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【目的】
母親 は子 どもを妊娠 し■ ことによ り,生 聖 的な変化や身体的変化 を経験 し,約 10ヶ 月 をかけて子 ど
もの誕生を迎 えるわけであるが,父 親 はいつ 「親」になることを自覚 し,そ の意識 を発達 させてい く
のか。子 の誕生により新 たに生 じた養育 とい う役割 の取得や分担 ,お よびそれまで夫婦が もつていた
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(1)調 査対象者 :と 歳以下の第一子をもつ夫婦 2縄

(D
(0

調査方法 :質 問紙調査法および個別面接調査法
調査内容 i以 下①〜③は質問紙調査,④ 〜⑥は面接調査 によリデータを収集 した。なお,③ につ
いては父親のみに回答を依頼 した。
① 夫婦関係尺度 :小 野寺 (2005)を 参照 し,夫 婦間で差がみられた 10項 目を選定 し,さ らに愛情
関係を測定するための 2項 目を追加 した計 12項 目に対 して 4件 法による回答を求 めた。何れの

項 目も 3時 点 (妊 娠中,生 後半年後,現 在)に ついての評定を依頼 した。
② 子どもと育児に対する感情 :柏 木 。若松 (1994)イ こより作成 された尺度で,子 ども・育児に関す
る感情・態度について,肯 定的・ 否定的側面から測定することのできる 14項 目により構成され
ている。新たに これに「子 どもにい らい らさせ られることがよくあると思 う」「子 どもと気が合 う
と感 じる」 とい う2項 目を追加 し,計 16項 目に対 して 4件 法による回答を求 めた。
③ 父親 の家事 ・育児参加度 :乳 児がいる家庭で一般的であると思われる家事・育児行動 5項 目につ
いて,父 親が実際にどの程度参加 しているかを 「毎 日」「週 ,ィ ,回 」「週末のみ」「たまに」「全く
しない」の頻度による 5選 択肢を設け回答を求めた。
④ 妊娠期から現在に至るまでの子ども, じぶん,配 偶者に対する感情の変化
⑤ 夫婦関係の変化の捉え方
⑥ 子育ての現状,理 想など
【
結果 と考察】
(1)調 査協力者の属性
夫婦 A:父 親 32歳 会社員,母 親 32歳 会社員 (育 児休暇取得中),長 女 10ヶ 月。
夫婦 B:父 親 32歳 会社員,母 親 28歳 専業主婦,長 女 1歳 lヶ 月。
(2)父 性の芽生えと夫婦関係
夫婦 Aと Bで は親 としての自己を認識 した時期に違いが見られた。Aは 妻の産後 lヶ 月頃であるの
に対 し,Bは 妊娠中期から既 に父親であるとの認識をもつていた。現在の夫婦関係 をみてみると,夫
婦 Aで は特に妻側の大に対する満足度の低下がみ られ,夫 の行動改善を願 つているが,夫 婦 Bは お互

いを尊重し,夫 は妻への労りの気持ちを意識的に表現するよう心がけ,家 族と過ごす時間を積極的に
作ろうと努力していた。よって Bの 妻は夫に対する親密度,愛 情共に妊娠中と変わらぬ高さを維持し
てい る と思われ る。Aの 夫は妻 を労 つてい るつ も りではあるが,そ れが実際 に妻 allだ ほ届 い ておら ず

:

認識の違いが生じている。今回の2ケ ースでは,父 性の芽生えた時期の早さとぞの後の夫婦関係の良
好 さに関連があるよ うみえるが,本 研究か ら断定はできない。現在 の夫婦関係 の良好 さを規定するも
の としては,夫 婦が同 じ方向を向 くこと,お 互いの気持 ちを理解 し共有す ることが示唆 された。
(3)子 ども・育児 に対する感情 と夫婦関係
何れ の夫婦 も育児 に対 しては,「 制約感」 と「分身感」よりも 「肯定感」を強 くもつていた。 二つの
夫婦を比較 してみると,夫 妻 ともに Bの 方が 「肯定感」が高 い。 またいずれ の夫婦 も夫 よりも妻の方
が 「肯定感」 が高か つた。「分身感」は,一 般 には妻 よ りも夫の方が高い と言われているが,夫 婦 B
は妻の方が高 い値 を示 している。 これは学歴 と実際に育児 に携わつてい る程度が 自分 の子 どもを分身
として捉えるか どうかと関連するとした先行研究の結果 と一致する (柏 木 。若松 ,1994)。 つ ま り,B
の妻は他 の 3名 より学歴 が低 く,ま た Bの 夫の家事育児参加度 が高いこ ととの関連を意味するもので
ある。
(4)父 親 の家事 ・育児参加度 と夫婦関係
本 の夫 は 8ポ イン ト,Bの 夫は 18ポ イ ン トと 10ポ イ ン トの開きが見 られた。Bの 夫は特に育児ヘ
の参加度が高 く,積 極的に子育てに携 わろ うとする姿勢がみ られ る。面接調査 にお いても,Bの 妻は
大 が協力的である こ とを評価 し,お 互いがお互いを労 う良好な夫婦関係 が築けていると語 られた。
(5).曹 とめ と今後 の課層

夫が父親であるとの 自覚を持ち,子 育てに実際に関与 し,育 児 々肯定的に提えること,ま た,子 育
ての中心的役割を担 っている妻を労い,そ の気持ちを言語化 し相手に伝えること,自 分の趣味などの
ためにひとりで外出する時間を減 らす とい う日に見える行動を取ることが,育 児期にある夫婦関係の
安定をも々 らす要因であると思,る 。 しか し,そ れ が父性の芽生えや発達 とどのよ うな関連があるの
かを断定することはできなかつた。
また今回は,既 に第一子をもつ夫婦を対象に,一 時点での回顧法を含めたデー タ収集を行つたため
実際の感情を反映 していたと言い切ることはできない。対象年齢 も,生 後 1年 ではまだ夫婦関係 の調
整中である可能性 も高く,今 後はやは り複数の夫婦を対象に妊娠期から数年間,縦 断的な調査を行 う
必要がある。
,
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