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論文 内容 の要
近年､様 々な社会的情勢 の変化 により､男女の ライフスタイル も変化 し､それに伴 い ｢
男 は仕事､
女 は家庭｣ という伝統的な性別役割観 も平等主義的に変化 しっつある｡ しか し､意識の変化 に行動 の
変化が伴わず､現実 には､家庭 における性別役割分業体制 は依然堅固である｡ 意識の上では男女の性
別役割を肯定的に捉えている者が減少 しているにもかかわ らず､実態が変化 しないのは何故か｡本研
究 は､その疑問の解明を試みるものとして位置づ けている｡
それ らの疑問の解明にあた り､本研究 においては､夫婦 のみな らず恋人関係を包含 した親密な二者
関係を対象 として検討 している｡分析対象 に恋愛関係を含めたのは､性別役割 に沿 った行動が男女一
対の場面 において生起 Lやすいとい う指摘があるか らである (
土肥 ､1
985)｡恋愛関係 においては､
夫婦関係 とは異な り､性別 による分業 はルーティン化 されてお らず､比較的 自由に行動を選択で きる
印象がある｡ しか し､性別役割の固定化 は､実 は､結婚の前段階の恋愛過程 にも組み込 まれていると

991
)｡性別 に沿 った役割分業 は､夫婦 とな った ことを契機 として､必然的
い う指摘 もある (
柳原､1
に生 じるのか､ あるいはそれ以前 の恋愛過程 において､徐 々に増えてい くのか､本研究 は､恋愛の芽
生えか ら婚姻の成立､ さらに夫婦関係の維持 という関係の進展 に応 じて､性別役割分業のあ り方がい
かに変わ るのか､ ‑もしくは変わ らないのか‑の解明の端緒 を得 ることを目指す としている｡具体的
には､ まず､夫婦 になる前段階の恋愛過程 にあるカ ップルにおける､性別役割行動遂行の規定因の検

日
賢

討を第一の目的 とした｡ さらに､恋愛過程で遂行 される行動や意識が､恋愛関係 にある男女の関係満
足度 にいかなる影響 を及ぼすかの検討 を第二の目的 とした｡
近年､恋愛結婚の比率 は結婚全体の 9割 にも達す る｡ 恋愛を経て結婚 した男女 は夫婦 となるが､そ
の夫婦 における性別役割分業体制 は顕著である｡夫婦間において も､他の社会的関係 と同様､互 いが

乳蝶な く共生す るために､財の交換が行われ るが､交換対象 となる財の一つ として､性別役割 に沿 っ
た分業 も含 まれる｡ 家庭内外の役割を誰がいかに分担す るかは､夫婦関係のみな らず､個人の心理 に
も大 きく影響す る｡ 家庭内の役割分担の不均衡が妻 の不満感を高めているとい う報告の一方で､性別
役割 に沿 った分業体制が変化 しに くいのは､ それを甘ん じて受容す る者 も存在す る可能性を示 してい
る｡｢
少子化社会 における勤労者の仕事観 ･家族観 に関す る調査研究 (
2
0
0
1
)
｣では､現代 において も
少数ではあるが､専業主婦志向に代表 されるような動向 も看取で きるとの報告がある｡ つまり､女性
に してみれば､従前の性別役割 に沿 った分業が必ず しも不満を高める要因 とはな らない場合 もある｡
夫婦のあ りように応 じて､性別役割分業の様態 も異な り､当然なが ら､その規定因 も多様であること
は想像 に難 くない｡ そこで､本研究では､夫婦 における性別役割 に沿 った分業体制の規定因を明 らか
にす ることを第三の目的 とした｡ また､分業体制が夫婦の関係満足度及 び個人の充実感 にいかなる影
響を及 ぼすかについて検討す ることを第四の目的 とした｡
まず､第 Ⅱ部では､第 Ⅰ部 に概観 した先行研究か ら導出された､性別役割行動 に影響を及ぼす可能
性が高 い要因一性別役割の自己認知､関係の進展､恋愛意識 ‑と性別役割行動 との関係 について検討
｡
した｡そ して､その結果を基 に､性別役割行動の規定因を組み込んだ仮説 モデルを構築 した (
第 5章)
そ して､性別役割行動を含む恋愛行動の尺度を構成 し､それを用いて先の仮説 モデルについて検証 し､
性別役割行動 を含む恋愛行動 の規定因 について検討 した (
第 6章)｡ さ らに､恋愛関係 にあるカ ップ
ルを性別役割の自己認知､恋愛意識､恋愛行動 の遂行度 によ り各々分類 し､関係満足度及 び関係関与
性 についてカ ップル問の比較検討 を行 い､関係満足度及 び関係関与性の規定因について考察 した (
第

7章)｡
次 に､第 Ⅲ部では､結婚 に関す る意識調査の分析を行 い､恋愛関係か ら夫婦関係 に移行す る男女の
意識を､結婚年齢､結婚相手の条件､結婚のメ リッ ト･デメ リッ トという点か ら検証 し､そ こに見 ら
れるジェンダーの差異及び影響 について考察 した (
第 8章)｡
さらに､第Ⅳ部では､夫婦 を性別役割観､収入､妻の就業形態等 により各々分類 し､性別役割行動
への貢献度 についてカ ップル間､夫婦間の比較検討を行 い､性別役割行動への影響 について詳細 に検
討 した (
第 9章)｡ また､衡平 モデルを導入 し､年齢､性別役割観､収入､衡平性 の認知 によ り､関
0章)｡ そ して､社会的交換理論の
係満足度等 にいかなる差異が見 られるかについて も検討 した (
第1
種々のモデルを構成す る変数を導入 し､性別役割行動 の規定因､及び夫婦の関係満足度の規定因につ
いて検討 した (
第 11
章)｡

‑
二

実証的検討 において得 られた知見 は､以下 に要約 される｡

1) これまで､性別役割観や性別役割の自己認知の測定尺度 は開発 されて きたが､性別役割行動 を
捉える尺度 はなか った｡本研究で は､第 6章第 1節 において､ ジェンダーの視点 を取 り入れた恋愛行
動尺度が構成 された｡ これは､男女 ともに 6因子か ら成 り､その中には､先行研究 において見 られる､
性的な行動､ 自己開示行動､ デー ト行動の他 に､男女別 に期待 され る性別役割行動 (
男性役割行動 ･
女性役割行動)が恋愛行動 として含 まれている｡

2)先の尺度を用い､恋愛行動の規定因 について検討 した結果､結婚の可能性及 び交際期間 とい う
関係の進展度､性別役割の自己認知､恋愛意識が恋愛行動の規定因であることが明 らかにな った｡性
別役割行動 に関 しては､男性では､結婚の可能性の高 さが､男性役割行動の遂行度を高めていた｡ ま
た､女性では､結婚 の可能性が Er
osを高め､Er
osが高 まると女性役割行動 の遂行度が高 まるとい
うように､結婚の可能性が間接的に女性役割行動を高めていた｡ また､女性が女性別役割行動を遂行

s
t
e
i
n(
1
9
7
7
) らが指摘す る恋愛過程 の
す ると男性が男性役割行動 の遂行度 を高めることか ら､ Mur
最終期 に生 じる相補的な役割が､男女別 に遂行 されていることが示唆 された｡すなわち､夫婦 となっ
て近代家族を形成する前段階において既にそのイメージを先取 りするかたちで､性別役割分業が始 まっ
ていると見な し得 る｡換言す るな ら､性別役割分業 は､夫婦 になった時点で固定化す るのではな く､
恋愛中のカ ップルが結婚を意識 し始めた時点で､遂行 され始めるとい う可能性が高 いといえよ う｡

3)性別役割の自己認知､恋愛意識､及 び恋愛行動の遂行度 によって､ カ ップルを分類 し､関係満
足度及 び関係関与性 に及ぼす影響 について検討 した｡ その結果､恋愛 における最 も典型的かつ一般的

osや､愛他的な意識である Agapeの高 さが､関係満足度 と関連す ることが分か った｡
意識である Er
usが低 いことも､ カ ップルの関係満足度 に影響 していた｡恋愛行動
また､遊 びの愛 と称 され る Lud
については､性的な項 目が多 く含 まれ る親密交際行動や､ 自己開示や会話行動か ら成 る相互理解行動
の多 さが､関係満足度 と関連 していた｡ しか し､男性役割行動や女性役割行動 については､唯一男性
役割行動の遂行度が高 い女性 において､関係満足度が高 い結果が示 されたのみであった｡恋愛関係の
満足度には､男女の ジェンダーに沿 った行動の影響 は見 られなか った｡つまり､恋愛関係 においては､
結婚の可能性 とともに性別役割行動の遂行度 は高 まり､遂行度 にも男女差 は見 られ るが､それは夫婦
関係 ほど固定 した ものではな く､関係の満足､不満足に影響を及ぼすには至 っていなか ったのである｡

4)夫婦 における性別役割分業の規定因を検討 した結果､夫が平等主義的な性別役割観を特 ってい
ると､夫の家事参加が促進 されることが示唆 された｡夫のみが平等な性別役割観を持 っている夫婦の
場合 には夫の家事参加 は高 まるが､妻だけが平等的な性別役割観 を特 っている夫婦の場合 には､夫の
家事参加 は高 ま らないことがわか った｡つまり､個人の性別役割観の影響だけでな く､ カップルの組
み合わせにより､性別役割分業の認知 に影響が示 されることが明 らかにな った｡ また､妻の収入が夫
と同 じか高 い場合や､妻が常勤で働 いていると､夫の家事への参加が高 まることが分か った｡以上 に

止し

鑑みれば､妻の経済的な地位が向上すると､夫の家事参加が高 まる傾向があると考え られるのである｡

5)衡平 モデルを導入 し､性別役割観 ･収入 ･年齢 と､夫及 び妻 の家事等の衡平性の認知の組み合
わせに応 じた､夫婦の関係満足度及 び生活充実感の相違を検討 した｡その結果､性別役割観､収入､
年齢の如何を問わず､家庭内の仕事 に関 して衡平であると認知す ることが､妻の満足度を高める要因
であることが判明 した｡ しか し､収入を得 る仕事 に関 しては､妻 の年齢 による差異が示 され､2
0
代､

3
0
代の妻では､衡平利得であると認知す る者 より､過大利得であると認知す る者の関係満足度が高 く､
40
代では､両者 の差 は示 されず､5
0
代では､2
0
代及 び3
0
代 とは逆 に､衡平利得であると認知す る者の
満足度が過大利得であると認知する者の満足度 よ り高 くな っていた｡ この結果 は､年齢の変化 に伴 う
女性の ライフスタイルの変化 に起因す るもの と予測 され る｡夫 においては､低収入の夫では､過小利
得､衡平利得 と認知す る者が､過大利得 と認知す る者 よ り､生活充実感が高 くな ってお り､｢
衡平利
得者 の満足度や精神的健康度 は､過小利得者 よ り高 い｣ という先行研究 とは異 なる結果が示 された｡
この結果 は､低収入の夫 においては､特 に男性 に対す る性別役割期特 にとらわれている状況を示唆す
るものといえよ う｡

6)社会的交換 モデルを導入 し､夫婦の関係満足度及び生活充実感の規定因を検討 した結果､夫の
夫婦関係満足度 においては､他者成果の影響が大 きく､夫 は ｢
妻があ りがたが っている｣ という認知
により､関係満足度や生活充実感が高まってお り､そこには非常 に愛他的な夫の姿が窺われた｡一方､
妻の関係満足度 においては､｢
夫があ りがたが っている｣ という他者成果だけでな く､｢自分 も報われ
ている｣ とい う自己成果の大 きさが影響す る｡ カ ップルの関係満足度 (
夫 と妻 の関係満足度の和) に
おいては､特 に家庭内の役割 に関す る変数が､収入を得 る仕事 における変数以上 に､大 きく影響 を及
ぼ していることが分か った｡ また､生活充実感 においては､選択比較水準 と他者成果を除 くと､夫で
は ｢
収入を得 る仕事｣の自己投入の認知が､妻では ｢
家事 ･子育て｣の自己成果の認知が､充実感 に
影響を及ぼ していた｡夫 と妻 の問にこのような違 いがあるのは､性別役割分業 における労働の質の差
が影響 していると考え られ る｡
検討 の結果､性別役割行動 は､恋愛関係､夫婦関係 という親密な二者関係 において再生産 されてい
ることが示 された｡特 に役割が固定化 している夫婦関係 においては､その分担のあ り方が夫婦の関係
満足度や生活充実感 に大 きく影響 していることが明 らかになった｡恋愛､結婚 は個人の問題や選択で
もあるが､それ らが社会 に及 ぼす影響 は大 きいと思われ るし､恋愛等に社会の影響が全 く見 られない
とはいえない｡本研究で示 されたように､規範 とは無縁であろうと考え られている恋愛関係 において
も､性別役割行動の遂行 にはジェンダーの影響が見 られる し､夫婦関係 においては､一層それが顕著
に現れる｡特 に夫婦の性別役割分業 における､夫 と妻の非対称性 は､夫婦の関係満足度 にも影響す る｡
さらには､晩婚化､未婚化､少子化を急速 に進める原因 となるうる可能性 もあ り､大 きな社会問題 と
なる可能性 もあろう｡

‑
A
‑
･
三

青年期の男女が､性別 に固執せず､柔軟 に行動を選択す るために､そ して､男性 の性別役割観が平
等主義的に変化す るために､ さらに､男女が対等な関係を構築す るためには､ ジェンダー ･フ リー教
育の必要性が示唆される｡
今回の調査 においては､関係の進展 について､横断的なデータを用 いた り､結婚の可能性等の指標
を用いた りしたが､今後 は実際に時間的経過を考慮 に入れた縦断研究を行 い､結婚 に至 るまでの行動
の変化を調査す る必要がある｡ 恋愛関係のあるカ ップルが､結婚後 どのよ うに意識や行動が変化す る
のか､結婚前後の縦断的調査を実施 し､恋愛関係か ら夫婦関係 に移行す る際の変化を詳細 に分析す る
ことは不可欠であると思われ る｡

̲
4

論 文審 査 の結 果 の要 旨
本論文 は恋愛関係 と夫婦関係を性別役割行動 とその認知 という観点か ら分析す るものである｡ すな
わち夫婦および恋人関係 という親密 な二者関係 を対象 と して恋愛の芽生えか ら婚姻の成立､ さらに夫
婦関係の維持 という関係の進展 に応 じて､性別役割の自己認知や性別役割感､そ し 陸別役割行動の
で

あ り方がいかに変わ るのか､ ‑もしくは変わ らないのか‑という課題の解明の端緒を得 ることを目的
とす るものである｡特 にこの うちで も､その測定尺度が未開発であった性別役割行動の諸側面 とその
規定因について検討 している｡
まず､第 Ⅰ部 ｢
先行研究の概観 と本研究の目的｣ (
第 1章か ら第 4章) において性別役割研究およ
びカ ップルに関す る先行研究のサーヴェイか ら性別役割行動 に影響を及ぼす可能性が高 い規定因‑す
なわち性別役割の自己認知､関係の進展､恋愛意識 ｣を導出 し､第二部の恋愛関係 において これ らの
規定因 と性別役割行動 との関係 について検討 している｡ まず第二部第 5章 において これ らの規定因を
組み込んだ仮説 モデルを構築 した｡一方で これまで､性別役割観や性別役割の自己認知の測定尺度 は
開発 されて きているが､性別役割行動を捉える尺度 は先 に触れたようにまだ形成段階 とされていると
いえる｡ 本研究では､第 6章第 1節 において､男女学生4
0
0
名 に対す るジェンダーの視点 を取 り入れ
た調査か ら､性別役割行動 を含む恋愛行動尺度を因子分析等 により抽出 している｡ この行動尺度 は､
男女 ともに 6因子か ら成 り､その中には､先行研究において見 られる､親密交際行動､相互理解行動､
否定的行動､ デー ト行動 の他 に､男女別 に期待 される性別役割行動 (
男性役割行動 ･女性役割行動)
が恋愛行動 として含 まれていることを明 らかに している｡
第 6章第 2節では､先の尺度を用い､恋愛行動の規定因について､男女学生 と社会人のカップルデー
タ7
8
組を対象 としてパス解析 などで検討 した結果､結婚の可能性及 び交際期間 という関係の進展度､
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udusなど)が恋愛行動 の規定因であることが示唆
性別役割の自己認知､恋愛意識 (
されたとしている｡性別役割行動 に関 しては､男性では､結婚の可能性の高 さが､男性役割行動の遂
行度を高めていることが示唆 されている｡ また､女性では､結婚の可能性が恋愛意識を高め､恋愛意
識が高 まると女性役割行動 の遂行度が高 まるというように､結婚の可能性が間接的に女性役割行動 を
高める傾向が見 られたとしている｡ また､女性が女性役割行動を遂行す ると男性が男性役割行動の遂
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) らが指摘す る恋愛過程の最終期 に生 じる相補的な役割が､
行度を高めることか ら､Mur
男女別 に遂行 されていることが示唆 されているとす る｡すなわち､夫婦 となって近代家族を形成す る
前段階において既 にそのイメージを先取 りす るかたちで､性別役割分業が始 まっていると見なす こと
も可能 ともいえる｡ 換言す るな ら､性別役割分業 は､夫婦 にな った時点で現れるのではな く､恋愛中

二三

のカ ップルが結婚を意識 し始 めた時点で､形成 され始める可能性が高 いと指摘 している｡
第 7章では､同 じカ ップルデータを分析対象 として､性別役割の自己認知､恋愛意識､及 び恋愛行
動の遂行度 によって､ カ ップルを分類 し､その関係満足度及 び関係関与性 に及ぼす影響 について検討

osや､愛他的な意識である
している｡ その結果､恋愛 における最 も典型的かっ一般的意識である Er
Agapeの高 さが､関係満足度 と関連す ることが示唆 された としている｡ 恋愛行動 について は､性的
な項 目が多 く含 まれる親密交際行動や､ 自己開示や会話行動か ら成 る相互理解行動の多 さが､関係満
足度 と関連 していた｡一方で恋愛関係の満足度 には､男女の ジェンダーに沿 った性別役割行動の影響
は見 られなか ったといってよいとされ る｡ つまり､恋愛関係 においては､結婚の可能性 とともに性別
役割行動の遂行度 は高 まり､遂行度 にも男女差 は見 られるが､それは夫婦関係 ほど固定 した ものでは
な く､関係の満足､不満足 に影響を及ぼすには至 っていなか ったようである｡
第 8章で恋愛関係か ら結婚 に移行す る男女 の意識 をサーヴェイ した後､第 9章で社会人の夫婦で1
8
歳未満の子 を持 っ2
3
6組 について､夫婦 における性別役割分業の規定因を検討 している｡ 夫が平等主
義的な性別役割観 を持 っていると､夫の家事参加が促進 され ることが示唆 された｡夫のみが平等な性
別役割観 を持 っている夫婦の場合 には夫の家事参加 は高 まるが､妻だけが平等的な性別役割観 を持 っ
ている夫婦の場合 には､夫の家事参加 は高 ま らない傾向が見 られた｡つまり､個人の性別役割観の影
響だけでな く､ カ ップルの組み合わせにより､性別役割分業の認知や遂行 に影響がでることが明 らか
にな った｡また､妻 の収入が夫 と同 じか高い場合や､妻が常勤で働いていると､夫の家事への参加が
高 まることが分か ったとしている｡
第1
0
章では衡平 モデル (
投入 と成果の双方の衡平な関係が､満足感を高め関係関与を深めるとす る)
を導入 し､同 じ社会人のカ ップルデータを分析 し､性別役割観､収入､年齢の如何を問わず､家庭内
の仕事 に関 して衡平であると認知す ることが､妻の満足度を高める要因であることが示唆 されたとす

0
代､3
0
代の妻では､衡平
る｡ しか し､収入を得 る仕事 に関 しては､妻の年齢 による差異が示 され､2
利得であると認知す る者 より､過大利得であると認知す る者の関係満足度が高 くなるなど､年齢の変
化 に伴 う女性のライフスタイルの変化 に起因 している差異が見 られた｡夫 においては､低収入の夫で
は､過小利得､衡平利得 と認知す る者が､過大利得 と認知す る者 より､生活充実感が高 くなるなどの
興味ある知見が示 された｡
1
章 においては､同 じ対象 について この衡平 モデル以外の社会的交換モデルを導入 し､夫婦の関
第1
係満足度及 び生活充実感の規定因を検討 した結果､夫の夫婦関係満足度 においては､夫 は ｢
妻があ り
がたが っている｣ という ｢
他者成果｣を認知することにより､関係満足度や生活充実感が高 まる一方､
妻 の関係満足度 においては､｢
夫があ りがたが っている｣ という他者成果だけでな く､｢自分 も報われ
ている｣ という自己成果の大 きさが影響 しているとい う結果がえ られたとしている｡ カ ップルの関係
満足度 (
夫 と妻 の関係満足度の和) においては､特 に家庭内の役割 に対す る評価が､収入を得 ること
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に対す る評価以上 に､大 きな影響 を及ぼ していることが示唆 されたとす る｡ また､生活充実感 におい
ては､夫では ｢
収入を得 る仕事｣の自己投入の認知が､妻では ｢
家事 ･子育て｣の自己成果の認知が､
生活の充実感 に影響を及ぼ していた｡
以上の検討の結果､性別役割行動 は､恋愛関係､夫婦関係 という親密な二者関係 において再生産 さ
れていることが示 されている｡ とくに規範 とは無縁であろうと考え られている恋愛関係 において も､
性別役割行動 の遂行 にはジェンダーの影響が見 られ るとともに､夫婦関係 においては､一層 それが顕
著 に現れる｡特 に夫婦の性別役割分業 における､夫 と妻の非対称性 は､夫婦 の関係満足度 にも影響 し
ていることも示唆 されたとしている｡
以上のように､先行研究が多 くない研究領域で､特 に恋愛関係 と夫婦関係 にあるカ ップルデータの
収集 という難度の高 い研究対象 に対 して極めて意欲的にアプローチ し､適切で多彩な分析 を加えるこ
とによって､多 くの新 しい知見をえていること､そのことによって夫婦関係 と恋愛関係 に性別役割分
業 とい うジェンダーの観点か らひとっの照明を与えた ことは､本論文の重要 な成果であり､高 く評価
で きる｡ もちろん研究対象地域や時期､対象が限定 されていること､男性対女性 という二者の関係 に
限定 していることなど､ その成果を家族論 として展開す るためにはなお慎重でなければな らないが､
今後の時間的に縦断的な調査を含めた研究の展開に期待す るところは大 きい｡
以上の審査結果か ら､本審査委員会 は本論文が奈良女子大学博士 (
学術)の学位を授与す るに値す
る十分 な内容を備えていると判断 した｡
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