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• 女性の平均初産の出産年齢 ３０．７歳 ☞１０代出産する女性との年齢差は１０歳以上の差

• 全出産数件 ９７６．９７８件 うち10代の出産件数は １１．０９５件

• 10代の出産数は、全体の１．１４％（ここ３０年間１．２％から１．５％の間で推移）

・ 10代女性の出生率（１５～１９歳女子人口1000対）４．２４ ％（ここ４０年間４～５％で推移）

・ 妊娠した場合の出生率は増えている32.3％（2003）⇒43.1％（2016）

（厚生労働省人口動態調査 2016）

・ 青少年の性の二極化が進行、貧困問題を抱える社会構造が影響（若者の性白書8）

・ 特に女性はライフコースの展望が性交経験を抑制したり活発化させている（若者の性白書8）

⇒日本は晩産化が進んでおり、１０代で出産する女性は少数。

10代で出産する女性は一定数存在

年々出産の割合は増加、背景には社会構造が影響。



【欧米での研究ーアメリカ、イギリス、オーストラリア等】

◎10代の妊娠、出産は幼少期からの社会的不利益が連鎖し、複雑に絡み合っておきる

☞性教育の予防効果はほとんどない。10代の母親は教育や福祉支援の対象である

・「若年母親がスティグマを抱え、それを意識して育児をしている」

（Harden.A 2009 、 Kyla Ellis-Sloan 2014 、 Smith .W 2016 ）

・「早期の子育てが母親を成長させる」

（ Watts MCNC 2015、 Clare J Seamark and Pamela Lings 2004 ）

・「意図的に若年妊娠をすることで、人生をやりなおし自立しようとしている若者がいる」

（Cater.S.C 2006、 MacutkiewiczＪ 2016 ）

・「早期適切介入や支援によって、社会的不利な状況で育った母親が自立している」

（ Hotz. V. J他 2005 ）

・「社会的自立にむけては、母親自身の資格習得を含めた教育への意欲が重要」

（ Clare J Seamark and Pamela Lings 2004 、Sonys.R.Durdin.F 2002  ）

☞若年母親のスティグマだけでなく、ポジティブな変化や教育の
大切さを述べたものが見られる。



スティグマ
本来教育を受けているはずと期待
される年代なのに、親となる

・高学歴社会・単一的進路選択
・社会的に自立できていない（未成年）
・婚前妊娠（８５％以上）

母親としてのプレッシャー
親になることは個人の選択・責任

・子どもは「授かる」から「つくる」存在
・女性にとってのキャリアリスク
・親への過剰な養育や養育役割

１０代で出産した女性
思春期と成人の発達課題を併せ持つ
マイノリティー（全出産の1.2％程度）

【高いもの】
・貧困率（・生活保護受給率）・未婚率
・離婚率・母子家庭率・非正規雇用者率
・DV率
・社会からの孤立化（母子健診未受診等）
【低いもの】
・自己肯定感・学歴（学業の中断）

出産した
子ども

【高いもの】
非嫡出子率
・貧困率
・被虐待率・発育
不良・発達障害・
学力不振・不登校
【低いもの】
自己肯定感・学歴

社会的
不利が
連鎖

【社会背景】

よって、10代での妊娠、出産は防ぐべきものとされている

【個別背景】

先行研究、統計資料より佐藤作成

•貧困・親の離婚

•虐待・DV

•支援する親や夫の
力量にゆだねられ
ている

家
族

•知識・経験不足

•学校不適応

•教育への拒否
個
人



◎近年、10代の母親自身の心身の変化についての研究される

＊10代の母親は様々なスティグマを抱えて育児をしている（林ら
2015）

＊若年母親が主体的にその人生を選び、彼女たちが母親になる
ことで、他者から社会的承認をうけ、自己を形成していっている
（大川2016）

＊10代の母が自分を大切にすること、自分のことを考えること、高
校にこだわることが、その後の自分の人生を考えることに深くつ
ながっている（日韓との共同研究で、森田2015）

☞10代の母親の生き方を認めた教育と福祉を一体化し
た支援が必要



◎日本では、10代で出産する女性がここ何十年も変わらずに一定数いる。

その存在は問題視され、ポジティブな面は不可視化されている。

☞ポジティブな逸脱者の生き方を学ぶことは解決困難な問題を解く糸口にな

る。（Pascal 2015）

◎実際に10代で出産した女性が、どのようなプロセスで母親となり、社会的

自立をしようとしていくのか、強みを生かして生活している母親のモデル研

究は、国内ではほとんど見当たらない。

【目的】

①10代で妊娠・出産した女性が、どのように社会的自立を目指し
ていくのか、そのプロセスを明らかにする。

②プロセスを促進する10代の母親の強みとしての影響要因を明
らかにする。



【対象者】 16～19歳で妊娠・出産し、現在子育て中の母親で
かつ，子育て歴10年以内の母親、11名

【対象者設定理由と方法】
◎理由
＊法的にも婚姻ができ，比較的主体的に出産を選ぶことができる、16歳～19歳とした。
＊現在子育て中としたのは、母親として適応し、自己の体験を振り返り語ることが可能
な対象者と考えたためである。
＊子育て歴10年以内としたのは、ある程度の時間の経過の中での自己の変化を
捉えることができ、当時の状況を思い出して語れる期間と考えたためである。

◎方法
＊対象者は西東京市役所保健師からの紹介，及び研究者の知人から機縁法に
よって，選定した。



【データ収集】 インタビューガイドを作成し、半構造的インタビュー
一回80～120分実施し、必要に応じて複数回実施
インタビュー調査後、必要時フィールド調査を実施

【分析】 M-GTAによる質的帰納的に分析
【分析テーマ】 ①16～19歳で妊娠し、母親という生き方を選んだ

女性がどのようにして母親となり社会的自立を
目指すのか

②プロセスに影響し、促進させる個人・家族・環境
の要因はどのようなものであったか

【倫理的配慮】 インタビューは協力者の人権に配慮し、対象者の指定する場所
プライバシーが保たれ落ち着いて話せる場所、対象者の自宅
公的機関の面談室、会議室等で実施



番
号

妊娠
年齢

出産
年齢

年齢 最終
学歴

配偶者 子どもの数
（育児年数）

職業 2019年8月 現在

１ 18 19 28 専門学校中退 有（大学中退） ２
（９）

パート 離婚
準正規職員

２ 19 19 28 大学中退 有（同級生/大学中退） ２
（８）

正規職員 PTA・学校ボランティア活動中

３ 19 19 28 高校卒 有（同級生/中学卒） ３
（８）

専業主婦 地域ボランティア活動中

４ 17 18 19 全日制高校中退 有（大学卒） １
（１）

専業主婦 高校進学希望

５ 17 18 19 全日制高校中退 無・未婚
（同級生/高卒）

１
（１）

パート 通信制高校卒業⇒通信制大学在学中

６ 17 18 26 全日制高校中退 無・離婚
（同級生/高卒）

２
（８）

パート 通信制高校卒業⇒専門学校在学中

７ 19 19 24 高校卒 有（中学卒） ３
（４）

専業主婦

８ 18 19 27 大学中退 有（大学卒） ２
（８）

パート 正規職員⇒退職

９ 17 18 26 定時制高校中退 無・未婚（高校卒） ２
（8）

専業母 高校進学希望

１０ 16 17 19 通信制高校卒 無・未婚（高校卒） 1
（2）

パート 就職希望

１１ 17 18 20 通信制高校卒 有（高校卒） 1
（2）

専業主婦 パート



「１０代で妊娠・出産した女性が

社会的自立に踏み出すプロセス」





• レジリエンスの概念は人間の「回復力」や「回復過程」

• 「悪条件のもとで個人的要因と環境的要因とが作用し，肯定的な適応
に至るダイナミックな過程」（Luthar,Cicchetti＆Becker，2000）

本研究
10代で妊娠・出産した女性の社会的自立に踏み出すプロセスは、
社会的レジリエンスのプロセス

◎母親になることで，それまでの社会生活から切り離される
→パブリックスティグマを受けながら育児をし、セルフスティグマ化す

る母親となっていく
→セルフスティグマを感じるような経験が、母親として評価されることで女

性を内省させ、経験の価値化（ベネフィットファインディング）する
→個としてのアイデンティティの再構築を促し、再び社会の中で

「存在する自己」と取り戻していく





【セルフスティグマの概念】
「パブリックスティグマを知覚し、同意し、自己一致から内在化されたス
ティグマとなったもの」（Watson et al、2007）
・構成要素…価値の低下、恥辱心、秘密にすること、引きこもり、
固定観念（Corrigan、2008）

【母親として社会に受け入れらていく体験】と【セルフスティグマタイズ】の
相互作用
→セルフスティグマは、女性のポジティブな行動を抑制
孤独な育児を助長し、未熟な母親としての同意を導く
→反面セルフスティグマは、10代の女性が母親としての評価が得られると
他者から見られる自己と、自分で見ている自己の間に葛藤を生み、
女性の内省を促す

◎この内省は、女性は孤独な育児の中での他者への感謝の気持ちや、自
分を成長させてくれた負の経験に価値を見出させる



10代で妊娠・出産した女性が社会的自立に踏み出すプロセスとその要因 

            －アイデンティティの再統合と社会的自己の回復ー 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

【１０代の母になることへの葛藤と決意】 
 

《出産の葛藤と短期間での決意と準備》 

《母になる使命感と夢の保留（学業中断）》 
 

《つながりの構築と母親としての社会的評価の獲得》 

 
〈家族関係の進展〉 

〈友達関係の改善〉 

〈新たなつながりの構築〉 

〈身近な人から母親としてほめられる〉 

 

【母親として社会に受け入れられていく体験】 

《孤独な育児と養育する者への変化》 

 
〈自分を後回しにする生活〉 

〈孤独な育児に奮闘〉 

〈母親としての現実味がわかない〉 

〈子どもを守ろうとする自分への気づき〉 

〈子どもの養育への新たな不安の出現〉 

 

 

【アイデンティティの再統合と社会的自立のための行動】 
 

《若い母親として生きる覚悟》 

《手ばなした可能性を取り戻す行動（復学・就職・離婚》 

【プロセス】 【影響】 

【自分を生かそうとする思い】 

《学業は取り戻せるという自信》 

《新しい家庭へのあこがれと希望》 

《中絶への抵抗感》 

 

【 】カテゴリー  《 》サブカテゴリー 〈 〉概念 

出産する 
 

 
 

【経験を価値化し経済的自立を考える 

（ベネフィットファインディング）】 

 
《１０代で母親になった経験の価値化》 

《青年期を生きる自分のアイデンティティや自立を考える》 

《パートナーとの関係の再検討》 

 

 

《未熟な自分への同意と負い目》 

〈年齢以上の「大人としての」行動〉 

〈貧困の事実と経済的不安〉 

〈10代の母への否定的な感情〉 

〈子供や家族に我慢や迷惑をかけている自分〉 

〈普通の女性と比較した羨む感情〉 

〈パートナーからの束縛，DV〉 

  

【セルフスティグマタイズ】 

《パブリックスティグマとマイノリティの認知》 

 
〈「要支援者」と見られ，祝福されない妊娠・出産〉 

〈若いことをネガティブに言われる，見られる〉 

〈就きたい仕事に就けない〉 

〈学業継続について立場が弱い〉 

〈青年期を生きるパートナーへの嫉妬〉 

 

 

 

【社会的自己の回復】 

 
〈若いことが気にならなくなる〉 

〈強みを認識し社会で「存在する自己」を取り戻す〉 

 

【子育てを支援する家族の存在】 
<子の父親となりうるパートナーの存在> 

<家族とパートナーの承諾・応援> 

 

【自分をを生かそうとする思い】 

 

《学業は取り戻せるという自信》 

 

【子育てを支援する家族の存在】 
〈家族からの子育て支援〉 

【自分が普通でいられる地域支援】 
〈無理しないで付き合える同年代のママ友の存在〉 

〈地域のあたたかいまなざし〉 

〈ソーシャルサポートの支援〉 

 



• ベネフィットファインファインディングの概念
「苦難な経験や体験の中にもいい意味、価値を見出すこと」
（Ｈｅｌｇｅｓｏｎ，2006 ）

・本研究から
セルフスティグマを感じるような育児経験を「自分が成長する
ために必要なことだった」と価値化し、捉えるようになること

「自分のつらかった経験を生かしたい」、「社会で役にたちた
い」と社会化していくことであった。

→ベネフィットファインディングがセルフスティグマを軽減してい
た。





• 女性は社会指向性発達優位の発達プロセス（岡本1999）
☞関係性を確保し、その中から自分自身を見つける

• 母親は、まず母親としてのアイデンティティを築き、子育てがひと
段落する時にアイデンティティを再統合し個としての自己を築く。
（岡本1999）
☞母親になる前の個が影響

・本研究から
母親になることでひとつのアイデンティティを築き、その上で、個と
しての社会的アイデンティティを築こうとしていた。
しかし、妊娠前の個がはっきりしていないため、アイデンティティを
再統合していく過程で不安がうまれていた（復学、進学、就職）



• 若年母親が夢を持てないために母親になろうとした。学校への
ニーズは見られなかった。 （大川 2016）

・ 現代の青年期の特徴として多元的自己形成（Marcia 1989、
Lifton 1999 など）

・本研究の新しい知見
・対象者には将来の夢があり、母親以外の個としての社会的、多元

的自己の回復を求めていた。
・母親になるために一旦保留にした学習や進学へのニーズがある。
・1人の若者として、社会で「存在する自己」を取り戻すことが、社会

的自立につながる。
☞10代で出産した女性が「能力が低い」「母親になるしかなかった」

等の社会的スティグマに反する意欲を持っている（Yardley 2008）



「１０代で妊娠・出産した女性が

社会的自立に踏み出すプロセス」

を促進する要因





【個人的影響要因】
二つの型 Well-beingへの欲求
・「幸福追求型」
母親となることで成長していきたいというもの
☞先行研究と同様

・「受容型」

妊娠は「望まないもの」ではあったが、「母親になる」ことを選んだ選
択的なもの
☞本研究の新しい知見

「将来への希望」、「責任感」、「自律心」、「人との関係
性を構築できる力」の有無が

【母になることへの葛藤と決意】と【経験の価値化と経
済的自立を考える】ようになるプロセスに影響



• 授かった命、子供との間に親密性を築き、そ
こに自己存在感を得られること

• 母親としての自己を築き、その上で社会的自
己を築き、自立できること

（経済支援と学習支援が受けられる）



• 母親としての内面的な成長を促す育児支援だけではなく，「青年期を生きる
若者として」の社会的成長を促す学習支援や就職支援が必要

• 10代で母親になることによってwell-beingを見出す生徒がいる。親として

「社会で生き抜くための力」、レジリエンスを高める健康教育や学習支援が
必要

• 10代で母親になった女性たちには、潜在的な再学習や就職への意欲、成

長と自立への欲求、困難な中でも「生きぬく決意」があった。学校は生徒が
妊娠し、出産を選んでも学業継続ができるようにサポートし、再学習にむけ
た相談先のひとつになる。

• 教員や支援者は、「何か足りないの」を教育し支援するだけではなく、既に
得ているものに気づかせ、共に強めていけるような姿勢が重要
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