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近年、女性の就業に関する意識の変化が進んでいるが、女性活躍社会の実現にはほど遠い

のが実状であり、その原因の 1つとして、女性の家事負担の大きさが挙げられる。家事負担

の軽減は、働く女性の長期就労、長期雇用や女性の社会進出の更なる拡大に繋がるはずであ

る。しかし、その実現に向け、家事の機械化、外部化による効率化について具体的に分析し

た研究は極めて少ない。 

そこで本稿では、都会の共働き子育て世帯の女性について、1 日の理想と現実のモデルケ

ースを作成し、家事時間の理想と現実のギャップを明らかにした。更に、家事時間の内訳を

推計し、時間的に負担の大きい家事を特定した。その上で、算出された理想と現実のギャッ

プを埋めるため、機械の導入（家電製品）や家事のアウトソーシング（家事代行サービス、

ネットスーパー等）について検討をした。具体的には機械の導入やアウトソーシングのメリ

ット、デメリットの識別を類型化を通じて行い、効率化効果や家事の代替可能性について考

察した。 
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１．はじめに 

近年、働き方改革や 2016 年に施行された女性活躍推進法といった国として女性活躍への

取り組みに力を入れる動きや、社会の女性の就業に関する意識の変化も進む中で、女性の社

会進出が拡大しつつある。1986 年に男女雇用機会均等法が施行されてから約 30 年が経過

し、いよいよ男女共同参画社会、すなわち「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意

思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均

等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担う

べき社会（男女共同参画社会基本法第 2 条）」の実現に向けた歩みが本格化の兆しを見せて

いる。 

しかしながら、まだ女性活躍社会の実現にはほど遠いのが現実であることは、衆目の一致

したところであろう。実現を妨げている様々な要因が存在している。その一因としては、例

えば男性の協力の進まない家事の存在が指摘できよう。総務省の「平成 28 年社会生活基本

調査結果」を示した図表１によると、家事関連時間は男性で 44 分、女性は 3 時間 28 分と

なっている1。このように、家事は女性が中心になっているのが現状で、家庭内の男女平等

は家事関連時間を見る限り、いまだに全く実現していない。 

家事の時間について歴史的に見ると、全て人手によって賄われてきた家事の機械化や社

会の効率化に伴って家事にかかる時間は短縮化が進んでいる。戦後～1950 年中期に電気洗

濯機、電気冷蔵庫などが登場し、高度経済成長の始まりと共に、家電製品は高級品から生活

必需品へと変化した。こうした家電製品の普及は、家事労働の時間的、肉体的負担を軽減さ

せ、生活を便利にさせた。家庭を持つ女性は家事に追われる日々を送っていた時代から、家

事労働が短縮化され、女性の社会進出が徐々に可能になったと思われる。現在では、ロボッ

ト掃除機、食器洗い乾燥機、乾燥機付き洗濯機などの全自動で行ってくれる家電製品が増え

たことにより、物質的には豊かになり、また家事の省力化は進んでいる。しかし、女性の家

事時間はそれほど変化していない（図表１）。 

他方では、核家族化は平成に入ってからも 10％ポイント近く上昇して 86％に達する。換

言すれば、複数世代で同居するケースで行われる家事の分担は減少している。各家庭で一通

りの家事をその家族のみで自己完結的にこなす必要があることを意味する。 

このような現代的な状況を踏まえると、家事負担を軽減していくためには、家事の機械化、

家事のアウトソーシング（外部化、各種の家事サービスを活用すること）といった手段が考

えられる。とはいっても、実際にはそれほど簡単な話ではない。第一に、金銭的な比較考量

が難しいことが挙げられる。一般的に家事とは、2006 年出版の『大辞林・第三版』によれ

ば、「炊事・洗濯・掃除・育児など家庭生活に必要な仕事」である。労働対価は支払われな

いため、家事の価値はなかなか定量的な評価が定まっていない。その意味でまず比較がしに

くい。とはいえ、ある程度の試算は可能だ。例えば、家事の金銭価値を代替費用法ジェネラ

                                                      
1 家事関連時間とは、「家事」、「介護・看護」、「育児」、「買い物」を指す。 
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リストアプローチという家計が行う無償労働を家事使用人の賃金で評価する方法を用いて

計算してみると、月収約 41 万円（年収換算で約 490 万円）という計算になる2。また、日本

でもマスコミ報道されるなど話題を呼んだアメリカの salary.comは専業主婦の仕事を家事

にとどまらず家族のコーチングもしているといった広いとらえ方をして、全ての仕事が市

場サービスで代替されると仮定し、2018 年の母親の年収は米国の場合で$162,581（日本円

換算で約 1,837 万円）という試算結果を発表している3。このように、家事の金銭的な価値

の試算はできるものの、考え方次第でかなり数値に幅があるため、やはり比較がしにくい。

そのため、なかなか単純に家事の機械化やアウトソーシングへの代替を考えることが難し

い。第二に、家事といってもその中身は多岐に亘り、内容毎に機械化やアウトソーシングの

「しやすさ」に違いがあることが挙げられる。例えば、掃除は第三者に頼みやすいが、育児

は頼みにくいという場合もあるだろう。夕食や朝食にかかる炊事は時間帯がビジネスアワ

ーとはずれるため、なかなかアウトソーシングが難しい可能性もあるだろう。更に、どこま

での導入効果があるのか、事前には予想しにくい部分もあるだろう。 

以上を踏まえると、家事負担の軽減に取り組むということは、家事に関する時間コストや

潜在的な金銭的（金銭換算される）コストをどのように引き下げていくかを思案することに

他ならない。それに加えて更に「取引コスト」が存在することが、問題を複雑にさせている

と考えられる。例えば、食事を作る代わりに総菜を買う場合、総菜自体のコストだけを考え

れば良いのではなく、総菜購入にかかるもろもろの作業（とそれに伴う取引コスト）が生じ

る。具体的には、総菜店に行くこと、総菜を選ぶこと、支払いをすること、これらにかかる

時間や手間や交通費が存在する。更に退社時間、子どもの迎えの時間、総菜店の営業時間な

どを勘案して適切なタイミングで来店するという手間もあるし、総菜の包装ゴミの処理も

案外面倒だったりする。このような総菜を購入するということに付随するあらゆる金銭的・

時間的・肉体的な手間という取引コストを勘案して、家事の機械化や家事のアウトソーシン

グをわれわれは行っていると考えられる。 

すなわち、女性の社会進出への考え方の変化、働き方の制度の改善もあり、技術の進歩に

より生活は便利になって、家事の合理化を助けるモノ・サービスが拡充してきているように

思われるが、諸々の金銭的、非金銭的な「取引コスト」の存在は無視し得ない存在と考えら

れる。われわれはこの部分をどう克服していけるのだろうか。 

本稿では、都会の子育て世代の理想と現実のモデルケースを考え、上記の課題をどのよう

に克服しながら、働く女性の長期就労、長期雇用に繋げていくことができるかを論じる。そ

して、理想と現実のモデルケースのどこにギャップがあるのか、そのギャップを埋める手段

として私たちの身近にある家事の機械化やアウトソースに焦点を当て、これらを導入する

ことでどういう効果をもたらすか、導入の障壁となる要因は何か等について明らかにして

いく。 

                                                      
2 住み込みの家政婦の平均額日給 1 万 6,371 円（勤務日数 25 日）、日給×25 日で算出。 
3 113 円／＄で換算。 



   

 

 5 

 具体的には、「家電製品の利用」、「外部の人を雇う代行」、「インターネットの利用」の 3

点から家事負担の軽減を検討し、どのように克服していくかについて考えていく。検討して

いく中で、①時間移動型、②同時並行型、③外出短縮型、④人代行型、⑤時間移動不可型の 

5 つのパターンに類型化し、より家事を効率化できるパターンが何か、家事の機械化や家事

のアウトソーシングによる代行の限界について明らかにしていく。 

本稿の構成は以下の通りである。この 1 章では、社会的背景に触れ、女性の家事負担軽減

策の１つである家事の機械化やアウトソーシングの代替が抱える課題について述べ、われ

われの問題意識を提示した。以下、2 章では、女性の家事・育児負担の軽減方法に関連する

先行研究のレビューを行う。3 章では、理想と現実の家事時間のモデルケースを作成し、現

実と理想のギャップの所在を明らかにする。4 章では、3 章で明らかにしたギャップを埋め

るために、機械の利用や家事をアウトソーシングした場合どのくらい効率化を図ることが

出来るのかを検証し、最後に結論をまとめることにする。 

 

２．先行研究 

 本稿の研究目的は、女性の家事・育児負担の軽減のために、家事・育児の機械化、外部化

の導入可能性を検討することと導入効果を検証することである。久保(2017)は、共働き女性

の家事・育児負担を減らす方法については 2 つの方法があるとしている。1 つ目は、夫婦が

共同で家事・育児を行うというものであり、言い換えれば、夫の家事・育児参加を促すとい

う方法である。2 つ目の方法は、家事使用人へ家事を委託する、すなわち家事・育児の外部

化を目指すという方法である。以下では、これらに関連する先行研究をレビューした上で、

本稿の研究の目指す学術的貢献を明らかにする。 

 

２．１．先行研究のレビュー 

1 つ目の夫の家事・育児参加を促すことに関する研究は、主に久保(2017)や工藤(2015)の

ように、共働き夫婦の家事・育児分担の実態について明らかにし、夫の家事・育児を促進す

る要因として、相対的資源仮説、時間制約仮説、性別イデオロギー仮説、ニーズ仮説、代替

資源仮説、情緒関係仮説の 6 つに関する研究がある。また、中川(2009)では、共働き夫婦に

おいて妻から夫への家事への参加の働きかけが多いことが、夫の育児・家事参加を増加させ

ることに繋がり、さらに妻の働きかけを高めるには、夫が妻よりも学歴が高く、妻自身も学

歴が高いこと等を研究結果としている。これらの研究以外にも、ジェンダー論等の研究を含

めると、夫の家事・育児参加を促進する研究については、以前より多くの研究が蓄積されて

きているが、残念なことにわが国においては現在に至るまで夫の家事・育児参加について抜

本的な改善が実現していない。 

ところで、夫の家事・育児参加を促す研究においては、その結果として女性の家事・育児

時間がどのように変化し、どの程度削減出来るのかという可能性についての具体的な論考

はあまり見られず、あくまで、女性の家庭内労働の負担を軽減するために、夫の家事・育児
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参加を促す要因を検討し、その有用性について考察するものに留まっている。これは、家

事・育児時間を短縮するという観点から見れば、夫の家事・育児参加は例え促進したとして

も、各家庭によりその進行度合、及び妻の短縮される家事・育児時間については、なかなか

統一的な見立てが難しいからと考えられる。 

 2 つ目の家事・育児の外部化を提唱する研究については、永井(2016)が、主に家事に関す

る支出との関係からみた外部化の動向を探っている。具体的には、家計調査結果の「家事に

関する支出」のデータから、家事の外部化の状況を読み解いている。この研究によると、家

事項目の中では、炊事、掃除、育児の分野で外部化が進んでおり、とりわけ共働き世帯や年

間収入の高い世帯でより進んでいる傾向が見られた。一方で洗濯については、洗剤、洗濯機

に加え、衣類素材自体の高機能化により、社会全体の風潮として内部化が進んでいると示さ

れた。また、中川(2014)は、共働きの夫の家事遂行に家事の外部化が影響をもたらすのかど

うかを分析している。お茶の水女子大学研究プロジェクト「ジェンダー・格差センシティブ

な働き方と生活の調和」における質問紙調査結果から、記述統計と分析の枠組みに基づいた

分析モデルを用いたパス解析を用い、日本では外部化された家事が家事総量に占める割合

が少ないこと、外部化の利用には夫婦の収入合計がより多いこと、夫の非伝統的な性別役割

分業意識が重要であること、の 3 点を指摘している。さらに、外部化が進まない要因とし

て、武田(2017)や北村(2014)は、家事支援サービスの価格設定の高さや、利用にあたっての

心理的抵抗について指摘している。 

家事・育児の外部化を提唱する研究については、外部化に相当する家事支援サービスの利

用実態や利用促進に関するものは存在するものの、極めて限定的である。永井（2016）の分

析からは、炊事、育児、電気洗濯機について、たとえ支出が増えたとしても外部化を進めて

いる夫婦が増えており、外部化を進めることについての意識が高まっていることが示唆さ

れる。しかし、本稿が研究目的とするような、家事の外部化にはどのような選択肢があるの

かについての検討や、その選択肢は実際に女性の家事・育児時間を削減することが出来るの

かという検証、またそれによる削減はそれに見合うだけの効果があるのかについての考察

は、行われていない。更には、家事支援サービス以外の外部化としては、家電製品の存在が

挙げられるが、その時間短縮効果を検証したものは、筆者の調べた範囲では行われていな

い。 

また上記 2 つ以外の研究の方向性としては、夫婦の親等の親族によるサポートが以前よ

り行われてきた点に注目するものもある。井田(2007)によれば、共働き家族の最大の問題は

子育てと仕事の両立であり、その克服のためには、公的サービスや民間のサービス、そして

親族のサポートが代表的であるとしている。公的あるいは民間育児支援サービスが不十分

な時代から、共働き家族は子どもの世話を自分たちの親に頼る戦略を主にとっており、現在

においても、親から育児のサポートを日常的に受けているケースが多いとしている。しかし

それと同時に、問題点として、祖父母の経済性や共働き家族との近居の必要性等の条件的制

約を受けるため、全ての共働き家族が祖父母から育児支援を受けられるわけではなく、共働
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き家族間に生じる格差が存在することを指摘している。また、余田・新谷(2018)の研究は、

母親の就業状況と祖父母からの育児支援の変化の関連を明らかにするもので、専業主婦よ

りも有業の母親のほうが祖父母からより多くの育児支援を受けていることや、正規雇用へ

の移転が生じた場合には、祖父母から受ける育児支援が増加することを示している。 

祖父母による家事・育児支援に関する研究については、共働き夫婦が以前より祖父母によ

る家事・育児支援により、家事・育児負担を軽減し、仕事と家庭の両立を図っていたことは

窺えるため、家事・育児時間に対する短縮効果はあったと推察出来る。だが、必ずしも祖父

母が近所にいるわけではなく、全ての共働き夫婦の確実な負担軽減に繋がるわけではない4。

さらに、夫の家事・育児参加同様、その家事・育児時間の短縮については、各家庭の状況に

加え、祖父母の状況に左右されるため、定量的な分析は難しいのだろう。 

 

２．２．先行研究からの知見 

以上の通り、先行研究では、①夫の家事参加の促進、②家事・育児の外部化の促進、③祖

父母による支援を受ける、の 3 つが女性の家事・育児の負担軽減の鍵として良く指摘され

る。だが、その時間短縮効果を通じた家事の効率化という定量的な部分に着目しているもの

はあまり見られなかった。 

そこで本稿では、女性の家事・育児負担を軽減する上で、必要不可欠となる夫の家事協力

を促す日本社会全体の意識改革といった構造的な論点に踏み込むことは、別の機会に譲る。

同様に、家計毎にばらつきの大きいと考えられる祖父母の支援の利用可能性といった論点

にも踏み込まないこととする。 

むしろ、比較的導入しやすいと考えられる家事の外部化に焦点を当てた上で、それにはど

のような選択肢があるのかの調査、さらにそれは実際に女性の家事・育児時間削減に繋がる

のかという検証、もし削減を可能にするのであれば、それに見合うだけの効果があるのかと

いった点を明らかにすることにフォーカスする。より具体的には、本稿では、研究対象を共

働きで家事・育児を両立している正規雇用の女性を想定する。また、分析対象は小学生の子

どもを持つ女性とし、男性の協力や祖父母などの家族員の協力がなく、女性が家事・育児を

全て行っている状況（いわゆるワンオペ状態）を考える。そして、マイナビニュース（2017）

では家事の時間として目を向けるのは最も時間を費やす「炊事」、「掃除」、「洗濯」、「買い物」

とし、育児は小学生の子どもをひとり持ち、学童保育を利用するケースを想定して議論を展

開する5。また、記述の通り、夫の家事への協力は大事なテーマではあるが、本稿では現況

の極めて限定的な夫の家事参加を前提とする(つまり、夫の家事参加自体は分析の対象とし

                                                      
4 核家族化は進んでいるが、祖父母が近隣に住んでいるといったケースは統計的には捉え

られておらず、実質的な意味での核家族の割合が全世帯のどの程度なのかは判然としな

い。 
5 オイシックス、カルビー、カジタクの 3 社による「忙しい主婦の家事事情」についての

調査結果。2017 年 3月 23〜29 日の期間、20〜50 代の既婚女性 1,516 名を対象にインター

ネット上で行われたもの。(マイナビニュース,2017) 
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ない)。なお、本来は各家庭の収入などの金銭的な問題は、制約条件として大事なテーマで

はあるが、本稿の中心的な分析対象とはしないものとする。 

すなわち、本研究の目指す学術的貢献は、女性の社会進出が謳われる中、それを阻害する

要因の一つである女性の家事・育児時間が削減されない問題について、外部化の有用性と家

事・育児の時間短縮の可能性の検証を行うことである。 

 

３．理想の家事時間と現実の家事時間 

 本章では、アンケート調査等の情報を基に理想的な 1 日の時間配分のモデルケースを作

成し、理想の家事時間を推計する。そして理想の家事時間と現実の家事時間を比較してギャ

ップを明らかにする。また、次章で具体的に取り上げる家事の代替可能性について論ずるた

めに、家事時間の内訳についても考察をしていく。 

 

３．１．モデルケース作成 

 共働き家族の母親の 1 日（平日）のモデルケースを作成するにあたり、地域差や想定する

世帯の対象によって結果が異なる可能性がある6。そこで、ここでは①東京都在住、②両親

共にフルタイム勤務、③学童保育を利用する小学生の子どもひとり、以上 3 つの条件をすべ

て満たす世帯を想定する。また、モデルケースは理想的な 1 日の時間配分を想定するが、こ

れは現在置かれた状況のもとで実現可能な理想的な時間配分を意味し、引越しのような抜

本的な生活環境を変更するような選択肢は考慮しないものとする。 

 まず 1 日 24 時間から勤務時間と睡眠時間を引くことで、在宅時間を算出した。勤務時間

は通勤時間を含めたものとし、9 時間拘束のフルタイム勤務を仮定した。通勤時間は総務省

統計局の「社会生活基本調査からわかる 47 都道府県ランキング」の東京都のデータを踏ま

えて、往復で 2 時間とした。睡眠時間は矢部（2014）の調査結果から 7 時間とした。（睡眠

時間を除く）在宅時間はこの結果 6 時間となる。 

 次にこの（睡眠時間を除く）在宅時間 6 時間から、働く女性が家族のため、自分のために

割きたい理想の時間を引いた。リビングくらし HOW 研究所（2017）のアンケート調査の結果

を踏まえて、家族のための時間を 2 時間、自分のための時間を 2 時間とした。したがって、

残りの 2 時間が、24 時間から逆算して導いた理想の家事時間となる（図表２）。リビングく

らし HOW 研究所（2017）によると、理想の家事時間として 1 時間以上 2 時間未満と答えて

いるのが全体の 38.9%（同調査の回答数が最大数の時間枠）、2 時間以上 3 時間未満と答え

ているのが全体の 19.2%となっており、今回推計した 2 時間という数字は妥当であると言え

る。なお、家族のための時間には子どもの世話のために費やす時間、つまり育児時間も含ま

れていると考える。 

両親の職業及び家族生活と家事・育児行動の研究(佐藤，2012)によると、母親の就業形態

                                                      
6 休日は仕事の時間を家事や育児に充てることが可能なため、平日を想定する。 
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がフルタイムである場合、平日の家事時間は 2.79 時間である。図表３に示したとおり、理

想的な家事時間の 2 時間と比較すると実際には約 50 分程度長くなっていることがわかる。

さらに、この研究では家事時間と育児時間を分けて計算しており、平日の育児時間は 4.36

時間となっている。この数値は、家事と育児を同時並行で行う、例えば洗濯をしながら子ど

もの宿題を見守る、ということは考慮しておらず、それぞれ単体で時間を算出した最大値で

ある。しかしながら、現実の家事時間 2.79 時間に加えて育児に割かなければいけない時間

は増加するであろうことから女性の時間的、肉体的、精神的負担は大きくなると容易に想像

できる。 

 

３．２．時間的負担が大きい家事 

 本稿では働く女性の家事時間の短縮が問題意識にあるので、家事時間の内訳にまで踏み

込んで推計を試みる。現実の家事時間の状況について調査している佐藤（2012）は、家事の

合計時間のみを報告しており、残念ながら内訳には触れていない。そこで、総務省統計局

『社会生活基本調査』の家事時間の構成比をもとに独自に作成した7。家事の内容について

主だったものを取り上げて構成し、各家事時間は同時並行で行う状況は考慮せずに単純に

足し上げて試算した。 

 この試算結果を示した図表３によると、家事時間のうち最も多くの割合を占めるのは、炊

事関連の仕事であることがわかる。炊事は火やガスを扱う家庭が多いこと、作業工程が多い

ことから他の家事と並行して行うことが困難であり、さらに毎日行わなければならない家

事である。そのため、働く女性が大きな負担感を感じていることが予想される。炊事に次い

で、時間を要する家事としては掃除と洗濯があげられており、この 2 つで 1 日に 1 時間以

上を要している。 

炊事、掃除、洗濯の 3 つのみで理想の家事時間を超過している。先述したように、理想の

家事時間と現実の家事時間では約 50 分のギャップが存在する。このギャップを埋めるため

には、時間的に負担の大きい家事の時間短縮を目指す必要があるといえる8。 

 

                                                      
7 総務省統計局「平成 28 年社会生活基本調査–詳細行動分類による生活時間に関する結果

–」男女別家事時間の構成比。なお、この数値は我々が想定している都内の子ども 1 人を

抱えた家族に関する家事時間ではなく、あくまで平均的な家族の家事時間である点は注意

する必要がある。 
8 現実にはこのギャップは睡眠時間を削るといった方法で埋められているのが実情と考え

られる。心拍トレーニング製品を使用した世界 600 万人の睡眠データを分析し、日本人女

性の平均睡眠時間は、女性 6 時間 40 分（主要 28 カ国中最短）と報告している（ポラー

ル・エレクトロ・ジャパン株式会社，2018）。これは、働く母親に限定した結果ではない

が、平均的に見てもこの時間であるということは、フルタイムで働く母親の場合はこれよ

り更に短い可能性が高い。 



   

 

 10 

4．家事の機械化・アウトソーシング 

 本章では、働く女性のモデルケースを作成して理想と現実とのギャップは何かを明らか

にしたうえで、そのギャップを埋めるために機械を利用したり家事をアウトソーシングし

たりした場合どのくらい効率化を図ることが出来るのかを検証していく。ここでいう効率

化とは、あくまでも時間が短縮できるという意味である。また、家事とは、掃除、洗濯、炊

事などの狭義の家事を指すだけでなく、広い意味で育児も含めた広義の家事を考える。な

お、家事の代替可能性の検討、効率化を検討の根拠となった詳細データは補論に記載した。 

 

4．１．家事の代替可能性のある機械化やアウトソーシングとその効率化効果 

 家事を代替するものとして、主に家電製品、人を雇った代行、インターネット等を利用

した外注のサービスがあげられる。 

 家事を代替する家電製品としては、掃除の時間を短縮するロボット掃除機、洗濯の時間を

短縮する乾燥機能付き全自動洗濯機、食器洗いの時間を短縮する食器洗い乾燥機が主なも

のとして挙げられる。家事を代替する家電製品全体のメリットは、時間短縮になることはも

ちろん、誰が使っても同じクオリティに仕上がることである。 

人を雇う場合は、家事代行サービス、家政婦、キッズシッター、タクシーによる子ども

の送迎サービスといったものが挙げられる。それぞれ利用内容によって料金の差異や対象

となる子どもの年齢などの制限があるが、人の手でなければできないことなど自分の条件

に合うサービスを利用出来ることがメリットだろう。 

インターネット等を利用した代行サービスは、主に炊事と洗濯の 2 つの家事の時間短縮

に繋がると考える。まず炊事については、ネットスーパーと食材の宅配サービスが存在す

る。ネットスーパーは実店舗を持つスーパーマーケットが、生鮮食品を含む食材や飲料物等

の商品を自宅まで配達してくれるサービスであり、一方食材配達は食材や料理キット、カッ

ト野菜、冷凍弁当等を定期的に自宅へ配達してくれるサービスである。次に、洗濯に関して

は洗濯代行というサービスがあり、自宅の洗濯機で行う洗濯を代理で行うものである。 

 以上で挙げた家事の代替となるサービスや製品のメリット、デメリットを整理してみる

と、一定の時間短縮効果がいずれにも存在する一方、当然に相応の費用負担が発生すること

がわかる。更に、サービスや製品を利用するに付随する金銭的・時間的・肉体的な手間とい

う取引コストが存在することがわかってくる。以下、具体的に見ていきたい。 

 

 家電製品 

 ロボット掃除機の主なメリットとしては、時間的な面でみると就寝時や留守中など本

来家事のできなかった時間を活用することができ、電気代の節約といった金銭的なメリ

ットもある。一方、デメリットは、掃除の邪魔になる大きな物を予めどかすといった、

利用する前に包括的な片付けなどの必要な作業が存在することである。 
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 食器洗い乾燥機を活用することには、ロボット掃除機と同様に本来家事のできなかっ

た時間に食器洗いが出来るという時間的なメリットがあり、水道代の節約という金銭的

なメリットもあるということがわかった。デメリットとして食器洗い乾燥機に不対応の

食器や機械に入らない食器があり、食器洗いを完全に代行することは難しいことや、汚

れのタイプによっては、結局事前の手洗いが付随的に必要なことが指摘できる。 

 乾燥機付き全自動洗濯機のメリットは、洗うところから乾かすところまですべて機械

が行えることであり、これは干す時間の削減につながる。デメリットとしては乾燥機能

が付くことで高額になることである。こちらも干す時間となっていた家事時間に他の家

事をすることが出来るようになると考えられる。ただし、衣類自体は手干しに比べると

ダメージを受けやすいという問題はある。 

 

人を雇う場合 

 家事代行サービス、家政婦を雇った場合（表を参照）について考えてみると、主なメ

リットとしては留守中にサービスを受けられる点、デメリットとしては、料金が高額で

あること、また他人を家に上げる不安感がある点が指摘できる。 

 キッズシッターは子どもを預かってほしい時、面倒を見てもらうことが可能で、送迎

をしてくれたり、公園に連れていってくれたりと幅広く対応してもらえるため利便性が

高い。しかし、料金は高額であり、家事代行サービスと同様に他人を家に入れる不安感

や子どもを他人に預ける不安を感じるケースも少なくないだろう。 

 タクシーによる子どもの送迎サービスは時間的制約のある送迎をすることができるこ

とがメリットであるが、子どもを他人に預ける不安がキッズシッター同様に存在すると

同時に、料金が高額である。 

 

 インターネットを利用した場合 

 インターネットを利用したサービスの主たるものとしては①ネットスーパー、②食材

配達サービス、③洗濯代行サービスがある。矢部（2014）は、これらのインターネット

のサービスを利用するメリットとして、消費者が店舗へ移動するために割く時間を減ら

すことにつながる点、また営業時間を気にせず自分の都合のよい時間にサービスを受け

ることができる点の 2 点を挙げている。 

 デメリットとしては、第一にサービスを利用できる対象エリアが限られている、第二

に送料、入会費、年会費などがかかり高コストである、第三に配送のタイムラグ、受け

取りや集荷の際に在宅している必要がある、第四に①、②に関しては商品を実際に確認

出来ず、③の場合は事後的にしか検品が出来ないため、利用に注意が必要な点、が指摘

できる。 

 ①、②について、どちらも買い物に行く、商品を詰める、帰る、の手間が省け、なお

かつ料理キット等が充実しており調理時間を短縮できる上に献立や栄養バランスを考え
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る手間も省ける、冷凍弁当を購入した場合は調理、洗う時間もカットされるため時間面

での効率化にはもちろんつながる。③についても洗う、干すに加えて、畳む手間が省け

るためしまう時間以外の洗濯時間をカットすることが可能であり、時間面での効率化に

繋がる。ただし、いずれの場合も、オンラインでオーダーするという新たな手間が発生

することには注意を要する。 

 

 以上の考察から、家事代替のメリット・デメリットを整理すると以下の通りである。 

 

家電製品 
 

ロボット掃除機 食器洗い乾燥機 乾燥機付き全自動洗濯機 
メ

リ

ッ

ト 

・就寝中や留守中といった

時間に掃除ができる 

・人が掃除しにくい隙間な

どの掃除ができる 
・電気代が安い 

・食器を洗う時間が削減さ

れる 
・水道代が節約できる 

・洗濯から乾燥まで全て機

械が行ってくれる 
・干す時間が削減される  

デ

メ

リ

ッ

ト 

・利用する前にある程度の

掃除や片づけが必要 

・壁際や隅にゴミが残るこ

とがある 
・ランニングコストが高い 

・洗機不対応のものは洗え

ない 
・洗い残しが出る可能性が

ある 
・設置場所が必要 

・しわが付きやすく、結果

的にアイロンなどの手間

が増えうる 

・衣類がダメージを受けや

すい 

 

人を雇う場合 
 

家事代行サービス キッズシッター タクシーによる子どもの送

迎サービス 
メ

リ

ッ

ト 

・自分で行うよりも高クオ

リティ 
・留守中にサービスを受け

られる 
・肉体的、精神的なストレ

スの軽減 

・好きな時間だけ面倒を見

てもらえる 
・送迎や公園に連れていく

など幅広く対応してもら

える 

・時間的制約のある送迎を

してもらえる 

デ

メ

リ

ッ

ト 

・料金は高額 
・他人を家に入れる心理的

不安 

・料金は高額 
・他人を家に入れる不安感

や子どもを他人に預ける

不安感 

・料金は高額 

・子どもを他人に預ける不

安感 
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インターネット等を活用する場合 
 

ネットスーパー 食材配達 洗濯代行 
メ

リ

ッ

ト 

・いつでも注文できる 
・買い物時間が削減できる 
・量や重さを気にせず購入

できる 

・料理キット等が充実し、

調理時間が短縮できる 
・献立や栄養バランスを考

える手間が省ける 
・日時指定だけでなく玄関

に留め置きしてくれる 

・洗う、干すに加えて、畳

む手間が省ける 
・外に干したくない、干せ

ないものが干せる 

デ

メ

リ

ッ

ト 

・対象エリアが限られてい

る 
・自分の目で商品を確認出

来ない 
・在宅している必要がある 

・急な予定変更に対応でき

ない 
・自分の目で商品を確認で

きない 
・配送のタイムラグ 

・集荷、受け取りの際に在

宅していなければいけな

い場合がある 
・納期に時間がかかるた

め、衣服の数を増やさな

いといけない 
・料金が高め 

 

４．２． 類型化 

 前節を踏まえ、家事を代行出来る家電製品、人的サービス、インターネット等を以下のよ

うに類型化した。 

 

１．時間移動型 ・時間に関係なく行うことで、スキマ時間を活用出来る 

例：就寝中にルンバで掃除をする 

２．同時並行型 ・複数の家事を同時に行うことで、効率性を上げ、時間短縮に繋げる

ことが出来る 

例：洗濯機を回している間に、掃除機をかける 

３．外出短縮型 ・外出を伴う家事を短縮することが出来る 

例：ネットスーパーで買い物をする 

４．人代行型 ・人間によってのみ代行が出来る 

例：子どもの送り迎えを家政婦に頼む、家事代行サービスを利用す

る(物を片付ける、しまう、洗濯物を畳む等を一挙に行ってもらえ

る) 

５．時間移動不可型 ・特定の時間に、人間しか、行うことが出来ない 

例：子どもの送り迎えにキッズタクシーを利用する 

 

 各サービスが上記①～⑤の型 1 つに類型化できるわけではなく、複数の型の特徴を同時

に具備していると考えられる。例えば、ロボット掃除機、食器洗い乾燥機、乾燥機付き全自
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動洗濯機といった家電製品であれば、就寝時間などに実行できるという意味で①の時間移

動型の特徴を具備するし、ロボットに掃除をさせながら同時に調理をするといった②の同

時並行型の特徴も具備していると言ってよいだろう。 

 人的サービスについては、家事代行サービスと家政婦は複数の家事を同時進行できると

いった④の人代行型と、時間の決まっている子どもの送り迎えができるといった⑤の時間

移動不可型の特徴を具備していると言える。 

キッズシッターは子どもの世話をするという点で④の人代行型と、子どもの送迎や宿題

の見守りができるといった⑤の時間移動不可型、タクシーによる子どもの送迎サービスに

ついては送迎のために車を出して外出する必要がなくなるといった意味で③の外出短縮型、

キッズシッターと同様に子どもの世話をするという点で④の人代行型、子どもの送迎がで

きるといった⑤の時間移動不可型の特徴を具備していると言える。 

 インターネットを利用したサービスについては、ネットスーパーと食材配達に関して、こ

れらのサービスを利用して例えば配達されるのを待ちながら他の家事を進められるといっ

た②の同時並行型、スーパーに行くために外出する必要がなくなるという点で③の外出短

縮型、洗濯代行は、本来他の家事と並行できない干す時間に、洗濯代行を利用することで別

の家事ができるようになるという意味で②、洗濯機のボタンを押す、干す、たたむといった

作業をしなくてよくなるという点で④の人代行型の特徴を具備していると言える。 

 以上のパターン分けを見ると、一番効率的なものは④と⑤であり、次いで①と③の隙間時

間を家事に活用できるタイプ、次に③の順に効率的であるといえる。しかし、ロボット掃除

機や食器洗い乾燥機といった家電製品は、掃除や食器洗いをする時間を短縮してはいるも

のの、例えばロボット掃除機を使うために床から大きなものを一通りどかす時間、食器洗い

乾燥機に食器を並べる時間など、家事をする前の家事が発生し、時間短縮の効率が限定され

る側面を持つ。洗濯機に関しても、洗う時間が短縮されたところでその時間は洗濯だけをし

ているわけではなく、たたむ時間、しわが付きやすいので追加的なアイロンをかけざるを得

ない時間などが発生してしまい、同じことが言える。つまり、家電製品での代行はおもった

よりも時間短縮に繋がらない傾向がある。 

 一方、人がやらなくてはいけず、時間が変更できないものに関しては、機械化は難しいも

のの、代行を用いると本来その家事を行うはずだった時間は一切かからなくなり、非常に効

率的である。むしろ、このパターン以外は完全に時間短縮をすることが出来ないともいえ

る。しかし、代行は金銭的な壁が非常に高くなっている。 

以上を踏まえると、家事負担の軽減に取り組むということは、家事に関する時間コストや

潜在的な金銭的（金銭換算される）コストをどのように引き下げていくかを思案することに

他ならない。それに加えて更に本節で見てきたような「取引コスト」が存在することが、問

題を複雑にさせていることがわかる。ここで、取引コストとは、あるサービス自体が目的で

あったとしても、それ自体のコストだけを考えれば良いのではなく、そのサービスを利用す

ることに関連するもろもろの金銭的・非金銭的な手間を指す。人的サービスによる家事の代
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替の場合、取引コストは比較的低い一方で、サービス自体のコストは高いという特徴を有す

る。逆に機械による家事の代替の場合、取引コストは比較的高い一方で、サービス自体のコ

ストは低い傾向がある9。そして、時間短縮という観点においても、非金銭的な取引コスト

とはすなわち時間を要することを意味するため、家電について家事をする前の家事が発生

し、時間短縮の効率が限定されるという事実は、この取引コストが案外高いことを意味す

る。この取引コストをどう削減していくかが、本質的に解決していくべき課題となってくる

だろう。 

 

５．まとめ 

本稿では、都会の子育て世代の理想と現実のモデルケースを考え、家事・育児の負担を軽

減する手段として「インターネットの利用」、「外部の人を雇う代行」、「家電製品の利用」の

3 つの視点から、どのような時間短縮効果をもたらすかについて明らかにしてきた。家事の

代替となるサービスや製品のメリット、デメリットを整理した。また、家電製品での代行は

想定していたよりも時間短縮に繋がらないということが明らかになった。 

そして、本稿で提唱したことを実際に導入する際の問題、課題になると考えられる点を 3

点ほどあげる。 

まず 1 点目は、金銭的問題である。本稿は家事時間の短縮化に着目し議論してきたが、実

際に家事の外部化をするとなると金銭的な問題が発生するだろう。金銭面に余裕がなけれ

ば、時間短縮の家電製品の導入や外部サービスに頼ることが難しくなる。とはいうものの、

「時間をお金で買う」ことで生み出されるメリットはかなりある。現実には正規雇用か、非

正規雇用か、そもそも働く女性がどの程度働きたいと潜在的に考えているかによっても、時

間価値は区々であろうから、非常に個別性の高い問題となるため、本稿では強いてこの点に

は踏み込まなかったが、今後の研究課題としては大変重要だと考えている。 

2 点目は家事代行を行ったとしても一定の作業が必要となる点である。例えば、家電製品

の場合は食器洗い乾燥機に入れる前にある程度の汚れを落とす手間や、ルンバが走れるく

らい片付ける手間が掛かる。つまり、技術の発達により家電製品の導入は時間短縮、他の家

事との同時並行を可能にさせるが、人間による一定の作業は必ず残る。家事負担の軽減は可

能になったが、ゼロにはならない。これは、冒頭で触れた取引コストの一種であるが、取引

コストも家計により区々なこともあり、本稿では十分には踏み込んだ議論が出来なかった。

だが、非常に重要なテーマであることは 4 章の知見より明らかだろう。 

3 点目は家事代行サービスへの心理的抵抗である。野村総合研究所の「平成 26 年度女性

の活躍推進のための家事支援サービス報告書」によると、家事支援サービスを利用しない理

由で最も多かった回答は、「他人に家の中に入られることに抵抗があるため」であった。そ

                                                      

9 ここでのサービス自体のコストとはランニングコストを指しており、初期導入コストと

しての機械自体の価格は高い。 
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のため、外部の人を雇う代行は利用するにあたりサービスへの心理的抵抗を解消をしない

限り、普及していくのは難しいと考えられる。ただ、心理的抵抗は心理的抵抗として尊重す

る必要もあり、このような論点も本稿では論点として指摘するに止めることとする。 

ここでは 3 点の問題、課題をあげたが、現実的に考えると他にも多くの問題、課題があ

る。しかし、様々な障害を乗り越え、時間、お金、気力、体力を総合的にコントロールし、

全体のバランスを考慮して家事の外部化を行うことが、女性活躍社会の一層の本格化には

必要不可欠だろう。 

 

補論：４章のバックグラウンドデータ 

補論では、4 章の議論に至ったデータの詳細を紹介する。人を雇う場合は、①家事代行

サービス、②家政婦、③キッズシッター、④タクシーによる子どもの送迎サービスといっ

たものが挙げられる。 

 ①家事代行サービスは使用頻度や内容によって料金が異なるが、家事全般 2 時間で 2,000

～3,000 円が相場となっている。料理や掃除、洗濯のみの利用も可能で、例えば料理を作り

置きするサービスがあり、各家庭に合うサービスの利用が可能である。 

 ②家政婦は家事代行サービスと同等のサービスを受けることができる。違いとしては料

金が日給制となっていることがあり、家政婦本人と雇用契約を結んで本人に料金を支払う。

また、①と比較すると少し料金が高額である。 

 ③キッズシッターは 7 歳以上の小学生の身の回りのお世話や散歩、送迎、食事補助などを

行うサービスで、宿題の見守りや本の読み聞かせなども依頼可能である。利用料金は高額で

あるが、どうしても子どもの世話をできないといった場合は非常に便利である。例えば最短

で予約後 3 時間で対応可能であるなど利便性が高いサービスも存在する。東京都に限って

は、0～2 歳児の家庭を対象に、1 日 8 時間で 20 日利用した場合約 32 万円かかるところ月

額 28 万円を限度に補助を行い、自己負担額を 4 万円程度に抑えることを目指している。調

布市や港区などにも補助金制度が存在している。そのため、比較的サービスの利用を検討し

やすいものとなっていると考えられる。 

 ④タクシーによる子どもの送迎サービスは両親の代わりに塾や習い事などの送迎をして

くれるサービスである。利用料金は最初の 1 時間が約 5,000 円、その後は 30 分毎に約 2,000

円加算され非常に高額であるが、これは保育士や救命講習、子育て経験などがあるドライバ

ーのみで構成されている場合が多いためと推測できる。 

インターネットを利用した代行サービスは、主に炊事と洗濯の時間短縮に繋がる。まず炊

事については、ネットスーパーと食材の宅配サービスが存在する。ネットスーパーは実店舗

を持つスーパーマーケットが食材や飲料物等の商品を自宅まで配達してくれるサービスで

あり、イトーヨーカドー、イオン、西友、マツモトキヨシなどが実際にサービスを提供して

いる。 

食材配達は食材や料理キット、カット野菜、冷凍弁当等を定期的に自宅へ配達するサービ
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スであり、オイシックス、パルシステム、コープデリ・おうちコープ、わんまいる、イエコ

ックなどが行っている。 

次に、洗濯に関しては洗濯代行と宅配クリーニングという 2 つのサービスがある。洗濯代

行は自宅の洗濯機で行う洗濯を代理で行ってくれるサービスで、WASH＆FOLD、POST WAS、i-

sen などが行っており、最安値は 2,700 円～となっている。 

宅配クリーニングはクリーニングに出したい衣類を集配するサービスで Lenet、リナビス、

せんたく便、フランス屋などが行っている。 
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図表 

（図表１）男女別家事関連時間の推移（平成 8 年〜28 年）1 週全体 

 
（出所）総務省統計局「平成 28 年度社会生活基本調査：生活時間に関する結果 結果の概

要」pp.4 

 

（図表２）理想の生活時間モデルケース 

 
（出所）総務省統計局『平成 28 年社会生活基本調査』、矢部（2014）、リビングくらし HOW

研究所（2017）より筆者作成。 

（注） 自分のため、家族のための時間は、リビングくらし HOW 研究所(2017)の「Q2.平日・

休日の起きているライフ（家庭・暮らし）の時間を、①家事のための時間、②家族

（子ども・夫・親）のための時間、③あなた自身のための時間の 3 つに分けるとし

ます。それぞれの時間の実態と理想について、だいたいの時間配分（1 日あたり）

を教えてください」の回答結果を踏まえて算出。なお、実際には分単位での回答結

果があるが、1 時間単位に数字はラウンディングした。 
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（図表３）就業女性における平日の理想と現実の家事時間比較 

 

（出所）佐藤淑子（2012）、総務省統計局『平成 28 年社会生活基本調査–詳細行動分類によ

る生活時間に関する結果–』より筆者作成。 
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