
世帯のマネジメントという家事労働
「生活時間のやりくり・組み立て」に着目して

柳 下 実＊

家事労働研究は家事労働の分析を通して，世帯内労働の男女不平等を明らか
にしてきた．特に量的な家事労働研究は，料理，皿洗い，掃除などのタスクに
費やす時間や頻度から家事労働を把握してきた.しかし，これらの研究は世帯
員の活動を滞りなく進めるためになされる世帯のマネジメントを見落としてい
るという批判がある．本稿は上記の批判を発展させ，世帯のマネジメントには
時間の捻出である生活時間のやりくりや，やりくりの可能性を考慮してスケジ
ュールを構成する生活時間の組み立てが含まれると論じ，さらにそれらを女性
が担っていると予想する．

そのうえで生活時間のやりくりを量的調査から捉える試みとして，世帯の構
成が変化する結婚や子どもを持つことが生活時間に与える影響に着目し，探索
的な分析をおこなった．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，固定効果モデルで結婚や子どもを持つことによって，男女の起床・家を出
る・帰宅・就寝時刻にどのような変動が生じるのかを検討した．結果から，結
婚により男女とも起床・帰宅・就寝が早くなっていた．子どもを持つことは男
女ともに時刻へ有意な影響を与えていたが，女性への影響がより大きく，子ど
もを持つ女性は起床・帰宅・就寝が男性より有意に早い．本稿の知見から子ど
もを持つ際の活動のタイミングを動かすという労働の負担が，女性に大きいこ
とが示唆された．
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1 問題の所在

家事労働研究は学問的・社会的に評価されていなかった家事を労働として把握し，
家事労働を通してジェンダー不平等を明らかにしてきた（大和 2002）．家事労働は

「財やサービスを生産して」（大沢 2014: 55）おり，家事によって生産された財や
サービスは世帯の収入の一部を構成する（Folbre 2011）．そのため，人びとの生活
を理解するうえで家事労働研究は欠かせない．なかでも量的調査に基づく家事労働
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研究は，女性の過重な家事労働負担を具体的に示すことでジェンダー不平等の研究
に貢献してきた．

量的な家事労働研究において，家事は食事の用意・掃除・洗濯といったタスクに
費やす時間の長さや頻度で測定されてきた（たとえば岩井・稲葉 2000）．一方で，
こうした量的研究は世帯のマネジメントという家事を見過ごしてきたと批判されて
いる（Mederer 1993）．世帯のマネジメントは世帯員の活動を滞りなく進めるため
になされるさまざまな活動をさす．たとえば，食事の用意や子どもの世話などにつ
いて，それぞれの順番やタイミングなどを調整することや，食事は何を作るのかと
いった家事の計画が挙げられる．本稿はこうした批判を発展させ，家事労働を適切
に把握するためにはタスクに費やす時間の長さという観点に加え，タイミングとい
う観点も含みこむように家事労働概念を拡張する必要があると主張する．

以下では家事労働概念を再検討し，量的研究で用いられてきた家事労働概念から
世帯のマネジメントが欠落してきたという批判を取り上げる（2.1.1）．次に，世帯
のマネジメントのために起床や就寝など生活の起点となる時刻の調整がおこなわれ
ており，それらを家事労働として把握する必要があると論じ，そのうえで生活時間
のやりくり・組み立てという枠組みを提出する（2.1.2）．さらに Doing Gender の
議論（West & Zimmerman 1987）を援用し，日本社会では女性がケア責任を負っ
ているため，生活時間の組み立てややりくりを女性がおこなわざるをえないと論じ
る（2.2）．本稿の後半では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）を用い，結婚や子どもを持つこ
とによる生活時間の変動について生活時間のやりくり枠組みに基づいた探索的な分
析をおこなう．

2 理論的検討

2.1 家事労働概念の再検討
2.1.1 世帯のマネジメントという家事労働
量的な家事労働研究では家事を個別のタスク（料理，掃除，洗濯など）に費やす

時間や頻度で測定してきた．たとえば 1995 年の「社会階層と社会移動」全国調査
（SSM）では，家事は食事の支度やあとかたづけおよび掃除や洗濯などの項目と，
いつもする，ときどきする，ほとんどしない，という選択肢によって測定される1)

（岩井・稲葉 2000）．これらの質問には，家事は食事の用意・掃除・洗濯という個
別のタスクに細分化可能であり，それらのタスクはどのくらいの頻度でおこなって
いるのか，どのくらいの時間を費やしているのかで尋ねられ，これら 2 つを組み合
わせた家事タスクの頻度・費やす時間から，ある人の家事労働の負担が明らかにな
るという前提がある．

こうした前提は，家事が労働として概念化される際に参照された労働概念に含ま
れていた．S. Himmelweit は家事をʠUnpaid Workʡとして把握する際に用いられ
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たʠWorkʡの概念が「1．何かの目的があっておこなわれ，時間とエネルギーが
消費され，2．分業の一部を形作っており，3．誰がそれをおこなうのかと仕事自体
との関連がない」（Himmelweit 1995: 3-4）という製造業のʠWorkʡの概念であ
り，それに沿うように家事がʠWorkʡとして概念化されたと論じる2)．その結果，
家事労働は製造業のʠWorkʡの概念に適合的でない側面が欠落した状態で概念化
された（Himmelweit 1995）．

先行研究では上記の家事労働概念について，家事労働のケアの側面としての世帯
のマネジメントが欠落したことが指摘されている（Mederer 1993）．世帯のマネジ
メントは世帯員の活動を滞りなく進めるためになされるさまざまな活動をさす

（DeVault 1991; Mederer 1993）．実際，日々おこなわれる家事は食事の用意や掃除
といったタスクに時間を費やすことに限定されない．平山亮（2017）はある作業を
すること（食事の用意をすること）と，それがケアすることであることかどうかは
異なると指摘した．たとえば，状況にもよるが深夜 1 時に子どもにご飯を作ること
は適切な家事とは考えにくい．子どもにご飯を作る際には，子どもがおなかを空か
せるタイミングを把握し，子どもの体調，好み，前日やその日に何を食べたかなど
を考慮することなど（DeVault 1991），子どもや親の活動が滞りなく進むようさま
ざまな調整がなされる．つまり実際の家事では世帯員の活動が滞りなく進むために
なされる労働 世帯のマネジメント も大きな部分を占めると考えられる．

実証的な先行研究では，世帯のマネジメントとして解釈できるさまざまな活動が
おこなわれていることが報告されている．たとえば，ある程度平等に家事を分担し
ている世帯でも妻が家事を管理し，夫がそれを助ける世帯が半数近くある（Col-
trane 1989）．また親族のつながりについても，いざという時のために女性が労力
を費やして親族ネットワークを維持・管理している（Di Leonard 1987）．日本にお
いては，家政学の領域で家事労働の一分類として家政管理労働が挙げられている

（宮崎・伊藤編 1989）．
先行研究では，世帯のマネジメントが料理・洗濯・掃除などの家事タスクと同様

に個別のタスクから測定されている．H. Mederer（1993）は世帯のマネジメント
を，買い物リストを作る，ご飯を考える，次の日の準備ができていることを確認す
る，清潔さの基準を決める，家事を割り当てる，医者の予約をする，支出の決定を
する，家の修理を手配するという 8 項目で測定した（Mederer 1993: 139）．また生
活時間調査から世帯のマネジメント，プランニング，組織化を含む頭脳労働を測定
した試みもある（Lee & Waite 2005）．これらの研究は世帯のマネジメントをタス
クに細分化し，それに費やす時間や頻度を尋ねるという点で，従来の量的調査が前
提とする「タスクに費やす時間」という観点から世帯のマネジメントを捉えた研究
といえる．

しかし，世帯のマネジメントではタイミングの調整が重要な位置を占める可能性
が高い．たとえば，世帯員の活動がスムーズになされるために，女性が自分の活動
のタイミングの調整をおこなっていることが報告されており（Hessing 1994），こ
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れらは世帯のマネジメントの一環であると考えられる．そのため，世帯のマネジメ
ントを捉えるためには活動のタイミングにも着目する必要がある．
2.1.2 タイミングの調整による世帯のマネジメントの達成
本稿では世帯のマネジメントの一側面として，世帯員のニーズに対応するため活

動のタイミングを調整するという労働があると論じる．活動のタイミングを調整す
る労働には，たとえば朝食を作るために早く起床したり，夕食を準備するために早
く帰宅したり，子どもを寝かしつけるために早く就寝するなど，生活の起点となる
時刻を動かすことが含まれる．

先行研究の知見からは，世帯員の活動を滞りなく進めるために世帯員のスケジュ
ールを考慮して，1 日の要となる活動のタイミングを動かすという労働がなされる
ことが示唆される．たとえば，A. Hochschild は就業という第 1 のシフトと，家
事・育児といった第 2 のシフトを組み合わせることに困難さがあり，困難を克服す
るためには両者をすり合わせる労働が必要であることを示唆した（Hochschild
1989）．仕事のシフトでは決まった時間帯に仕事がなされる．一方で，世帯のシフ
トは仕事に行く前に子どもを保育園に送り届けたり，特定の時刻までに子どもを迎
えたり，夕食の支度をしなければならない．そのため，世帯員の活動を滞りなく進
めるためには，誰かが早く起床したり，保育園に間に合うように家を出たり，子ど
もの迎えに間に合うように帰宅したり，子どもに合わせて早く就寝する必要がある．
日本においても，不破麻紀子（2015）が午後 7 時までに帰宅している夫の家事分担
比率が高いことを示し，午後 7 時までに帰宅できない夫は夕食の準備など特定のタ
イミングになされる必要のある家事に参加できず，家事負担比率が低いと論じてい
る．この知見からは，夕食を適切なタイミングで用意するために，妻が夫より早く
帰れるよう自分の 1 日のスケジュールを構成することが推察される．

以上より，世帯のマネジメントには活動のタイミングを調整することも含まれる
と考えられる．本稿では活動のタイミングの調整という労働を捉える枠組みとして，
さまざまなタスクを適切な時間帯におこなうために，自分の 1 日のスケジュールを
変更する生活時間のやりくり 結婚後，朝食を作るために以前より早く起きる，
子どもが生まれた後，寝かしつけるために早く寝るといった活動 と，中長期的
な視野でやりくりが生じる可能性やさまざまな予定などを勘案しスケジュールを作
り上げる生活時間の組み立て 子どもについて呼び出されたときのために生活時
間にゆとりを確保しておくなどといった活動 の 2 つを提示する．

生活時間のやりくりと組み立ては，自らの生活時間を世帯のニーズに合わせて構
成するという労働を異なる側面から捉えたものである．縦断調査からライフイベン
トなどによる生活時間の変動を検討するには生活時間のやりくり枠組みが適してお
り，横断調査から男女の生活時間のタイミング，つまり 1 日のスケジュールの差を
検討するには生活時間の組み立て枠組みが適すると考えられる．

家事労働研究との関係では，生活時間のやりくり・組み立ては世帯のマネジメン
トの下位に分類される．さらに，これらの枠組みは世帯のマネジメントに含まれる
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タイミングの調整，すなわち世帯のニーズに合わせた生活時間の構成を捉えること
を目的とする．世帯のニーズに合わせて生活時間を構成することを労働として把握
するという議論は，家事労働の先行研究では十分には発展されておらず，本稿の理
論的貢献の 1 つである．

2.2 誰が生活時間のやりくり・組み立てをするのか？
先行研究の知見からは世帯員の活動が滞りなく進むように，女性が生活時間のや

りくりや組み立てを担っていると推察される．以下では，Doing Gender（West &
Zimmerman 1987）の視点を紹介し，女性がケア責任を担うという規範から生活時
間のやりくり・組み立てを女性が担わざるをえない状況におかれると論じる．

Doing Gender とは，「性別カテゴリに適切な態度や活動の規範的な構想のもとで，
状況づけられた行為を管理する活動」（West & Zimmerman 1987: 127）をさす．
C. West と D. Zimmerman は女性であることや男性であることは状況のなかで達成
されており，女性，男性，その他といった性別カテゴリを引き受け，性別カテゴリ
に適切な態度や行動をとることで人びとは女性や男性として相互行為に参加すると
論じた（West & Zimmerman 1987）．たとえば男性は家事を避けることにより，女
性は日々おこなわれる家事を引き受けることによって，妻・夫もしくは母・父とし
て相互行為に参加する．

Doing Gender の視点からは，ケア責任を女性が担うと想定する社会において女
性であるとは，ケアすることが求められることを意味する．たとえば，M. De-
Vault は男性であることとケア責任とは結びつきにくいが，女性であることと他者
へのケア責任とは，妻や母親などのカテゴリが子どもや夫といった他者へのケア責
任と関連していることで，強く結びつくと論じている（DeVault 1991）．日本にお
いても性別分業は「『女』という性別カテゴリーと『家事・育児』あるいは『人の
世話をする労働』を結びつける強固なパターン」（江原 2001: 126）であることが
指摘されている．そのため，女性が生活時間のやりくり・組み立てを担わざるをえ
ない状況におかれると考えられる．

生活時間のやりくり・組み立てと関連する海外の実証的な先行研究では，スケジ
ュールの調整やタイムマネジメントを女性がおこなっていることが示されている．
たとえば女性は家族全員がスムーズに行動できるように世帯員のスケジュールの調
整や管理をおこなっており，問題なく活動が進むことに責任を持つ（Daly 2002）．
いざという時に備えることやルーチン化などのタイムマネジメントが成功し，仕事
や世帯員の活動に滞りがなかったら，女性がタイムマネジメントをしていることは
気づかれないが，失敗すると無能な母親／労働者として女性は批判され（Hessing
1994），妻や母親としての適格性が問われてしまう（Daly 2002）．さらに，タイム
マネジメントをすることは女性が世帯のスケジュールの管理を通して権力を振るえ
ることを意味せず，女性が世帯のマネジメントのためにタイミングの調整をせざる
をえない立場にあることを意味する（Hessing 1994）．これらの先行研究から，女
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性が生活時間の組み立てややりくりを担っていることが示唆される．
横断データを用いた日本の実証的な研究の知見では，女性が子どものために就寝

のタイミングを変えることが示されている．インタビュー調査から女性が子どもの
就寝にあわせて寝ることが報告されている（松信 2010）．また国立社会保障・人口
問題研究所による第 5 回（2013 年）全国家庭動向調査の結果から，「夫は，3 歳ま
でのお子さんの育児にどの程度参加していますか（いましたか）」という問いへの
回答から不詳を除いて計算すると，週の約半分（3～4 日）以上の寝かしつけを担
当した男性は 19.4％であり，2 割弱にとどまる（国立社会保障・人口問題研究所
2015: 425）．さらに平成 23 年社会生活基本調査の結果から，平日では末子が就学
前の女性の就寝時刻が 23 時 8 分に対し，末子が就学前の男性の就寝時刻は 23 時
49 分である（総務省統計局 2012a）．ここから子どもの寝かしつけというニーズに
対応するため，子どもがいる女性が就寝時刻を早めていると推測される．以上より，
女性が他者のニーズに対応し生活時間を組み立て，やりくりをすると考えられるた
め，男性よりも女性が生活時間の組み立てややりくりを負担していると予想できる．

一方で，結婚・子どもを持つことにともなう女性の生活時刻の変化は，女性の就
業率の M 字型カーブの分析に代表されるような，女性のライフコースの研究で扱
われてきたはずだという批判がありうる．女性のライフコース研究にみられるよう
な「女性は結婚・出産で退職し，子どもが大きくなったらパートタイムで働きに出
る」という認識（岩井・真鍋 2000: 67）からすれば，結婚・子どもを持つことに
よって女性の生活時刻が変化していることは当たり前であるという批判である．す
なわち女性は結婚・子どもを持つことで退職するのだから，労働時間や通勤時間が
0 となり，家事労働・育児労働に費やす時間が長くなる．こうした時間配分の変化
が女性の生活時刻の変化を生み出すという議論である．

しかし，ライフコース研究の認識から得られる予想は時間配分の変化であり，生
活時刻の変化ではない．つまり，起床・家を出る・帰宅・就寝時刻は変えずに，今
まで市場労働や通勤時間に費やしていた時間を家事や育児に振り替えるという可能
性は排除されない．そのため女性の労働市場からの退出による時間配分の変化のみ
から，生活時刻に変動が生じると予想することは難しい．家事労働やケア責任の議
論から，女性は仕事の有無や労働時間の長短に関わらず，生活時刻を変えていると
予想できる．

分析では，生活時間のやりくりを女性が負担しているという本稿の議論を，結婚
や子どもを持つことによる生活時間の変動から探索的に検討する．結婚や子どもを
持つことは，未婚で一人暮らしや親の世帯で暮らしていた状態から，パートナーと
の同居を開始したり，世話が必要な対象が 1 人以上増えたりするなど，世帯の構成
が変わるイベントである．結婚や子どもを持つ際には，世帯構成の変化から生じる
ニーズに対応する生活時間のやりくりが必要になる可能性が高いため，結婚や子ど
もを持つことの影響に着目する．
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3 仮 説

上記の検討から結婚や子どもを持った際，生活時間のやりくりを女性がおこなう
と考えられる．具体的には，結婚した際，女性は夕食を用意するために早く帰宅す
るようになったり，子どもが生まれたら子どもの寝かしつけのために早く就寝した
り，子どもの世話の準備のために早く起床したりする可能性がある．そのため，結
婚や子どもを持つことは女性の生活時刻の変動と関連を持つと予想する．本稿では
結婚と子どもを持つことと，起床・家を出る・帰宅・就寝といった生活の起点とな
る時刻（生活時刻）との関連について，2 つの仮説を検討する．

仮説 1．結婚は女性の生活時刻と関連する．
仮説 2．子どもを持つことは女性の生活時刻と関連する．

4 データ・変数・手法

本稿は東京大学社会科学研究所が 2007 年から実施しているパネル調査である，
働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査（JLPS）の生活時間に関する設
問が含まれる wave 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 を分析に用いる．対象者は 2006 年 12 月に
20 歳から 40 歳であった男女である．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．本稿では追加サンプルも含めて分析をおこなう．
仮説は女性について予想を立てているが，解釈の参考にするため男性もサンプルに
含めて分析する．

本稿が着目する結婚や子どもを持つ際の生活時間のやりくりを捉えるためには，
活動のタイミングについての情報（生活時刻）が不可欠である．JLPS では起床時
刻・家を出る時刻・家に帰ってくる時刻・就寝時刻といった活動のタイミングが問
われている．さらに，結婚や子どもを持つことは比較的若い年齢層で起こりやすい
が，JLPS はそうした年齢層を対象としたパネル調査であり，本稿の分析に適した
データである．

従属変数は起床時刻・家を出る時刻・家に帰ってくる（帰宅）時刻・就寝時刻で
ある．JLPS では平日の起床・就寝時刻について決まっているか，決まっていない
かが，平日の家を出る・家に帰ってくる時刻については，上記 2 カテゴリに加え，
主に家にいるかどうかが問われる．決まっていると回答した人は次に何時何分ごろ
にそれらの活動がおこなわれるのかを回答する3)．本稿では何時何分ごろへの回答
から各時刻を計算した．

生活時刻変数は 48 時間制である．たとえば，消防士のように交代制の勤務形態
をとる場合，家を出るのは 1 日目の朝（たとえば午前 7 時）だが，帰宅は次の日の
朝（たとえば午前 9 時＝33 時）と回答するケースがある．48 時間制の変数はこう
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した人びとの生活時刻についても適切に扱える．また，時刻変数については測定誤
差により個人内変動が生じる可能性が指摘されている（柳下・石田 2018）．そのた
め柳下・石田（2018）を参考に誤記と判断されるケースについて修正した．

独立変数は結婚と同居子の有無である．結婚ダミーでは既婚を 1，未婚を 0 とし
た．ただし再婚を経験したと wave 1 で答えた場合，および離別・死別を経験した
以降の wave については欠損値とした．また子どもを持つことの影響を検討するた
め，同居子の人数順序ダミー4)（第一子有・第二子以上有）を投入する．結婚・同
居子の有無の影響が男性と女性とで異なる可能性があるため，結婚・第一子有・第
二子以上有と女性ダミーとの交互作用項を投入する．

生活時刻の変動には，労働時間の変動や転職による就業時間帯の変動などさまざ
まな要因の影響が混在する可能性がある．他の要因の生活時刻への影響をできる限
り取り除くため，統制変数として週当たり労働時間・1 日当たり通勤時間・就業形
態・職種・家事頻度・本人年収・健康状態・都市規模・親同居・wave ダミーを投
入する．家事頻度は料理・洗濯・掃除・買い物について毎日しているに 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 を割り振り，合算した．

本稿で使用するパネルデータの利点は，結婚や子どもを持つことの影響を個人内
の変動から分析できる点にある（Allison 2009）．パネルデータはライフイベントな
どの影響を横断データより適切に分析でき，結婚や子どもを持つことが生活時刻に
与える影響を検討するのに適している．ハウスマン検定の結果からランダム効果モ
デルは一致推定となっていないことが示されたため，固定効果モデルを採用した．

5 結 果

表 1 がサンプルの記述統計である．起床時刻は 6.6 時（6 時 34 分），家を出る時
刻は 8.0 時（8 時 1 分），帰宅時刻は 19.2 時（19 時 13 分），就寝時刻は 23.9 時

（23 時 52 分）がサンプルの平均値である．結婚している人はサンプルの 64.7％を
占める．第一子がいる人はサンプルの 53.1％を，第二子以上がいる人はサンプル
の 36.4％を占める．また，サンプルの 53.7％を女性が占める．週当たり労働時間
は 39.8 時間，1 日当たり通勤時間は 30.2 分が平均である．料理・洗濯・掃除・買
い物の頻度を合算した家事頻度の平均は 10.6 である．

表 2 に性別・婚姻状態・同居子の有無別に生活時刻の平均値を示した．男性は，
起床は未婚者が 6: 59，既婚者が 6: 31 と既婚者が 28 分早い．家を出るのは未婚者
が 8: 00，既婚者が 7: 34 と既婚者が 26 分早い．帰宅は未婚者が 20: 08，既婚者が
20: 08 と差がない．就寝は未婚者が 24: 24，既婚者が 23: 55 と既婚者が 29 分早い．

女性は，起床は未婚者が 6: 57，既婚者が 6: 14 と既婚者が 43 分早い．家を出る
のは未婚者が 8: 15，既婚者が 8: 21 と既婚者が 6 分遅い．帰宅は未婚者が 19: 44，
既婚者が 17: 27 と既婚者が 137 分早い．就寝は未婚者が 24: 13，既婚者が 23: 22
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と既婚者が 51 分早い．表 2 から既婚女性は未婚女性より起床・帰宅・就寝が早く，
家を出るのが遅いため，結婚と女性の生活時刻が関連することが示唆される．一方
で，男性も帰宅を除き既婚者は未婚者よりすべての時刻が早く，結婚と男性の生活
時刻が関連する可能性も考えられる．男女差を比較すると，家を出る時刻を除き未
婚者と既婚者との差は女性で大きい．
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表 1 記述統計

（注） 括弧内は最小値と最大値である．従属変数のサンプルサイズは表 3 を参照．独立変数と
統制変数についてはN＝5049, Person-year observations＝22501.

表 2 性別・婚姻状態・同居子の有無別の生活時刻（平均値）

（注） Pooled サンプルから計算した．



同居子の有無の影響について男性では，起床は同居子無が 6: 53，第一子有が 6:
31 と第一子がいると 22 分早い．家を出るのは同居子無が 7: 53，第一子有が 7: 35
と第一子がいると 18 分早い．帰宅は同居子無が 20: 08，第一子有が 20: 09 と第一
子がいると 1 分遅い．就寝は同居子無が 24: 19，第一子有が 23: 53 と第一子がい
ると 26 分早い．第二子以上がいる男性は第一子がいる男性と比べ，起床が 2 分早
く，家を出るのが 1 分早く，帰宅には差がなく，就寝が 2 分遅い．

女性では，起床が同居子無は 6: 51，第一子有が 6: 10 と第一子がいると 41 分早
い．家を出るのは同居子無が 8: 15，第一子有が 8: 22 と第一子がいると 7 分遅い．
帰宅は同居子無が 19: 30，第一子有が 17: 09 と第一子がいると 141 分早い．就寝
は同居子無が 24: 09，第一子有が 23: 15 と第一子がいると 54 分早い．第二子以上
がいる女性は第一子がいる女性と比べ，起床が 5 分早く，家を出るのが 2 分遅く，
帰宅が 9 分早く，就寝が 1 分早い．表 2 から同居子がいる女性は同居子がいない女
性より起床・帰宅・就寝が早く，家を出るのが遅いため，子どもを持つことと女性
の生活時刻が関連することが示唆される．また，男性の生活時刻についても子ども
の有無により差が生じているが，おおむねその差は女性より小さい．

表 3 が生活時刻に関する固定効果モデルの独立変数の結果と，統制変数のうち生
活時刻に直接影響を与えると予想されるものについての結果である 5)．結婚の影響
については，仮説 1 で結婚は女性の生活時刻と関連すると予想した．表 3 の結果か
ら，まず結婚の主効果が起床で 10％水準で有意で負の係数を持ち，家を出る時刻
では有意でなく，帰宅・就寝で有意で負の係数を持つ．結婚と女性ダミーとの交互
作用項はいずれのモデルでも有意でない．結婚すると男女とも起床・帰宅・就寝時
刻が早くなり，男女差は確認されない．結婚は女性の生活時刻と関連しており仮説
1 は支持された．

今回の分析から結婚の際の男女の生活時刻の変動のどちらがやりくりであると判
別することはできないが，家事労働の先行研究では未婚から既婚へ移行することで
家事時間・家事頻度が女性は増え，男性は減ることが明らかになっている（Gupta
1999; 福田 2007; 不破・柳下 2016）．これらの先行研究を参考にすると，女性は適
切な時間帯に家事をするために時刻を早めているが，男性は女性がおこなう家事サ
ービスの恩恵を受けるため時刻を早めている可能性が考えられる．一方で，今回の
分析結果からは結婚において男性も生活時間のやりくりをしている可能性は排除で
きない6)．

次に，同居子の有無と生活時刻との関連では第一子有の主効果は起床と就寝で有
意で負の係数を持つ．すなわち，男女とも第一子を持つと起床と就寝が早くなる．
第二子以上有の主効果はいずれのモデルも有意でなく，第二子以上を持つことは男
性の生活時刻に影響を与えていない．

第一子有と女性ダミーとの交互作用項は，帰宅・就寝で有意で負の係数を持つ．
すなわち，女性は第一子を持つと帰宅・就寝が早まり，その効果は男性よりも大き
い．さらに第二子以上有と女性ダミーとの交互作用項は，起床で 0.1％水準，帰宅
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表 3 生活時刻に関する固定効果モデルの結果

（注） 括弧内はクラスタ頑健標準誤差である．†p ＜.10; *p ＜.05; ** p ＜.01; ***p ＜
.001. 本人年収，健康状態，都市規模，親同居，wave ダミーを統制した．



で 10％水準で有意な負の係数を持つ．すなわち第二子以上を持つと，女性は起床
と帰宅が早くなる．

仮説 2 では子どもを持つことは女性の生活時刻と関連すると予想した．結果から，
第一子を持つことと女性の起床・帰宅・就寝時刻が関連している．また，第二子以
上を持つことと女性の起床・帰宅時刻が関連しており，仮説は支持された．

時間に関連する統制変数の結果については，労働時間が長いと起床・家を出るの
が早く，帰宅・就寝が遅い．これは就寝を除き通勤時間が長い場合も同様である．
就業状況では無職7)と比べ，正規・非正規・自営であると起床や家を出るのが早く，
帰宅が遅い．無職と比べ，学生は家を出るのが早く，帰宅・就寝が遅い．また職種
は各時刻に異なった影響を与えている．家事頻度が高いと起床・帰宅・就寝が早い．

表 3 で得られた結果から，結婚や子どもを持つことで男女の生活時刻にどのよう
な差が生じるのかを表 4 に示した．結婚の主効果が有意なのは起床・帰宅・就寝で
ある．結婚によって，起床は男性が 5.2 分，女性は 7.8 分早く，帰宅は男性が
23.7 分，女性が 27.2 分早く，就寝は男性が 19.1 分，女性が 12.9 分早くなる．

第一子を持つことの主効果は起床と就寝で有意である．第一子を持つと起床は男
性が 5.7 分早く，女性は 6.6 分早い．帰宅は女性が 36.4 分早く，就寝は男性が
14.7 分，女性が 37.7 分早い．2.2 でみたように日本では子どもの寝かしつけの大
部分を女性が担っている．そのため女性が早く就寝することは，子どものケアや朝
の家事の準備のためと推測される．さらに第二子以上を持つ女性の起床が 11.0 分，
帰宅が 9.9 分早い．第二子以上を持っても男性の時刻に変動は見られなかった．こ
れらの結果は子どもを持つ際に，掃除や洗濯をしたり，弁当を作ったりするために
女性が早く起床していることや，子どもの世話をするために早く帰宅すること，そ
して子どもを寝かしつけたり朝早く起きるために，女性が早く就寝していることを
示唆する．ただし，男性も第一子有で起床・就寝時刻が早いという予想外の結果も
得られた．本稿の結果は，子どもを持つ際に子どものニーズに対応するために起
床・帰宅・就寝といった自らの生活時間の起点となる時刻を動かす無償労働の負担
が，女性に大きいことを示唆する．
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表 4 結婚・同居子の有無による生活時刻の変動（分）

（注） 固定効果モデルの結果から計算した．交互作用項（IE）の列の sig は交互作用項が
5% 水準で有意であることを，msig は 10% 水準で有意であることを示す．†p ＜.10; * p
＜.05; ** p ＜.01; *** p ＜.001.



6 考察と結論

本稿は世帯のマネジメントの先行研究を参照し，量的研究における家事労働概念
について批判的検討をおこなった．先行研究では量的研究における家事概念に対し
て，世帯のマネジメントが欠落していると指摘されてきた．本稿ではタスクに費や
す時間という家事労働の概念化を批判し，世帯のマネジメントにおいて活動のタイ
ミングの調整が重要であると論じた．家事に代表される世帯内無償労働は家事タス
クを終えることに加え，世帯員の活動が滞りなく進むこともめざされている．その
ため，活動のタイミングという側面を導入することにより，人びとの家事労働を適
切に把握できると論じた．

加えて本稿では，世帯のマネジメントを量的調査から捉えるため生活時間に着目
し，世帯のマネジメントのために活動のタイミングの調整をする生活時間のやりく
りや，スケジュールを作り上げる生活時間の組み立てという枠組みを提示した．日
本のように女性がケア責任を負う社会では，世帯員の活動が滞りなくなされるため
の生活時間の組み立てや，さまざまなニーズに応えるためのやりくりを女性が担わ
ざるをえないと考えられる．

次に，生活時間のやりくり枠組みに基づいて探索的な実証分析をおこなった．そ
の結果，結婚では男性・女性ともに起床・帰宅・就寝が早くなっており，また子ど
もを持つことで，女性が起床・帰宅・就寝を早くするといったやりくりをすること
が示唆された．結婚と子どもを持つ際で生活時間のやりくりのありようが異なるの
は，女性が子どもの生活リズムに対応すると想定されており，子どもを持つ際の生
活時間のやりくりがより女性に偏っているからだと考えられる．やりくりの負担が
女性に偏ることは，職場に長くいることが評価されやすい日本の労働環境において

（山本・黒田 2014），女性のキャリアへ制約として働くと推察される．
従来のように具体的で，目に見える家事タスクに費やす時間・頻度から家事労働

を把握することは，特定のタイミングに特定の人のニーズに対応するための生活時
間のやりくり・組み立てなど，一見してわかりにくい家事を不可視化する．家事労
働研究は世帯内労働を検討するために家事労働に着目してきたが，その家事労働研
究においても男性の市場労働を基準に家事労働を概念化してきたため，それに当て
はまらない生活時間のやりくりのような労働がいわば二重に不可視化されてきたの
ではないだろうか．

一方で今回の分析は探索的であり限界がある．データの限界から結婚にともなう
生活時間のやりくりにおいて，男性がどの程度関わっているのかを明らかにするこ
とができなかった．家事労働研究の知見からは，結婚によって男性の家事時間・頻
度が減るため（Gupta 1999; 不破・柳下 2016），女性の家事サービスの恩恵を受け
るために男性は結婚すると早く帰宅するようになるという可能性が考えられる．し
かし，男性が妻のニーズに対応するために早く帰宅する可能性もある．既婚・有子
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男性も含めた生活時間のやりくりの詳細な検討は今後の課題である．
これらの限界はあるものの，本稿の議論と分析結果は特定の活動を労働とし，そ

の他の活動を労働でないとする区分の妥当性を問うことが，ジェンダー不平等を検
討するうえで依然として重要であることを示している．家事はタスクに費やされる
時間に加え，生活のさまざまな側面に浸透する世帯のマネジメントの側面からも把
握される必要がある．女性と男性の家事タスクに費やす時間が等しくなっても，家
事労働について男女が平等になったとはいえない．そこには世帯のマネジメントの
不平等がある可能性がある．世帯のマネジメントの負担について男女間でどの程度
の不平等があるのか，そしてその不平等が女性と男性の生活やキャリアにどのよう
な影響を与えているのかが今後検討される必要がある．

［付記］ 本研究は，日本学術振興会（JSPS）科学研究費補助金・特別推進研究（JP25000001,
JP18H05204），基盤研究（S）（JP18103003, JP22223005），特別研究員奨励費 JP18J11821 の助成を
受けたものである．東京大学社会科学研究所（東大社研）パネル調査の実施にあたっては，社会科
学研究所研究資金，株式会社アウトソーシングからの奨学寄付金を受けた．パネル調査データの使
用にあたっては東大社研パネル運営委員会の許可を受けた．本稿は 2016 年度に首都大学東京大学
院へ提出した修士論文の一部を全面的に改稿したものである．また，2 名の匿名の査読者から受け
たコメントにより本稿の内容は大幅に改善された．記して感謝申し上げる．

［注］
1） こうした設問は，他の大規模社会調査である「日本版総合的社会調査（JGSS）」「全国家族調

査（NFRJ）」「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査（JLPS）」でも採用されており，
一般的である．家事を時間の長さから測定したものとして「社会生活基本調査」や「消費生活
に関するパネル調査」などが挙げられる．

2） Himmelweit（1995）は labor ではなく work の概念について論じているが，彼女の議論では
labor と work が区別なく使われている．そのため，家事労働にも彼女の議論は当てはまると考
えられる．

3） JLPS wave 1 の各時刻について決まっていると答えた比率は，起床時刻は未婚者より既婚男
性が 8.2％，既婚女性が 8.5％高く，就寝時刻は未婚者より既婚男性が 6.9％，既婚女性が
2.1％高い．一方で，家を出る時刻は未婚者より既婚男性が決まっていると答える比率が 4.9％
高く，既婚女性は 29.3％低く，帰宅時刻は未婚者と比べ既婚男性が 12.7％高く，既婚女性が
23.2％低い．決まっていると答えた比率の基礎的分析については柳下・石田（2018）を参照．
決まっていない・家にいると答えた人は生活時間のやりくりのために常に待機状態にあるとい
う可能性もあるが，データから判別できない．またこれらの変数が生じうるやりくりの考慮と
関連するとも考えられ，生活時間の組み立て枠組みでの分析に適している可能性もある．これ
らの理由から，本稿ではまず時刻が決まっていると答えた人について分析し，決まっていな
い・家にいることについての分析は今後の課題としたい．

4） 通常のダミー変数の係数は基準カテゴリと当該カテゴリとの差を表すのに対し，順序ダミー
変数の係数は 1 つ前のカテゴリとの差を表す（三輪・林編 2014）．そのため第二子以上有の係
数は，子どもを 1 人持つことと 2 人以上持つこととの差を示す．

5） 紙幅の関係で固定効果モデルの結果を独立変数と，統制変数のうち生活時刻に直接影響を与
えると予想されるものに限定している．表に示していない統制変数（本人年収・健康状態・都
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市規模・親同居・wave ダミー）の結果については著者に問い合わせられたい．
6） 男性の生活時刻に結婚がもたらす変動には今回モデルに投入した変数によって統制が難しい，

結婚により男性が自制的になることも反映されている可能性がある．結婚の影響についての先
行研究のレビューによれば，男性は結婚すると酒の飲みすぎのような危険を顧みない行動をと
らなくなるなど，自制的になるという（Waite 1995）．また男性は結婚していると，未婚・離死
別と比べ他者から健康を保つ助言を受けやすい（Umberson 1992）．男性は結婚によって自制的
になる，もしくは配偶者からの助言を受けやすくなり，未婚の時にしていた外食や夜更かしを
結婚後は控えるために，帰宅・就寝時刻が早くなるという可能性がある．

7） 家を出る時刻の分析サンプルには無職が 2.0％，帰宅時刻の分析サンプルには無職が 1.9％
含まれる．この無職者の 8 割程度は女性である．また分析サンプルに含まれる無職男性は 8 割
が未婚，無職女性は 8 割が既婚であった．無職者について，家を出る時刻や帰宅時刻が決まっ
ているとしてもその実態がイメージしづらい．JLPS では決まった時刻に家を出て，帰宅する
理由を尋ねていないため，無職者が何のために出かけているのかについてデータからは明らか
にできない．生活時間調査を参考にすると，たとえば社会生活基本調査では，移動について

「子どもの送迎移動」・「家事関連に伴う移動」・「ボランティア活動に伴う移動」・「通学」・「犬
の散歩等」・「家事的趣味に伴う移動」・「その他の移動」が挙げられる（総務省統計局 2012b）．
無職者であってもこれらの活動はおこなうため，決まった時刻に出かけていると推測される．
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The Managerial Aspect of Household Labor:
Focusing on Managing/Organizing Time
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A number of researches have focused on household labor to uncover gender
inequality. Previous quantitative research on household labor has conceptualized
household labor as including time-consuming tasks such as cooking, dishwashing, or
cleaning rooms. This conceptualization was criticized because it does not include
the management aspect of household labor. Based on this criticism, I argue that
managing and organizing time are indispensable factors of household labor. In
addition, findings of previous research suggest that women undertake that kind of
household labor in Japan.

To support my argument with an exploratory analysis, I used the Japanese Life
Course Panel Surveys and fixed effects models to estimate the changes in the
timings of waking up, going out, coming home, and going to bed, after women and
men marry or have a child. Results show that waking up, coming home, and going to
bed are completed earlier for married men and women than for the never married.
Women wake up, come home, and go to bed earlier when they have a child. Menʼs
timings for these activities are less responsive to having a child than womenʼs.
Findings suggest that, the responsibility of restructuring time use in their daily
lives to meet the increased demands of household labor after the birth of a child, is
borne by women.
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