夫は何ができるのか／何をしてきたのか、という水準で男性の生殖論を考察するこ
とがここでは問われている［Kühne 1996: 訳 29‒31］。この視点でインタビュー対象者の
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語りを再構成すると、いっけん生殖に対する当事者意識のなさのようにみえた語りでも、
妻を気遣い、妻の気持ちを推し量ろうと努めながら（＝夫役割の遂行）、妻のケアを通し
て子（胎児）への責任をもつこと（＝父親役割の遂行）を試みており、男性もまた、当事
者（夫・父親）としての自覚をもって生殖にかかわっていることが分かる。この視座から
は、妊娠しうる身体を有さない男性はたしかに二次情報のみをもとに生殖の当事者となら
ざるをえないが、既存の議論にあるような当事者意識がなく無関心／無責任といった男性
像とは異なる男性たちの姿を析出することができる。

（2）生殖の当事者としての男性の自覚
1）赤ちゃんとの身体的接触と父性
女性は妊娠期間中、身体の変化を日々感じる。女性が胎児の生命を感じる瞬間として、
つわりや胎動を感じるとき、食欲が増すときなど、いくつかの経験が語られてきた。対し
て、自分の身体に変化が生じるわけではない男性は、いつ、どのようなタイミングで生殖
の当事者であり、父親であることを自覚するのだろうか。
第1子出産前に妻が数度の流産を経験していたEさんは、妊婦検診にも同行しエコー画
像や胎児の写真をすでにみていたのだが、父親になった自覚について次のように語った。

̶ ： 胎児が命だなっていうふうに思ったのは、どんなタイミングですか？
E ： 形が少し、輪郭が見えてきた時じゃないですかね。手とか足とか。……割とだから後半だと

思います。
̶ ：生まれてから、というよりも、画像を見て、命と思いました？
E ：ああ、でもね、やっぱり実感は湧かなかったですね、正直。
̶ ：実感が湧いたのは、じゃあ出てきて？
E ：まあほんとに実感が湧くのは、そうですよね。（E: 194‒202、2018/10/6）

同様の実感については他の男性たちも語っている。

̶ ： 具体的に、……どういうタイミングで父親になったと思うんでしょうか。……
B ： なったって感じるのは、やっぱ生まれるときかなと思います、自分としては。……おなかに

耳当てて、一緒にいる感は当然ありますけど、お父さんになったって感じられるのは生まれ
て抱っこしたときなのかなっていう。（B: 1002‒8、2018/9/5）

̶ ： 父親になるんだなっていうふうに自覚したのは、3人目のお子さんについてはいつごろ。
A ： ……父親になるんだな。……やっぱり一番思ったのは産まれた瞬間ですね。で、抱っこした

ときかな、やっぱり。いや、もちろん告げられたときも、エコー見たときも思ったんですけど、
……「そうなんだな」っていうぐらいだったと思いますね。……

̶ ： それは1人目から3人目もおんなじ感じですか。
A ： やっぱり全員産まれてすぐ抱っこしたときですね（A: 405‒19、2018/9/5）

̶ ： ……いつ、あ、父親になったなって。
K ： やっぱり生まれてきてからですね。……その後ちょうど会議も何もなかったので、……退院

の日まで病院に一緒、病院が泊まれるところだったので。なので、その時に抱っこしたりと
かいろいろしてて、ようやくかなという感じですね。（K: 308‒14、2019/8/2）

対象者の男性たちは、妊娠が判明したときの気持ちとして口を揃えて「うれしかった」
というが、子どもができたと実感した瞬間をきくと、ほぼすべての男性が、出産後に赤
ちゃんを抱っこしたときであり、父親としての自覚は赤ちゃんとの触れ合いにより芽生え
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たと語った。10ヵ月なりの妊娠期間、お腹で子どもを育む女性と、そうした期間を有さ
ない男性には身体経験の違いがある。妊娠・出産の経過のなかで身体上の変化が生じない
男性には、生まれた子どもとの身体的な触れあいが父親であるという意識を形成するうえ
で大事な契機となっていることを確認できる。
2）社会制度の中での父親役割の取得
その一方、赤ちゃんとの身体的触れ合いに加え、社会的役割の取得という観点から父親
であることを自覚した男性たちもいた。障碍を抱えた子どもがいるBさんは、社会制度的
に父親役割を求められ、それに応じたさいに、自分が父親だと自覚したという。

B ： 〔障碍がある〕長女のときに思ったのがいろいろ、……手術の同意書とか。あとは、何におい
ても両親欄はあるんですけど、……「まずはお父さんのほうで」とかそういうふうに言われる
こともあって、「決定、自分がしなきゃいけないんだ」っていう。当然、奥さんの帝王切開につ
いても、パートナーの私の了解は要りましたけど、そういうときに夫であり、で、生まれてく
ることを考えると父親っていうことで、そういうときに「自分はこういう立場にいるんだな」っ
ていうのを自覚したのはあります。……自分にもお父さんがいて、お母さんがいて、何か承諾
書とか書いてもらうことがあるんですけど、それを今度、自分がやってるっていうときにそう
感じることは、思いますね。父親欄にサインをするっていうところですかね。（B: 1154‒64、
2018/9/5）

男性は、妊娠期間を通して自分の身体の変化を意識する機会がない。そのため、出産前
の段階では社会制度のなかで父親役割を強く意識づけされることが、生殖の当事者であり
父親であることを自覚する1つの契機となる。Bさんは、書類の父親欄にサインをすると
いう行為を通して、夫・父親役割を遂行していたといえるだろう。
また、妻が妊娠中、妻への情緒的なサポートよりも仕事を優先することを自分の役割と
考え実践したのが、Iさんである。I/Jさん夫婦は、夫は妊婦検診に同行するよりも仕事を
休まずに働くことを重視し、妻は家のことを一手に引き受けることで、夫婦ともに積極的
に性別分業をし、力をあわせて妊娠・育児期間を乗り越えてきたと語ってくれた。

̶ ： 〔夫は〕妊婦健診には行かれたことありますか。
J（妻） ： ないです。妊婦健診ぐらいで仕事を休んでほしくないので、別に、付いてきてとも言った

こともないです。
̶ ： ……じゃあ、もう妊婦健診いつ行ってるかっていうのも。
J ： 知らないんじゃないかな。今日どうだった？ぐらいは言ってても、どの間隔で行ってると

かはさっぱり話してないと思います。（IJ: 47‒54、2019/7/28）

J ： 〔切迫流産で〕寝ててって言われたって寝てらんないでしょ、〔上の〕2歳の子がいたら。
̶ ： そうですよね。……そのときってご主人はどんな感じでしたか。……
J ： 取りあえず働いてもらわないと困るので。
I（夫） ： 仕事があるけんね、普通の人は。……
̶ ： じゃあ、ご主人は心配しながら。
J ： 仕事は取りあえずしてもらって、どうしてももうほんとに作れないときはご飯買ってきて

もらってとかはしてましたけど。昼間は何とかやってたよね。（IJ: 263‒95、2019/7/28）

切迫流産で妻が働けなかったため、Iさんは家族の経済的な安定をはかるために稼得役
割を担うことこそが自分の役割であると考え、賃労働に勤しむことで夫・父親役割を遂行
していた。また妊娠中の妻も、夫ができる妊娠期間の役割が賃労働（のみ）であることを
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前提に、その役割の遂行を強く期待していた。
このように性別分業を積極的に受け入れることで夫・父親役割を遂行する男性もいる。
男性が夫・父親役割を稼得役割に特化させることは、生殖にたいする強い責任感と関心の
裏返しだともいえるのではないだろうか。とくに共働き世帯のうち妻が妊娠・出産・育児
のために仕事を辞めた夫婦において、夫婦の合意のうえで妻の妊娠・出産・育児の期間は
性別分業を強化するようなかたちで男性が自分の役割を稼得役割へと特化させることは
―規範的な評価とは独立して、観察レベルの事実の水準としては―、広義の男性の生
殖経験として再検討すべき余地がある。

（3）生殖にかんする新しい医療技術と生殖経験のジェンダーレス化
ここまで議論してきたように、男女の生殖経験のへだたりは身体性がキーワードとな
る。先行研究においても、男女の生殖経験は異なるものだと素朴に考えられてきた。その
さい女性の身体感覚こそが、男性が女性の生殖経験を理解や共感できない根拠として強調
されてきた。
他方、生殖にかんする新しい医療技術の文脈で生殖を捉え直すと、やや異なる様相を観
察できる。生殖に医療技術が介在することで、身体感覚から離れた数字や画像で生殖が表
現される機会が増え、男女がともに生殖を身体感覚と切り離して経験する場面が登場して
きた。たとえば新型出生前診断（NIPT）の各種検査結果は数字で表現される。こうした
数字は身体感覚に依拠しておらず、妊娠継続の有無を判断するさい、検査結果の数字が男
女に同じような影響を与えている可能性がある。
インタビュー対象者のなかにも、こうした医療技術の問題を妻のみの問題としてではな
く男性である自分の問題として語っていた男性たちがいた。NIPTを妻の主導のもと受け
たHさんは、検査結果の受け取り方法について、結果をもう一度医院にいき医師から説明
を受けながら直接手渡ししてもらうか、郵送で送ってもらうかを妻と話した経緯について
次のように語ってくれた。

H ： 〔NIPTの〕番組出てた人は、北陸のほうから新幹線でやって来てっていう方で。……確かに、
2回、新幹線使って来たら、それはすごい金額になるから、かなーと思うけど。やっぱり、行
けるもんだったら、わたしは。妻は絶対郵便がいいって言ったんです、最初。もう、2回目は
行きたくないって言ったんですけど、駄目って、こんな大事なこと、そんな郵便来て開けて
オッケーって、そんなばかな話はないからって。

̶ ： 行きたくないっていうのは、お仕事がお忙しいからとか。
H ： じゃなくって。……もう、選択肢が、そういう選択肢があるんだったら郵便がいいって。も

し、……そういう結果が出たんだったら、その時どうするかを問い合わせすればいいって〔妻
は〕言ったんですけど、私は、それだけはやめてくださいって。こんな大事なことを……。（H: 
1309‒20、2019/7/8）

また、2人目の妊娠のさい、夫である自分主導で母胎血清マーカーを受検したEさんは、
次のように語る。

̶ ： じゃあ次男の方の時に、どういう経緯で？
E ： 元々、私自身が1人いる〔ことに満足しているので〕、2人目が欲しい欲しくないってのはそ

んなに興味が無くて。まあ要は共働きでやってて、2人とも大変だと思ってるわけですよ。
……で、そこで何かあってもこの生活が回らないよねっていう、その下の子ができた時に、っ
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てなった時に、それは上の子にとってどうなんだろうって結局会話をして、じゃ受けましょ
うと。で、受けて、数字を見るまでに、結果を見る前に意思決定をしておいて、出たら、そ
れはやめる、出産はしないっていうことを決めてました。それは夫婦で。（E: 349‒56、
2018/10/6）

さらに、夫である自分主導で検査を受検しなかったFさんは次のように語る。

̶ ： ちょっと〔NIPTのときの〕状況を詳しくお聞きしたいんですけれども……。
F ： 結局、最終的な結論からお話をすると、もし遺伝子異常とかいろんなものが見つかったとし

たときに、今度はじゃあ、下ろす・下ろさないみたいな話もあるわけじゃないですか。
̶ ： ええ。羊水検査受けますけど、それでもまた所見が出たら、もう。……奥さまは、どういう

ご意見だったんでしょう。
F ： 結局、本当に悩んでましたね、やっぱりそこは。……一応してみたほうがいいんじゃないか

なっていうところも半々でしたね、完全に。
̶ ： 半々で。……もしも半々だとしたならば、ご主人が、「いや、やっぱり、じゃあ心配だから受

けようよ」って言ったら受けてたか。
F ： 受けてたと思います。（F: 262‒93、2018/10/7）

NIPTのように母体への侵襲性が低く結果が数値として示される検査の場合、その数値
は、男女ともに自身の身体感覚を離れ、これからの夫婦の理想のライフコースや働き方、
夫婦が希望する子どもの育て方などをめぐって話し合うための客観的な材料となる。
NIPTにおいて、診断を受けるか／受けないか、受けたあと結果をみてどう判断するか、
などを考えるさい、夫婦がともに納得するまで話し合うケースがみられた。この文脈での
生殖は、夫婦や家族の問題（≠女性個人の問題）として語られていた。自身の倫理観や宗
教観に基づいて、夫は妻と対等に話し合いをしている姿が浮かび上がってくる（7）。
NIPTをはじめとする生殖にかんする新しい医療技術を取り巻く論点では、男性も生殖
の各プロセスにおいて女性と同様に当事者として悩んでいることが明らかとなってきた。
生殖にかんする新しい医療技術の進歩によって、生殖プロセスの一時点においては、身体
の違いによって男女の生殖経験がつねに断絶しているわけではなく、男女の身体感覚の差
が必ずしも男女の共感を阻むものではない可能性を指摘できる。少なくとも、生殖にかん
する新しい医療技術の捉え方について、ジェンダー差があると無条件に前提することには
議論の余地があるだろう。男性もまた生殖の当事者として捉え直したうえで生殖論を展開
する必要があることを、この点からも指摘できる。

4．結論にかえて―男性の生殖経験とは何か
これまでの生殖論では女性の生殖経験が議論の中心にあり、男性の生殖経験を主題とし
て論じるものはなかった。生殖プロセスにおいて、男性が自分の身体を省みる機会はほぼ
ないため、生殖について楽観視している、真剣に取り組んでいない、当事者としての自覚
が足りないなど、妻たちの批判的な意見が多く紹介されてきた［柘植ほか 2009; 白井 2012; 
竹田 2018］。男性の生殖経験は、〈生殖について男性は当事者意識がなく無関心／無責任
である〉といった批判的な文脈で言及されることはあっても、正面から議論の対象とはな
らず空白状態が続いてきたといえる。
本稿は、生殖の当事者としての役割を引き受けようと試行錯誤する男性たちがいること
に着目をし、男性たちへのインタビュー調査をもとに、男性が生殖をいかに経験している
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のかを記述してきた。調査を通して、男性もまた生殖に真摯に向き合い、主体的にかかわ
り、そして悩んでいることがわかった。そうした男性たちの生殖経験は、女性と異なる経
験が多いものの、女性と似た経験をすることもある。
たしかに、女性身体上で生起している生殖には、女性身体と男性身体の違いが厳然と横
たわっており、共感の難しさは残される。しかし、3.1節と3.2節で議論したように、その
ことが〈男性は生殖経験を有していない〉ということを意味するものではない。夫は妊娠
中の妻をいたわりながら、男性としての生殖を経験しているのだ。また、3.3節で論じた
とおり、生殖にかんする新しい医療技術の文脈では、女性と同じ土表で生殖の当事者とし
てかかわる男性の姿が浮かび上がってきた。とくに母体への侵襲性が低いNIPTなどの場
合、採血はあるものの女性身体にかんする特別な検査をするわけではない。検査結果の数
字について、男性は女性と同時に生殖についての一次情報を得ていると考えることができ
る。生殖プロセスのある一瞬を切り取れば、男女の生殖経験の違いはそれほど大きいとは
いえない可能性が示唆された。
本調査は大都市である東京で働く専門職の男性たちが主な対象者であった。そのため、
経済的・時間的にも余裕がある対象者が多かった。また、そもそも相対的に生殖に関心が
ある男性たちである。そのことを考えれば、対象者の多様性を確保するように試みたとは
いえ、男性が経験する生殖経験のごく一端を本稿は示せたにすぎない。拙速な一般化はで
きないものの、それでも社会の変化と生殖にかんする新しい医療技術の変化の影響もあ
り、男性たちの生殖についての意識が徐々に変化している兆しを確認することはでき
る（8）。
生殖をジェンダーの視点から考察するさい、女性の生殖経験と男性の生殖経験の2つが
車の両輪のように必要なはずだ。これまでの生殖論は、男女の身体差にもとづく生殖経験
の絶対的な差異が前提とされ、生殖を女性固有の経験と考えてきた。今後は、男女の生殖
経験を論じるさい、これまでのように「大きなへだたりがある」ことを所与の前提とする
ことはできず、何がどの程度へだたっているのかを考えることは避けられないだろう。さ
らに、〈男女の身体差に基づく大きなへだたりがある〉というこれまでの生殖論の素朴な
前提が成立していた言説空間もまた考察の対象となる。
本稿は議論の空白状態が続いてきた男性の生殖経験についてその内実を粗描することが
できた。生殖は多くの人にとって身近な話題であるため、言語化するよりもさきに身体が
先行して経験しているとみなされがちである。男性にとっての生殖経験を改めて言語化す
る試みは、当たり前のようにみえる指摘を含んでいたとしても知見の蓄積の第一歩として
は重要な作業となる。まずはいまだ議論の空白状態がつづく男性の生殖経験の記述にさら
なる厚みをもたらすことが求められる。そのための第一歩として、本稿が男性の生殖論の
構築のための一助となれば幸いである。
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註

（1） 本稿は異性愛の制度婚をしたカップルを念頭に議論をする。もちろん現在の生殖論の対象は、異性愛
のみならず、また制度婚のみならず、多様な組み合わせがありうる。これらは本稿の射程を超えるた
め、別の議論が必要である。

（2） 生殖を女性の問題としてのみ捉えてきた既存の問題構成には、一部のフェミニズム思想からも批判が
なされている。たとえば、江原［2012: 237］は、「妊娠という出来事は、男性身体と女性身体の双方
が関与して起こる事柄として『構築』されてもよいはず」だが、フェミニズム思想をはじめ社会通念
においてさえも「『女性の身体の問題』であるかのように『構築』されて」いると指摘している。自
己決定権の理解をめぐり、生殖を女性身体上の問題として切り詰めてしまったという反省から、そう
した問題構成がはらむ問題点の指摘と、よりよい自己決定権を模索する議論はすでに行われている
（たとえば［江原編 2001; 山根 2004］など）。

（3） 社会学的関心のもと、男性の生殖経験を主題とした学術的調査はこれまで実施されていないが、女性
への調査が主眼で、付随的にパートナーである夫に調査したものはいくつかある（［財団法人東京女
性財団 2000; 西村 2004; 白井 2012］など）。男性と生殖の主題は、男性が生殖を強く意識せざるを得
ない男性不妊の文脈か、あるいは性暴力・セクシュアリティ研究の文脈で議論されてきただけであ
る。とくに不妊ではない妊娠（≒自然妊娠）による男性の生殖経験はあまりに自明すぎるものだとし
て、学問的考察の対象とはなりにくかった。

（4） AID（非配偶者間人工授精）や養子のように、夫が生殖プロセスに介在しなくてよい方法はすでにあ
る。しかし同時に、不妊治療をはじめとする先端生殖補助医療技術が進歩したがゆえに、夫と血縁関
係がある子どもを望む場合は夫の生殖活動への参加（精子の提供）が不可欠であることが再認識され、
男性もまた生殖の当事者であることが改めて浮き彫りとなった。

（5） 調査は、2017年9月～12月、2019年7月～8月に実施した。事前に調査趣旨の説明書を送付し、当日
は改めて調査の目的等を伝え書面にて同意を得た。対象者の承諾を得てインタビューを録音し、文字
起こししたスクリプトを対象者に送付し確認をお願いした。1回あたりのインタビューはおおよそ2
時間である。東京で実施した7名に加え、北陸、中部、中国地方で各1名に実施した。I/Jさん夫婦を
除き、妻は同席せず夫のみを対象に実施した。インタビューの主な質問項目は、女性への調査である
［柘植ほか 2009］との比較を念頭に、質問項目を男性用に練り直した。夫として妻の妊娠・出産のさ
いに経験したこと、出産前の子ども（胎児）との関係、出生前診断の知識と経験、父親像について、
妻や家族との関係などを中心にお話を伺った。

（6） 括弧内の数字は、インタビューデータの対象者確認済みファイルの該当行を示す。日付はインタ
ビュー実施日である。以下、インタビューデータの引用は同じ表記方法とする。

（7） 夫が妻よりもより強い意見（希望や意向）を持つことはある。あくまで生殖は女性身体上で生じてい
ることを考えれば、その判断の結果を負うのは一義的には妻であり、夫主導で生殖にかんする決定を
することへの根深い女性側からの忌避感は残るだろう。ここで考えるべきことは、個人単位ではなく
カップル単位のよりよい自己決定とは何かという論点である［江原 2012: 235‒236］。

（8） より一般化していえば、こうした新しい〈男らしさ〉をめぐる議論の動向は「ケアリング・マスキュ
リニティ（caring masculinity）」の議論と符合する。ケアリング・マスキュリニティとは、従来女性
的だとされてきたケアをする男性たちに着目をした新しい〈男らしさ〉規範であり、EUでの社会政
策のなかから登場してきた［笹川平和財団 2019］。
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