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平成 23年以降の情報提供の状況 

民間団体や個人によって行われる妊娠・出産等に関する情報提供事例の収集・整理を実施

した。収集・整理の対象となるテーマは「結婚・婚活」、「妊娠・出産」、「子育て」等。情

報提供をしている媒体には、テレビ番組、雑誌、新聞、著作物、ウェブサイト、携帯電話

のアプリ等が含まれ、各メディアの記事や事例のキーワード検索を行った。対象期間は平

成 23年以降の直近 3年間。 

さらに、複数の広報の専門家により、テーマごとに世の中に影響を与えた事例や、一般国

民の関心を広く集めた事例、正しい知識の普及に努めた事例など、幅広い視点で情報収集

し、分析を行った。以下、テーマごとに、どのような媒体が情報・内容を提供しているの

かを提示・分析する。 

１． 結婚・婚活 

「結婚・婚活」に関する情報提供している媒体は、女性誌と電子版新聞を含むウェブサ

イトが多い。 

女性誌には、未婚女性をターゲットにしたポジティブな結婚特集が多くみられる。 

ウェブサイトでは、同じく未婚女性に向けた失敗しない結婚指南、広く国民に向けた結

婚に関わるファクトである「若い女性の専業主婦志向」や「未婚率の上昇」等が多く掲

載されている。 

(1) 結婚願望を高めるような女性誌のポジティブな 

結婚特集やタレント本 

①「28.5才からの結婚できる法則」GINGER2012年 7月号（株）幻冬舎

そろそろ結婚しないとまずいかもと焦り始めるター

ニングポイントを 28.5 歳と位置付け、結婚するため

に今何をするべきかを考える特集。 
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②「キュンキュンときめく恋してる？」anan No.1879  

（株）マガジンハウス（2013/10/30発売） 

  

長澤まさみ、相武

紗季、栗山千明、

福田沙紀という 4

人の人気女優の恋

愛観や 62 歳にな

って結婚に至った

桃井かおりを特集。 

 

 

 

 

 

③「ユキナ婚。」著者/木下 優樹菜 （株）講談社（2011/2/19） 

 

ファッション誌 ViViの読者モデルとしてスタート

し、若い女性の手に届く身近でかっこいい憧れの

存在である木下優樹菜の結婚を中心としたプライ

ベートブックが、若い女性の共感を得て 13万部を

突破。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 震災による絆婚の増加 

①「婚活＆絆婚が急増！？震災が与えた影響とは？」セキララゼクシィ（2011/9/9） 

 震災は、恋愛や結婚観にも影響をもたらした様子。震災がきっかけで彼との絆を再確認

した“絆婚”や、結婚への意識が高まり、“絆”を求めて婚活をする独身女性が増加し

ているという。 
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(3) 若い女性の専業主婦志向、男性の共働き志向 

①「家庭志向の女はもうモテない!? 最近の男が結婚したいのは「ちゃんと稼げる女」

Peachy（2012/9/1） 

男性が考える「理想のお嫁さん」は、一昔前の”堅実で家庭的”から、”ちゃんと稼げ

る女性”へと変化しているという。都内に勤める 30～40代の会社員の男性にアンケー

トを取ってみたところ、比較的若い世代、とくに 30代独身男性ほど「共働き派」がや

や優勢という結果になった。 

  

②「20、30 代女性の専業主婦志向高まる 女は“家事プラス趣味”がいい」      

Jcastニュース（2010/6/6） 

専業主婦になりたい 20、30歳代女性が増えている。不景気の影響もあって、若い女性

が仕事をしてキャリアが積み上がっていくケースが少なくなっていることが原因のよ

うだ。希望を失った彼女たちは、その代わりにパンを焼いたり、料理に手間をかけた

りといった、専業主婦としての生き方に、魅力を感じていると考えられる。 

 

③「結婚したい会社」AERA 朝日新聞出版（2012/9/24） 

女性が結婚したい男性の就労企業は大手商社などが圧倒的な人気で、経済的安定が何よ

りも勝っている。専業主婦願望が高まっていることも、女性が高収入男性を求める一

因となっている様子。 

 

④「理想の結婚相手は“三高”より“三平”―だが、女性が男性に求める 

年収 682 万円」マイナビニュース（2012/8/13） 

理想の結婚相手に関するアンケート調査（結婚相手紹介サービス「ノッツェ」を運営

する結婚情報センターの会員を対象）によると、以前は「三高＝高収入・高身長・高

学歴」だった結婚相手の希望条件が、今は全体の 78.0%（男性 81.9%・女性 72.8%）が

「三平＝ 平均的な年収・平凡な外見・平穏な性格」と回答。 

一方で、相手に求める年収は、男性は女性に 301.7万円を、女性は男性に 682.6万円

を希望しており、特に女性は最低でも 427.0万円と回答するなど、実際には日本のサ

ラリーマンの平均年収 412万円（2010年「民間給与実態統計調査結果」国税庁）より

も高い希望を持っていることが分かった。 
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(4) 新しい出会いの場“街コン” 

①「街コン婚活成功率３％ 全国で 60万人参加」日経 MJ（2013/5/27） 

100人以上の男女が定められた飲食店を巡る町ぐるみの大規模な合コン「街コン」。 

昨年の開催数は全国で約２千回にのぼり、延べ 60万人が参加したという。 

日経ＭＪの調査では、参加者の３％が結婚・婚約するなど大手婚活会社並みの高水準で

あることがわかり、飲食店、挙式費用など経済波及効果は年間 1400 億円超という試算

となった。今や街コンは「出会いの創出」と「地域活性化」の役割を担うイベントとし

て定着している。 

 

②「小池百合子氏が会長の「婚活・街コン推進議連」を自民に設立」産経新聞

（2013/11/27） 

自由民主党有志が「婚活・街コン推進議員連盟」を立ち上げ、2013年 11月 27日に設立

総会を開いた。 

 

(5) 未婚率の上昇 

①「結婚しない? できない?--男性の「生涯未婚率」が 2割を突破、30年前の 10倍に」      

マイナビニュース（2013/6/26） 

2013 年版の「少子化社会対策白書」によれば、20～39 歳の未婚率は男女ともに上昇

し続けているという。また、パートや派遣など非典型雇用者の結婚率が正社員の半分

以下となった調査結果から、「就労形態の違いにより家庭を持てる割合が大きく異な

っていることがうかがえる」と分析。 
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２． 妊娠・出産 

「妊娠・出産」に関する情報を提供している媒体は、新聞、テレビ、雑誌、ウェブサイ

ト、アプリ、書籍と幅広い。 

新聞とテレビは、広く国民に向けたもので、妊娠・出産に関わるリスクを報道するもの

が多い。その内容をみると、「卵子老化」や「マタニティーハラスメント」など女性側

のリスクを発信するものが多い。 

商業誌やウェブサイトなどの媒体では、有名人の高齢出産や産後ケアなども話題として

取り上げられている。 

一方で、男性の妊娠・出産への理解を促す漫画も登場している。 

また、妊娠出産を人生設計の一つとして早い時期から計画を立てることを促すような情

報もみられる。 

 

(1) 卵子老化・男性不妊など、不妊治療に関する事実情報 

①「産みたいのに産めない ～卵子老化の衝撃～」 

NHKクローズアップ現代（2012/2/14放送） 

女性の社会進出につれ晩婚化が進む中、不妊治療・検査の経験がある夫婦は 6 組に 1

組とも言われる。そんな中で、同番組で「卵子は老化する」という衝撃的な事実が初

めて報道され、反響を呼んだ。 

20 代～30 代前半まで仕事に打ち込み、30 代後半になってから結婚・妊娠を真剣に考

え始めた時には、すでに卵子の老化が始まり「妊娠適齢期」を過ぎてしまっていると

いう事実が明らかになり、不妊に悩んでいるカップルだけでなく、今まで妊娠に対し

て意識が希薄だった独身女性も妊娠について自分事として考えるきっかけとなった。 
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②「産みたいのに産めない ～卵子老化の衝撃～」 

NHKスペシャル（2012/6/23放送） 

同番組では、医療機関と、不妊治療を経験した人への大規模アンケート調査を実施し、

不妊治療の実態を報道。 

「卵子老化」を知らないことによって広がってしまう不妊がある一方で、「卵子老化」の

事実を知っても、簡単に妊娠・出産ことができる社会ではない現実も紹介。 

同番組 HPへのアクセスは 100万件を突破するなど大反響を呼び、不妊は個人の問題では

なく、社会全体が関わらなければ解決には結びつかない問題であるという、多くの人が

当事者意識を持つきっかけとなった。 

 

③「産みたいのに産めない ～卵子老化の衝撃～」著者/NHK取材班 文藝春秋(2013/5/31) 

大反響を呼んだ NHK スペシャル「産みたいのに産

めない ～卵子老化の衝撃～」の書籍化。同書で

は、7000 人を超える不妊治療経験者のアンケート

調査をもとに、卵子老化と不妊の現実と背景を多

角的に検証。 

卵子老化による不妊は社会全体の問題であること

に加え、男性側の理由による不妊が知られていな

いなど、日本では正しい不妊に対する知識が不足

しており、それが不妊を広げる一因にもなってい

ることから、若年時からの不妊に対する教育の重

要性が読み取れる。 

また、海外の省庁や医療機関、不妊治療中のカッ

プルなどに取材を行ったり、東京の街頭で外国

人・日本人含め様々な人にインタビューを行うな

どし、世界の中での日本の不妊に対する意識や状況を浮き彫りにした。 
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④「不妊社会 ～生みたい、育てたい～」NHK首都圏ネットワーク（2012年 4月～） 

大反響を呼んだ「卵子老化」のテーマをさらに発展させた、シリーズ企画「不妊社会

～生みたい、育てたい～」を NHK首都圏ネットワークで放送。 

同企画では、男性不妊の治療法、卵子提供の実態、高校生など若い時に卵子老化を学

ぶ大切さなど、様々な角度から取材し、放送した。 

  

 

⑤「急増 卵子提供」NHK クローズアップ現代（2013/1/10 放送） 

「卵子老化」による不妊が深刻化している今、自分の卵子では妊娠できず、海外に渡

る女性が急増している。しかし、卵子提供による出産は管理が難しく、さらに、生ま

れた子どもに遺伝上の親が異なることをどう伝えるかなど課題も多い。国内の議論が

進まない中で、海外での卵子提供という現実だけが先を行く今、この問題とどう向き

合うべきか考える。 
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⑥「妊活バイブル 晩婚・少子化時代に生きる女のライフプランニング」  

著者/ 齊藤 英知・白河 桃子 （株）講談社 プラスアルファ新書(2012/3/20) 

 

女性の社会進出が進み、晩婚化が加速する中、かつてのよう

に「いつか自然に結婚して子供を持つのが当たり前」という

意識では、欲しいと思ったときにできないこともある。妊娠

適齢期や卵子の加齢、不妊といった、妊娠にまつわる知識を

正しく身につけることで、自分にベストなライフプランを描

く「妊娠活動=妊活」を啓蒙する。 

 

 

 

 

 

⑦「卵子老化の真実」著者/河合蘭  （株）文藝春秋 (2013/3/19) 

 

見た目の老化は止められても、卵子の老化は止められない。そ

んな中で、本当のところ、いつまで産めるのか？という漠然と

した不安を持つ女性たちに向け、誤った情報による不安を解消

し、現実と向き合う重要性を示す。 

 

 

 

 

 

 

⑧「男性不妊症」朝日新聞（2013/10/21） 

国内では、夫婦の１０組に１組が不妊に悩んでいると説もあるが、海外の研究論文な

どによると、不妊症の半数近くは男性側に原因があるといわれる。男性不妊症の夫婦

の実体験を取材。 

 

⑨不妊治療のネックは「男のプライド」PRESIDENT Online（2013/11/29） 

実は妊娠には男性の年齢も大きく関わっているという。にも関わらず、夫のプライド

でクリニックに行くタイミングが遅くなってしまう夫婦も多いという。不妊かもと思

ったら、夫婦揃ってクリニックに行くことを推奨。 
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(2) 妊娠したら退職すべきなのか？“マタニティーハラスメント” 

①「嫌がらせ、退職勧奨…マタニティーハラスメント」中日新聞 web（2013/11/8） 

働く女性が妊娠や出産によって、嫌がらせや退職勧奨などの不利益を受けるマタニテ

ィーハラスメント。日本労働組合総連合会の調査では妊娠経験のある、働く女性の四

人に一人が「心ない言葉を言われた」などの被害を経験していることが分かった。出

産を機に六割の女性が仕事を辞めるといわれる中、働き方の見直しなど、企業側にも

一層の対策が求められる。 

 

②「なくそう「マタハラ」 連合、サイトで法律など紹介」日経新聞電子版（2013/11/25） 

働く女性が妊娠、出産を理由に解雇や嫌がらせを受けるマタニティーハラスメント

（マタハラ）を防ごうと、労働団体の日本労働組合総連合会は出産や子育てに関係す

る法律などを、漫画を交えて分かりやすく紹介する「働くみんなのマタハラ手帳」を

つくり、ホームページで公開している。 

 

(3) 望まない妊娠・出産 

①「“望まない妊娠” 女性たちの現実」NHKおはよう日本（2013/2/18） 

経済力のなさ、未成年での妊娠等、自分で育てられない女性たちの出産を手助けし、

産まれた子どもを養子に出す活動をしている NPO法人 Babyぽけっとを取材。 

 

②「赤ちゃんポスト６年 課題は？」NHKニュースウォッチ 9（2013/5/22） 

親が育てられない子どもを預かる「赤ちゃんポスト」を設置する熊本の病院では、6

年間で 92人の赤ちゃんが預けられたという。病院の取り組みを取材。 

 

(4) いのちの選別に関する問いかけ 

①「出生前診断の現実 夫婦に迫る"重い決断"」日本テレビ NEWS ZERO（2013/2/14） 

リスクがなく、胎児の一部の染色体異常がわかる確率の高い新型出生診断がスタート

する中、"命の選別"につながるのではと、議論を呼んでいる。出生前診断を受けると

いうことはどういうことなのか。夫婦の葛藤を取材。 
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②「子供の遺伝子予測、米企業に特許 “デザイナーベビー”と批判」産経ニュース電子

版(2013/10/20） 

両親の唾液などに含まれるわずかな遺伝子情報を解析し、生まれてくる子供の目の色

や背の高さ、がんなどの病気になるリスクを予測する手法の特許が米国で認められた。

生命倫理の専門家は、予測を利用して提供者などから精子や卵子を選ぶと、望ましい

特徴を持つ子どもを生む「デザイナーベビー」につながりかねないと批判。 

 

(5) 妊活 －ポジティブな妊娠＆出産応援の商業誌 

①「いつか産みたい、産んですぐの、働く女性必読 母になる 学校開校！」 

クレア 2013年 11月号 (株)文藝春秋 

 

妊娠から職場復帰までの流れや仕事と育児を両立し

ている先輩ママの実体験などを紹介する、キャリア

ウーマン誌クレアの妊活特集号。女性のキャリアプ

ランを考える中で妊娠を取り上げた先駆的な内容の

同誌は好評を博し、現在シリーズ化されている。 

 

 

 

 

 

 

②「妊活スタートブック」FRaU Body 妊活スタートブック(2011/7/12発売)  

（株）講談社 

 

妊娠中・出産後の仕事のやりくりやカラダのケアな

ど、漠然とした不安や疑問に徹底的に答える、「妊活」

に関する保存版ムック。女性の流行に敏感なファッ

ション誌が「妊活」を取り上げたことが話題となっ

た。 
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③「パパになるための心構えや行動のアドバイスが満載の“男の妊娠読本”」 

妊すぐ発売号  （株）リクルートホールディングス  

マタニティ誌の「妊すぐ」は、プレママを通じて、パートナーの夫に具体的なパパの

イメージを持ってもらう工夫として、講談社の漫画週刊誌『モーニング』掲載の産科

医を主人公とした人気漫画『コウノドリ（鈴ノ木ユウ著）』とのコラボを行い、パパ

になるための心構えや行動のアドバイスが満載の「男の妊娠読本」の特別付録を企

画・販売。 

【特別付録仕様】B6コミックサイズ/中綴じ/64Ｐ 

     

 

(6) 有名人の妊娠・出産体験 

①「東尾理子さん（36）密着 増える“産みたい”女性」日本テレビ NEWS ZERO（2012/5/3） 

俳優の石田純一と結婚した東尾理子の治療に密着。妊娠しやすい体づくりのために、

はり治療等を行うなど日々努力している様子を報道。 

 

②「Rinka's Only Days」著者/梨花 （株）SDP (2011/11/9) 

 

カリスマモデルとして活躍する一方でバラエティ番組に

も出演する梨花は、30～40代女性にとって身近な憧れの存

在として捉えられている。デビュー20 周年を目前にして、

そして新しい命を授かった彼女が、これを機に 改めて

“モデル梨花”を振り返り見つめなおしたライフスタイ

ルブック。等身大の憧れだった梨花が一般男性と結婚し、

妊娠・出産したことは、同年代の女性に影響を与えた。 

 

 


	表紙
	平成23年以降の情報提供の状況
	１． 結婚・婚活
	２． 妊娠・出産

