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対談　家事にまつわる『呪い』から
日本のパパ・ママを解放するために

翻訳家、ナチュラル・ライフ研究家
佐光 紀子（さこう のりこ）氏
国際基督教大学卒業後、東レ株式会社に勤務。証券会社で翻訳や調査に携わったあと、フリーの翻訳者に。本の翻訳
をきっかけに、重曹や酢などの自然素材を使った家事に目覚め、研究を始める。2002年、『キッチンの材料でおそう
じする ナチュラルクリーニング』（ブロンズ新社）を出版。以降、掃除講座や著作活動を展開中。2016年上智大学
大学院グローバル・スタディーズ研究科博士前期課程修了（修士号取得）。家事関係の著書はほかに、『心の負担を半
分にする　常識やぶりの「家事半分」術』（PHP研究所）、『やめたら、お家

うち

スッキリ！－モノと手間がグンと減る「楽
チン生活」70のヒント』（大和出版）、『汚れおとし大事典－ナチュラル・クリーニング』『重曹大事典－決定版』（と
もにブロンズ新社）、『男の掃除』（日経BP社）など多数。2017年 11月『「家事のしすぎ」が日本を滅ぼす』（光文社）
を上梓。

司会　佐光さんは東レを退職された後、証券会社
で海外調査のお仕事を経てフリーで翻訳を始め、
その後自然素材を使った掃除の本の翻訳をきっか
けに、自然素材を使った家事に目覚め、この分野
の著作活動やお掃除講座などの啓発活動を精力的
に続けてこられました。素人目には「お掃除講座」
というと、「丁寧な暮らし」や「手作り」「ミニマ
リズム」などの見出しが並ぶ雑誌で紹介されてい
るイメージがあります。しかし、昨年11月に上
梓された『「家事のしすぎ」が日本を滅ぼす』（光
文社）では、日本人が家事をきちんとこなすこと
や配慮の行き届いた子育てを理想としがちなこと
が、母親への見えない圧力となり、家事分業を阻

んでいることを指摘していらっしゃいます。
　一方、弊社の塚越上席シニアコンサルタントか
らは、子育てに関わりたい新米パパや、育休復帰
後の両立に不安を抱えるママを支援するセミナー
において、育児や家事の分担を巡って男女が「こ
うあるべき」という理想論に縛られて苦しんでい
る状況に遭遇する機会がしばしばあるということ
を聞いています。
　女性活躍や男女共同参画、働き方改革などは、
日本人の仕事と家庭に関わる意識を変えていかな
いとこれ以上は進まない、という段階を迎えつつ
あるのではないかと思います。現場の生の声から
「働く人の意識」を拾っているお二人が語り合うこ
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とで、方向性が見えてくるのではないかと思い、
この対談を企画しました。

執筆の契機
司会　まず、佐光さん、『「家事のしすぎ」が日本
を滅ぼす』を書かれたきっかけをお伺いしたいの
ですが。

佐光　2016年に上智大学大学院グローバル・スタ
ディーズ研究科で修士号を取得しました。「日本の
女性と家事」をテーマに書いた修士論文がこの本
のベースになっています。家事分担について論じ
る場合、欧米では家事は概ね「やりたくないが家
庭生活を維持するためにある程度はやらざるを得
ないもの」として認識されており、「自分がやりた
くなければ持てる資源を活用して外注する」のが
自然なこととして議論が進みます。でも、日本人
にインタビューすると、誰も家事を外注したいと
は言わない。「ちゃんと」「きちんと」「自分で」家
事をすることが大事だという価値観が広く共有さ
れている。論文ではこの刷り込みがどこから来た
のか、そして共働き世帯数が片働き世帯数を抜い
て久しい今もいかに根強く残っていて、日本の家
族、ことに妻・母を苦しめているかを検証すると
ともに、そろそろそういう価値観から解き放たれ
ても良いのでは、という提言もしています。修論
発表会でも反響が大きかったので、これをもって
博士課程に進んでさらに研究を進めたいと考え、
某国立大学院を受験したのですが、論文審査は通っ
たものの「女性に反省を求めるようなものは論文
として認められない」と教授から一蹴され、入学
を断られました。

塚越　ひどい話ですね。

佐光　女性が被害者であることを前提とした議論
がベースになっている印象がとても強く、そこに
こだわり続ける日本のジェンダー論は、アカデミ
ズムとしては終わっているな、とあのとき思いま

した。それでアカデミアはあきらめて、でも、イ
ンタビューや調査に協力してくれた人のために何
かの形にしたいと思って、論文は英語で執筆した
ので、日本語に直して光文社に相談したところ、「や
りましょう」という話になって、新書が出たのです。

朝食がアンパンは愛情不足か
塚越　確かにジェンダーの研究を長年やってきた
人ほど、「男性が悪い」という前提で話をする傾向
があるかもしれませんね。私が講師を務めるセミ
ナーで全国たくさんの夫婦を見てきましたが、妻
も認めるレベルで家事・育児を分担している夫や
フラットな夫婦関係もかなり増えてきています。
そういう夫婦に対して女性の被害者意識がベース
になったジェンダー論や、「これだから男性はダメ」
というようなところから入ると、男女どちらから
も一気に引かれてしまいます。

佐光　そう、これからは「どうパートナーシップ
を築いていくか」というところにもっとフォーカ
スすべきですね。「私がこんなに苦労してきたのに
夫は気づいてくれなかった」という妻の被害者意
識・恨み節じゃなくて。一番問題なのは、日本では、
家事や身の回りのことを「ちゃんと」やることが
女性の女性たるゆえんであるということになって
しまっていることです。日本の大人の女性を評価
する言葉は「ちゃんとした妻」と「ちゃんとした母」
の2種類しかないと言っても過言ではないでしょ
う。しかも「ちゃんとした」というのは、往々に
して「家事をちゃんとする」という意味なのです
ね。だから、家事をちゃんとしていないと、家族
や子供に対する「愛情が足りない」ひどい母や悪
妻にされる。例えば、保育園で子供が「今日の朝
ご飯はアンパンだった」と言ったとします。周囲
の反応は「まあ、〇〇ちゃん、かわいそうに」です。
その背景にあるのは安易な菓子パンという手抜き
の朝食を出す母親への批判であり、さらに言えば
「母親が子供の栄養を気にしない」ことへの非難で
す。日本では往々にして、この「気にする」こと
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が愛情のバロメータとみられがちであり、これが
不足すると「ダメ」のレッテルを貼られてしまう
のもよくあることです。でも、そういう見方、そ
ういう評価は、そろそろやめてもいいのではない
かと。それを誰も言わないので、ちょっと私が言っ
てみようかなと思って言ったら「女性に反省を求
めている」と見られてしまいました（笑）。

塚越　「ちゃんと」「きちんと」というところに妻
が縛られていると、夫の家事参画もハードルが高
くなります。スタート地点では妻の家事の方がよ
りクオリティが高いケースが多いでしょうから、そ
れを夫が分担しようとなったとき、最初から同等
のクオリティを求められてダメ出しの嵐になれば
夫のやる気はたちまち失せてしまいます。妻も案
外あきらめが早く、夫の家事のクオリティが低く
てイライラするくらいなら私がやる、となってしま
う。それでどれだけ多くのイクメン志願者が討ち
死にしてきたことか。育休復帰前セミナーに参加
する、結婚してまだ2～ 3年、最初の子が生まれ
たばかりの若い夫婦でも、何回か夫に期待を裏切
られると、早々に妻があきらめて「仕方ないので
私がワンオペでやります」となってしまう。優秀
な女性ならば1人目、ことによれば2人目くらい
まではワンオペで行けてしまうかもしれないので
すが、そうだとしてもこんな早い段階であきらめ
ていたら、この人たちの今後のパートナーシップ
はどうなってしまうのだろうと心配になります。

「呪い」の根深さ
司会　塚越上席シニアコンサルタントが社内での
業務実施報告の中で、男女の役割分担にかかった
「呪い」という表現を使ったときに、佐光さんのご
著書での主張とつながるものがあると思ったのが、
この対談の契機となりました。「きちんとやらな
きゃ」とか「私がやらなきゃ」と必要以上に思っ
てしまうのは、まさに「呪い」だと思います。そ
の「呪い」はいったいどこからきているのでしょ
うか。

塚越　「呪い」というキーワードを使ったのは、某
地方都市で行った男女共同参画フォーラムで、地
元の高校生が男女共同参画、ワークライフバラン
スなどについて学習した結果を発表し、幅広い年
齢層の住民たちと話し合うワークショップを行っ
たときです。そして、このワークショップの最後
に発言した年配の男性が「漢字にも呪いがかかっ
ている」と指摘しました。女偏に家で「嫁」とか、
あと、「嫌」とか「妬」とか、感情に関わるもので
マイナスイメージの強い漢字に女偏が多い。そん
なところにまで呪いがかかっていると考えると、
相当根深いと言えますね。

佐光　確かにそうした文化的に根深い部分もあり
ます。でも「呪い」の根源の一つには、本にも書
きましたが、国が主導して、女性を良質な労働力
を生産する場としての家庭に縛り付けようとした
側面があると思います。

塚越　国家戦略ですか。

佐光　そう。厚生白書、国民生活白書、犯罪白書
では昭和30年代の初頭から「家族力の低下」「家
庭機能の弱体化」が繰り返し問題として取り上げ
られてきています。そして、主に戦後の女性の職
場進出と核家族化に弱体化の原因があると論じら
れてきました。「家族力」や「家庭機能」を明確に
定義しないまま、家族力が高い家庭の子供は非行
に走らないというストーリーや、家事の外部化が
家庭機能を低下させるという暗示が随所に表れて
います。平成に入ってからですら、「早寝早起き朝
ご飯」国民運動が政府主導で展開されています。
朝ご飯を食べること自体は何の問題もありません
が、それが手の込んだ和食主体の朝ご飯が「正しい」
朝ご飯だということになると話は別です。そうい
う「正しい朝ご飯を食べましょう」というキャン
ペーンを文科省が旗を振ってやりだすと、すべて
の自治体がトリクルダウンで進めることになり、
そこに食品メーカーやマスコミも乗っかって、「手

対談　家事にまつわる『呪い』から日本のパパ・ママを解放するために



経営センサー　2018.12
5858

作りの正しい朝ご飯」キャンペーンの嵐。正しく
ない朝ご飯を食べさせるのはダメ母、悪妻にされ
かねません。

塚越　ご著書の中で、OECDが 2015年に実施した
15歳の学力国際比較でトップのシンガポールで
は、朝も夜もホーカー（屋台）でとる家庭が多い
という事実が紹介されていました。文科省や早寝
早起き朝ご飯協議会の「朝ご飯の内容と学力に相
関がある」というような発信は、ミスリードにな
りますね。

佐光　その通りです。朝ご飯をしっかりとってい
る家庭は多分可処分所得の高い恵まれた家庭が多
いと思うし、塾に通っている子供の割合も高いで
しょう。それに対しシングルマザー世帯などはしっ
かりした朝食も塾通いも、ハードルが高いはずで
す。そういうところを検証せずに、いきなり「朝
ご飯の内容と学力の相関関係」と謳うのはどうか
と思います。
　「家事や育児は女性がやるもの」という「呪い」
は日本以外の国でもありましたが、それらの国々
でウーマンリブやフェミニズムなどの波が押し寄
せていた時期に、日本ではあくまでボーイスクラ
ブ中心で高度経済成長を実現するために、家庭の
中での女性の在り方について「呪い」をかけ続け
てきました。自ら築いてきた古い価値観を残しな
がら、今になって国が女性活躍推進を声高に叫ぶ
ことに、私は強い違和感を持っています。

家事は生活技術、密室から解放すべき
塚越　朝ご飯キャンペーンでいえば、最近は食品
メーカーも「朝食は『カップスープ』だけでも
OK」というような広告を打つようになってきてい
るのですが、残念ながら「カップスープ」だけの
朝食はインスタグラムにアップされない（笑）。

佐光　そう。「きちんとやることが愛情のバロメー
タ」と示唆されていて、「きちんとできなければ悪

い母・悪い妻と呼ばれる」というリスクが刷り込
まれている状況の中では、家事とか育児は密室化
されてしまいます。
　「朝ご飯がアンパンだった〇〇ちゃん、かわいそ
う」「お母さんは何しているのかしら」ではなくて、
生活技術として例えば「アンパンよりはおにぎり
の方が栄養的にいいよ」というようなアドバイス
を受けられるような世の中になれば、かなり変わっ
てくるのではないかと思います。

塚越　私が講師を務めるパパ・ママセミナーでは、
家事分担において妻が夫に何を求めているか、夫
が妻から何を求められていると思っているかを
テーマにグループワークをするのですが、その5
年間の回答傾向を見てみると、「何を」期待されて
いるかという内容については、実はそれほど大き
な乖離はないのです。でも、妻からの回答には「何
を」以外に「最後まで」「ちゃんと」「率先して」
などの形容詞や副詞がふんだんに含まれているの
です。そういう妻の期待を忖度できない夫が悪い、
ということになってしまうと男性も立場がありま
せん。そこで、セミナーでは男脳と女脳の志向性
やコミュニケーションの違い（図表1）を示しま
す。ただし、脳の特性は、あくまで傾向に過ぎな
いことや、女性でも男脳があるように、性別と必
ずしもリンクしない点も留意しながらそれぞれの
特性を理解して歩み寄る必要性を訴えています。

図表 1　すれ違いを生む「男女の違い」
男脳 女脳

志向性 問題解決 共感性

コミュニケーション
直接的な表現
結論から話す

婉曲的な表現
必ずしも結論は求めない

行動の特徴 一点集中型 同時進行型

1日の言語数 7千語 2万語

出所：『新しいパパの教科書』（学研マーケティング）一部加筆

佐光　そうですね。妻にとっては「お米を研ぐと
いえば、普通は炊飯器にセットしてスイッチを押
すまでなのに、夫は研ぐところまでしかやってく
れない」「ゴミを捨ててと言われたらゴミ箱に次の
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ゴミ袋をかけておくものじゃないの？」ですが、
夫にとっては「そんなこと言ってくれなきゃ分か
らない」です。本来そういうところもちゃんとす
り合わせて分担していく必要があると思うのです
が、多くの女性が「最後はどうせ私がやらなきゃ
いけないんだわ」という大前提を持っているので、
不満を持ちながら妻が最後を引き取る。それを続
けているとどこかで不満が爆発してしまいます。

塚越　会社の仕事だって、上司が途中から引き取っ
てしまったら、部下はいつまでたっても育ちませ
んよね。新人に「これコピーしておいて」とだけ
指示して、アウトプットのイメージが違っていた
ら「近頃の若い奴は気が利かない」というレッテ
ルだけ貼ってしまったら、部下だってやる気が出
ません。仕事であれば面倒でも手取り足取り、教
えるけれど、家事ではそれが成り立たないのは、「呪
い」や「密室化」があるからでしょうか。

佐光　おっしゃる通り、「呪い」の弊害のひとつは
「私のやり方でやらなければ家事とは言わない」と
いう思い込みが周囲を追い込むという側面です。
仕事で上司に「このやり方でなければ仕事とは認
めない」と言われたら、誰だって嫌ですよね。も
う一つは「私、これはできない」と言えない状況
を作ってしまうことです。妻が「自分できちんと
やらなきゃ」と思い込んでいるから、親や周囲の「ご
主人にやらせているの？」という空気感を必要以
上に辛く感じてしまう。

塚越　ワンオペ子育てではなく、夫婦がチームを
組んで子育てを成功させるための要件の一つとし
て、「ヘルプシーキング志向＝人に助けてもらうこ
とは良いことだという認識を持つこと」があると
言われています。でも「呪い」の下では「できない」
「助けて」と言ったらそれは「ダメ母」ということ
になってしまうので、そういう認識が育ちにくい
ということですね。

「呪い」を解くためのアプローチ
司会　企業の中でも未婚の若い女性が将来の両立
不安を抱えて立ちすくんでいる実態があり、女性
活躍推進のネックとなりかねないと感じるのです
が、不安の背景には家事にまつわる「呪い」も大
きな要素としてあると思います。家事というプラ
イベートな領域で、しかも個人の意識に関わる問
題なので、どうやって変えていくか非常に難しい
ですよね。

塚越　夫婦同伴のセミナーは有効だと思います。
若い夫婦でも、無意識に自分たちの両親の分担関
係に引きずられているケースがみられます。しか
し、それは20～ 30年前のモデルであって、今の
社会環境で同じことしようとすると辛くなるよ、
ということを夫婦ともに認識してもらって、自分
たち両親の呪いを解き放ち、ゼロベースで自分た
ち夫婦の分担関係を構築するきっかけづくりを
やっています。この取り組みは、自治体主催の場
合もありますが、ここ数年は企業主催が増えてい
ます。夫婦は社内結婚とは限りませんので、他社
勤務であろうとパートナーを当社セミナーに呼ん
で来いというわけです。企業がそれぞれの夫婦の
役割分担にまで手を突っ込まないと、女性活躍推
進も働き方改革も進まないという危機感からです
ね。

対談　家事にまつわる『呪い』から日本のパパ・ママを解放するために
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佐光　私は東京23区内のある区で、広い意味で
の gender equality の啓発活動のお手伝いをしてい
るのですが、最近では確かに育休明け直前の女性
への支援が多くなってきてはいます。その他にも、
年齢・性別を問わず家事について思うところを語
り合う「家事カフェ」というイベントも行っていて、
多様な家事の在り方について共有し、家事を密室
から外に出すと、いろいろな気づきがあり、夫婦
の関係や家事への関わり方も変わってきます。
　先日、末の娘がひょっこり「家事カフェ」に現
れて、私の「ヘルプシーキング」の話をしていき
ました。中学に入った娘に、制服にアイロンをか
けてほしいと言われたのですが、「そんなこと毎日
やったら、きっとすごく不機嫌なるから、無理。
家の中が回せない」と答えたんです。当時彼女は、
「そうか、ママができないなら私がやってあげよう」
と思ったそうで、自分でやるようになり、今や我
が家のアイロン名人です。
　呪いを解く上では、「任せたら最後まで」も大事
ですね。夫が「今日、残業で保育園のお迎えに行
けなくなった」と連絡して来ても、妻が引き取る
のではなく、「保育園に電話して交渉してみて。後
で結果だけ教えて」と、最後まで任せきる。「結局

最後は私に頼ってくるのね」と怒りを抱えながら
も引き取っていると、子供に何があっても保育園
からの連絡は常に妻の方に来るという状況を脱す
ることができません。

塚越　私たちが子どものころそうであったように、
子どもたちは私たち夫婦の日々の様子を見て、そ
の家族像を刷り込まれています。セミナーでは、
妻に対して「モヤモヤを感じながら自分がやって
しまうと、それが「呪い」となって子供の世代に
伝染してしまいます。それで良いのですか？」と
伝えることもあります。夫の側にも、いまだに「男
は稼いでなんぼ」という考えの人もいますが、何
かの原因で稼げなくなったら家庭内で価値がなく
なるのですか？と。男性の方も「稼いでいるから
居場所がある」一方、それしかない弱さを感じて
いるのかもしれません。

佐光　女性も同じですね。家事を愛情のバロメー
タとして使うことをやめ、「家事が上手でなくても
大切な妻、大好きなママ」というような家族関係
を築ける世の中になることを切に願います。

ヒューマン・ディベロップメント


