
自己と社会性の力の育成

　現代の世界は目まぐるしく変化しており、情勢の見通しがきかな
い非常に不安定な状況になっている。そういう世界で、未来を生
き抜かねばならない子供たちは、自分の頭で考え、物事の善し悪し
を自分で判断し、目標設定できるようになることが重要である。自
分自身で前進し、自分の行動に責任を持てる力のことをエージェン
シー（主体性、agency）と呼ぶ。同時に、独りよがりであっては
ならず、他者と対話を重ねて協力し合いながら物事をすすめる力で
あるコ・エージェンシー（共同主体性、co-agency）も重要である。

　エージェンシーとコ・エージェンシーは、言い換えれば、自己と社会性
の力である。自己の力とは、自己肯定感や自律性など、自分を律して高め
ようとする力である。社会性の力とは、共感や協調性、決まりを守る規範
意識など、集団の中に溶け込んで人間関係を構築・維持する力である。
　自己と社会性の力の育成には、子供と親をはじめとする大人との間にお
けるアタッチメメントが大きな役割を果たす。アタッチメントとは、子供
が恐怖や不安を感じた時に、親などの信頼できる大人にくっついて「大丈
夫だ」という安心感を得ようとする傾向のことである。アタッチメント欲
求が満たされることを通して、子供は「自分は助けてもらえる価値がある」
「人は助けてくれる存在である」という自己観と他者観を持つことができ
る。自己と社会性の力は「非認知能力」の代表的なものであり、幼い頃に
これらの力を身につけておくことが、人生の幸福を支える力となると言わ
れている。
　従来、このような子供の教育機能は、主として家庭が果たしていると認
識されてきた。そのため、国や自治体は家庭の養育・教育機能の回復や維
持を目的とした「子育て支援」を重視してきた。しかし、核家族化が進ん
だ現在の日本の状況を考えると、家庭を介した間接的な「子育て支援」だ
けでは、子供たちに十分な自己と社会性の力の形成を保障することは難し
いように思われる。子供の発達を直接支援する「子育ち支援」の観点が必
要であろう。
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るように適応し、進化してきたことが最近の生物学
や心理学では指摘されている。セーフティーネット
を何重にも張り巡らせ、か弱く手のかかる子供たち
の発達を支えていた。このような集団共同型子育て
があまねく存在していたのが、元々人間が生きてき
た環境だというのである。

現代日本の母親中心主義

　一方で、現代日本の子育ては誰が担っているのか。
日本では、現在でも母子関係中心主義が根強く残っ
ている。男女共同参画やイクメンなどの概念が広が
り、保育の拡充も声高に叫ばれているが、育児とい
えば母親の役割・責任であり、子供が何か問題を呈
しているなら全て母親の責任であると考える人も未
だに少なからずいる。
　人間の子育てが元来、集団共同型であることを考
えると、母子関係中心主義は不自然である。歴史的
に見れば、日本の母子関係中心主義は戦後の高度経
済成長期に強まったもので、古いものではないとい
う見方がある。高度経済成長期、産業構造の変化に
より男性は仕事、女性は家庭といういわゆる性別役
割分業が急速に社会に浸透した。男性は家庭外で長
時間労働・通勤をしなければならなくなり、家庭は
女性が守るということで分厚い専業主婦層が形成さ
れた。
　一方、歴史を遡れば、日本でも父親による養育や
集団共同型子育てがそれなりに機能していたという
研究もある。教育学者である太田素子氏は、江戸時
代の親子関係に関する資料を精密に分析し、江戸時
代は基本的に父親が子供を育てたと言ってもよいの
ではないかと述べている。また、民俗学者の江馬三
枝子氏は、大正から昭和初期の飛騨白川における集
団共同型子育てについて研究し、集落の女性たちが
自分の子供でなくても授乳し合う様子を記述してい
る。
　それに、子供の発達にとって深刻なダメージとな
るのは、母親一人の機能不全ではなく、子育てネッ
トワーク全体の機能不全である。仮に母親が上手く
子育てできなくても、子供たちはどこかで自分の発
達を支える人を見つけるため、発達は補完・保障し

集団共同型による子育て

　そもそも、人間の元来の子育ては血縁を超えた集
団共同型だったと考えられる。なぜなら、人という
生物種の赤子は、「生理的早産」と表現されるほど
非常に脆弱で、子育てに多くの労力を必要とするか
らである。誕生直後の赤子は、栄養をとる能力が乏
しく、授乳も口元まで乳首を運んであげる必要があ
る。運動能力もなく、手足をばたつかせるくらいで
自分では移動できない。体温を維持する力も乏しい。
それほど未熟で絶対的な依存状態にあるにも関わら
ず、非常に分厚い体脂肪をまとっており、他の生物
種の赤子よりも重い。たとえば、ゴリラの赤子は平
均で 1900 グラム程度だが、人間の赤子は日本の子
供でも平均で 3000 グラム前後はある。
　加えて、乳児期の後の子供期にも手がかかる。母
乳を卒業しても食料を与えてもらう必要があるし、
安全も確保してもらわなければならない。そのよう
な子供期が 10年以上にわたって続くのである。つ
まり、人間における養育の負担は非常に長きに亘っ
て重たい状態がずっと続くといえる。
　そういう中で、母親一人で子育てするということ
は土台無理なことで、必ずヘルパー、サポーターが
必要になる。では、誰がヘルパー、サポーターの役
割を果たしてきたのか。当然、父親という存在は、
非常に重要な子育ての担い手であった。そして、父
親以上に祖母が重要な役割を果たしてきた。人間の
女性は閉経後も生存する期間が長い。子育てを終え
た祖母がヘルパー、サポーターとして最も重要な役
割を果たしてきた可能性が高い。他に、一家族にた
くさんの兄弟姉妹がいる場合は、年長の子供もまた、
重要なヘルパーであった。
　しかし、父親や祖母、年長の子供がヘルパー、サ
ポーターとして機能しても、幼い子供の成長発達を
保障するには十分ではない。生物学者・人類学者で
あるサラ・ハーディは、人間の子育ては非血縁者も
含めた集団共同型子育てだったという学説を提唱し
た。集団共同型子育てとは、言い換えればアロペア
レンティング、すなわち親以外の他者による養育で
ある。子供は親だけでなく、色々な人のケアを受け
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gate keeping）を防ぐことも重要である。ゲート・キー
ピングとは、父親の家事・育児参加への門を、母親
が閉じてしまうという現象を指す。父親にモチベー
ションがあっても、実際にやってみると上手くいか
ないことがある。この時、母親側からすると、気持
ちはありがたいが、下手な手伝いをされるくらいな
ら自分がやった方がましだ、という反応になること
がある。これが結果的に父親の家事・育児を阻むこ
とがある。
　ゲート・キーピングは、ある意味悲劇である。現
代では、特に若い父親の子育てや家事に対するモチ
ベーションは高まっている。しかし、それが実際の
貢献に繋がっていかない。ゲート・キーピングを防
ぐためにも、妊娠期からの話し合いと具体的育児・
家事スキルの獲得が非常に重要になる。
　最後に、父親の育児休業を取りやすくすることが
挙げられる。やはり会社・職場の意識改革が必要で、
イクボス（育ボス）と呼ばれるような、育児に理解
ある上司が増えることが重要である。

社会的ネットワークを支える仕組み

　家庭内で父親の育児参加を促していくと同時に、
現代の事情に合うように集団共同型子育てを再生さ
せていく必要がある。かつてのように隣近所に子供
を委ねるということは、現代においては難しいかも
しれない。やはり保育園・こども園・幼稚園、学校
などを核にして社会的ネットワークを支える仕組み
が必要となるだろう。
　冒頭で、幼い頃に自己と社会性の力を身につけて
おくことが重要であると述べた。かつては、そのよ
うな力を身につけていくためには、一人の重要な大
人、特に母親との関係がしっかりしていれば支えら
えると考えられてきた。そして、それを他の人との
関係にも広げていけるという考え方が一般的だっ
た。
　一方、現在では、子供は最初から色々な大人との
複数の関係を同時並行的に持っており、それぞれの
関係から違った心の要素を獲得しているという学説
が有力視されている。現代では、多くの子供が園や
学校という、家庭とは別の世界でも社会生活を送っ

てもらえる部分が多いとも言われている。母親の子
育てがうまくいかないことだけによる発達へのダ
メージは、相対的に少ないと見るべきではないか。

父親の育児参加の重要性

　家庭の外を含めて子育てのヘルパー、サポーター
を増やしていくことは重要であるが、現代日本の社
会状況を考えると、やはり父親が母親と共に主たる
養育者になっていく必要がある。一部の自給自足社
会など、社会文化によっては父親がほとんど関わら
なくとも子供がしっかり成長できる社会もある。し
かし、日本では、西欧と同様、急速に核家族化が進み、
子育てのヘルパー、サポーターが非常に少なくなっ
ている。このような社会では、父親の役割は際立っ
て大きく、直接的な育児の担い手として機能してい
くことが求められる。
　それにも関わらず、日本では父親の家事・育児は
少ない。私が所属する東京大学発達保育実践政策学
センター（CEDEP）では、母親・父親の家事・育児
負担に関して調査を行った。この調査で母親と父親
の家事・子育て負担を調査して比較したところ、大
半の母親は本当に負担が大きいと答えている。一方、
父親は負担が大きいと感じている人が非常に少な
い。共働き家庭の場合でも、その中の 40％ほどの
家庭で、母親が家事・育児の 8～ 9割を担っている。
6～ 7割を母親が担っている家庭も含めれば、共働
き家庭のほとんどがそれらだけで埋まってしまい、
父親が母親と同程度に家事・育児を担っているケー
スは際立って少ない。これは日本と西欧の大きな違
いである。
　それでは、父親の育児参加を促すためには何が必
要なのか。まず、子供が誕生してからではなく、妊
娠期から子育ての準備をしていくことが重要であ
る。妊娠期から夫婦で子育てに関して話し合いをし
ておくと同時に、父親が授乳や排せつの世話などに
関して、具体的なスキル獲得の準備をしておくこと
が大切である。これらの準備により、子供の誕生後、
スムーズに育児に参加できる態勢を整えることに繋
がっていく。
　また、母親によるゲート・キーピング（maternal 
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いる。家庭の外の関係性が、家庭と全く同じような
機能を果たす必要があると言われているのではな
い。あえて家庭とは異なる子供と大人の関係性こそ
が、子供の育ちを支えていくと言われているのであ
る。

斜めの関係・横の関係

　もう一つ、家庭外の経験に関して強調したいこと
がある。それは、子供の発達は、子供と大人の関係
だけでなく、子供同士の斜めや横の関係によっても
支えられるということである。血縁・非血縁に限ら
ず、大人との関係は縦の関係である。集団生活をお
くっていた時代には、子供は年齢が異なる他の子供
との斜めの関係性、ほぼ同年齢の子供同士の横の関
係性も濃密に経験できていた。
　最近発達心理学で注目されている集団社会化理論
によれば、子供は子供同士の濃密な集団生活の中で、
「同化」と「差異化」を濃密に経験してきた。「同化」
とは、一緒に何か同じことをやったり、連帯意識を
高めたりすることで、社会のルール・常識・文化な
どを習得することである。一方、一緒に遊びながら
も一人ひとり得手不得手や好き嫌いが異なる中で、
自分の個性を自覚し、時にはその個性に適った役割
を取ったりする。言い換えれば、自分自身の独自の
発達の可能性を子供一人ひとりが模索する。これが
「差異化」である。
　この「同化」と「差異化」が人間の発達には際立っ
て重要な意味を持っていたはずである。しかし、現
代の日本では少子化が深刻になっている。家庭の中
できょうだいの数が減り、斜めの関係が持ちにくく
なっている。また、各家庭が孤立していて、家庭の
外で子供同士が自然発生的に公園などで遊ぶことが
非常に少なくなっているなど、横の関係も持ちにく
い。
　とりわけ、乳幼児期における斜めの関係や横の関
係の希薄化が、現代では深刻になっている。かつて、
専業主婦が家庭で子育てすることが一般的とされた
状況にあっても、一家庭に子供がたくさんいた。ま
た、道端や公園など家庭の外で遊ぶときにも、親が
ついてきて子供たちの様子を一緒にみており、母親

ており、保育者や教師が親以外の重要な他者として、
アタッチメント対象になりうると考えられる。そし
て、園や学校で、保育者あるいは教師と緊密な関係
性をどれくらい経験できるかということが、親子関
係以上に子供のその後の集団生活や社会生活におけ
る適応に重要な役割を果たしているという知見も出
てきている。
　また、子供を乳児期の早い時期から保育園に預け
ることが、単純に発達に悪影響を及ぼすわけではな
いことが分かってきた。アメリカには、NICHD と
いう人間の一生涯にわたる心身の健康に関する総合
的な研究をすることを目的とした研究機関がある。
この NICHD が、早期からの乳幼児保育に関する大
規模な縦断研究を実施し、乳幼児期の早い段階から
保育所に子供を預けることは、子供の発達にほとん
ど差を生み出さないと結論づけた。
　同時に NICHD は、保育園利用の有無より、保育
園でどれだけ質の高い保育を受けられるかが発達に
影響するとも述べている。子供の感情やシグナルを
受けとめて素早く応答できる敏感性、子供の活動に
ポジティブな関心を向ける態度、子供の認知活動を
支え促すこと、子供の主体的な活動には土足で踏み
込まず、見守りつつ応援する姿勢など、保育者が高
いスキルを持っていることが重要となる。子供の発
達にマイナスの影響があるのは、短期間のうちに保
育園を転々とさせられたり、質の低い保育や長時間
保育を受けたりすることと、家庭内の親子関係の不
和が組み合わさることである。
　そして、そのように保育の質を高めた場合、保育
園は家庭でのハンディキャップを十分に補償しうる
という知見も出てきている。家庭と園や学校の間で
相互の連携がうまくいっている状況が理想である
が、実際は養育・教育機能に課題がある家庭ほどコ
ミュニケーションを取りにくい。そのような場合で
も、保育園・学校で質の高いケアを提供できれば、
子供の発達を促すことができる。具体的には、児童
期思春期における認知能力・学力水準の高さや、問
題行動の低さなどを予測することが指摘されてい
る。同様のことは学校にも当てはまるだろう。まさ
に、家庭外における経験が、子供の認知と非認知の
両面の発達にポジティブに働く可能性が示唆されて
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の目という安全管理の中で、斜めの関係・横の関係
で自発的に遊ぶことができた。今では、自然発生的
に斜めの関係・横の関係を経験できる機会が非常に
少ない。斜めの関係、横の関係を経験できる場と機
会を、意図して積極的に設けていく必要がある。そ
こにおいて中心的な役割を果たすのは、やはり園や
学校であろう。
　現代では、子供は家庭に加え、園・学校という二
つの社会にまたがって生きている。園や学校でも、
子供たちが幸福に生きていけるように発達を支えて
いかなければならない。もちろん家庭の教育機能を
高めていくということは、それはそれで必要である。
とりわけ、核家族化が進んだ現代においては、父親
がどれだけ家庭で子育てに深く貢献できるかを考え
なければならない。同時に、集団の中で、自然発生
的には生じにくくなっている子供同士の斜めの関
係・横の関係をどのように経験できるようにするの
か。それらを考えることが今、非常に重要なのであ
る。

（本稿は 2022 年 11 月 16 日に行われた政策研究会
の発題内容を整理してまとめたものである。）


