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母親像の変容に関する史的考察

－『主婦の友」誌を事例として－

深谷野亜

1．はじめに

家庭における親役割が変容を示し始めている。その背景にあるのは、一つには既婚女性の

就労が一般化したことで、伝統的な性役割分業観が女性の側から崩れ、自分たちが男性役割

を担うに至った以上、男性側（父親）も当然、家事育児を分担すべきであるとの母親側の意

識変化であろう。

2点目として、雇用情勢の変化に伴う男性側の意識変化が挙げられる。永らく日本の労働

市場は終身雇用制を敷いており、多くの男性にとって、職場は生産の場としてだけでなく、

娯楽や精神的な支えの場としての役割も果たしてきた。すなわち職場は家庭機能の一部をも

代替していた。しかし近年に至って終身雇用制は崩れはじめ、職場に対する忠誠心は弱まり

つつある。男性は職場以外に生きがいを見出す必要に迫られ、新たな生きがいの場として、

家庭という場の重要性が見なおされはじめた。また、家事や育児を容易にするような製品が

次々に生産され、家庭がレジャー活動の場となりうる条件が整備され始めていることも、男

性が家庭に意識を向ける一因であろう。

3点目として、社会規範の弱まりから様々な子どもの教育問題が発生し、その解決の場と

して、家族に期待が寄せられ始めた。そうした経過の中で、伝統的に社会規範を伝える役割

とされてきた父親の教育力が再評価されるに至ったと考えられる。しかし、こうした父親の

教育力の再評価は、かつての父親の姿と対比させたものであり、現在の父親の影の薄さ､威

厳のなさへの批判をも含んでいる。しかし、かつての父親とは何だったのか。われわれが歴

史の中で長らく抱いてきた「強い父親」「威厳のある父親」のイメージは、どの程度妥当な

ものなのか。

父親・母親の語によって連想される内容は、時代や文化によって様々に変化すると考えら

れるが、そうした親役割の内容や女性性の形成に大きく影響を与えるものの一つに、メデイ

アの役割が考えられる。本研究では、数あるメディアの中から婦人雑誌を取り上げて、時代

の経過の中で親役割がどのように描かれてきたか、検討を試みることにした。具体的には婦

人雑誌の中から、大正6年に創刊され主婦の生き方に強い影響を与えた『主婦の友」誌を選

択し、主に1945年以降98年までの約半世紀間の記事から、母親役割と父親役割に関する記事

を拾い出して、分析対象とした。

(ふかや・のあ明治学院大学）
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2育児は母親の仕事一戦前までの父親・母親像

「主婦の友」を分析対象としたのは、女性誌の中でも以下の三点に特色を持つ点からであ

る。

1.創刊時から、中流階層の専業主婦を読者層として設定していた

2修養性・実用性を重んじた紙面構成で、長い間女性誌のモデルとして機能してきた

3.大正6年に創刊され現在に至る、歴史ある数少ない婦人雑誌の一つである

「主婦の友」は大都市のサラリーマン層の主婦をターケットとして発行されてきたため、

｢主婦の友」誌で扱われた母親像・父親像は、中流階層の主婦の意識形成に大きく影響を与

えてきたと考えられる。実際に「主婦の友社の五十年」では、創刊当時の雑誌のねらいにつ

いて、①文章は小学校卒業程度の学力で理解できるよう、わかりやすく書くよう試みた、②

他の婦人雑誌に比べて、家庭の主婦が自分用に買いやすいように、価格を低く設定した、と

説明されている。

そうした狙いが当たってか、創刊号は1万部、第2号は2万部に部数が増加したことからも、

主婦を対象としたこの雑誌のねらいが当時の主婦層に受け入れられたことがわかる。（｢青鞘』

の場合は、最盛期でも3000部程度の部数であった｡)(')

創刊号では、ドイツの主婦のあり方を、第2号では米国の主婦を紹介するなど、創刊当時

の「主婦の友」には、「新しい妻像＝専業主婦」を作り出そうとする意図が見受けられる。

その背景には、大正に入ってサラリーマンと呼ばれる職業の男性が増加したため、その夫を

支え、家事や育児に専念する専業主婦が増加したことが考えられる。ちなみに、それまでの

多くの母親は、家事や育児の他に、家業（その多くは農業、そして自営業）を担うのが常で

あった。「主婦」という言葉自体、主婦の友社の創設者である石川武美が「主人」に対応さ

せて作った言葉であり、家事や育児に専念する新しい女性の役割を模索することが「主婦の

友j誌の使命であった。

こうした雑誌発刊の状況から推察されるように、創刊当時から家事・子育ては妻の役割と

いう視点が重要視された。創刊号では「主人から若き妻への注文20箇条」という特集があり、

ここでは「帰宅の時はすぐ迎えに出るように」「叱られた時は口返答せぬように」「呼ばれた

時は気持ちのよい返事を」等、妻が夫に仕えるよう注文をつけている。また子供に関連した

注文では、「子供のために夫のことを忘れぬように｣、「子供を病気にさせぬように」のほか、

（子供の泣き声は男性には耐えられぬため）「子供を泣かせぬようにしてほしい」など、夫を

子供のことで煩わせないように求めている。（2）

こうした夫の注文は妻側から自然に受け入れられ、当時としては妥当なものであったらし

い。第2号では逆に「妻から良人への注文20箇条」が挙げられているが、ここでは（用意に

手落ちがあると困るので）「外出する時刻は前以てから」（食事を用意するため）「帰宅の時

刻を言ってください」「大黒柱が揺らがぬように」等、夫をサポートさせるための注文が並

んでいる。また、夫に対する子供に関連した注文では、「女児を産んでも怒らぬよう」のほ

か、「子供と一緒に遊んでください」がある。その理由として、「これは子供に代わっての注
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文であります。子供はお父さんと遊ぶのをどんなにか喜んでいます。勿論お忙しい中を無理

な注文でしょうが、子供の徳育を重んずる上から言えば決して無意味とは存じません(3)」と

あり、家事や子育てをするのは主婦であると考えられていたこの時期にも、父親と子どもが

遊ぶこと、触れ合うことが子どもにとって重要であるという認識があったことがわかる。

しかし、このように父子の触れ合いの重要性が一部認められていたにせよ、その後の「主

婦の友」では、‘子育ては主婦の仕事である，事が基本姿勢であって、父親の育児参加を促

すような記事は見当たらない。‘子どもの教育は母親の役割であり、どのような子どもが育

つかは母親次第である，と、母親の責任が強調されている。

この傾向は、戦時色が強まって男性が戦場に駆り出されるようになるにつれて、一層強ま

ってゆ<｡1940年1月号から「偉人を育てた母」という連載が始まり、偉人を育てた母親の

苦労を紹介しながら、そうした母のあり方を褒め称える記事が載る。

「私は東郷元帥の母堂益子刀自のことを考える度に、偉人の影に賢母ありの言を想起し

て、隠れた母の力の偉大さに、いまさらのごとく驚嘆せずにはいられません。(4)」

「｢日本の母」を褒める話をせよとのお指図を畏まりました、とお引き受けはいたしまし

たが、さてとなるとどうもうまい褒め言葉が見つかりません。今までにかなり褒め尽くし

ましたし、また褒めても褒めても褒めきれないのであります。(5)」

また1941年の「主婦の友」の巻頭言として「この子供は誰が産むのか。むろん婦人である。

この子供は誰が育てるのか。いうまでもなく母だ。子が宝なら「母も宝」である。（中略）

母の自覚と自重と献身とが、わが国を更に素晴らしいものに築き直すためには必要だ。（中

略）この日本人を生み、この日本人を育てる母こそ、光栄かぎりなき婦人である。(6)」とあ

り、読者である女性に対し、母となることの責任の重大さを改めて感じさせる記事が多く見

られる。

この時期は多くの父親が出征したが、母親の責任の重要性を強調する一方で、父親への言

及は大別して3パターンにわかれる。

第一は、‘子育ては母親の職務であり、仮に父親が駄目であっても母親さえしっかりして

いれば子供は育つ，と、子育てに関する父親役割を否定・軽視する記事である。

「小笠原：本当に、父親が乱れた行いをしても、母親がしっかりしていてくれればいい

のですけれど－（中略）この間も、十三と五つの子供までありながら、夫のただ一度の過

ちが我‘|曼ならず、子供をおいて出て行ってしまった妻がありましたが…あなたがここを退

けば、その女を家に入れるということになるのだから、子供のためにもう少し辛抱なさい

といっても、どうしても肯かない。ほんとうに残された子供はどうなるのでしょう。(7)」

「この娘が生まれ落ちてから二十三年、ただの一度も抱いて寝たことはなく、しんみり

と語り合ったこともなかった…無慈悲な親であった自分を省みて、心から済まなく思った

ことでありました。(8)」

初めの記事は人事調停委員の女性の発言であり、次の記事は、家庭における子供の教育な

どについて、国の姿勢を講演．指導する立場にあった者の発言である。このように、一般の

人々に対する影響力が強い立場にある者が発言していることから、‘子供のためには母親は

我慢すべきである。父親が子育てや教育に参加しなかったり、あるいはどんなダメな父親の

71



子ども社会研究5号

もとにあっても、子供の成長は母親次第である，という見方が、当時受け入れられていたと

見ることができる。

第二は‘不在の父、仕事などで忙しく子供を顧みない父，についての言及である。

「子供は母親の鏡であります。父親を、光輝ある出征軍人として戦場へ送っていられる場

合、また父親が、名誉の戦死を遂げられた場合に、子供をどう養育するかという問題は、

とりもなおさず､母親自身がどうあるべきかという問題に他ならないのであります。（中略）

子供と戦線の父親との精神上の繋りをできるだけ緊密にすることが必要であります。陰膳

を供えるとか、毎週日を定めて父へ便りをするとか、常に父親の姿が、子供の脳裏に生き

ているようにしておくことが大切で、それと共に母親自身、戦地の父と協力して子供を養

育するのだという気持ちを心の根底に据えていることが必要と思うのであります。(9)」

こうした記事は、本当は父親も大事な存在なのだが、精神的・物理的に不在になりがちな

状況をふまえ、母親を育児の中心として捉える見方である。

第三は、厳しい父親についての記事である。しかし、次の記事のように、厳しい父親が理想

であると紹介するのではなく、厳しい父親をカバーする母親の偉大さを紹介する形式がとら

れている。

「精農家で謹厳実直、一徹で知られた父直吉氏は、子供の訓育については厳格一方であ

った。友達にいじめられて泣きながら帰った一年生の少年に、口惜しければ一番になれと

訂|'す父、朝夕二回株を刈れと言明する父、その影にはいつも母親てるさんのやさしい労り

があった。(10)」

以上、戦前の「主婦の友」誌における親役割の内容をまとめると、母親に対しては、妻と

して夫に尽くすのは無論のことだが、子育ては母親しか担えない重要な責務と指摘する記事

が多かった。また父親については、基本的には父は家全体の統率者であって、子育てレベル

の問題に関与しないという姿勢が貫かれている。そして不在がちの父親を、母親がうまくフ

ォローすることで、家庭における父なるもののイメージが形成され、子供に対する教育効果

を持つ存在になると語られる。

3.母親らしさの礼讃-1945年から1960年代

第二次世界大戦後の日本は、それ迄の社会体制を脱して民主的な社会体制へと移行する必

要に迫られた。イエ制度は崩壊し、アメリカをモデルとしつつ、新しい社会の方向性を模索

することになる。そうした社会情勢の変化は、「主婦の友」誌にどのように反映されただろ

うか。

作家が家族や母親のあり方に言及するエッセイを除くと、この時期の育児や教育関連の記

事には、読者の疑問や抱える問題に対して、専門家が明確な答えを出す形式をとることが多

い。また専門家については、当時としては一般的なことであるが、ほとんどが男性であり、

｢主婦の友」誌の場合、常連執筆者のような形で少数の決まった専門家の意見が紹介される

ことが多いという特色を持つ。したがって現在の雑誌に比べ、よい母親とはと､うあるべきか、

よい子育て・教育とはどうあるべきかについて、「主婦の友」誌の見方が誌面に反映しやす

弓へ
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いのである。

敗戦後の一年間は、GHQの関係者の座談会を中心として、「家庭と社会教育一アメリカ女子部

隊将校の座談会('')」「アメリカの男女交際(12)」や「心と手の教育一アメリカの少年団少女団

指導者の座談会(13)」など、アメリカの人々のあり方が紹介されている。

これらの記事では、民主的な社会でなかったために日本は道を誤ったと捉え、‘民主的な

国に生まれ変わるには民主的な家庭が必要である，とする考えが基調をなしている。‘日本

の婦人は自分で考えて行動するのではなく、型にはまることしか考えてこなかった。日本は

子供を半人前として扱うが、子供を信頼し子供に任せるべきだ，など、戦前の日本人のあり

方が批判され、アメリカのあり方を紹介する記事が一年にわたって掲載される。

1946年の記事では「一方にアメリカの家庭は、女中をおいているのは非常に少ないのです。

家庭の仕事は皆、父もやります。母もやります。子供もやります。みんなで力を合わせてや

ります。そしてんそのうちに娘は家事のことを逐一、実際的に学んでいきます。私の家もず

っと女中はおいていません。私も何でもやります。掃除でも家具磨きでも洗濯でも｡皿洗い

の競争なら決して皆さんに負けませんよ(14)」とGHQの中佐が語っている。

また、1947年の憲法改正による今後の日本家庭のあり方を論じた記事では「戸主が法律

上一家の中心となって特別の権利と責任を持っていた我が国の「家」の制度は変わって、

男女平等を主眼として、お互いが人格を尊び合い協力し合って家庭を営むことに改められ

ました(15)」と捉えるなど、1946-47年の記事では今後の家庭のあり方として、自由．平

等・個の尊重を軸とし、家族全員で築くものとしてのアメリカをモデルとした家庭が紹介さ

れる。

しかし、こうしたアメリカをモデルとした新しい家庭モデルは、その後の「主婦の友」誌

では根付かなかった。この後主流となったモデルは、アメリカの家庭モデルを念頭に置きつ

つ、戦前の家庭のあり方に回顧するモデルである。たとえば戦前に、天皇機関説を支持し、

戦中は不遇な自由主義者として過ごした金森氏は、これからの日本の家庭について語ってい

るが、「女性の献身的な愛情、夫や子供のために生き抜いた日本の妻や母のことは、昔から

いろいろ伝えられていますが、それを今の若い人々の中には、ただ「封建的」の一語で葬り

去ろうとする人もありますが、これは困ったことだと思います。（中略）私はよく、結婚し

たら不具者になれと言っています。夫婦というものは、二人で一人前、夫だけでは役に立た

ぬし、妻だけでも役に立たぬものです。また私の例を持ち出しますが、私は家内がいないと、

日常の生活が実に不自由で困ります。一種の不具者みたいになってしまいます。火鉢のそば

に坐っていて、私が「おい」と言えば、お菓子を出してくれます。大ていのことは「おい」

だけで通用するのです。(16)」など、アメリカの家事などを平等に分担する家族モデルとは

まったく逆の、戦前の日本の家族を理想像として挙げていることからもわかる。

また、戦前の家庭の悪かった点として、子供を半人前として扱うことが指摘されていた。

しかし、例えば「連載：お母さん教室子供の職業の選び方と就職試験」で、‘見栄よりも

子供の将来を考えた職業選択を，と母親にアドバイスしている。また「子供は両親や家庭を

移す鏡、面接の場では平生の家庭教育の成果が正直に現れます。子供を通じて家庭のしつけ

が試験されているようなものです。お母さんがまないたに乗せられているのです。(17)」な
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ど、子供を半人前・母親のミニチュアとして扱うスタンスも変わっていない。

戦後わが国は民主主義社会へと移行し、個人の自由な生き方が可能になったのは確かだが、

｢主婦の友」は、戦前の家族を失われつつある理想像として挙げており、あまり変化が見ら

れない。母親であることについては、むしろ保守的になり、よき母親であることの重要さを

一層強調し続ける。例えば1955年には『主婦の友」は、‘日本の母，の表彰をしている。こ

の表彰の目的を、『主婦の友」前社長の石川武美は「終戦後、婦人の地位は向上しましたが、

"母”の地位は、おき忘れられたかのようでありました。しかし、社会の基礎をなしている

ものは家庭であり、家庭の中心をなすものは母であります。（中略）この度の“日本の母”

は日本中、どこにでもある大衆家庭を水準として、建設的なお母さんを選びました。従って、

どこにでも見出すことのできる‘‘日本の母'’の型であり、今の日本のどこの家庭にも、この

ような母の心が、母のお骨折りが欲しいと思われるのであります。(18)」とし、女性がよき

母親になることの重要性を再認識するよう求めている。また翌年1956年には、「わが心に生

きる母」という連載紙面を設け、岡本太郎（画家）や鈴木茂三郎（日本社会党中央執行委員

長)、西崎緑（日本舞踏西崎流家元）らが、自分たちにとっていかに母親の影響が大きく、

いかに母が素晴らしかったかを述べている。

また、母親であることを褒め称えるだけでなく、逆に子どもの問題の原因を母親に求める

ことで、母親の責任を自覚させるような記事も見られる。「子供の事故防止ということでい

えば、ぼくはまず親の、それも母親の教育だと思いますね。（中略）いまや子供にとって、家

庭内でいちばんえらいのは母親ですよ。（笑）それに、親父よりもおふくろといる時間のほ

うが、文句なしに多いんだからね。子供の安全は、かかって母親の双肩にありですよ。(19)」

や「孝子：子どもに友だちができにくいという場合は、お母さん自身があまり社交的でなく

て、人と接触する機会が少ないことが多いですね。ですから、まずお母さんが、他人とのつ

きあいを苦にしないようになること。（20)」等がそれであり、様々な子どもの問題に対して

‘母親に責任がある，と専門家がアドバイスをする。こうした記事では、子育てにおける母

親の責任を再認識させるだけでなく、子どものモデルとして理想的な生き方をすることを母

親に求めるのである。

この時期の父親に関連する記事は、戦前に比べて変化は見られない。例えば、‘母がしっ

かりとしていれば、父親は必ずしも必要ない’という戦前多く見られた指摘は、戦後でも以

下のような記事が認められる。「昔から偉人が生まれた陰には必ず立派な母ありと伝えられ

ていますが、父なき家庭において母の愛育が徹底したために立派な人物が出来上った例は沢

山あります。（中略）「福翁自伝」で先生自身が、“一母五子、他人を交えず世間の附合は少

<、明けても暮れても唯母の話を聞く許り、父は死んでも生きているようなものです｡”と

語られたように、父なき淋しさを子供に覚えさせないほど、豊かな愛情を注ぎました。（中

略）どうか父なき家庭のお母様方は、福沢先生のお母様のように、正しい判断力と強い意志

と豊かな愛情とをもって、あせらずたゆまず、子供さんを立派に育て上げるためにご協力頂

きたいものであります。(21)」等、この時期、戦争によって父親が死亡した家庭が多いため

か、こうした記事が多く見られる。

次に、‘生来母性に比べて父性は劣っており、父親は無力である，とする指摘が認められ
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る。

「子供を養う母であり妻であるものに対して、父は一種の｢余計者」になるということだ。

子供の日常的な養育については、父親というものは手も足も出ない。母の代役は不可能のな

のだ。ちょっとしたお手伝いとか、臨時のおもりとかは出来るが、乳を与えたり、着物を着

せたり、おむつの世話などになると、ただ手をこまぬいて眺めている以外にない。成長期に

入っても、或る肝心な点で、父の手のとどかないところがある。つまり母子という不動の体

制が家庭内に確立されることで、父はちょっとおかどちがいの存在になる。（中略）子供の

しつけとか教育についても、父親には母親ほどの根気はない。熱意がないのではなく、外で

働くことの疲れと、同時に、父性が母性には絶対に及ばぬものがあるようだ。ただやたらに

可愛く思うだけで、母親に比べると具体性に乏しいのである。（22)」「遠藤：子供をかわいい

と思ったのは、産まれて数ヶ月くらいですﾖ。女ってのは、十ヶ月お腹の中に入れているか

ら、生まれたトタンに分身としての愛情をわが子に感ずる。だから、どんなにいい亭主でも、

子供のことにかぎっては、十ヶ月うしろから女房のあとを走っていることになるわけですよ

ね。（23)」などであり、この時期に父親は男性であるがゆえに、親として生来、母親よりも

劣っていることを繰り返し述べている。

そうした中で、親として子育てに積極的に関わった父の手記も目につく。ただそのいずれ

も子どもが有名人であり、妻が心臓病など重い病気だったり(24)、母親が亡くなり父親が子

育てをするしかなかった(25)等、例外的なケースに限られている。

小中学校の先生の、親に対する注文をまとめた1957年の記事では、「お母さんにとって一番

大事なのは、何でも子供の話を聞いてやること。母親に何でも話せる子供なら、不良少年に

なりはしません。（26)」等、母親に対する多くの注文が挙がっている。しかし父親に対して

は、子どもと接して欲しいといった注文は挙がっておらず、子育てについて父親に対する社

会的な期待は薄かったといえる。

この時期『主婦の友」誌は、社会の変化を視野に入れ、共働きの母親の育児についての記事

が載るものの、そうした記事では働く母親を持つ子どもは問題を抱えやすい、という前提が

うかがわれる。戦前を踏襲した形で、夫と子に尽くす母親を女性の理想モデルとし、よき母

の役割を高く評価する誌面構成を試みている。父親については、その多くが生来父性は母性

に劣っているもの、といった父親の無力さについてではあるが、父親についての言及が増え

たことがこの時期の特徴である。

4.多様な母親像の提起-1970年から1980年代

1970年以降、雑誌の世界に大きな変化が生じる。1970年迄の女性誌は、主婦向けの婦人月

刊誌と女性週刊誌に大別されるが、後者はスターの恋愛などをテーマとして取り上げ、売上

を伸ばした。そうした中で『主婦の友」や『婦人倶楽部』のような4大婦人雑誌がマンネリ

化し、退潮傾向をみせる。さらに1970年には、独身の女性を対象とした「anan｣、1973年に

は育児専門雑誌として「すてきな赤ちゃん』、1977年には結婚しない女性の生き方を特集す

ることで部数を伸ばした『クロワッサン』等々、数多くの雑誌が出版され、雑誌の専門化．
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多様化が進む。

こうした流れの中で、これまで子育てにおける母親の重要性・日本の母の偉大さを主張し、

専門家による母親の理想型を提示してきた「主婦の友」誌でも、母親の描き方が変わってく

る。この時期に伝統ある婦人雑誌が軒並み部数を減らしたのは、多様化する社会の中に生き

る読者のニーズに雑誌の内容が対応していなかったためであろう。「主婦の友」誌でも特定

の専門家による理想形の提示をやめ、読者や専門家以外の有名人に、多様でリアルな子育

て・親像を語らせるようになる。1970年から1980年代の「主婦の友」誌は、親役割の多様な

提示がされた時期であった。

多い記事に母親であることの重要性を指摘するものがあるが、二つに大別できる。一つは、

｢周郷：本来、女というものは、母親というものは、畑や何かと同じように命を育てること

におのれを忘れて自分を与えつくすものですよ。子供とだんなさんと両方にね。それが大地

というものだ。（27)」等、中高年の男性によって書かれた記事であり、基本的にその時代の

母親を批判して、‘以前のように子供や夫に尽くす母親であるべき’とする。

また1970年代後半から、キャリア志向の女性たちから、母親であることの素晴らしさが語

られるようになる。

「戸川：あんなに感動的なことって、まずないでしょうね、人生で。

冨士：人間がいとしくなってきちゃうでしょう

村松：そうそう、人間すべてがいとしくなってきちゃってね｡(中略）

戸川：だけど､子どものために自分が尽くしているのを見ると、これ以外のためにこれほ

ど尽くせるものがあるかしら、と思うわね。

富士：絶対､尽くせない。子どもにしか尽くせないわね。

戸川：こればかりは実感だわね。だから、これほど人に尽くせるって、子どもを持たなか

ったら、知らないで終わってしまったわね。だから、子どもを持ってほんとうによかった

と思うの。こんなに“滅私”というか“無私”というか、そういう尽くし方が私にもで

きたんだなあって、感動したりしてね。（28)」

これらの人々は、芸能界等で自分なりのキャリアを築き、その上で高齢出産をした女性で

ある。そうした者たちが、様々な選択肢の中から敢えて子供を産み育てることを選択し、

‘このことは今迄は味わえなかった素晴らしい体験である，と語る。

こうした母性礼賛とは逆に、「主婦の友」誌で長い間かけがえのない価値であったはずの

母性も、大した価値的なものではないとする記事が載り、母親・母性について、多様なスタ

ンスが現れる。

「桐島:私は母性というのを、人の面倒を見たいという包容力というように解釈するな

ら、わりと自信があるの。だけどいわゆる母性愛というのは好きじゃないんです。とにか

くわが子がかわいくてしょうがないというのはね。（中略）日本の母親はあまりにもベタ

ベタと子どもと同じレベルになっちゃうでしょう。だいたい母性愛というのは、子どもを

自分のからだの一部として愛しているわけで、エゴイズムよれ。だから私はそんなに崇高

なものとは思わないの。（29)」

また共働きについても、以前は‘起こりやすい問題をいかに回避するカヂと否定的な意味
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合いがこめられていたが、この時期の記事では実家に預けてうまくいった等、成功例を取り

上げるようになる。このように「主婦の友jでも母親・母性について多様化が認められるが、

父親についての記事も大きく変化する。父親についての記事が増加し、俳優などの著名な男

性が、自らの親体験を語るようになる。1971年の「意外1フイーリング野郎は子ぼんのう」

というグラビア記事では、山本寛斎（デザイナー）や今仁哲夫（ディスクジョッキー）ら、

最新流行を生み出す生活感の感じられない男性たちの、父と子の写真が掲載される(30)。「父

と娘嫁ぎ行く日、父ゆえにこそかみしめる悲哀と喜び」では、高田浩吉（俳優）や長洲一

二（神奈川県知事）らが、娘の結婚における父親の嘆き・悲しみといった心情を吐露する記

事が掲載される(31)。

また1971年には、「こんな人間に育てたい有名人8人に聞くわが子のしつけ」があるが、

こうした家庭のしつけを紹介する記事では、以前は女性有名人だけが語るものであった。し

かし、この記事では米倉斉加年（俳優）や森下泰（森下仁丹社長）等男性有名人が、女性に

混じって、自分の子育て．しつけについて話すようになる(32)。そして、料理についてだが、

｢お父さんは料理人一“うまいものを作るならお母さんには負けない''一」と、母親よ

り父親のほうが勝っているとする記事も見られる(33)。母親像の多様化が進んだこの時期に、

男性が父親としての心情やスタンスを示すことが、男性性を損なうものではなくなり、（教

育専門家以外の）男性による父親像が多く載せられるようになる。

父親に関連する記事の内容を見ると、まず父親の立場に立った記事として、‘子供や子育

てを楽しむ父親の姿勢，が紹介されている。

「香西：赤ちゃん時代の父親なんて楽なものだと思うんですね。おもちゃ気分でいいん

だから。だけど、もの心ついて教育の段階になったら、女房にはまかせておけない、たい

へんだなという気がするんです。（中略）だから今、赤ん坊にかまっているのは親として

は無責任なんです。めんどう見がいいんじゃなくて、こっちが楽しんでいるんです。だか

ら、教育の段階になったらふんどしをしめ直さなくてはと思っているんですが、どうなる

か、あまり自信ないですね。（中略）

先生：そう、ミルクをやったり、おむつをかえたりなんてことはどうでもよい。“おもち

ゃ”として楽しんでいればいいんですよ。（34)」

また専門家による、父親の子育てについての影響力を指摘する記事も増加する。

「父親はあっても弱くて心理的に不在では、男の子は自分の中の男を育てることができ

ないし、女の子は正しい異性観を確立できないのです。（中略）権威を持つことは民主的

でないというふうに誤解して､、子どもにこび、対決を避け、物わかりのよすぎる父親に

変身したからでしょう（中略）封建性を否定すると同時に、ぜひとも残しておかなければ

ならない父親としての本当の権威までも否定してしまったのは、まちがいであった。敗戦

による自信喪失が、現代の父親をそうさせたようである。（35)」

「最近、目立っている学童の登校拒否症は“父親不在”が原因しているとも言われます。

農村地帯では、父親が出稼ぎに行って家にいない場合も多いし、家にいても、しじゅう母

親にあしざまにけなされていたり、子どものことは母親にまかせきりで自分は無関心、と

いう精神的不在のケースが、実に100パーセントだということです。（中略）いかがですか、
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お父さん。男の子を育てる上でお父さんの役割がいかに大事か(36)」

こうした父親の責任についての言及は専門家だけでなく、専門家以外の男性からも実感を

込めて語られるなど、父親の役割の重要性が様々な形で語られる。

「石橋：父親が子どもにかまってやれないのは当然だ、と子どもに思わせるのは親が責任

を放棄していることになるし、甘やかすこともまた、同じ結果になると思うんです｡(中略）

吉岡：今の父親は、一般的に見て子どもの教育に関してサジを投げているようなところが

ありますね。なにかしら、子どもを育てるのは母親の責任だ－というふうに。これ、非常

にまずい傾向だと思います。（37)」

「父親は､忙しさにとりまぎれて子供を見失うときがあると思うんです。いつの間にか子

供が大きくなっていた､親を無視するようになったと。それに気づいたとき、すぐに親子関

係を修復すれば､人生経験も豊かなのだから、なんとか子供に勝てるはずなんです。でも、

案外簡単にギブアップしてしまう。「親はなくとも子は育つ」という古い言葉に依存して

しまう。けれども、その言葉が有効だったのは、昔の共同体があったころなんです。親が

見なくても、隣のおばさんやおばあちゃんがしっかりと育ててくれていたわけです。いま

は、親が見なければ誰も見てくれないのですから、父親はギブアップしてはいけないんで

す。（38)」

このように父親役割の重要性が指摘されるようになったものの、具体的にどのような父親

像が提示されているかのだろうか。例えば「わたくしの父はサラリーマンでした。会社での

仕事を、子どもだったわたくしに語ってくれたことはなかったが、一人の‘‘勉強する男'’と

しての姿勢を見せてくれたものです。決して、勉強しろ、とは言わなかったが、家へ帰って、

ときどき本を読み、書き物をする姿を見て、わたくしと弟は、なんだか勉強したくなったし、

そんな父をたいへん尊敬していました。（39)」という1971年の記事がある。これは‘父親の

背を見て子供が育つ，とする見方である。また、「お父さんに受け持ってほしいのは、育児

における先導的役割。つまり、長い視点でものをながめ、せっかちなお母さん族を監督して

あげてください(40)」と、‘父親の間接的な教育効果，が指摘されている。また1980年に

｢｢教育ママ」から「教育パパ」の時代へいまこそ父親出番の季節」というタイトルで、父

親が主導権を握る時代の到来を思わせる記事が掲載される。ここでは、著名人が父親として

の自分のスタンスを述べているのだが、父親の役割として「オヤジである私の役割は、消防

署みたいなものだと思っています。火が出たら消す役です。(41)」とあり、重大な問題の時

に、父親の出番がくる，と考えている。このように、子育てと父親の関連について述べるよ

うになったものの、基本的に今までの父親像を踏襲したものとなっている。

この時期の唯一新しい父親像として、‘親としての責任をとらない、友達のような父親，

がある。「むしろ子どもがもの心つき始めたころから、いい友だちでいたいなと思ったんで

すよ。親だと思うと責任とか教育とかいろいろめんどうくさいことを考えなけりやならない

けど、友だちになりやそれほど考えることもないでしょう。（42)」これはかつての‘子育て

に責任をとらない父親，の変形とも言えるもので、かつては男性だから子育てをしなかった

父親が、今は自分の楽しみのために子育てに関心をもっている点が異なる。しかし、子育て

はあくまで母親の仕事であり、父親は責任をとる必要はないという立場は以前とは変わらな
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い○

このように、父親役割の重要性が指摘されるようになったが、父親のあり方に対して女性

たちが批判する記事も見られる。

「桐島：最近は、無力な父親が多いから、父親でもなめられてしまうこともあるようね。

俵：なめる、とか、なめない、とかは腕力の問題じゃないのよ。たとえば､親父がいたと

しても､高校生ぐらいの息子とやり合ったら腕力では負けるでしょう。子供をしかるのは、

腕力で支配するのではなくて､最終的に子供に対して威圧感があるかないかは、その人の

持っている人生の重みみたいなものだと思うわよ・（43)」

「父権が失われた、とこのごろよく言われます。でも父権の回復は、昔のような、おこ

りっぽい暴君を家族のトップにすえることではありません。父権とは、父親が家にいて、

もっと家族と接触する権利です。父親不在の日本の家庭を、父親と母親で運営し、男女が

父であり、母であることを楽しめるのが、父権と母権だと思うのです。（44)」

このように、80年代に入っても「主婦の友』誌は、母親が重要であるという見方を踏襲し

ているが、専門家以外の者による多様な母親像が提示されるようになる。また、父親につい

ても、父親であることがカッコいいことであり、自分の楽しみとしての子育てを男性有名人

が語るようになる。しかし新しい父親像は提示されない。子供の問題の解決や子育ての責任

は、やはり母親がとるものであり、子育てのエージェントとしての父親は、無力であると考

えられているのである。

5．母親像の拡散-1990年以降

この時期に、ほぼ「主婦の友」と同期に創刊された婦人雑誌の廃刊が続く。「主婦の友」

誌も、1990年以降に紙面構成が大きく変化する。以前は、ほぼ毎号掲載されていた育児関連

の記事がほとんど消えて、ファッションや美容、財テクなど、母親であることよりも、女性

個人としての生き方にウェイトをおいた記事が多くなっていく。特にこの傾向は1994年以降

顕著になる。1994年1月号から1998年10月号の「主婦の友」では、目次上、子どものことを

扱っているとわかる記事は、「子供の浴衣(1994年8月号)」のような縫い物・編物の特集を

除くと、「子どもの病気、どんなぐあいなら医者に行く(1995年1月号)」「お金をかけずに子

どもを教える知育おもちゃ(1995年5月号)」「｢子どもの保険」どう考える？どう入る？

(1996年2月号)」「うちの子よその子子どものしかり方(1996年10月号)」「私の乗り越え

た「子育ての悩み母親の迷い」(1998年3月号)」の5本しかない。この他、記事の中で子育

てや母であることに言及した記事は、「パートで働く悩み解決法(1993年5月号82-85頁)」

｢子どもの夏休み40日間の私のパート乗り切り体験(1993年8月号58-75頁)」「家事や育児に

負担をかけない仕事の仕方．見つけ方(1994年4月号82-97頁)」「お母さんへの手紙(1997

年5月号)」「主婦のもやもやが少し晴れた(1998年2月号89-110頁)」の5本である。

この時期までは、「主婦の友」誌では女性には何よりも母親役割を求め、子供をもつ主婦

が働くことは経済的な理由から仕方なしにすることであった。しかし「子どもとの距離がつ

かめず、苦労した森下さん。期せずして周りに助けられ、外に出るきっかけを与えられたこ

79



子ども社会研究5号

とで、少し子と§もとの接し方がじょうずになりました。「自分のペースを守って、子とゞもと

はつかず離れずがいいな、とだいぶ思えるようになりました。でも、この前も学童の先生に

怒られました。子どものためにって私がすることは、自分で思っているだけ何だって。先生

はすっかりお見通し。ようやく子育ては得意じゃないなと思えるようになりました。親も子

どもに育てられてるなんて、いまは言いわけみたいに思っています」（45)」と、母親が外に

出て働くことは子供のために意味があると語っている。それと同時に、「自分は子育ては得

意でない」と自然体で話すのも、それ迄にはない傾向であった。

このように、「主婦の友」誌は新しい母親像・父親像を提示することなく、1990年以降、

はっきりと性格を変える。長く重要な価値であった主婦として、母親であることを優先する

生き方から、女性の個人としての生き方を尊重し、母親であることは女性の役割の一つにし

か過ぎないとみなすようになる。また子育てや育児についての扱いが減少したためか、紙面

で父親に言及されることも無くなる。

かつて「婦人倶楽部」や「婦人公論』などタイトルに“婦人”とつけられた雑誌が多かっ

たことからもわかるように、婦人雑誌の多くは女性全般を対象とした誌面作りがなされてき

た。そうした中、「主婦の友」誌は、中流の上層の専業主婦を主な読者として対象を限定す

ることで、中流階層の主婦に、どういう親が望ましいかを提示し続けてきた雑誌である。し

かし現在のように、家族のあり方や価値観、生き方などが多様化し拡散してくると、どの女

性にも当てはまるようなスタンダードな見方はなくなってくる。その結果「主婦の友」のよ

うな総合雑誌では、子育てや育児について、語らなくなってきている。

すでにふれたように、『主婦の友」は専業主婦の登場を背景として刊行された。しかし、

現在のように、女性の生き方が非婚化やDINKS、シングルマザーのように多様化してくると、

それぞれが自分の生き方に応じたメディアを選ぶようになる。そして専業主婦層内部も、社

会参加型から家事専門型、就職予備軍のように細分化され、専業主婦に一般的な生き方を提

示するメディアは成立しなくなる。そう考えると、専業主婦の誕生と共に生まれた「主婦の

友』は、専業主婦的な生き方の衰退と共に、その使命を終えたと考えられる。同時に、見方

によっては、伝統的な母親像・一般的な母親像も、細分化の過程の中で、拡散し、喪失した

とも考えられる。
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