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離婚と家事労働
――離別者の親同居の効果に着目して――

柳　下　　　実・不　破　麻紀子
要　約

近年，日本社会でも有配偶離婚率が高まっている．離別が家事労働に与える影響を検討した欧米の

先行研究では，離別は男性の家事を増やし，女性の家事を減らすことが示されている．しかし，日本

では欧米諸国に比べ離別者の実親同居率が高いため，離別の効果の検証には親同居の影響を考慮する

必要がある．本稿は働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査を用いて，離別が男女の家事に

どのような影響を与えるのか，また離別者の家事は親と同居することによってどのように変化してい

るのかを固定効果モデルで検討した．結果から，離別によって男性は家事を増やし，女性は家事を減

らすことが示された．また，親同居による家事の削減効果は既婚者より離別者の方が大きいことも示

された．離別者は稼得役割と家事労働を一人で担わなければならず役割過重が生じやすいが，親と同

居できるか否かで家事労働の負担には格差が生じていることが示唆された．
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Divorce and Household Labor: Focusing on the E�ect of Intergenerational Co-residence
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Abstract

The divorce rate for married persons has increased in Japan in recent years. Previous research on household 
labor in western societies has shown that divorce increases men’s household labor while decreasing that of wom-
en. However, previous research has not considered the fact that divorcees in Japan tend to co-reside with their 
parents, as compared to those in western societies. We employed fixed effects models to investigate whether di-
vorce increases men’s household labor and decreases that of women and how the intergenerational co-residence 
of the divorcees affects their household labor, using Japanese Life Course Panel Surveys. Our results demonstrat-
ed that divorced men’s household labor increased and that of divorced women decreased. Further, the impact of 
intergenerational co-residence in reducing household labor is larger for divorcees than for married individuals. 
Our findings suggest that divorcees’ burden of household labor varies depending on whether they co-reside 
with their parents after divorce.
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I.　問題の所在

日本社会では有配偶離婚率が一貫して上昇傾向
にあり（稲葉 2017）, 結婚から20年後には，夫婦
の30％が離婚するという（Raymo et al. 2004）．年
齢階級別の有配偶離婚率（2005年，有配偶人口
千対）は，男性は20～24歳が最も高く49.21, 次に
19歳以下で45.85, 次に25～29歳で24.43の順で高
い．女性では19歳以下が最も高く74.63, 次に20～
24歳が48.42, 次に25～29歳で23.18であり，男女
ともにとくに若年層で離婚率が高い（厚生労働省
2009）．
こうした背景の中，離別が生活に与える影響に
ついて日本の先行研究では所得など経済状況に着
目した検討がなされている一方（たとえば，村上
2009, 2011），離別が家事労働に与える影響につい
ての研究の蓄積は少ない．いうまでもないが，人
びとの生活は世帯外で得られる所得などに加え，
世帯内で生産される家事労働などのサービスにも
依存している．そのため，経済状況だけでなく離
別が世帯内労働に与える影響にも着目する必要が
ある．そこで本稿は離別が家事労働へ与える影響
に着目する．
さらに，離別に関する先行研究ではひとり親

（子を持つ離死別・非婚者）に焦点が当てられ，
離別の効果が直接検討されることなくひとり親研
究の知見をもっていわば代替的に検討されてき
た．しかし，ひとり親の8割弱は離婚を契機とし
ているものの，死別・非婚者も2割強を占め（厚
生労働省 2017），ひとり親研究と離別研究の対象
は必ずしも重ならない．また子どもの有無に関し
ても2015年の国勢調査から計算すると，20歳か
ら40歳の離別者において子と同居しているのは
男性の 16.5％, 女性の 78.9％であり（総務省統計
局 2017a），20歳から40歳に限れば，有子の離別
者に着目した研究からは離別男性の8割，離別女
性の2割が欠落する（1）．離別の影響を検討するた
めには子を持つ離別者だけでなく，離別者全体に
着目する必要がある．

離別は世帯内外の労働の再調整が生じるイベン
トである．離別男性の多くは家事の担い手がいな
くなるため家事を増やし，離別女性の多くは世帯
外労働を増加させるため，家事を減らすと考えら
れる．欧米の実証研究の知見では離別により男性
は家事労働を増やし，女性は家事労働を減らすこ
とが示されている（South & Spitze 1994; Gupta 
1999; Hewitt et al. 2013; Leopold 2018）．また離別者
は稼得役割と世帯内労働の両方を担わざるを得ず
（阿部 2012），役割過重の状態にあることが指摘
されている．
離別が家事労働に与える影響について欧米では
一定の研究蓄積がみられる．しかし，Becker
（1993）の配偶者間の特化の議論に明らかなよう
に，欧米の研究は核家族を想定しているため，離
別後の世帯は離別者本人以外に家事を担える親族
が存在しないという前提が置かれている（2）．しか
し，後述するように日本では離別者の親同居率が
高いため，離別が家事労働に与える影響を検討す
る際に親同居の効果を考慮する必要性は高い．
日本の実証研究では，離別は男女ともに家事頻
度に大きな変動をもたらさないとする結果（多賀
近刊）がある一方で，離死別により女性の家事・
育児関連時間は減少することを示唆する結果（福
田 2007）も示されており，一貫した知見は得ら
れていない．また，これらの研究では離別によっ
て生じる家事労働の調整に親との同居がどのよう
に関わっているのかが十分には検討されていな
い．さらにこれら先行研究のサンプルは年齢層が
比較的高いため，離別が生じやすい若年層のサン
プルでも検討する必要がある．
本稿は親同居の効果に着目し，離別と家事労働
との関連を働き方とライフスタイルの変化に関す
る全国調査（Japanese Life Course Panel Surveys, 以
下 JLPS）wave 1–8を用いて，固定効果モデルで検
討する．本稿では第一に離別は男性と女性の家事
にどのような影響を与えているのかを，第二に親
との同居が離別者の家事とどのように関連してい
るのかを検討する．

投稿論文：離婚と家事労働
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II.　離別と家事労働

1. 離別による家事労働の調整と離別者の役割過
重
離別では世帯から大人が少なくとも1人減る．

そのため離別によって離別前にはパートナーがお
こなっていた世帯内外の労働を世帯員の間で再分
配する必要が生じる．日本では既婚男性の多くは
世帯外で市場労働に従事し，既婚女性の多くは世
帯外での市場労働に加え世帯内での労働に従事し
ている．そのため，離別が生じると男性は家事労
働提供者が減ることから家事労働を増やすことが
考えられる．一方，女性は離別によって家事労働
の受給者が減り，市場労働の提供者が減るため市
場労働を増やすことから，家事労働を減らすと考
えられる．ひとり親研究の知見ではあるが，既婚
者と比べひとり親男性は市場労働の時間に差はな
いが育児・家事時間が多く，ひとり親女性は市場
労働の時間が多い一方，育児時間に差はなく家事
時間が少ないことが示されている（阿部 2012）．
離別によって離別者は稼得役割と家事労働の両
方を担うことになり，既婚者と比べ役割過重の状
態にあると推察される．たとえば，子を持つ離別
者への調査からは，離婚により生じた悩みとして
経済的なことを挙げるのは女性が73.0％, 男性が
28.6％なのに対し，家事のことについては女性が
7.3％, 男性が42.6％であり（厚生省 1999），女性
は稼得役割，男性は家事労働を新たに担うことで
悩みが生じていることが示唆される．国際比較研
究からも日本のシングルマザーはヨーロッパ
10ヵ国・アメリカと比較して顕著に労働時間が
長いことが示されている（田宮・四方 2007）．こ
れらの知見は既婚者と比べ離別者は役割過重によ
りさらされやすいことを示唆する．
2. 離別が家事労働に与える影響についての実証
研究
欧米の先行研究では離別によって男性の家事労
働は増え，女性の家事労働は減ることが一貫して
示されている（South & Spitze 1994; Gupta 1999; 

Hewitt et al. 2013; Leopold 2018）．アメリカのデー
タを用いたSouth & Spitze（1994）は，離別男性は
既婚男性と比べ週当たりの家事労働時間が4.6時
間多く，離別女性は既婚女性と比べ3.7時間少な
いことを明らかにした．同じデータをパネル分析
したGupta（1999）は，食事の用意，食事の片づ
けなど5項目を合算した家事労働時間について既
婚から離別へ移行すると男性は5.1時間増え，女
性は2.9時間減ることを示した．オーストラリア
やドイツのパネルデータを用いた研究でも同様の
結果が示されている（Hewitt et al. 2013; Leopold 
2018）．
日本の研究は蓄積が浅く，パネルデータを用い
て離別と家事労働との関連を検討した研究は多賀
（近刊）と福田（2007）に限られる．男性につい
ては全国家族調査パネルスタディ（NFRJ08パネ
ル）を用いて夫の家事参加要因を分析した多賀
（近刊）が，補足的な分析において離別は男性の
家事頻度に影響を及ぼさないことを示している．
女性については，消費生活に関するパネル調査を
用いた福田（2007）が，未婚を継続している人に
比べ，離死別者は家事・育児関連時間が1日当た
り1.6時間多いのに対し，既婚者は2.4時間多いこ
とを明らかにしており，既婚者と離死別者との直
接の比較はおこなわれていないものの，離死別に
よって女性の家事・育児負担が減少することを示
唆している．それに対し多賀（近刊）は，離別は
女性の洗濯の頻度を減少させるものの，他の家事
項目（食事の用意，食事のあとかたづけ，食料品
や日用品の買い物，そうじ）には有意な影響を与
えていないとしており，一貫した知見は得られて
いない．日本のデータを用いた福田の女性につい
ての知見は欧米の知見と整合的であるが，多賀の
知見は整合的でない．
欧米の知見との齟齬の一因として，日本では欧
米と異なり離別者の親同居率が高いことが挙げら
れる．すなわち，日本では離別後の世帯は欧米の
研究が想定するような大人は一人のみの世帯とは
必ずしもいえず，離別者の親が家事労働を一定程
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度引き受けている可能性を考慮する必要があ
る（3）．

III.　離別と親同居

1. 離別者の親同居の現状
日本では離別者の親同居率が既婚者に比べ男女
ともに顕著に高い（不破・柳下 2017）．表1に本
研究で用いる働き方とライフスタイルの変化に関
する全国調査（JLPS）の婚姻地位・男女別（2007
年時点で20～40歳）の実親同居の比率を示した．
男性は既婚者の実親同居率が 12.8％, 離別者が
44.8％である．女性は既婚者の実親同居率が
6.5％, 離別者が44.6％である．2015年の国勢調査
から再計算したデータに基づいた推計でも20～
40歳の離別男性の 47％，離別女性の 36％が親と
同居している（4）（総務省統計局 2017b）．
日本の社会学では離別者以外の世代間同居に関
しては高い関心が寄せられ，多くの議論がなされ
てきた．たとえば，未婚者の親同居はパラサイ
ト・シングル論（山田 1999）などの分析枠組み
で扱われてきており，親世代から未婚子への支援
や未婚子から親世代への支援関係が議論されてき
た．既婚者の親同居は直系制の維持か，変動かと
いう視点（森岡編 1967; 施 2012）や，既婚女性
の継続就業における親世代の家事・育児支援の重
要性という観点から議論がなされてきた（不破
2014; 安藤 2017）．しかし離別者についてはひと
り親の親同居については分析が試みられているが
（岩田 2008; 葛西 2017），離別者全体については
ほとんど研究がなされていない．
2. 親同居による離別者への支援
日本のように公的福祉が貧弱な社会では人びと

の生活は私的福祉に依存せざるを得ない（大沢
2014）．特にひとり親世帯では親世代からの支援
の有無が経済状況のみならず，子世代の生活状況
に大きな影響を与えている（岩田 2008）．先行研
究では親同居により経済的・実践的・情緒的な支
援を子が受けられることが示されている（Casper 
& Bianchi 2001; Swarts 2009）．
経済的支援については，日本のデータを用いた
研究では子は親と同居することで住居費などを節
約することができ，また親は子と同居することで
生活費などの負担を軽減できると指摘されている
（Morgan & Hirosima 1983）．ひとり親についても
インカムプーリングを想定すると貧困率が削減さ
れることが示されている（Shirahase & Raymo 
2014; 斉藤 2018）．
同居親による家事などの実践的支援は，既婚女
性にとっても市場労働の時間が長い常勤などの場
合に，仕事と家庭の両立のための重要な資源と
なっている．たとえば，初孫の母親が働いていな
い祖父母に比べ，初孫の母親が常勤の祖父母は
1.4倍，「親代わりになって孫を育てる」経験を持
ちやすい（安藤 2017）．女性のフルタイム就業率
の高い福井県の調査によると，三世代同居世帯に
おける回答者の母親の家事貢献割合は約3割を占
めるという推計もある（不破 2014）．
ひとり親の質的研究からは，親世代が家事・育
児労働において重要な役割を担っていることが指
摘されてきた（岩田 2001, 2009）．親と同居して
いるひとり親男性は子どもと朝食や夕食を一緒に
食べる頻度が親と同居していないひとり親男性よ
り少なく，親から家事・育児支援を受けているこ
とが示唆される（岩田 2009）．横断データを用い
た研究でも親同居のシングルマザーは親非同居の
シングルマザーと比べ，週当たり5～10時間程度
家事時間が少なく（Folk 1996），親と同居するこ
とで離別者は家事労働を削減すると推測される．
また同居の親世代が家事や育児を負担することに
よって子世代（ひとり親）が働きに出ることが可
能になる（Newman 2012＝2013）．さらに，ひと

投稿論文：離婚と家事労働

表1　JLPSの実親同居の比率（婚姻地位・男女別）

男性 女性

既婚 離別 既婚 離別

実親同居 12.8％ 44.8％ 6.5％ 44.6％
N 1471 121 1877 196

注：Pooled-sampleから算出した．
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り親男性は自分の母親の助けを得ることで，離別
前と同じような働き方を維持できている（春日
1989）．こうした知見から同居している親は子の
婚姻地位にかかわらず支援しているが，離別者は
役割過重が深刻なため，親は離別者に対してより
家事支援をおこなうと予想する（5）．

IV.　仮説

本稿ではまず離別が家事頻度に与える影響を検
討し，続いて親同居が離別者の家事頻度にどのよ
うな影響を与えているのかを検討する．上述の検
討を踏まえて離別によって男性は家事を増やし，
女性は減らすと予想する．
仮説1: 離別男性の家事頻度は既婚継続男性と
比べて増える．
仮説2: 離別女性の家事頻度は既婚継続女性と
比べて減る．
離別者は稼得役割と家事労働との役割過重の度
合いが高いため，親同居の効果については，
仮説3: 離別者の家事頻度への親同居の効果は

既婚者に対する効果より大きい．
と予想する．
本稿は以上の3つの仮説を検討する．

V.　データ・変数・手法

本稿では，東京大学社会科学研究所が2007年
から実施している働き方とライフスタイルの変化
に関する全国調査（JLPS）のwave 1–8を用いる．
対象者の年齢は 2007年時点で 20歳から 40歳で
あった．JLPSでは対象者の脱落に対処するため
wave 5からサンプルが追加されている．本稿の分
析に使用したサンプルは JLPS継続・追加サンプ
ルの家事頻度に関する設問のあるwave 1, 3, 5, 6, 7, 
8で，継続して未婚の人を除いたものである．
初婚は若年齢層に起こりやすく，また離婚は結
婚後5年以内に生じやすいことが知られているが
（福田 2005; 厚生労働省 2009），JLPSは若年齢層
を対象としており，既婚から離死別への移行がパ
ネル分析に耐えうる程度生じているため（不破・

柳下 2017），離婚の影響を分析するのに適してい
る．さらに若年層はライフステージ特有の家事・
育児ニーズがある可能性が高い年齢層（松田
2004）である一方で，親も比較的若いため親が援
助資源となる可能性が高く，本稿の仮説を検討す
るうえで適したサンプルである．一方で，本デー
タの限界として中高齢層の離別の効果は検討でき
ないため，本稿の知見は若年・壮年層を超えて一
般化することはできない．
従属変数は家事頻度である．JLPSでは回答者
は食事の用意，洗濯，家の掃除，日用品・食料品
の買い物の頻度を回答する．家事項目によって離
別の効果が異なることも考えられるが，本稿では
個人内の変動を最大限捉えるために，各項目を合
算した家事頻度変数を用いる．そのためこれらの
回答について毎日に7, 週に5～6日に5.5, 週に3～
4日に3.5, 週に1～2日に1.5, 月に1～3日に0.5, ほ
とんどしないに0を割り当て，4項目を合算した
家事頻度を作成した．家事頻度についてのクロン
バックのα係数はwave 1, 3, 5, 6, 7, 8で0.8以上あっ
た．JLPSではパネル分析が可能な家事項目は家
事頻度のみであるが，先行研究には家事時間の分
析も含まれており，先行研究の知見との整合性を
議論するうえでは測定方法の違いに留意する必要
がある．
独立変数は離別の主効果および離別と性別（女
性＝1）との交互作用項，実親同居の主効果と実
親同居と離別，実親同居と性別との交互作用項で
ある（6）．離別ダミーでは離別と答えた場合に1, 既
婚の場合に 0とした．ただし再婚を経験したと
wave 1で答えた場合（7），および死別を経験した
wave, また離別後に再婚したwaveについて（8）は欠
損値とした．本稿では親同居は実親同居を指す．
また，家事労働の先行研究で要因としてしばしば
検討されている労働時間，通勤時間，就業形態，
年収および年収と性別との交互作用項を投入す
る．また子どもの数や年齢によって家事のニーズ
の度合いが異なる可能性が指摘されていることか
ら（松田 2004），子どもの有無等による離別の影
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響の違いをとらえるため同居子数と6歳未満同居
子有ダミーを投入し，それらの影響を検討す
る（9）．その他の統制変数として義親同居，義親同
居と性別との交互作用項，健康状態，waveダミー
を投入する．
週労働時間は一日の労働時間と週・月の労働日
数から計算した．通勤時間は一日当たりの通勤時
間（分単位）である．就業形態については無職を
基準とし，経営者・役員・正社員・正職員を正規
雇用，パート・アルバイト・契約・臨時・嘱託・
派遣社員・請負社員を非正規雇用，自営業主・自
由業者・家族従業者・内職を自営業とした．年収
については一年前の年収について各カテゴリの中
央値をとって連続変数とした．健康状態について
は無回答を欠損値とし，値が高いほど健康である
ように値を割り当てた．
本研究はパネル分析の基本的な手法である固定
効果モデルを分析に使用する．固定効果モデルを
用いることで，離別のようにサンプルの一部のみ
が経験しているイベントについて観察されない異

質性を考慮した推定が可能である（Allison 2009; 
筒井ほか編 2016）．予備的な分析からハウスマ
ン・テイラー推定は過剰識別制約検定で帰無仮説
が棄却され，またランダム効果モデルはハウスマ
ン検定により一致推定となっていないことが示さ
れたため，本稿では固定効果モデルを採用した．

VI.　結果

表2に記述統計を示した（10）．家事頻度の平均値
は男性が4.1回，女性が19.9回である（11）．サンプ
ル中で男性の 4.9％, 女性の7.2％が離別の状態に
ある．実親と同居状態にあるケースは男性が
14.3％, 女性が9.5％である．労働時間の平均は男
性が53.1時間，女性が22.7時間である．同居する
子どもの数は男性が1.4人，女性が1.5人であり，
男性の40.7％, 女性の38.8％に6歳未満の同居子が
いる．また女性がサンプル全体の 58.6％を占め
る．
表3に婚姻地位・男女・親同居の有無別に家事

頻度・労働時間の平均値を示した．家事頻度変数

投稿論文：離婚と家事労働

表2　記述統計

男性 女性

平均値 /％ 標準偏差 平均値 /％ 標準偏差

家事頻度（0～28） 4.1 4.7 19.9 5.7
離別ダミー 4.9％ 7.2％
親同居
実親同居 14.3％ 9.5％
労働時間（0～142.5） 53.1 14.5 22.7 20.0
通勤時間（0～120） 36.9 25.3 17.4 19.5
就業形態
無職 1.3％ 33.3％
正規 86.3％ 26.2％
非正規 4.7％ 35.5％
自営 7.5％ 4.8％
学生 0.1％ 0.2％
年収（0～2250） 510.0 266.4 141.0 165.1
同居子
同居子数（0～8） 1.4 1.0 1.5 1.0
6歳未満同居子有 40.7％ 38.8％

N 1474 1947
Person–year observations 5361 （41.4％） 7579 （58.6％）

注：括弧内は最大値と最小値を示している．N ＝ 3421, Person–year observations ＝ 12940.
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は最小値が0, 最大値が28を取る変数である．既
婚男性の家事頻度は4.0回，離別男性は6.4回であ
る．既婚男性と比較して離別男性は家事頻度が
2.4回多い．既婚女性の家事頻度は20.3回，離別
女性は14.4回である．既婚女性と比較して離別女
性は家事頻度が5.9回少ない．既婚と比較して離
別男性は家事頻度が多く，離別女性は少ないこと
から，離別によって男性は家事頻度を増やし，女
性は家事頻度を減らすことが示唆される．ただ
し，婚姻地位にかかわらず女性の方が家事をして
いる．離別者の家事を親同居と非同居で比較する
と，親と同居している離別男性の家事頻度は2.8
回なのに対し，親と同居していない離別男性は
9.3回と，6.5回多い．親と同居している離別女性
の家事頻度は10.8回なのに対し，親と同居してい
ない離別女性は 17.4回と，6.6回多い．既婚では
親同居の有無による差が男性は 1.6回（＝ 4.2－
2.6），女性は2.1回（＝ 20.4－18.3）であるため，
離別者の方が同居による家事頻度の減少幅が大き
いことが示唆される．
労働時間は既婚男性が週に53.3時間，離別男性

が 49.8時間，既婚女性が 21.5時間，離別女性が
38.2時間である．既婚男性と離別男性では週労働
時間の差が 3.5時間（＝ 53.3－ 49.8）と大きな差
がみられないのに対し，既婚女性と離別女性では
差が16.7時間（＝ 38.2－21.5）と大きい．離別女
性の労働時間は親同居の有無にかかわらず週 40
時間（親同居 39.5, 非同居 37.0）に近い．これら
からは，労働時間や家事頻度に離別が与える影響
が総じて男性より女性に大きく，影響の向きが男

女で逆であること，家事頻度が最も少ない親同居
の既婚男性（2.6回）と親同居の離別男性の家事
頻度（2.8回）がほとんど変わらないことが示さ
れており，日本社会の性別分業の根深さを示唆す
る．
表4に独立変数とおもな統制変数についての固

定効果モデルの結果を示した（12）．Model 1は統制
変数を投入したうえで離別の効果をみるため，離
別の主効果と離別と性別との交互作用項を加えた
モデルである．Model 2では親同居の効果をみる
ため，Model 1に親同居の主効果，親同居と離別，
親同居と性別との交互作用項を投入した．Model 
1・Model 2とも離別の主効果，離別と女性ダミー
との交互作用項が有意である．仮説では離別男性
の家事頻度は既婚継続男性と比べ増える（仮説1）
と予想した．固定効果モデルの結果から，離別の
主効果が有意であり係数が正であるため，離別男
性は既婚継続男性よりも家事頻度が増える．よっ
て仮説1は支持された．
離別が女性に与える影響については，離別女性
の家事頻度は既婚継続女性と比べて減る（仮説2）
と予想した．離別が女性の家事頻度に与える効果
は，離別の主効果と離別と女性ダミーとの交互作
用項を加えたものである．追加の検定の結果から
主効果と交互作用項を加えたものは0.1％水準で
有意であり，係数は負であった．すなわち，離別
女性は既婚継続女性よりも家事頻度が減る．よっ
て仮説2は支持された．
親同居については，離別者は稼得役割と家事労
働との役割過重の度合いが高いため，離別者の家

表3　婚姻地位・男女別の家事頻度と労働時間

家事頻度（回数） 労働時間（時間）

全体 親同居 親非同居 全体 親同居 親非同居

既婚男性 4.0 2.6 4.2 53.3 51.9 53.5
離別男性 6.4 2.8 9.3 49.8 48.1 51.1
既婚女性 20.3 18.3 20.4 21.5 23.6 21.3
離別女性 14.4 10.8 17.4 38.2 39.5 37.0

注：Pooled-sampleにもとづく．
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事頻度への親同居の効果は既婚者に対する効果よ
り大きい（仮説3）と予想した．まず表4のModel 
2の親同居の主効果をみると10％水準で有意であ
り，係数は負である．これは既婚者で親と同居し
ている男性は親と同居していない男性と比べ家事
頻度が減ることを示している．また，親同居と離

別との交互作用項が5％水準で有意で，係数が負
である（13）．これは離別者で親と同居していると
既婚者よりも家事頻度が減ることを意味する（14）．
よって仮説3は支持された （15）．
統制変数の結果から労働時間や通勤時間が長い
と家事頻度が減る，無職と比べ，正規・非正規で
働いていると家事頻度が減る，年収と男性の家事
頻度は関連していないが，女性で年収が高いと家
事頻度が減ることが示された．さらに同居子が多
い，また6歳未満の同居子がいると家事頻度が増
えることから，有子の世帯では育児のみならず家
事負担も大きいことが推察される（16）．
離別が男女の家事頻度に与える影響が親同居を
考慮したモデルと考慮しないモデルでどのように
異なるかをみるため，Model 1とModel 2の係数の
線形結合（17）を計算した．それによるとModel 1の
親同居の影響を統制していないモデルでは，既婚
継続と比べ離別男性の家事頻度は2.7回増え，離
別女性は3.2回減ることが示された．親同居を統
制したModel 2は親と同居していない男女の離別
の効果を示すが，親非同居の離別男性の家事頻度
は3.3回増えるのに対し，離別女性の家事頻度は
1.9回しか減らない．Model 1と比べ，離別男性の
家事頻度の増加の程度が大きく，女性は離別によ
る減少の度合いは小さい．このことから親と同居
していないと，離別男性はこれまで妻がやってい
た家事を自分で担うようになるため家事労働をよ
り大きく増やさざるを得ず，離別女性もさほど大
きくは減らせないことが示唆された．親と同居し
ていない離別男性・離別女性の役割過重は重いと
考えられ，よりワーク・ファミリー・コンフリク
トがある状態に置かれている可能性が高い．
次に親同居が家事頻度に与える効果の婚姻地位

による差を具体的にみるために，表 5に婚姻地
位・男女別に親同居の効果を示した．まず，親同
居は性別・婚姻地位にかかわらず係数が負であ
り，親と同居していると家事頻度が減ることがわ
かる．しかしその効果は特に離別者に大きく，離
別者は親と同居していると男性が3.1回，女性が

投稿論文：離婚と家事労働

表4　固定効果モデルの結果

Model 1 Model 2

婚姻地位（基準：既婚） 　 　
離別 2.727* 3.346**

（1.130） （1.180）
離別×女性 －5.959*** －5.258***

（1.370） （1.320）
親同居 　 －.931 †

　 （.501）
親同居×離別 　 －2.161*

　 （.996）
親同居×女性 　 －1.573*

　 （.765）
労働時間 －.037*** －.037***

（.005） （.005）
通勤時間 －.011** －.010**

（.004） （.004）
就業形態（基準：無職） 　 　
正規 －.919** －.969**

（.309） （.307）
非正規 －.354 † －.403 †

（.211） （.209）
自営 －.090 －.182

（.317） （.318）
学生 －.532 －.433

（1.350） （1.370）
年収 .000 .000

（.000） （.000）
年収×女性 －.004*** －.004***

（.001） （.001）
同居子 　 　
同居子数 .278* .314*

（.134） （.134）
6歳未満同居子有 .250* .221 †

（.114） （.114）
統制変数 ✓ ✓
sigma_u 8.481 8.517
sigma_e 3.021 2.999
rho .887 .890

注：括弧内はロバスト標準誤差である．† p ＜ .10, * p ＜  
.05, ** p ＜ .01, *** p ＜ .001. N ＝ 3421. Person–year 
observations ＝ 12940.
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4.7回，家事頻度が減る．それに対し，既婚者は
親と同居していても男性は0.9回，女性は2.5回の
減少にとどまる．仮説の通り離別者の家事頻度へ
の親同居の効果は既婚者に対する効果より大きい
ことが示された．

VII.　考察と結論

本稿では離別が家事労働に与える影響を親同居
の効果に着目し分析した．JLPSデータを用い固
定効果モデルで分析した結果から，離別女性は家
事頻度を減らし，離別男性は家事頻度を増やすこ
とが示された．しかし，離別の効果は一様ではな
く親同居の有無で状況が異なることも明らかに
なった．親同居による家事頻度削減の効果は既婚
者よりも離別者に大きく，男女ともに大幅に削減
していた．一方で親と同居していないと離別男性
は家事頻度を大きく増やさざるを得ず，離別女性
は減少幅が小さい．本稿の結果の一般化可能な対
象は調査対象である若年・壮年に限定されるが，
親非同居の離別者は男女ともに厳しいワーク・
ファミリー・コンフリクトに晒されていることが
示唆された．
親非同居の離別男性の家事頻度の変動が大きい
という点において，本稿の結果は欧米の先行研究
の知見と整合的である．離別が男性の家事に与え
る影響について先行研究（多賀 近刊）で離別と
男性の家事頻度とは関連していないとされていた
のは，同居の親が家事を代替しているという点を
調査波の限定などデータの制約から統制すること
ができなかったからかもしれない．また多賀が分
析したNFRJ08パネルの年齢層は今回用いた JLPS
よりも高い．そのため本稿の結果と多賀（近刊）

との結果の差はデータの年齢層が異なることに起
因する可能性もある．具体的にはNFRJ08パネル
は対象が2008年末で28歳以上であるため，それ
以前に結婚し28歳までに離婚した人については
離婚への移行が観測されない．加えて観測される
離別イベントは結婚開始からの期間が長い離婚
や，晩婚の人の離婚を捉えていると推察される．
さらに高年齢層での離婚は結婚開始からの期間が
短い離婚よりも生じにくく，パネル分析に必要な
離別イベントの生起を観測しにくい可能性があ
る．一方で，JLPSで観測された離婚はNFRJ08パ
ネルで観測された離婚よりも初婚年齢が若いカッ
プルの離婚であったり，結婚開始からの期間が短
い離婚（福田 2005; 厚生労働省 2009）であった
りする可能性が高い．
本稿の結果は，親と同居している離別者と，し
ていない離別者の間に生活状況の格差が存在する
ことを示唆する．親と同居していない人のなかに
は親との死別のみならず，親の経済状況，居住地
が離れているなど親との同居が難しい人たちや同
居を望まない人たちも含まれる．長時間労働の常
態化など「時間貧困」が起こりやすい日本社会
（石井・浦川 2014）では，親と同居していない離
別者は家事労働の負担に限らず就業の維持，睡
眠・余暇時間などについて厳しい状況に直面して
いる恐れがあり，今後も離別が生活状況に与える
影響について多面的に検討していく必要がある．
また，親と同居している人においても積極的に
親同居を選択しているとは限らない．日本では政
策や労働環境整備が遅れているため，就業の維持
等のために多くの離別者が同居を選択せざるを得
ない現状があり，親もそうした子を受け入れざる
を得ない可能性がある．先行研究でも支援する親
世代の負担が大きいことが示されており（小野寺
2004），親同居に頼らずとも生活を維持できるよ
うな政策や労働環境の整備は喫緊の課題である．
今後の研究では，離別が生じることによってど
のような人が親と同居するのかを検討する必要も
ある．ひとり親の研究からは，高学歴であるほど

表5 実親同居が家事頻度に与える影響（婚姻地
位・男女別）

男性 女性

離別 －3.09** －4.67***
既婚 －.93 † －2.50***

注：† p ＜ .10, ** p ＜ .01, *** p ＜ .001.
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親と同居しやすいことが指摘されている（岩田
2008）．離別によって生じる親同居のプロセスに，
本人や親の経済的地位や年収などによってどのよ
うな差があるのかが明らかにされる必要がある．
さらに，ひとり親と離別者が必ずしも重ならない
ように，離別者についての知見はひとり親に一般
化することはできない．離別者の中でも有子と無
子の離別者では経済的・世話的・心理的負担に大
きな違いがあることが考えられるため，より丁寧
に検討することが求められる．
離別者が人口の一定の割合を占める現在，離別
が生活にどのような影響を与えるのかを検討する
重要性は非常に高い．離別は世帯内外の労働の調
整に限らず人びとの生活のあり方にどのような変
化を生じさせるのか，離別が生じさせる変化がど
のようにジェンダーと関わっているのか，どのよ
うな人が離別後に親を頼れるのかなど，家族社会
学的な離別研究のさらなる蓄積が望まれる．

【注】

（1） 対象年齢を20歳から59歳とした場合も，子と

同居している離別男性は 19.0％, 離別女性は

66.5％と同様の傾向がみられる．

（2） 欧米の家事労働に関する先行研究では，核家

族を前提としたうえで配偶者間の特化・分業

を議論するBecker（1993）のモデルや配偶者

間の相対資源（Blood & Wolfe 1960）の影響の

検討が中心的な課題となっており，配偶者以

外の親族が同居することは想定されていない

（先行研究のレビューは Shelton & John 1996; 

Coltrane 2000）．

（3） 親同居に関する情報は福田（2007）では統制

変数としてモデルに投入されている．NFRJ08

パネルでは親との同居に関する情報がwave 1

とwave 5でのみ尋ねられているため，多賀（近

刊）では親同居は統制されていない．

（4） 離別女性に関しては，国勢調査に比べ JLPSの

親同居率が高くなっている．JLPSはパネル調

査であるため，比較的居住地の安定的な親同

居者に比べ，親非同居の離別者がサンプルか

ら脱落していることが考えられる．このため

結果の解釈においても居住地の安定的な離別

者にサンプルが偏っている可能性に留意が必

要である．

（5） 実親同居については，親が子どもを頼って同

居している可能性もあるが，本稿で使用する

サンプルは子世代が比較的若年のため，親が

子どもに支援をしていると想定する（cf. 岩間

2008）．ただし，親世代から積極的な支援がな

い場合でも，規模の経済の効果（Stratton 

2003）などにより，同居によって子世代の家

事負担は相対的に減る可能性がある．

（6） 実親同居×離別×性別を投入したモデルも検

討したが，3要因の交互作用項は有意ではな

かった（p ＝ .227）ため，モデルに含めていな

い．

（7） この処理によって，たとえばwave 1の既婚者

（2,255ケース）のうち111ケース（4.9％）は欠

損値が割り当てられる．

（8） この処理によって，たとえばwave 2ではwave 1

で離別のうちwave 2で再婚した9ケースに欠損

値が割り当てられる．

（9） JLPSでは同居子の有無で離別者の親同居率に

差は見られない．サンプルサイズが小さくな

るため解釈には注意が必要であるが，男女・

同居子の有無別の離別者の親同居率は男性の

同居子無が44.9％, 同居子有が44.9％, 女性の同

居子無が47.6％, 同居子有が46.0％であった．

（10） 紙幅の関係で主要な変数のみ提示している．

（11） 設問では「日」単位で家事頻度が測定されて

いるが，わかりやすさを優先し「回」を単位

として表記した．

（12） 紙幅の関係で表中の結果を独立変数と家事労

働の先行研究で検討されている変数に限定し

ている．その他の統制変数の結果については

著者に問い合わせされたい．

（13） 実親か義親と同居していると1, どちらとも同

居していないと0とした親同居変数でも分析し
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たが，親同居と離別との交互作用項は5％水準

で有意であり，本稿で示した結果と異ならな

かった．

（14） ただし，親と同居して家事を肩代わりしても

らうニーズがある人が親との同居をより選択

している場合，同居がランダムに割り付けら

れた際の効果（平均処置効果）よりも大きい

可能性がある．

（15） ただし，離別による家事頻度の減少には必要

のない家事を減らすなど家事の合理化や，家

事サービスを購入する家事の外部化も影響し

ている可能性がある．たとえば，合理化につ

いては役割過重が重い可能性が高いフルタイ

ム女性が平日の家事を減らすことが報告され

ているが（永井 1992），本稿では検討できて

いない．外部化に関しては，家事サービスを

購入する外部化の指標として「カップ麺や

ファーストフードを食べる」頻度と「外食」

頻度に関する設問を利用し，これらの変数を

表 4のModel 2に投入して補足的に分析した．

結果から，両変数とも家事頻度に有意な影響

を与えていなかった．また家事などに時間を

割けない分を家事サービスの購入によって代

替すると単身世帯やひとり親世帯では貧困に

陥る可能性が指摘されており（石井・浦川

2014），実質的な外部化には経済的制約が大き

いと考えられる．

（16） 補足的な分析として，離別が家事頻度に与え

る影響が子どもの有無で異なるか検討したが，

統計的に有意な差は見られなかった．

（17） 回帰分析で得られた係数の線形結合（Linear 

combination）とは，例えば表4のModel 1の離

別の主効果（2.727）と離別と性別との交互作

用項（－5.959）を加える操作（2.727 ＋ －5.959 

＝ －3.232）を指す．上記の例では，この操作

により離別が女性の家事頻度に与える影響を

算出できる．
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