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変化の一端を示すものと言える。
「当然だ」という人は，その後も増加し続

け2003年には86%に上っている。男性より
女性，高齢者より若い人のほうが「当然だ」
と答えた割合は高い。また，女性の家庭と職
業のあり方に関する質問で，「結婚したら，
家庭を守ることに専念したほうがよい」と考
えている人は1973年の35%から2003年には
13%にまで減少している。ライフスタイルの
変化は続いている 2）。

今，日本人はどのような食生活をしていて，
食に関してどのような価値観をもっているの
かを把握するために，今年3月「食生活に関
する世論調査」を実施した。8月号では，そ
の調査結果を，食べることを中心に分析し，
若い人たちの中に食に無頓着な傾向がみられ
ることなどを報告した。それに続いて，本稿
では，料理をつくることを中心に結果を分析
していく。「男子，厨房に入らず」という言葉
は，若い人にとってはもはや死語と言える状
態であろう。「厨房」という言葉を耳で聞いて
思い浮かぶのは，インターネットの掲示板「2
ちゃんねる」で使われる“厨房”（中坊→中学
生→ガキっぽい）という人もいるに違いない。

一方で，実際には共働きであっても主婦の

  はじめに

NHKの「きょうの料理」が始まったのが
1957年（昭和32年）であり，50年近く続いて
いる“超”長寿番組となっている。専業主婦
を主な視聴者と想定した料理教室番組として
スタートした「きょうの料理」は，“ライフス
タイルの変化と食生活の多様化”に対応する
ために，1983年（昭和58年）に内容の大幅な
改訂が行なわれ，その際，土曜日に「男の料理」
が新設された 1）。

NHKの「日本人の意識調査」は，1973年か
ら5年毎に実施してきて，これまでに30年に
渡るデータを蓄積してきた長寿調査である。
その中に，夫が家事を手伝うことについての
質問がある。「台所の手伝いや子どものおも
りは，一家の主人である男子のすることでは
ない」という考えと「夫婦は互いにたすけあ
うべきものだから，夫が台所の手伝いや子守
をするのは当然だ」という考えのどちらに賛
成かを尋ねるものである。家事を手伝うのが

「当然だ」に賛成の人が，1973年の時点でも
53%で半数を超えていたが，1983年には67%
にまで増加した。「きょうの料理」の内容変
更の理由に上げられているライフスタイルの
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役割を担っているのは女性という場合が多
い。性別の役割分担の考え方は薄れてきては
いるものの，「男は仕事，女は仕事と家事・
育児」という側面が現実としてある 3）。

本稿では，料理をつくるかどうかや料理が
好きかどうかの調査結果を，主に男女年齢層
や既婚・未婚などのライフステージ別にみて
いく。それによって，食生活に関しても，家
庭と男女のあり方に関する意識の変化と，そ
の意識の変化と連動していない実態を読み取
ることができる。

【調査の概要】
「食生活に関する世論調査」は，2006年3

月11日（土）から19日（日）にかけて，配付回
収法で実施。調査相手は全国16歳以上の3,600
人で，67.3%にあたる2,422人から回答を得た。
単純集計結果は8月号に掲載している。

  1. 誰が料理をつくっているのか

いつもする女性，まったくしない男性

まず，ふだん家の食事のしたくなど，料理
をどの程度の頻度でしているかを尋ねた結果
を紹介する。予想されることではあるが，男
女で大きな違いがある（図1）。女性は「いつも
している」が65%に対して，「まったくしてい
ない」が8%，男性は「いつもしている」が7%
に対して，「まったくしていない」が51%であり，
男女で対照的な結果となっている。男性が家
事を手伝うのは当然だという考えに賛成の人
が多いからといって，実際に男性がみんな手
伝っているというわけではないようである。

年齢層別に見ると，男性はあまり大きな違
いはなく，若年層（16～29歳），中年層（30
～59歳），高年層（60歳以上）とも「まったく

しない」が5割前後で，「いつもしている」は
1割以下である。一方，女性は若年と中高年
との間に大きな差がある。女性若年層では「い
つもしている」は18%で，男性若年層よりは
高いものの，女性中年層の74%，女性高年層
の76%とは大きな差がある。女性若年層で
は「まったくしていない」が27%で，男性若
年層の半分程度ではあるが，女性の中高年層
に比べると大きな差がある。女性若年層のう
ち20代についてみても，20%，5人に1人が
ふだん家の食事のしたくなど料理を「まった
くしていない」と答えている。

女性の若年層と中高年層との段差は，結婚
しているかどうか，子どもがいるかどうかと
いうライフステージの影響が大きいと考えら
れる。職業を「主婦」と答えた人では，「いつ
もしている」が85%，「たいていしている」が
11%，「ときどきしている」が4%で，「まった

図1　ふだん料理をしているか（男女年層別）
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くしていない」は0%である。一方，未婚の
女性では，「いつもしている」が8%，「たいて
いしている」が12%，「ときどきしている」が
49%，「まったくしていない」が31%であり，
未婚の人が多い女性の若年層の割合と近い。

男性については年齢層による違いがあまり
ない。男性は，結婚する前は母親がつくった
料理を食べていて，結婚後は妻がつくった料
理を食べるという生活が多いと考えられる。
データで確かめてみよう。

主婦の役割を担う女性 

この調査では，自分が料理をつくるかどう
かの質問とは別に，「お宅では，どなたが主
に食事をつくっていますか」という質問をし
ている。男女それぞれ未婚の人（未婚），結
婚していて幼児から高校生の子どもがいる人

（既婚子どもあり），結婚していて幼児から高
校生の子どもはいない人（既婚子どもなし）
の3つのグループについて（図2）に示した。

未婚の人は男女がほぼ同じような割合であ
る。「あなたご自身」つまり自分でつくってい
る人は男性が19%，女性が16%，母親がつくっ

ている人が男性55%，女性57%となっている。
既婚者をみると男女でまったく違った結果

となる。男性は子どもがいる人もいない人も，
自分でつくっている人は4%である。既婚子
どもなしの人の89%，既婚子どもありの人の
91%は，「配偶者」つまり妻がつくっている。
逆に女性の場合，既婚子どもなしの90%，既
婚子どもありの人の92%が自分でつくってい
る。男女とも結婚する前は，主に母親がつくっ
た料理を食べている人が多く，結婚している
男性では9割の人は妻がつくった料理を食べ
ている。そして結婚している女性は9割の人
が自分で料理をつくっている。女性が主婦の
役割を担っている現状を示していると言える。

では，共働きの場合はどうだろうか。結婚
している男性で会社などに勤めている人（既
婚男性勤め人）では，配偶者，つまり妻がつ
くっているが93%，自分がつくっている人は
4%にとどまっている。その他，自分もしく
は妻の母親がつくっているという人が2%と
なっている。一方，結婚している女性で会社
などに勤めている人（既婚女性勤め人）では，
88%が自分でつくっていて，配偶者，つまり
夫がつくっているという人は4%，自分もし
くは夫の母親がつくっているという人が6%
という結果である。

少ないとはいえ既婚男性勤め人の4%が，
主に食事をつくっているのが自分自身である
と答えていることに，あるいは時代状況の反
映を読み取ることもできるかもしれない。ま
た，会社などに勤めている場合，男性のほう
が長時間労働のケースが女性よりは多いとい
う状況はあるにせよ，このデータからは「男
性は仕事，女性は仕事と家事」という実態が
明確にあらわれていると言える。

図 2　主に食事をつくっているのは誰か（ライフステージ別）
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母親に頼る食生活

未婚の人では男女ともふだんの食事を母親
がつくっているという答えが5割を超えてい
る。では，一人暮らしの場合は自分でつくっ
ているのだろうか。最初に紹介した「ふだん，
家の食事のしたくなど，料理をしているか」
の質問の結果を一人暮らしの人についてみて
みよう。「いつもしている人」が53%，「たい
ていしている」人が18%，「ときどきしている」
人が19%，「まったくしていない」人が10%
となっている。一人暮らしの人を男女別にみ
ると，「いつもしている」は男性で3割強に対
して，女性ではおよそ7割が「いつもしてい
る」と答えている。

また若年層で2世代の家族が一緒に住んで
いるという人をみると，男性では「いつもし
ている」が3%，「たいていしている」が1%，

「ときどきしている」が35%，「まったくして
いない」が60%となっている。女性では「い
つもしている」が17%，「たいていしている」
が12%，「ときどきしている」が43%，「まっ
たくしていない」が28%となっている。

一人暮らしで料理を「まったくしていない」
という人は，外食をするか買ってきた弁当や
惣菜などを食べるか，給食サービスを受けて
いるといった食生活が考えられる。16歳か
ら29歳の若年層で料理を「まったくしていな
い」と答えた人のうち，一人暮らしをしてい
るのは，わずかに3%にすぎない。

一方，若年層で料理を「まったくしていな
い」と答えた人の94%は，2世代もしくは3
世代の家族が一緒に住んでいる人である。料
理をまったくしなくても済んでいるのは，た
いていの場合，母親など他に主婦の役割をし
ている家族がいるからである。

  2.どんな人が楽しんで料理をつくるのか

料理をつくるのは好きか

次に料理をつくることをどのように受け止
めているかをみてみよう。料理をしていると
いう人（「いつも」+「たいてい」+「ときどき」）
に対して，「料理をつくるのは好きですか，き
らいですか」と尋ねた結果が（図3）である。

ふだん料理をしている人に聞いた結果であ
ることもあって，回答傾向に男女の違いはなく，
50%弱の人が「好き」と答え，「きらい」という人
は男性で4%，女性で6%にとどまっている。年
齢層別にみると，女性の中年層（30～59歳）で，

「好き」が43%で全体より低く，「きらい」が8%
で全体より高い。また女性の高年層（60歳以上）
では，「好き」が53%で全体より高く，「きらい」
が2%で全体より低い。大きな違いではないが，
主婦役割を担っている中核である女性の中年層
で料理を「きらい」という人が他の年齢層より高
くなっている。ちなみに，30代の男性は「好き」
が60%で，全体より高くなっている。

同じく，料理をしている人に対して，「料理

図 3　料理をつくるのは好きか（男女年層別）
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をつくるのはやりがいがありますか，しかたな
くやっているほうですか」と尋ねた（図4）。こ
の質問の結果には男女差があり，「やりがいが
ある」と答えた人は，男性の37%に対して女性
は42%で女性のほうが高い。ただし，女性の
中で年齢層による違いがある。中年層では「や
りがいがある」は37%で男性全体と同じ割合で
あるのに対して，女性の高年層は51%で，中
年層と高年層でかなり差がある。ちなみに，料
理が「好き」と答えた人が全体より高かった男
性30代では，「しかたなくやっている」という
人は9%にとどまっていて，全体より低く，女
性中年層（17%）の半分程度の割合である。

休みの日や早く帰れた日にたまにつくる料理
は楽しいけれど，毎日献立を考えて，毎日つく
らなければならず，さらに食事の後の食器洗
いをしなければならないという状態は煩わし
いという側面があるだろう。また男性の場合，
もともとおよそ半数の人は料理を「まったくし
ていない」という状態で，料理を好きかどうか
や，やりがいがあると思うかどうかを聞く質問
は，その人たちには聞いていない。料理が「好

き」という割合に男女差がないことや，男性の
30代で料理が「好き」の割合や「やりがいがあ
る」の割合が全体より高いという結果は，その
点を考慮しなければならない。一方，女性の
中年層で「きらい」や「しかたなくやっている」
という人の割合が全体より高いのは，主婦の
役割を担っている以上，きらいでもしかたなく
料理をしなければならないという人が一定程
度いることを反映していると考えられる。

生活程度と料理の楽しみ

料理を「好き」か「きらい」か，「やりがいが
ある」か「しかたなくやっている」かの違いを
別の観点からみてみた。この調査では，世間
一般からみた生活程度を，「上」「中の上」「中
の中」「中の下」「下」の5つの選択肢から選
んでもらう質問をしている。この生活程度の
質問と料理に対する感じ方との関連を（図5）
と（図6）に示した。

「上」と「中の上」をあわせた<上>の人で
は，「好き」が55%と半数を超え，「きらい」は
3%にとどまっている。一方，「中の下」と「下」
をあわせた<下>の人では，「好き」が43%，「き
らい」が10%で，<上>の人より「好き」とい
う人が少なく，「きらい」という人が多い。

また<上>の人では，「やりがいがある」と
いう人が54%，「しかたなくやっている」とい
う人が11%に対して，<下>の人では，「やり
がいがある」という人は32%，「しかたなくやっ
ている」という人が23%であり，生活程度に
よって，料理のとらえ方に傾向の違いがある。

生活程度は，年齢層や職業による違いもあ
るので，料理をつくることが多い女性中年層
と主婦について生活程度による傾向の違いが
あるかどうかをみてみた。その結果，女性中

図 4　料理はやりがいがあるか（男女年層別）
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年層や主婦でも，生活程度が<上>の人では，
「好き」という人や「やりがいがある」という
割合が，<下>の人よりも高いという傾向が
あることが確かめられた。

もちろん，お金や手間をかけずに，美味し
いものをつくることを楽しむことはできるし，
実際にそういう人も少なくないだろう。しか
し，経済的にも時間的にも生活に余裕がある
場合，料理を食べるだけでなく料理をするこ
とも楽しめるけれど，経済的，あるいは時間
的に余裕がない場合，必ずしも料理をするこ
とを楽しめないという状況は十分考えられる。

料理を楽しいと感じるのか，それとも煩わ
しいと感じるのかは，単に個人の好みの問題
だけではなく，それぞれの人が置かれた状況
にも左右される問題だと言える。

食生活と主婦の役割

冒頭で紹介したように1983年に「きょうの
料理」の内容が大幅に変更された時，土曜日
に「男の料理」が新しく登場した。この時の
内容変更の理由に上げられたのが，ライフ
スタイルの変化と食生活の多様化であった。

「きょうの料理」の30年を素材に「主婦」の戦
後史を分析した社会学者の江原由美子は「男
の料理」の新設に関して，「もちろん，これ
は男性が日常的に家事の担い手になることを
想定するものではない。男性が料理するのは
一人暮らしで自炊せざるをえない場合か，趣
味として特別な料理を作るときか，いずれか
の場合であるという前提はここでも生きてい
ることは否定できない」と指摘している。そ
の上で，「主婦にとっても料理が“義務”から

“楽しみ”に変化したきっかけになったように
思う」と述べている 4）。今，日曜日のお昼前
に放送されている「食彩浪漫」は趣味として
の料理という側面を強く感じさせる。

男女を問わず趣味としての料理を楽しむ人
がいる。毎日料理をつくっている主婦も趣味
としての料理を楽しむ場合がある。その一方
で，必需行動としての食事をつくる料理が厳
然としてある。空腹を満たすための食事，生
きていく上で必要な栄養の補給，健康を保つ
ための食事。そもそも料理は，単につくるだ
けでなく，買い物や後片付けといった家事を
伴う。主婦の役割を担うということは，趣味
ではなく，たとえ煩わしくても必要な家事を
するということである。

来年放送50年を迎える「きょうの料理」は，
内容を徐々に変化させながらも，そうした主
婦の役割を担う人たちにとって，毎日の献
立の参考になるという機能を果たし続けてい

図 5　料理をつくるのは好きか（生活程度別）

図 6　料理はやりがいがあるか（生活程度別）
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る。一人暮らしの男性の他，主に食事をつくっ
ているのは夫という家庭がまったくないわけ
ではない。しかし，共働きの場合であっても
主婦の役割を担っているのは女性であること
が，今回の調査からもあらためて確認できた。
生きていく上で必要な料理をつくるという営
みは，現状としては女性がその責任を背負っ
ている形となっている。

  おわりに

ふだん料理をつくる人に，夕食をつくるの
にどの程度時間をかけるかを聞いた質問が
ある。女性では1時間ぐらいという人が最も
多く51%，次いで30分くらいが23%だった。
男性では30分ぐらいが30%，1時間ぐらいが
29%でほぼ並んでいる。料理にかける時間は
全体としては男性のほうが短い。ただし，夕
食をつくる時間が3時間以上と答えた人が男
性では1%（5人）いたが，女性では3時間以
上と答えた人はいなかった。ごく少数ながら，

“男のこだわり料理”というイメージにつなが
るデータである。

食は文化でもあり，こだわり料理やお気に
入りのレストラン，珍しい外国の料理を食べ
てみたいという好奇心など，人それぞれの欲
求が満たされる事は望ましい。けれども，食

の根幹の部分，生きるための食事という側面
をみてみると，仕事をしながらも日常の家事と
しての料理をしかたなくやっている女性が存
在し，また料理を楽しむという余裕のない層
があるのも確かなことである。8月号で報告し
たように，男女を問わず若い人たちの中で食
へのこだわりが薄い人たちがいて，食生活が
貧困になっているのではないかと感じさせる
調査結果が出ている。そうした若い人たちが
年をとるにつれて，あるいは結婚することで，
料理を楽しむようになるだろうか。それとも，
しかたなく料理をしているという人が増えるの
だろうか。“食生活の多様化”と言われている
中で，今後，食生活が豊かになっていくのか
どうか，注意深く見守る必要があるだろう。

           （なかせ たけまる）
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