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妊娠出産に関する調査研究

妊娠出産子育て基本調査

調査年
調査方法

第１回２００６年、第２回２０１１年
郵送による質問紙調査

調査対象 妊娠後期～２歳の子を持つ夫婦
第１回 ５，７７３サンプル
第２回 ５，４２５サンプル

テーマ 夫婦が妊娠出産子育てをどのように
乗り越えていくのかを調査
４年間の縦断調査も実施

http://berd.benesse.jp/jisedaiken/research/researc
h_23/index.html#down_load

未妊レポート

調査年
調査方法

第１回２００７年、第２回２０１３年
インターネット調査

調査対象 第１回 ２５～４５歳の子のいない女性
未婚５００、既婚５００サンプル
第２回 ２５～４５歳の子のいない男女
未婚男性１,０３７、未婚女性１,０３９
既婚男性１,０３５、既婚女性１,０４８

テーマ 子どものいない男女の「子どもを持つこ
と」「産み時」に関する意識、妊娠に向け
ての行動実態

http://berd.benesse.jp/jisedaiken/research/researc
h_04.htm

第２回調査は
分析途中のため、
主な傾向を
ご紹介します。
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「未妊レポート」調査のきっかけ

２００６年、
妊娠したい人が「たまごクラブ」を買って読んでいることが
読者アンケートなどから分かり「ママになろうよ」を発刊

↓

読者はどんな人なのか？ より正確に知るために、
2007年8月に研究所と事業部が協力して
調査を実施した

今年度、６年ぶりに経年調査を実施することになった
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２０１３年 「未妊レポート」サマリー

未婚女性 未婚男性

2013年
調査

結婚意向 63.2％ 50.5％

交際相手なし 63.5％ 73.9％

子ども意向 54.2％ 48.9％

妊活認知 64.5％ 35.3％

卵子老化認知 64.8％ 40.4％

2007年
調査

結婚意向 62.6％ ――

交際相手なし 50.4％ ――

子ども意向 61.4％ ――

既婚女性 既婚男性

2013年
調査

子ども意向 56.9％ 67.3％

子ども意向有のうち
今すぐ欲しい

74.0％ 71.1％

妊活認知 74.8％ 41.6％

卵子老化認知 73.6％ 47.0％

2007年
調査

子ども意向 58.2％ ――

子ども意向有のうち
今すぐほしい

60.8％ ――

◆未婚女性の６割、未婚男性の７割は交際相手がいない。

◆既婚者の子ども意向は、女性６割弱＜男性７割弱。男性のほうが多い。

◆既婚者で子ども意向のある人のうち、「今すぐ子どもを持ちたい」は男女ともに７割
（既婚者全体の４～５割を占めている。女性は2007年調査より１割以上増加）

◆「妊活」「卵子老化」の認知は、男女間の差が大きい。

結婚意向 ：「ぜひ+できれば」結婚したい
子ども意向：「ぜひ+できれば」子どもが欲しい

子ども意向：「ぜひ+できれば」子どもが欲しい
今すぐ欲しい：子ども意向がある人のうち、今すぐ子どもを持ちたい人
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未婚女性の結婚意向は6年前と変化なし

2007年（未妊レポート） 2013年（未妊レポート）

未婚女性の結婚に対する気持ちは
大きな変化がなかった。

「ぜひ＋できれば結婚したい」
未婚女性は6割なのに対し、
今回、新しく調査した未婚男性は5
割。

未婚男性は、20代～40代のどの年代
にも「結婚について考えていない」が
２割いる。

29.8

32.8

21.0

4.0
12.4

結婚に対する気持ち

未婚女性

ぜひ結婚したい できれば結婚したい

結婚してもしなくてもよい 結婚はしたくない

結婚について考えていない
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未婚女性の「交際相手はいない」、6割に増加

10.6

39.0
50.4

現在、交際している人はいますか

（未婚女性）

結婚が決まっている、または婚約中

交際している彼はいるが、結婚は具体的に決まっていない

交際している彼はいない

2007年（未妊レポート） 2013年（未妊レポート）

未婚女性の
「交際相手はいない」は
5割→6割に増加。

今回新しく調査した、
未婚男性の7割が
「交際相手がいない」
と回答している。

35～39歳では、男性8割弱、
女性7割が「交際相手がいな
い」、と回答している。
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子ども意向は未婚女性で減少、既婚女性は変化なし

33.0

31.6

28.4

26.6

15.0

20.4

8.6

7.2

15.0

14.2

未婚（500人）

既婚（500人）

子どもを持つことについて（未婚・既婚女性）
ぜひ子どもが欲しい

できれば子どもが欲しい

子どもはいてもいなくてもよい

子どもは欲しくない

子どもを持つことについて考えて

いない

58.2

2013年調査では、未婚女性の子どもを持つ意向が約７％減少していたが、
既婚女性は変化がなかった。
2013年に新たに調査した未婚男性では約5割、既婚男性で約7割が
「ぜひ＋できれば子どもが欲しい」と回答している。

2007年（未妊レポート）

2013年（未妊レポート）

61.4
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子どもを持たない理由は男女で違いが見られる

◆「子どもを持ちたい理由」は、「ぜひ」「できれば子どもが欲しい」と回答した人にその理由を回答してもらった。
19項目について、「あてはまる」の上位5項目を表示

◆「子どもを持たない理由」は、「子どもはいてもいなくてもよい」「子どもは欲しくない」「子どもをもつことについて考えて
いない」と回答した人にその理由を回答してもらった。18項目について、「あてはまる」の上位５位を表示

子どもを持ちたい理由（2013）
既婚男性 ％ 既婚女性 ％

１ 自分の子どもが
欲しいから

69.4 自分の子どもが
欲しいから

70.6

２ 好きな人の子ど
もが欲しいから

53.0 好きな人の子ど
もが欲しいから

64.3

３ 孫を見せて親を
喜ばせたいから

42.1 孫を見せて親を
喜ばせたいから

58.5

４ 配偶者が欲し
がっているから

38.9 自分の年齢に

リミットを感じて
いるから

51.8

５ 子どもが好きだ
から

33.8 子どもをもつこ
とで自分の成長
できそうだから

44.2

子どもを持たない理由（2013）
既婚男性 ％ 既婚女性 ％

１ 今の生活レベル
を維持したい

30.8 子育ては大変そう 48.2

２ 自分の時間を大
切にしたい

28.6 自分の時間を大
切にしたい

39.0

３ 子育ては大変そ
う

27.6 今の生活レベルを
維持したい

32.7

４ 経済的に余裕が
ない

26.5 親になる自信がな
い

32.5

５ 今の社会環境で
は、安心して子
育てできない

25.4 今の社会環境で
は、安心して子育
てできない

31.2
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妊活、卵子老化の認知度

「妊活」「卵子老化」について

未婚女性は両方とも６割台、既婚女性は7割台が
「聞いたことがある」と回答。

それに対し、
未婚男性は３割台、既婚男性は4割台の認知。

男女の認知の差が大きい。
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妊娠出産に関する情報提供のスタンス
（ベネッセの場合）

１．正確な情報を分かりやすく伝える

２．共感をベースにサポートする
Continuous Emotional Support   －Dana Raphael

①相手の置かれている状況を理解する

②good newsを伝える（幸せを伝える、不安取り除く）

③内容吟味したうえで、体験者の話を伝える
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Continuous Emotional Support   
－Dana Raphael “The Tender Gift：Breastfeeding”
私の友人でもあるアメリカのＤ・ラファエル女史（マーガレット・ミード先生の
お弟子さんの医療文化人類学者）は、自然界をみても、人間の歴史をみても、
子孫を残す重要な時期、すなわち女性（雌）が妊娠・分娩・育児をするときは、
必ず女性どうしの助けあいが行なわれているといっています。
その「助け人」のことを、ラファエル女史はドゥーラとよびました。こまごまと
雑用を手伝ったり、優しく勇気づけるコンパニオンのような女性です。もともと
はギリシャ語で「奴隷」という意味です。ギリシャでは男性の場合、まさに奴隷
ですが、女性の場合は妊娠、分娩、育児を助ける人で、大変尊敬されている
のです。

動物の世界では、たとえばイルカは陣痛がはじまると、仲間の雌のイルカたちが母親イルカをとり囲
んで泳ぎ赤ちゃんが生まれるのを助けます。さらに生まれてきた赤ちゃんに息をすわせるために、赤
ちゃんをつきあげて海面に押し上げることもやるのです。ゾウも陣痛がはじまると、ほかの雌のゾウた
ちが母親ゾウをとり囲みます。外敵に襲われないように、分娩中の母親ゾウを守るのです。

そうあってこそ、母親は安心して子どもを生むことができます。生むのは母親ですが、安心して生み
なさい、私たちが守っていてあげますよ、というように周囲が心身ともに母親を支え優しく勇気づけて
あげるのです。すなわち、エモーショナル・サポートで、動物にも人間にも、生命のバトンタッチのため
に行動のシステムとしてあるのです。

小林登 著（小児科医、東京大学名誉教授、CRN名誉所長、元ベネッセ次世代育成研究所所長）
CRN(チャイルド・リサーチ・ネット）より http://www.crn.or.jp/LIBRARY/KOBY/KOSODATE/cbs0013.html
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妊娠出産に関する情報発信をする際の留意点

多様化している30代以降への情報提供は丁寧に

現在、１０代・２０代の人には妊娠出産に関する科学的情報を伝えることで、
今後のライフプランを検討する際の参考にできる。学校教育等の中で実施できるとよい。
難しいのは３０代以降の人への発信。
正しい知識を得ることで妊娠出産の機会を逸しないで済む人もいるが、
結婚・子ども意向はあるが、交際相手がいないという人、
経済環境などが厳しくて、すでに子どもを持つ意欲を失っている人もいて、
多様化している。
対象者の状況を十分考慮し、情報提供の内容や方法を工夫する必要がある。

男性を対象とした情報発信の強化を

「妊活」「卵子老化」の男性の認知はまだ低い。
妊娠出産に適切な年齢があることを知ることで、
男女の子どもが欲しいと思うタイミングのズレや、
高年齢での出産リスクを負うことを防げる可能性がある
また、子どもを産むことを女性が抱え込むことも防げるのではないか
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参考：30代以降の人たちは多様化している
10歳 15歳 18歳12歳

小学
生

中学生 高校生

20歳

25歳

25歳

30歳 35歳 40歳 45歳

未婚者

既婚者

子育て中の夫婦

結婚意向：女性６割、男性５割
子ども意向：女性６割、男性５割

交際相手いない
女性６割、男性７割

子ども意向：女性６割弱、男性７割
うち７割はすぐ子どもを持ちたい

大学、短大
専門学校

社会人

未妊レポートの調査対象者

ライフ
プラン

状況に合わ
せた情報
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