親の離婚を経験した子どもと養育費の授受
－大学生を対象とした質問紙による調査から－
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＜要約＞
本稿では、親の離婚を経験した大学生を質問紙による調査の対象として、主として養育費
の授受の有無と結婚観との関連に焦点をあてながら検討した。親の離婚群について、「養育
費受け取り経験あり群」と「養育費受け取り経験なし群」の二群に分けて分析を行った。そ
の結果、養育費を受け取った経験のない子どもに比べて、
「現在も定期的にもらっている」
「た
まにもらう」
「以前はもらっていたが、現在はもらっていない」という、養育費を受け取っ
た経験がある子どもは、「結婚に関する興味」と「子どもがもたらす豊かさ」という結婚観
を持つ傾向があることが明らかになった。これは、別居親が子どもに養育費を支払う意義と
して、子どもの肯定的な結婚観に影響を及ぼす可能性があることを示唆している。子どもに
とって、別れて暮らす親から受け取る養育費は、自分の成長を願う実親からのあたたかなメッ
セージとなり、子どもの心の中にある父親（または母親）の豊かなイメージが育まれ、やが
ては、肯定的な結婚観が醸成されるのではないだろうか。

1 ．問題と目的
厚生労働省（2020）によると、2018年の離婚件数20万8333組のうち、未成年の子がいる
離婚は12万0497組（全体の約57.8％）で、親が離婚した 未成年の子の数は20万9809人であっ
た。 また、未成年の子のいる離婚件数に占める「妻が全児の親権を行う」割合は、84.5％
となっている。また、全離婚件数のうち、協議離婚は18万1998組であり、全体の約87.3％
である。協議離婚以外では、調停離婚が1万9882組（全体の約9.5％）で、審判離婚が1096組、
和解離婚は3354組、認諾離婚11組、判決離婚1992組と続いている註1 。
離婚後に、子どもと暮らさない親には、養育費の支払いや子どもとの面会交流の問題が発
生するのだが、日本において約9割を占める協議離婚では、養育費と面会交流の取り決めに
関する法的義務は課せられていない。したがって、親の離婚を経験した子どもには、別れた
側の親との交流やひとり親家庭における経済的困難、そして転居や転校など、新たな環境へ
の適応が問題となる場合が多い。親の離婚を経験した子どもの福祉や利益の担保を考える際
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には、面会交流の実態や養育費の授受の現状に関する理解を深める必要があるだろう。
平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告（厚生労働省，2017）によると、面会交流
の実施率は母子世帯が29.8％で、父子世帯が45.5％であった。また、養育費の授受について
は、母子世帯では43,707円で、父子世帯は32,550円となっている。さらに、「第5回（2018）
子育て世帯全国調査」（労働政策研究・研修機構，2019）では、過去1年間における離別父親
の 44.2％は子どもとの交流が「全くない」状態であり、そのうち離婚5年以上の離別父親の
半数以上（51.6％）が子どもとの交流はなしであるという。一方、養育費の受取率は、交流
頻度が「月1回以上」では 36.0％、「年に数回」では 30.3％、「ほとんどない」では 14.3％、
「全くない」では 10.4％となっており、離別父親と子どもとの交流の頻度は、養育費の受取
率とは正の比例関係にあると指摘されている。
青木（2020）はインターネットリサーチ会社にパネル調査を実施し、分析対象とした調
査協力者1030名のうち、面会交流ありと回答した人は560名（54.37％）であったと報告し
ている。また、養育費の実態について、調査協力者1030名のうち「養育費あり」と回答し
た人は551名（53.50％）であり、養育費の平均月額は、40,626円で、父子世帯では32,747円、
母子世帯では48,504円であったと述べており、養育費の授受と面会交流の有無との関連につ
いても示唆をしている。調査の規模や方法によって多少の違いはあるだろうが、青木（2020）
が指摘するように、日本における養育費の授受の実態や平均月額の現状については、相変わ
らずの低水準と言わざるを得ない。
上述したようにわが国において、親の離婚は子どもの貧困に直結しやすい状況にある。「第

5回（2018）子育て世帯全国調査」（労働政策研究・研修機構，2019）によると、可処分所
得が厚生労働省公表の貧困線を下回っている世帯の割合は、母子世帯では 51.4％であり、
父子世帯では 22.9％、ふたり親世帯では 5.9％となっている。可処分所得が貧困線の 50％
を満たない「ディープ・プア（Deep Poor）」世帯の割合は、母子世帯が 13.3％、父子世帯
が8.6％、ふたり親世帯が 0.5％である。母子世帯の場合、子どもの年齢が高い世帯ほど、経
済的困窮度が高くなる傾向にあるのは言うまでもないだろう。部活動や習い事など、子ども
の多様な経験を経済的な側面から支えるのが養育費の役割であり、紙1枚で離婚が認められ
るという、現行の離婚手続の仕組みが子どもの経済的な問題として顕現している。子どもの
成長に必要な体験の保証を担保するはずの養育費は、別居親の責務であるはずなのだが、そ
の多くは、口約束にとどまるのが現状である。養育費の受け取り保証について、司法や行政
が積極的に関与する仕組みを持たない日本において、親の離婚を経験した子どもの健やかな
発達が保障されているとは言い難い。
野口・青木（2020）は、離婚後の親子が面会交流を行っている場合、子どもは「温かい
家庭」という結婚観を持つ傾向があることを明らかした。一方、面会交流を行っていない場
合、親の離婚を経験した子どもが「犠牲・負担感」という結婚観を持つ傾向があると指摘し
ている。このように、離婚後の面会交流のあり方と子どもの発達に関する調査研究を目にす
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るようになったものの、養育費の授受が子どもの発達にどのような影響を与えるのかといっ
た、当事者を対象とした量的な調査あるいは研究は極めて少ない。
よって、本稿では、親の離婚を経験した大学生を質問紙による調査の対象として、養育費
の授受の実態について報告するとともに、親の離婚を経験した子どもの発達について、養育
費の授受の有無と結婚観との関連に焦点をあてながら検討を行う。なお、結婚観尺度（竹
原・三砂，2006）では、因子の名称に「子供」の表記がされているが、質問項目は「子ども」
であるため、「子ども」に統一した。

2 ．方法
（1）調査協力者と手続き

関東、関西、中国地方の5つの私立・国立大学の大学生739名から協力を得た。回答に不
備があるデータを除いた結果、717名（男性257名／女性419名／性別無回答41名）を分析の
対象とした。なお、欠損値は分析ごとに除外したため、分析によってデータ数は若干異なる。
平均年齢は19.45歳（SD＝1.14）であった。調査は2018年1月から2018年7月にかけて行い、
大学の授業時間を利用し、調査内容を説明して、合意のうえ、質問紙を配布し回答をしても
らった。
（2）倫理的配慮

大学の授業時間に質問紙を配布し、調査の目的、回答は任意であること、回答を途中で止
めても不利益を被らないこと、調査は無記名で実施されること、回答は統計的に処理してプ
ライバシーは厳守されること等を口頭と書面で説明して、調査に同意した学生にのみ回答し
てもらい、その場で質問紙を回収した。なお、本研究に関連して開示すべき利益相反関係は
存在しない。また、本稿では、野口・青木（2020）にて発表した報告と同一のデータを使
用しているが、研究の焦点及び分析手法も異なっており、野口・青木（2020）では検討さ
れなかった研究成果が得られた。よって、本稿は個別性の高い研究とみなしている。
（3）調査内容

本論文の分析に使用した属性項目は、
「性別」
「親の状況（両親がいる（親の離婚を経験し
ていない）
／両親がいる（再婚）
／ひとり親（両親が離婚）
／ひとり親（死別）
」
「親が離婚した
註2」
ときの年齢」
「親の離婚後の同居親（父親／母親）
」
「養育費の有無（あり／なし／知らない）

である。ただし、すべての分析結果で男女差が見られなかったため、本論文では男女を合わ
せた全体データの分析結果を報告する。
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（4）調査に用いる尺度の選定

本調査において用いた尺度は、「結婚観尺度」
（竹原・三砂，2006）の自立感を除いた19
項目であった。結婚観尺度は6因子構造をとっており、第1因子は「子どもがもたらす豊か
さ（1～4の4項目）」、第2因子は「結婚への興味（5～8の4項目）」、第3因子は「温かい家庭（9
～11の3項目）」、第4因子を「犠牲・負担感（12～16の5項目）」、第5因子を「結婚生活の充
実（17～19の項目）」、第6因子を「自立感（3項目）」としている。本研究内容に合致しない
「自立感（3項目）」因子を除外した合計19項目を調査に用いた。
「全くあてはまらない」
（1点）
から「とてもよく当てはまる」（5点）の5件法をとっている。なお、「結婚観尺度」の項目
については、表1に示した。
表1 【結婚観尺度】

1 ．子どもは自分にとってかけがえのない宝になると思う
2 ．子どもを育てることによって、自分も高められる
3 ．子どものためになるならば、なんでもしてあげたい
4 ．子どもは生活を豊かにしてくれると思う
5 ．結婚や結婚生活に役立ちそうな情報には注目する
6 ．どうすれば結婚生活をより豊かに出来るのかを考えることがある
7 ．結婚は自分にとって重要な問題なので、真剣に考えている
8 ．結婚生活には大変興味を持っている
9 ．すぐにでも家に帰りたくなるような家庭を作れると思う
10 ．何でも言えて、相談できるような家族関係を作れると思う
11 ．家族団欒（だんらん）のある家庭を作れると思う
12 ．結婚は何かを犠牲にすることだと思う
13 ．結婚したら、自分の人間の器が大きくなるチャンスを失ってしまいそうだと思う
14 ．結婚をすると、自分のやりたいことが制限されてしまう
15 ．今は自分のために時間を使いたい
16 ．家族のために忙しくなるような生活はしたくない
17 ．結婚したら、結婚生活を充実したものにしたいと思う
18 ．自分を理解してくれる人が身近にいてほしい
19 ．好きな人と一緒に生活したい

3 ．結果
まず、「ひとり親（両親が離婚）
」群の73名について、親の離婚時の年齢について表2に整
理をした。なお、参考として、「両親がいる（再婚）」群20名の親の再婚時の年齢も同じ表
の中に示した。また、「ひとり親（両親が離婚）」群の養育費の受け取り経験を表3に、さら
に、「ひとり親（両親が離婚）」群の教育費の受け取り経験を表4に示した。なお、教育費の
内容については自由記述に記入をしてもらった。その結果、中・高の授業料（私立）、学費、
検定料、中学校の時の塾の授業料、家賃、携帯代などがあげられた。
表5は結婚観尺度の記述統計である。尺度の信頼性を検証するために、Chronbachのα係
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数を算出した。その結果、.89を回っており、尺度の信頼性は保たれていると判断した。各
尺度について、養育費の授受の経験を独立変数としたt検定を実施した。その際、「現在も定
期的にもらっている」（11名）。「たまにもらう」（6名）「以前はもらっていたが、現在はも
らっていない」（9名）を養育費受け取り経験群とし、「以前も現在も全くもらっていない」
（16）名を養育費受け取り経験なし群とした。養育費受け取り経験あり群（26名）と養育費
受け取り経験なし群（16名）の平均値の差についてt検定を行った結果、
「結婚観尺度」にお

t 40）=2.673,p<.05）、さらに結婚観尺度の6因子のうち、「結婚に関する興味」（（
t 40）
いて、（（
=3.096,p<.01）において有意差がみられ、「子どもがもたらす豊かさ」（（
t 40）=1.742,p<.1）
において有意傾向が見られた（表6）。したがって、別居親から養育費を受け取った経験の
ある場合は、養育費を受け取ったことがない場合に比べると、「結婚に関する興味」及び「子

表2 ひとり親（両親が離婚）群（73名）と両親がいる（再婚）群（20名）の主要データ
ひとり親（離婚）群の親の
離婚時における年齢等
（N＝73）

19.66（1.16）
調査協力者の平均年齢（ ）はSD
親の離婚時、再婚時の調査協力者の年
8.75（5.09）
齢（ ）はSD
0歳
1歳
2歳
3歳
4歳
5歳
6歳
7歳
8歳
9歳
10歳
11歳
12歳
13歳
14歳
15歳
16歳
17歳
18歳
21歳

不明
離婚後の親との同居
母親
父親
不明
母親・その他

（

）は全体に占める割合

N＝1（1.4）
N＝1（1.4）
N＝3（4.3
N＝4（5.8）
N＝5（7.2）
N＝5（7.2）
N＝3（4.3）
N＝2（2.9）
N＝5（7.2）
N＝6（8.7）
N＝6（8.7）
N＝3（4.3）
N＝2（2.9）
N＝4（5.8）
N＝4（5.8）
N＝6（8.7）
N＝3（4.3）
N＝4（5.8）
N＝2（2.9）
N＝1

N＝58
N＝13
N＝2

両親がいる（再婚）群の親の
再婚時における年齢等
（N＝17）

19.35（1.32）
9.94（5.04）
（

）は全体に占める割合

N＝0
N＝0
N＝0
N＝1（5.9）
N＝1（5.9）
N＝1（5.9）
N＝1（5.9）
N＝2（11.8）
N＝3（17.6）
N＝1（5.9）
N＝1（5.9）
N＝0
N＝1（5.9）
N＝1（5.9）
N=1（5.9）
N＝0
N＝1（5.9）
N＝0
N＝1（5.9）
N＝1（5.9）
N＝3
N＝16
N＝1
N＝2
N＝1
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表3 ひとり親（両親が離婚）群の養育費の受け取り経験（N＝68）
現在も定期的に
もらっている

たまにもらう

11名

6名

以前はもらっていたが、
以前も現在も
現在はもらっていない 全くもらっていない

9名

知らない

26名

16

表4 ひとり親（両親が離婚）群の教育費の受け取り経験（N＝60）
現在も定期的に
もらっている

たまにもらう

以前はもらっていたが、
現在はもらっていない

以前も現在も
全くもらっていない

10名

4名

7名

39名

表5 結婚観尺度の記述統計
結婚観尺度
両親がいる（親の離婚を経験していない）
（n=604）

（SD=11.99）

両親がいる（再婚）
（n=20）

（SD=10.45）

ひとり親（両親が離婚）
（n=73）

（SD=11.84）

ひとり親（死別）
（n=20）

（SD=8.06）

64.43
66.88
62.52
65.85

表6 養育費受け取り経験群あり群と養育費受け取り経験なし群によるt検定の結果
養育費受け取り
経験あり群

(n=26)

養育費受け取り
経験なし群
（n=16）

M（SD）

M（SD）

df

結婚観尺度

69.11（8.91）

61.50（9.05）

40

2.673*

結婚に関する興味

13.57（4.42）

9.43（3.81）

40

3.096**

子ども

16.84（3.10）

14.87（4.20）

40

1.742†

t

*P<.05 、**P<.01 、†p<.10

どもがもたらす豊かさ」を持つ傾向があるといえる。

4 ．考察
本研究では、親の離婚群を対象とし、「養育費受け取り経験群あり群」と「養育費受け取
り経験なし群」の二群に分けて分析を行った。その結果、養育費を受け取った経験のない子
どもに比べて、「現在も定期的にもらっている」「たまにもらう」「以前はもらっていたが、
現在はもらっていない」という、養育費を受け取った経験がある子どもは、「結婚に関する
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興味」と「子どもがもたらす豊かさ」という結婚観を持つ傾向があることが明らかになった。
これは、別居親の子どもに養育費を支払う意義として、子どもの肯定的な結婚観に影響を及
ぼす可能性があることを示唆している。結婚観尺度を作成した竹原・三砂（2006）は「結
婚に関する興味について」、結婚生活について日常的に考えたり、役立ちそうな情報に対し
て関心を示したりするといった、結婚に対する気持ち、そして準備や知識の獲得に関する考
えを表したものであると説明している。また、「子どもがもたらす豊かさ」について、自分
自身の成長につながったり、日々の生活が豊かになったりするという子どもを育てることに
よる利点や、子どもに無償の愛を提供したいという考えを持っていると述べている。
家庭問題情報誌「ふぁみりお」（2009）では、「子どもの成長過程という観点から見ると、
「養育費」は単なる「お金」ではなく、「お金」に託して届けられる、別れて暮らしている側
の親の「思いや気遣い」であることに気づかされる」という記述がある。子どもにとって、
別れて暮らす親から受け取る養育費は、自分の成長を願う実親からのあたたかなメッセージ
となり、子どもの心の中にある父親（または母親）の豊かなイメージが育まれ、やがては、
肯定的な結婚観が醸成されるのではないだろうか。また、養育費の受け取りを通して、子ど
もが別居親に関する話題を共有できたり、同居親が別居親への否定的な感情を語る場面が少
なくなるのであれば、別居親に対する子どもの信頼感も高くなるだろう。
面会交流の要件や子どもの歓心を買うためではなく、別居親との愛情を子どもが確かめる
ためにも養育費の授受は子どもの成長において重要である。離婚後の親子の面会交流支援を
行っている、NPO法人の事務局長である山田氏は、支援者としての経験から、子どもが10
歳を超えてから面会をしようとすると、学費などのお金のやりとりが中心になり、本当の意
味での親子の気持ちの交流はできていないのだと述べている（野口，2014）。この指摘にみ
るように、離婚に至る以前における親子の交流がその後の関係作りの土台となる。単なるお
金のやりとりではなく、親子の信頼関係を土壌とした養育費の授受は、子どもと別居親との
心理的な絆としての意味も有するだろう。
最後に、今回の調査を通して、参考程度ではあるが、ひとり親家庭における進学の問題、
そして、親の離婚と再婚を経験した子どもの年齢の違いについても、若干の検討を行ってみ
たい。調査において、有効回答となった717名の調査協力者のうち「ひとり親（両親が離婚）」
は73名となり、有効回答者の約10.2％を占めた。やはり、私立・国立大学の大学生生を調査
の対象として、2013年10月から2014年6月に行った調査結果（野口，2016）では、634名の
調査協力者のうち親の離婚経験者は76名となり、有効回者の約12％を占めていた。限られ
た一部の大学を対象とした調査という前提ではあるが、調査協力者の大学生に占める親の離
婚経験者が全体の1割程度という人数であるのは、親の離婚を経験した子どもの全体数を考
えると非常に少ないのではないだろうか。今後は、海外の大学の調査結果や中学生あるいは
高校生を調査の対象としたデータとも比較しながら、ひとり親家庭における大学進学をめぐ
る問題について検討する必要もあるだろう
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また、「ひとり親（両親が離婚）」の73名の親の離婚時の平均年齢は8.75歳であり、「両親
がいる（再婚）」の17名の親の再婚時における平均年齢は、9.94歳であった。「ひとり親（離
婚）」の73名の親の離婚時の平均年齢は8.75歳との開きは、1.19歳である。「両親がいる（再
婚）群」で、親の再婚時の自分自身の年齢が0～2歳であったと回答している者は0名であっ
た。この結果のみを注視すれば、親の離婚時に子どもの年齢が0歳に近いほど、親は再婚を
選択しやすいのではないかと推測される。親の再婚群は17名という極めて少数のサンプル
であることと、個別的な事情もあり、離婚から再婚までの期間はさまざまであるので、親の
再婚をめぐる子どもの適応については、今後の更なる調査と精査が必要であろう。

5 ．今後の課題
養育費の受け取りの経験の有無と子どもの精神発達については、大学生以外の青年や成人
も含めて、より広範囲の調査を実施することが、調査の信頼性や妥当性を高めるうえでも必
要であるのは言うまでもない。また、教育費の内容についても、個別調査を通して、その詳
細を分析することも、親の離婚を経験した子どもにおける養育費の意義や必要な支援を考え
るうえで重要となるだろう。離婚した人らが養育費を確実に受け取れるように市が保証する
（2018年9月27日、朝日新聞朝刊）といったような、兵庫県明石市のように行政によって独
自の取り組み行っている自治体も存在する。子どもの健全な成長を阻害しかねない、養育費
の未払い・不払い問題については、法制度の整備ともに、行政による支援とのセットによっ
て実効性が高まると考える。

註
1

2

なお、『厚生労働省人口動態統計』によれば、我が国における2018年の婚姻件数は58万6481組
であった。初婚-再婚別にみると、2018年は「夫妻とも初婚」は42万9742組（全婚姻件数の約
73.2％）で、「夫妻とも再婚又はどちらか一方が再婚」は15万6739組（同、約26.7％）となってお
り、4組に1組以上は再婚である。再婚の内訳は、夫妻とも再婚が57383（約9.8％）、夫再婚・妻初
婚、57910（約9.9％）、夫初婚・妻再婚41446（約7.1％）となっている。
養育費の受け取りの経験の本人の認識に重点をおき、「現在も定期的にもらっている」「たまにも
らう」「以前はもらっていたが、現在はもらっていない」を養育費受け取り経験あり群とし、「以
前も現在も全くもらっていない」を養育費受け取り経験なし群とし、「知らない」の3つに分けた。
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