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共働き夫婦間の家事
育児分担

１．ワーク・ライフ・バランスとは？
　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の
調和）が実現した社会とは、どういう社会だ
ろうか。2007 年 12 月に策定されたワーク・
ライフ・バランス憲章では、「国民一人ひとり
がやりがいや充実感を感じながら働き、仕事
上の責任を果たすとともに、家庭や地域生
活などにおいても、子育て期、中高年期とい
った人生の各段階に応じて多様な生き方が
選択・実現できる社会」とされる。仕事（市
場生産活動）は人々の暮らしを支える一方
で、家事や子育て（家計内生産活動）などの
生活も人々の暮らしに欠かすことはできな
い。ただし、人々に与えられた時間には限り
があるため、仕事と生活の両方を同じだけ
選択することができない。よって、限られた
時間の中でバランスを保ちながら生活すると
いうことが求められる。 
　ワーク・ライフ・バランスの保ち方は、人々
が直面するライフステージの違いによって異
なるだろう。もし単身世帯ならば、自分のみ
の時間でバランスを保つ必要がある。それに
対して、結婚して二人世帯になれば、自分
とその配偶者両方の時間を使ってバランスを
保つことができる。ただし、結婚後には子育
てという新たなライフステージに直面する人
が多くなり、子育てに対する時間の投入が必
要となる。

２．子育て期に直面する30 歳代から40 歳代
　晩婚化の傾向によって、子育て期に直面

する世帯の年齢層は上昇している。2016 年
の『人口動態調査』（厚生労働省）によると、
第 1 子出産時の父親（母親）の平均年齢は
32.8 歳（30 .7 歳）、第 2 子出産時の父親（母親）
の平均年齢は 34.5 歳（32 .6 歳）、第 3 子出産
時の父親（母親）の平均年齢は 35.5 歳（33 .6
歳）である。30 歳代から 40 歳代の世帯にお
いて、子育てに対する親の時間投入が必要
となることが分かる。
　その一方、仕事をする上において、30 歳
代から 40 歳代の労働者は職場における中堅
人材という位置づけをされる世代でもある。
このような状況のもとで、30 歳代から 40 歳
代という世代におけるワーク・ライフ・バラ
ンスはどのようになっているのだろうか。本
稿では、子育て期における夫と妻の「時間の
使い方」という視点から、30 歳代から 40 歳
代のワーク・ライフ・バランスの現状につい
て紹介したい。

３．夫と妻の時間の使い方
　人々が持つ時間は有限であるため、仕事
に時間を費やせば残りの時間は短くなる。そ
こで、子育て期における夫と妻について、働
き方（週 35 時間以上・週 35 時間未満・無業）
の違いによって 1 日の時間配分にどのような
違いが観察されるかを確認したい。図表1に
は、総務省統計局が 2016 年に実施した『社
会生活基本調査』で報告される子育て期の世
帯（小学生以下の末子がいる世帯）における
平日の行動別総平均時間を示している。パネ
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ルＡをみると、妻の仕事時間と妻の家事・育
児時間とは負の関係にあることが分かる。た
だし、妻の家事の総平均時間は週労働時間
が減少（週 35 時間以上→週 35 時間未満→無
業）するにつれて増加するのに対して、妻の
育児の総平均時間は、週 35 時間以上の場合
と週 35 時間未満の場合では大きく異ならず、
無業（すなわち、専業主婦）の場合に大きく
増加している。一方、夫の時間の使い方を
パネル B で確認すると、妻の働き方の違いに
よって大きく異なっていないことが分かる。
妻と比べて夫の家事や育児の総平均時間は
極端に短い。紙幅の都合で図表の掲載は省
略するが、世代の違いを確認するために
2006 年調査の総平均時間と比較しても、こ
れらの傾向が同じように観察される。

4. 時間帯別にみた夫と妻の行動
　次に，子育て期（6 歳未満の末子がいる世

帯）の夫と妻それぞれの 1 日の行動を 2016
年調査の結果を使って時間帯別に確認しよ
う。図表2をみると，共働きの場合に夫と妻
の通勤時刻のピークに差が生じている（パネ
ル A）。共働きの妻（青点線）は夫（青実線）
よりも朝の通勤時刻ピークが遅く、夜の通勤
時刻ピークが早い。それに対して、共働きの
夫（青実線）の通勤時刻ピークは妻が専業主
婦の場合（黒実線）と大きく異ならない 1。こ
のように、共働きの場合、夕方以降は妻が
主に自宅にいることが分かる。
　このことは、家事（パネル B）や育児（パネ
ル C）のグラフからも読み取ることができる。
家事について専業主婦（黒点線）と共働きの
妻（青点線）を比較すると、家事時刻のピー
クは専業主婦のほうが 1 時間ほど早いが、19
時以降は専業主婦と共働きの妻の行動者率
はほぼ同じ値で推移する。また、18 時以降
の育児について専業主婦（黒点線）と共働き

図表 1：行動別にみた総平均時間（小学生以下の末子がいる世帯）

パネルＡ：妻（平日）

パネルＢ：夫（平日）

出所：総務省統計局『社会生活基本調査報告』（平成28年）より筆者作成。
注1：�総平均時間は、ライフステージが「末子が就学前」「末子が小学生」で区分される総平均時間にサンプルサイズ

でウエイト付けする加重平均で算出した。
注2：�週就業時間について「夫35時間未満・妻35時間以上」のカテゴリは、サンプルサイズが極端に小さいので掲載

していない。
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の妻（青点線）を比較すると、専業主婦の行
動者率のほうが 5％ポイントほど高く、共働
きの妻のほうが育児時刻のピークが少し遅
いものの、時間区分ごとの行動者率は両者
とも同じ動きをしている。
　その一方、夫の時間区分別にみた家事や育
児の行動者率は、妻が専業主婦（黒実線）で
も有業者（青実線）でもほとんど変わらない。
ただし、夫の育児の行動者率を時間区分別に
みた場合、20 時から 21 時までの時間帯でピ
ークに達し、その割合は 8％ほどである。相
対的にみれば、夫は家事よりも育児に参加す
る割合が高いといえよう。このように、妻は
自身の働き方によって家事や育児時刻のピー

クに違いが出てくるのに対して、夫の時間の
使い方は妻の働き方に依存していない。

5. 配偶者との家事・育児時間の差
　図表1と図表2で示したグラフは、夫と妻
それぞれの平均時間や行動者の割合を表し
たものであった。家事や育児に対する夫婦
間の分担を議論するためには、夫（妻）とそ
の配偶者との家事や育児時間の比較を行う
必要がある。しかし、『社会生活基本調査』
の公表データからはこのような比較を行うこ
とができない。そこで、慶應義塾大学が実
施している『日本家計パネル調査（KHPS）』
の 2005 年から 2017 年のマイクロデータを用

図表 2：行動別にみた時間区分別行動者率（末子が 6 歳未満の世帯）

パネルＡ：通勤（平日）

パネルＣ：育児（平日）

パネルＢ：家事（平日）

出所：総務省統計局『社会生活基本調査報告』（平成28年）より筆者作成。
注1：�各時間区分の行動者率は，該当する時間区分の行動者率とその前2区分・後2区分の行動者率を足し合わせて5で

割る方法（時間区分5項の中心化移動平均）で算出した。
注2：�時間区分別行動者率は「末子の年齢」が「6歳未満」「6～ 17歳」「18歳以上」の3区分で公表されている。
　　�また、「夫と妻の週間就業時間」は区分されてない。
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いて、夫（妻）とその配偶者との家事・育児
時間の比較を行い、配偶者との家事・育児
時間の差について議論したい。
　図表3のパネル A は、12 歳以下の末子が
いる家計について、40 歳代の夫（棒グラフ）・
30 歳代の夫（折れ線グラフ）がいる家計ごと
に配偶者との週平均家事時間の差を階級別
にまとめたものである。妻の家事時間が夫の
それよりも長い（短い）場合はプラス（マイナ
ス）の値となる。2013 ～ 2017 年に注目する

と、夫の年齢に関係なく配偶者との時間差が
「25 ～ 50 時間」、すなわち、夫よりも妻の家
事時間が 25 時間から 50 時間長いと回答する
割合が最も高い。ただし、2013 ～ 2017 年と
比べて 2005 ～ 2009 年では、時間差が「25
～ 50 時間」以上の割合は減少し「10 ～ 15 時
間」以下の割合は増加している。このことは、
同じ 40 歳代・30 歳代でも前の世代と比べる
と配偶者との家事時間の差は縮小傾向にあ
ることを示唆している。 

図表 3：配偶者との家事・育児時間格差

パネルＡ：週平均家事時間の差
（妻の時間 ― 夫の時間）

パネルＣ：週平均家事時間の差
夫婦ともにフルタイム

（妻の時間 ― 夫の時間）

パネルＤ：週平均育児時間の差
夫婦ともにフルタイム

（妻の時間 ― 夫の時間）

パネルＢ：週平均育児時間の差
（妻の時間 ― 夫の時間）

出所：『日本家計パネル調査（KHPS）』より筆者作成。
注：�「調査回答者とその配偶者が30歳から49歳」で「12歳以下の末子がいる」サンプルを分析対象としている。Nは
サンプルサイズを表す。
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　週平均育児時間について、配偶者との時
間差を階級別に示したのがパネル B である。
2013 ～ 2017 年では、夫が 40 歳代の世帯で
は時間差が「0 ～ 5 時間」と「25 ～ 50 時間」
と回答する割合が高いのに対して、夫が 30
歳代の世帯では時間差が「25 ～ 50 時間」と
回答する割合が最も高い。この 40 歳代と 30
歳代の時間差の差は、子どもの発育の差を
捉えているのかもしれない。

6. フルタイム共働き夫婦の場合
　夫と同じくフルタイムで働く妻がいる世帯
においても、妻のほうが家事や育児時間は
相対的に長いのだろうか。図表 3 のパネル C
と D は、夫婦ともにフルタイム就業の世帯に
限定して、配偶者との時間差を階級別にまと
めたものである。パネル C（パネル D）とパネ
ル A（パネル B）とを比較すると、時間差の
分布の形が大きく異なっている。夫婦ともに
フルタイムで働く世帯に限定すると、時間差
の分布の中心が左側に移動しており、配偶
者との時間差が全体的に小さくなっているこ
とが分かる。しかしながら、夫が 40 歳代・
30 歳代の世帯ともに、家事時間の時間差で
は「10 ～ 15 時間」の割合が最も高く、育児
時間の時間差でも同様の傾向が観察される。
このように、夫と妻ともにフルタイムで働く
世帯においても、妻のほうが家事・育児時
間は相対的に長いということが分かる。
　ただし、ここでも世代が進むにつれて夫
婦間の家事・育児時間の時間差は小さくなっ
ている傾向が読み取れる。夫が 40 歳代の世
帯について時間差の分布を 2005 ～ 2009 年
と 2013 ～ 2017 年で比較しても明確な差は
確認されないものの、夫が 30 歳代の世帯で
は 2005 ～ 2009 年と比べて 2013 ～ 2017 年
では時間差が「20 ～ 25 時間」以上の割合は
減少している。

7. 比較優位という考え方
　夫と同じく妻もフルタイムで働いているに
も関わらず、なぜ妻の家事・育児時間が相
対的に長いのだろうか。仕事（市場生産活動）
と家事・育児（家計内生産活動）に対する夫

婦間の役割分担については、分業という視
点から議論されることが多い。分業は家族
経済学の重要な研究テーマのうちの一つで
ある。経済学で夫婦間の分業を理論的に説
明するのに最もよく用いられるのは、比較優
位という考え方である。
　例えば、夫婦が直面する市場生産活動と
家計内生産活動というふたつの活動につい
て、夫婦間で家計内生産活動の生産性に差
がない状況のもとで比較優位の考え方を応
用してみる。1 時間を家計内生産活動に費や
すならば、この 1 時間を市場生産活動に費や
すことはできず、1 時間分の賃金を得ること
ができない。つまり、家計内生産活動と市場
生産活動にはトレードオフの関係がある。ト
レードオフを前提とした場合、「家計内生産
活動に 1 時間を費やす」ことの費用は、「こ
の 1 時間を市場生産活動に費やした場合に得
られるはずの賃金」と解釈することができ
る。この費用のことを家計内生産活動の機
会費用という 2。トレードオフの観点からは、
家計内生産活動の機会費用が低いほど、家
計内生産活動に従事することが望ましいこ
とになる。比較優位とは、この機会費用につ
いて夫のほうが低いのか？妻のほうが低いの
か？という点に注目する考え方である。
　比較優位はより少ない機会費用で生産す
ることができる側に存在する。もし妻の市場
生産活動で得られる賃金が夫のそれよりも
低いならば、家計内生産活動の機会費用は
妻のほうが低い。妻が家計内生産活動に比
較優位を持つことになる。ただし、ひとりが
すべての部門において比較優位を持つこと
はない。もし妻が家計内生産活動に比較優
位を持つ場合、夫は市場生産活動に比較優
位を持つ。よって、妻は家事・育児に、夫
は仕事にそれぞれ専念することで分業の利
益が発生する。

8. フルタイム共働き夫婦間の賃金格差と家
事・育児時間格差

　教育の在り方や技術の発達によって、昔
と比べて男女間の家計内生産活動の生産性
格差はかなり小さくなってきた。ここで、比
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較優位の考え方に従うと、夫婦間分業が経
済合理的に決定されているならば、夫婦間
における家計内生産活動の機会費用、すな
わち賃金の差は夫婦間の家事・育児時間格
差と関係しているはずである。そこで、前出
の KHPS のマイクロデータを用いて、フルタ
イム共働き夫婦間の賃金格差と家事・育児時
間格差の関係を分析してみる。 
　もちろん、夫婦間分業については、経済
合理的な決定以外にも社会規範や個人特有
の意識によって決定される側面もあるだろ
う。例えば、「家事や育児は女性がやるべき」
といった性別役割分担の意識が強い夫婦と
弱い夫婦とでは、配偶者との家事・育児時
間の差に大きな違いが生じることが予想さ
れる。このような家計の好みや考えの違いを
取り除くために、固定効果モデルという分析
手法を用いる。その結果、夫婦間の賃金差
が小さいほど夫婦間の家事時間や育児時間
の差はともに小さくなることが、統計的にみ
ても十分有意に観察される 3。この結果は、
夫婦間の賃金格差の縮小がフルタイム共働き
世帯における夫婦間の家事・育児時間格差
の縮小をもたらす可能性を指摘している4。

9.  夫婦間の賃金格差の縮小とワーク・ライ
フ・バランス

　フルタイム共働き夫婦においては、世代が
若くなるにつれて夫婦間の賃金差が平均的
に小さくなる傾向が観察される。KHPS の
データを用いて 2005 ～ 2009 年に夫が 40 歳
代の世帯、2013 ～ 2017 年に夫が 40 歳代の
世帯、2005 ～ 2009 年に夫が 30 歳代の世帯、
2013 ～ 2017 年に夫が 30 歳代の世帯の順に、
フルタイム共働き夫婦間の賃金差の平均値を
計算すると、世代が若くなるにつれてその値
は小さくなっている。
　夫婦間を含めた男女間賃金格差が生じる
最大の要因として、結婚や出産を契機に離
職する女性が多いということが指摘されてき
た。 1985 年に男女雇用機会均等法が制定さ
れて以降、女性の就業率は上昇傾向にある。
また、女性の高学歴化も進み、労働市場で
経験を積み重ねることで、男女間賃金格差

は実際に縮小の傾向を示す。男女間賃金格
差の縮小は、家事や育児など家計内生産活
動の機会費用に関する男女差を小さくする
と解釈できる。
　これから先の社会では、夫婦ともにワーク・
ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を求め
る声がさらに大きくなる。本稿では、夫婦と
もにフルタイムで働く世帯であっても、夫と
比べて妻の家事・育児時間が相対的に長い
ことを指摘した。一方で、夫婦間の賃金格
差が家計内の時間配分に大きく関係してい
ることも分かった。若い世代になるにつれて、
男女間（夫婦間）の賃金格差は小さくなる傾
向にある。これらの発見は、共働き世帯にお
いて配偶者との家事・育児時間格差がさらに
縮小する方向に向かうことを示唆している。

　本稿の分析に際しては、慶應義塾大学パネルデー
タ設計・解析センターによる「日本家計パネル調査

（JHPS/KHPS）」の個票データの提供を受けた。

 1   この傾向は2006年調査でも観察される。10年前と現
在の子育て期の夫妻を比べても、出社・帰宅時間の
ピークは変わらない。

 2  より厳密には、以下の通りになる。家計は労働市場
で働くことで労働所得を得る。市場財は労働所得を
用いて購入され、家計生産財は家計生産に時間を費
やすことで生産されると考える。ここで、家計生産
財を増やすために犠牲にしなければならない市場財
の量を、家計生産財の市場生産財で測った機会費用
という。

 3　推定式は、TDit=αWDit+βXit+ei+uitとして示される
（添え字iは家計、t は時点を表す）。 TDは夫婦間の
週平均家事・育児時間の差（妻の時間－夫の時間）、
WDは夫婦間の賃金差（夫の月額賃金と妻の月額賃
金の対数差分）、Xはその他の説明変数、eは家計の
観察されない時間不変の要素（固定効果）、uは誤差
項をそれぞれ表す。本分析で注目するのは係数αで
ある。家事時間と育児時間についてそれぞれ推定し
た結果、αの値はともにプラスであることが統計的
に有意に観察される。

 4  夫婦間の家事・育児分担の要因について労働市場に
おける夫婦間の比較優位の効果を議論する日本の
研究として、本分析以外に、川口（2001）（2008）、
小葉ほか（2009）、湯川（2018）などが挙げられる。
このうち、湯川（2018）は、本稿と同じKHPSのマ
イクロデータを用いて、夫婦間の学歴差と妻の家事
時間との関係について議論している。
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