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 共催：杉並区母親クラブ連絡会 

 杉並区児童青少年センター 

講演会：『乳幼児の親と子育ての先輩との関わり方』 

講師：菅原ますみ先生（お茶の水女子大学助教授（発達心理学）） 

＜主な内容＞ 

  子どものパーソナリティの発達に家族関係がどれだけ重要な影響を与えるか、これは大変難しいテーマで

すが、実際にたくさんの子育て家族を追いかけるという研究スタイルで、その問題を考えております。そうし

た研究の中から、どうすれば子どもの健やかな発達を守っていけるかを考えたとき、重要なのはお父さんと

お母さんが元気でいてくれるということなんです。若いお父さんとお母さんの元気を、どのように作っていけば

いいかということを、私たちの研究結果を交えながら皆さんと一緒に考えていきたいと思います。  

 杉並区では児童館が大変充実していることに驚いています。赤ちゃんからご老人まで、そして中学生も高

校生も参加して、いろいろな世代の子どもといろいろな年代の人たちが一緒に活動している。その中で子ど

もが育っていけるという、非常にありがたい環境が整っていると思います。  

 子どもの発達ということから考えますと、いろいろな世代の人たちと交わることが大切です。ご老人も赤ちゃ

んもいて、多様な年代の人たちと交わりながら育つことが、何よりも大事です。しかし、いま日本は少子化し

てしまいましたので、これは非常に難しくなっています。私は女子大で教えておりますが、「最近、赤ちゃんに

触ったことがある人はいますか？」と聞きます。学生の３分の１ぐらいが、もう少し経つとお母さんになっていく

訳です。今日お話するのは、そうした若い世代の子育てストレスがどういうふうに作られているのか、分析し

ていくのですけれども、この溝を埋めるのは小さい時から継続して赤ちゃんに触れていることが一番の解決

策になると思っています。  

 今日のお話の中心は、どの様に若いお父さんとお母さんの元気を作り、それを守っていくかということです

が、まず最初に、とても基本的なことですが、子どもの発達から見て、親にはどうあって欲しいか、ということ

から述べます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



《図表 01：家族関係と子どもの発達》 

 

 

 こういう少子社会では、親の役割とはどういうものか、自分が大人になっていく中で広く見聞きすることがで

きません。そういう意味ですでに少子化してしまった世の中で育った私たち昭和 30 年台以降ぐらいの若い親

達というのは、こうした子育てスキルに関しては、レベルゼロからのスタートにならざるをえません。子どもの

発達に沿って親の役割は変わっていくのですが、基本ラインを簡単に復習しておきたいと思います。スキル

が非常に貧困な状態から親をスタートさせなくてはいけない若い人達に、もう一度伝えるとしたら、ということ

で、まとめて整理しておきたいと思います。  

 誰もが子育て真っ最中の時には、苦しんでいるのは自分だけではないかと思いがちで、周りを広く見るスタ

ンスもありませんし、機会もありません。パニックの渦中では自分の生活の大変さの中に埋没していってしま

う、それで余計に苦しくなってしまうということがあります。この時代、日本で子育てをする若い親達の共通の

本能というものがあります。これを少し整理しておきたいと思います。  

 それでは長い人生時間の中の新生児のところから青年期のところまで、子どもが一応大人として成熟する

までの親の役割はどのようなことがあるのかというところを簡単に説明していきます。  

 

 

 

 

 



《図表 02：親子関係の発達と養育者の役割(1)》  

 

 いわゆる赤ちゃんの時代の終わりというのは、いつくらいだと実感されておられるでしょうか。発達心理学で

は、乳児期の終わりというのを１歳半、18 か月というところにおいております。中途半端ですね。なぜ２歳で

はないのか、あるいは１歳ではないのかという感じがするかもしれませんが、生後 18 か月というのはとても

大きな変換点になります。それまでの赤ちゃんというのは、ハイハイで移動することはできますけれども、２足

歩行というのはまだ完全ではありません。歩き始める時期には個人差があります。早く歩いてしまう子、のん

びりとした子。皆さんの場合はいかがでしたでしょうか。赤ちゃんというのは、できてもしないということがあり

ますので、皆さんも赤ちゃんの発達相談を受けられることがあろうかと思いますけど、１回でもできていれば

大丈夫です。  

 それともう一つ大事な指標は言葉です。言葉が話せるようになるには大変長い準備期間が必要で、個人差

が大きく、女の子の方が早く話し始める様な気がしたり、男の子は遅いような気がしたりしますが、実際の差

はありません。しかし、爆発的に言葉が出てくる時期は非常に個人差がありまして、早くから話し始める子も

いれば、『ママ…』くらいで済ませている子もいます。しかし、きちんと意味のある言葉が出ていれば心配はい

りません。赤ちゃんは非常に賢く、“マイルール”で言葉を学び取っています。たとえば湯気などの白い煙状

のものを『フーフー』と呼んだりします。ＦとＵという単純な組み合わせですがお風呂から出る湯気と煙突の白

い煙は似てるんですね。そういうものに対して『フー』と呼ぶ。注意深く見ていると、明らかにその子にとって

の共通項を作り出してラベルを貼っていることがあります。あるいは、『ゴー』という言葉を使う子もいます。走

る電車がゴーという音を出しますよね。それからたくさんの鶏がいる養鶏場などでもゴーという音が聞こえま

す。このようなことを、生後10か月くらいから、赤ちゃんはやっているのです。何かそういう意味のある言葉が

出てくれば、２歳になってから爆発的に言葉が出るようになったりします。  



言語の使用と２足歩行というのは、人間の種としての基本的な条件を満たすものです。人間の赤ちゃんは 1

年半かかって、ようやく人間としてデビューできるところまで発達する。非常にゆっくりとした発達を遂げます。

他の動物と違って、人間だけが未熟な形で赤ちゃんを産みます。これを動物学や私たち発達心理学では、

「生理的早産」とか「体外胎児」と呼びます。ですから、それに付き合う両親、大人がスイッチを切ってしまうと、

赤ちゃんはたちまち死んでしまいます。それくらい高度なケアが必要な時期ということになります。なぜ、体外

胎児状で赤ちゃんを授かるのか、まだ研究の結論は出ていないのですが、私たち人類が２足歩行を始めた

時、胎盤が非常に小さくなって、産道が狭くなってしまいました。４足動物は非常に大きく子宮口が開きます。

よく犬や猫は一人で産むじゃないかと言いますが、人間の出産というのは４足動物とは比べものにならないく

らいに大変な苦しみを伴います。子宮口が最大 10 センチしか開かないのです。赤ちゃんも回りながら、非常

にいろいろ技をつくして出てきます。そして、乳児期１歳半までの赤ちゃんのお世話は、本質的に生まれてく

る赤ちゃんの特徴によって決められています。養育担当者は生命維持装置ですから、維持するスイッチを切

れない。そして、本質的に乳児期の子育ては一人ではできないという特徴があります。後でもお話しますが、

これは今始まったことではなくて、旧石器時代からやっていることです。人類は、未熟な赤ちゃんを何とかして

死なせずに育てるために、様々な工夫をしてきました。お母さんもお乳をあげなければならないので、赤ちゃ

んのそばを離れることができない。そして、そのお母さんをさらに別の人達がお世話している。そのようにして、

時々はお母さんを休ませてあげる。こういうことは有史以来、工夫してやってきたことです。  

 また、もともと赤ちゃんの側に本質的な特徴があるということを押さえておいていただきたいと思います。子

育て支援をしていく上では、ここは大切なポイントになります。難しい言葉で恐縮ですが、「高次精神機能の

有能さ」、要するに赤ちゃんは頭が良いということです。目は、大人と同じようにははっきりと見えません。ちょ

っと近視状態のようですが、生まれた時から見えています。しかし、一昔前、20 年、30 年前の育児書には、

「生まれたての赤ちゃんは目も見えません、耳も聞こえません」と書いてあったのです。なぜ、最近になってそ

れが分かってきたのか、不思議に思われるかもしれませんが、新生児はほとんど能力がゼロ、個性もゼロで、

生まれた後の体験によっていろいろなものが書き込まれていくと長い間信じられていました。生まれたての赤

ちゃんに音を聞かせて、反応を見て聞こえるかどうか試してみるというようなことをやってこなかったのです。  

 ところが 1960 年代以降、すごい勢いで少子化が進みます。避妊術も進み、経済的に豊かになり、少なく産

んだ子どもを大事に育てるという世の中になってきた訳です。そして、そこで初めて、子どもや小さい赤ちゃん

が科学や社会の関心を浴びるようになってきました。20 世紀以前には、赤ちゃんには人権がないくらいに見

捨てられていました。日本にも間引きという習慣がありました。飢饉があったりすると子どもが育てられなかっ

た訳ですね。20世紀に入ってようやく児童の人権というものが認められ、本格的に赤ちゃんが注目されるよう

になるのは20世紀の後半なのです。アメリカに有名な雑誌「Time（タイム）」があります。その表紙を初めて赤

ちゃんが飾ったのが 1984 年です。  

 これから出産される方は、そのシーンをぜひ見逃さないでいただきたいと思いますが、生まれてすぐの赤ち

ゃんは疲れているのですが、非常に高い覚醒状態が1時間ぐらい続いています。びっくりしてこの世の中をき

ょろきょろ見ているという感じなのですけれども、そういう状態の時には赤ちゃんの頭からアンテナがするする

と伸びている。そういうイメージになってくる。外の刺激を、社会の刺激を、視覚刺激も聴覚刺激も味も臭いも

触った感じも、みなそこから吸収して、小さいコンピュータで情報処理している状態にあります。目をパッチリ

開けているときに反対側の見えないところでチリンとベルを鳴らしてみる。そうするとどうなると思いますか。

まず心臓がすごくドキドキします。目が丸く開いてきて、口はこういうふうになります。「へぇー」というような、

本当にそういう表情になります。すごくスローモーションです。次に、音のする方に顔と目を向けます。こんな

こと当たり前だと思われるかもしれませんが、もしこういうロボットを作ろうと思ったら大変なのです。人間は

耳が二つ付いていますが、なぜ二つあると思いますか。音がどちらから聞こえるかを情報処理するためなの

です。右側から聞こえた音は、少しだけ早く右の耳に届きます。左側の耳には少しだけ遅く届くのです。この

時間差を処理して音の来る方向を判断しているのです。生まれたての赤ちゃんにも、この情報処理能力が備



わっています。  

 もっと驚くのは、何か見るものがあるということを知っていて、見ているということです。私たち赤ちゃんの科

学者としては、一つひとつに驚きながら、（20 万年前から新生児は変わりがなかったのですが）、一つひとつ

発見してきました。その結果分かった大事なことの一つは、赤ちゃんは生まれながらに五感が働いていると

いうことです。聴覚に関しては、胎児期から大体 26 週目くらいから聞こえている。おなかの中でも声が聞こえ

ているし、さらに、その記憶があるらしいこと。もう一つ決定的に大事なのは、そうした体験を学習していく力

があるということです。この世に生まれた最初の日から、自分の身の周りに起こったこと、自分が体験したこ

とです。赤ちゃんは新聞を読めませんので、自分が体験したその現実を一つひとつ学習していく力があると

いうことが分かっています。そのことはとても大事なことで、毎日の親とのコミュニケーションで自分に起こる

ことをそのまま学習していきます。たとえば、ごく普通の養育環境であったら、ほとんど何も大きな障害は赤

ちゃんに生じません。  

しかし、人間には喜怒哀楽があります。お父さんもお母さんも人間ですから、いつも楽しく笑っているわけで

はなく、泣いたり笑ったり、怒ったり喧嘩したり…。ごく普通の生活というのはそういうもので、赤ちゃんは何の

問題もなく、人間とはこういうものだと学習をしていきます。赤ちゃんの学習の仕方というのは、全部自分がス

タートラインなのです。たとえば、自分が泣く、泣いたらどうなるかの結果を学習するのです。赤ちゃんが泣い

たら、皆さんはどうしますか。子育て中のお母さんは疲れていますけれど、だいたい「どうしたの？」という感

じで、すぐに来てくれます。近くにいれば「どうした？ どうした？」という感じで近寄ってきます。そうすると、赤

ちゃんは大変に賢いので、泣けば人が来てくれるというリモートコントロール機能を学習します。そして近づい

てきてくれたら、なるべくこの人をこの場にとどめたい訳です。そしていろいろお世話をしていただかないと生

きていけないので、どうするか。笑い声を出すのです。赤ちゃんの声は可愛いので、私たちはもうその場に釘

付けで、「どうしたの？ おなかが空いたの？」と、笑顔と語りかけのシャワーを浴びせかけます。このルール

は児童まで同じです。そういうように自分が「泣く」あるいは「笑う」というシグナルを出すということが非常に有

効なのだということを学習していきます。また、半月もそのことを繰り返しているうちに、対応してくれる人の特

徴をも覚えてしまいます。  

ところで、いつ、赤ちゃんにはお父さんやお母さんの顔が分かるのかしらと、皆さん楽しみに育てられたこと

だと思います。インタビューしてみますと、お母さんは「生後１か月くらいで私のことを分かった」と言うし、お父

さんはもっと控えめで「３か月」とか「半年ぐらい」と言う方が多いのですが、実は、赤ちゃんは、２週間付き合

ってみれば十分なのです。その代わり、毎日付き合っていないと駄目です。１年間お父さんをやっていても、

接触時間が余りに少ないと、あまり覚えていないのです。言語ではなく、この顔にはこの声、この臭いという

のを全部連動させて覚えています。どうやって、それを確かめるの？ と思わるかもしれませんが、私たちは

そういうのはあの手この手で調べてみます。簡単な実験で分かります。生後１週間目ぐらいの時に赤ちゃん

が目をパッチリ開けている時にいつも付き合っている人と違う男の人の声を出してみます。そうすると赤ちゃ

んの心臓がバクバクしてきます。この顔から、その声が出るはずは無いと思うのです。反対に、他人がいる

のにお母さんの声が聞こえてくると、またドキドキしてしまいます。そうやっていろいろ手を変え品を変えてや

ってみると、赤ちゃんは五感を通して判断しているということが分かってきます。  

 生後半年くらい、そういう日々を繰り返していますと、赤ちゃんの心の中には二つの大事な基本的なものが

形成されてきます。基本的信頼感と言いますか、ベースになる信頼感です。一つは「この人がいれば大丈

夫」という特定の養育者、お父さんやお母さんに対する信頼感です。それは愛情といった言葉では表現でき

ないくらい絶対的なものです。その人がいなければ駄目、あの人がいれば自分は大丈夫。素朴で深い信頼

感です。ですから、10 か月位になると、お母さんがトイレに入ってなかなか出て来ないと大騒ぎします。その

対象は一人ではありません。心を込めてお世話をしてくれる人ならば、複数で３、４人に対応する能力がある

と言われています。ですから十分お父さんの席もあります。保育園の保育士さんの席もあります。継続して責

任と愛情をもって、機嫌よく世話をしてくれる人ならば、十分にそういった愛着を形成していきます。  



 もう一つ重要なことは、子どもは自分がそれを起こしているぞという、自分が超能力を持ったスーパーマン

のような現状認識があるということです。でも残念ながら、乳児虐待のような悲惨な状況に置かれた乳児は、

この反対を学習してしまいます。赤ちゃんが賢いというのは、実は両刃の刃なのです。反対のことというのは、

たとえば、泣いたら打たれるといったようなことです。笑っても睨みつけられるだけで何も良いことが起こらな

ければ、どうなりますか。私たちだって上司に怒られてばかりいるとだんだんやる気が無くなって、どうしてい

いか分からなくなっていきます。そういうのを「学習された無力感」とか「学習性無力感」といいます。赤ちゃん

は無力感の方を勉強していく決心をしてしまうのです。ですから、そうなったら、もう泣くこともしません。泣い

たら怖いことが起こることを学習してしまったからです。虐待された乳児は意外にもの静かです。彼らは無気

力でほとんど横になっているか、顔に表情がありません。彼らの表情を象徴する言葉が「凍てついた目

(frozen eye)」です。人と目が合っても表情が出ないのです。どの様な表情をしてよいのか分からないのです。

幸せに育てられたのなら、自分が笑えば、このおじちゃんは頭をなでてくれるなと分かります。でもその子の

中には、そういう確信がないのです。どういう要求をしていいか分からない。そういうことで表情や情緒はだん

だんに失われていきます。情緒が失われると食欲も無くなります。乳児虐待は非常に深刻です。体重は毎日

30 グラムぐらいずつ増え続けなければいけないのに、ご飯が食べられなくなったりミルクが飲めなくなったり

という大変に深刻なことがあっという間に進行しますので、もしも乳児虐待の疑いがあるようだったら、すぐさ

ま対応をして欲しいと思います。  

 虐待をするお母さんのなかには、すごいことを言う人がいます。「人間の教育は４，５歳ごろからはっきりす

る。だから、４，５歳になったら、もうそんなことは止めます」と仰る方がいますが、とんでもない話です。すでに

お話をした通り、赤ちゃんは最初の１日目から学習しているのです。人間とは何か、社会とは何か、自分には

どういう能力があるのかということを、本当に素朴なものですけれども、しかし一生の基礎のような大事なも

のを学んでいます。  

 「生命維持装置」。やっていただく中身は二つあります。バランスの取れた生活のケアとマネージメントです。

先ほど言いましたように、少子化世代に育ってしまった大人は、みんな初心者マークから子育てをしなくては

いけないので、ここに関しては本当に皆さんのお力が必要になってきます。側にいて子育ての主体者である

自分と、自分の個性あふれる子どもの両方を知っていて、自分と赤ちゃんの関係はどのようなものか、今の

現状を見ていてくれる。そういう人がいてペースメーキングをしたりアドバイスをしてくれたり、そういうふうに

付き添ってくれる人が非常に重要になってきます。かつて外国では、昔の話ですが、これを制度化していたと

ころがあります。“付添い人”という形で、赤ちゃんとお母さんに、ベテランの女性が妊娠の時から付き添い、

出産後も見守ってゆくのです。私の研究の中で、それに該当するブラジルのデータがありますが、ブラジルで

は若い親の他に名付け親というのを男女一人ずつ必ず設定するのだそうです。その人たちとは、赤ちゃんが

大人になっても逢い続けなければならないというシステムを作っています。そうすると、もしも本当の親が死

んでも名付け親が付いているから安心です。大変優れた知恵だと私は思います。  

 今、私たちの日本の現状でも、誰かが赤ちゃんとお母さんのペースメーキングをしてあげるということが非

常に重要になります。しかし、ケアだけしてあげればよいということではありません。若いお父さんやお母さん

の精神が健康でないとダメです。ただ、健康というのはそんなに狭い意味のものではありません。毎日ニコニ

コして、「私、子育てで辛いことは一つもありません」などという方がおられらた、それは無理をしすぎです。い

ろいろな表情があっていいのです。落ち込んだり、切れてしまったり、大騒ぎすることもあるけど、時には息抜

きをしたり、あるいは夫婦喧嘩をしたり、通販で買い物をして気分転換したり、そういうことを通して、自分の

力で戻ってこられるうちは健康なんです。そういうお母さんに対しては、「子育ては大変だけど頑張ろうね、み

んな大変なんだよ」というメッセージを送ることでガス抜きをしてあげれば、また元気に戻っていきます。だけ

ど残念ながら不健康ラインに落ちてしまったお母さんやお父さんは、「この子が生まれてよかった」という気持

ちになれないのです。子どもが起きている間に可愛いというふうに思えないし、言ってあげることができない

のです。非常に悲しい思いを抱いている人がいる訳です。こうなってしまうと、もはや健康とは言えませんの



で、すぐに緊急介入が必要になってきます。  

子育てサポートでは、このあたりの見立てが大切なのです。愚痴っているお母さんには、｢大丈夫よ｣という感

じで対応してよいのですが、明らかにこれは逸脱しているという時には、難しいと思いますが、その辺を考え

て欲しいと思います。  

 

《図表 03：親子関係の発達と養育者の役割(2)》  

 

 幼児期というのは１歳半以降の人たちです。特に２、３歳のヨチヨチ歩きの人たちを「トドラー」といいます。

この人たちは少し手が掛かります。動けるようになり、達者に言葉が使えるようになったはいいが、全く実力

が無いのに何でも自分でやりたがります。これは非常に輝かしい発達なのです。大事に育てられたからこそ、

私たちが本当に寝る間を惜しんで暖かいコミュニケーションをしたからこその成果なのです。子どもは色々な

ことを言い出すのですが、強制指導も必要です。公共空間での行動とか、危険なことは親が責任を持って対

応しなければいけません。このあたりのことを分からなくなってしまっているお母さん方がたくさんいるので、

ぜひしっかり指導してください。その際の基本は、１歳半以降は社会にデビューしましたので、もう社会の一

員であるということです。  

 ですからここから“しつけ”がスタートします。もちろんレベルは１からです。社会のルールというのは、遺伝

子には書かれていません。全部大人たちの教育によって身に付けていくものです。ここは幻想を持たないで

下さい。子どもは本質的に賢くできていますから、最も自分に甘い、有意なルールを採択します。最も信頼し

ているお父さんとお母さんが良いということは、良いということになります。せっかくおばあちゃんが素敵なし

つけをしても、お母さんがずるずるしていると、そこに合わせます。そういう意味で若いご両親にしつけのお



話をされる時には、「愛と信頼があるからこそ、あなたたちが言ってあげないと身に付かないのよ」と言ってあ

げてください。適切な表現で言えば、父親と母親は子どもの社会に対するフィルターです。そのフィルターを

通して子どもは社会を見ています。フィルターの外がどんなに素敵に関わっていてくれても、フィルターが厚く

埃だらけだと子どもは社会が見えません。そういうことをお話してあげて欲しいと思います。１歳半は１歳半な

りの社会ルールで、朝は「おはよう」と言います。食べものはオモチャではないので、「もう振り回さないように

しようね」と。それでも遊び始めたら、もうお食事は終わりにして、下げてしまっても十分理解できます。少しず

つ、簡単なところからスタートしますが、いつか、どこかで魔法のように一挙に獲得するということはありませ

ん。いま電車の中で大学生が足を拡げて携帯でべちゃべちゃしゃべっているのは、しつけがされていないと

いう、かわいそうな子どもたちなのです。そして、子どもの社会はどんどん広がっていきますので、親がいな

い所では誰か他の人に言ってもらわなければなりません。その反対に、自分も他人の子どもに言ってあげな

ければいけないということになります。社会の先輩、つまり大人たちは、小さい子ども達には分け隔て無く、

公私を越えてしつけをしてあげないといけないということです。  

 私がいつもお願いしているのは、「子どもには叱られる権利がある」ということです。ですから、ルールに関

しては、厳しくしつけていかなくてはいけないと思います。怒るだけではなく、小さい子の気楽さを利用して、

最もそのルールを上手にしつけていく方法が一つあります。それは、いけないことした時に叱ることです。反

対に、良いことをした時には褒めます。いけないと分かっていて我慢するということは、小さい子にとっては非

常に大変なことなのです。ご飯の前におやつを食べない、ママに怒られる。おなかがいっぱいになってしまう、

分かっているけれども食べたい。でも我慢できた時に間髪入れずに褒めてあげる。「よく我慢できた」というふ

うに褒めてあげる。ここで初めて子どもは欲求を通すよりも、我慢する方がママがこんなに喜ぶ、こんなにい

いことがあると理解するわけです。子どもは本当に賢いから、どっちが得かをいつも考えています。そちらの

方がいいとなると、速やかにそれを取り入れていきます。だから、次のときもなんだか得意そうな顔をしてい

ます。「昨日できたことが今日もできた。すごく大人になったね」と言ってあげてください。「そんなの当たり前

よ」なんて言うとしゅんとして食べた方がよかったかなと…。小さい子が欲求をコントロールするのがいかに大

変な仕事なのか、ということを分かってあげるということです。しかし、これは３歳になるとずいぶんできてくる

能力ですが、２歳だともう大変です。調子がよければできるかなという感じなので、あまり過度な期待をかけ

すぎないで、できたらお願いする。しかし、悪いことは悪いと言い続けていくということは大事になります。この

時期になりますと、親の役割が一つ増えます。子どもの生活のマネージメントは、乳児期と変わりません。さ

すがに、もう生命維持装置ほどの重さは無い。少し和らいでいきますが、それプラス、社会と関わっていくし

つけというものがここから始まっていくのです。これをいつから始めたらよいのかと、よく尋ねられると思いま

す。「中学生からが父親のしつけの出番だ」と言う男性もいますが、そんなことは全然ありません。１歳半のと

ころから始めていただきたいと思っています。  

 

 

 

 

 

 

 



《図表 04：親子関係の発達と養育者の役割(3)》  

 

 児童期までは、今言いましたように、自分に対しては絶対的な自信がありますし、親に対しては 100％世界

で一番格好良いのはパパ、世界で一番美人なのはママと堂々とみんな思っています。たとえば、小学校のク

ラスで「お勉強ができる人は手を挙げて！」と言いますと、３分の２ぐらいが手を挙げます。「かけっこの速い

人は？」なんて聞くと、４分の３くらいの子が手を挙げます。しかし、本当の能力は残念ながら違いますね。か

けっこの速い子もいれば遅い子もいて、中間の子もいる。でも小さい子に、「かけっこが速いね」と１回でも言

えば、そうだと思いこんでしまう。褒めてあげればあげるほど、幸せな精神環境を持てるということになります。

ところが思春期になると、一段と思考能力が発達します。まず、抽象的といいますか、｢愛｣とか｢死｣とか、そう

いう形の無いものを考える力が発達してきます。また、思春期になると、急に時間を展望することができるよ

うになります。そうなると自分の歩んできた道や未来というのものを、今の自分を基本としてとらえることがで

きる。今の自分というものは未来にどうなるのか、自分と生活、家と社会的な関係など、本当にたくさんのこと

を考えられるようになります。世の中というものを知ってしまうし、自分をも知ってしまう。もちろん、親も分かっ

てしまう。しかし、子どもにとって、一生の間、親は愛と信頼の対象であることに変わりはありません。皆さん

も同じと思います。年齢を重ねても親に対する気持ちというのはそんなに変わりがなく、深いものがあります

よね。思春期の子ども達も、それは変わらない。ところが、一方では大人になっていく過程ということで、もは

や赤ちゃん時代、小さい子どもの頃のように、「ママ大好き」とは言えなくなります。急速に自分というものが

分かり、親が分かり、世の中を知って、羞恥心や孤独感や様々な複雑な人間の情緒の世界に入っていきま

す。ですから「ママが好き」とは格好悪くて言えなくなるわけです。外の顔と内の顔を使い分け、格好良くした

いという気持ちが少しずつ芽生えてきます。思春期はその花盛りです。お母さんとお父さんのことは、もちろ

ん大好きです。ところが、「うるせー」とか、がっくりくる様な発言と行動ばかりします。でも、子ども達が親から



心理的に自立するのには必要な過程です。ですから、子どもの自立のためにどんどん精神的に揺れてもら

えばよいのです。「うるせー」みたいなこと言ったら、まずは一度お赤飯を炊いて喜んであげる。これがないと

自立できません。一生「ママ好き」だけでは困りますよね。  

 思春期の子どもは、事態をどんどん難しくしていきます。ですから、お兄ちゃんやお姉ちゃんが思春期で、

その悩みを打ち明けられた時には、お父さんとお母さんはどっしりしていて下さい。「親の子どもに対する愛と

信頼は変わらないですよ」と言ってあげるのが一番早いです。子どもはもう一度、これまでの人生全てのこと

を言語で確認しようとしているのです。その時、小さい頃にお父さんやお母さんが自分のことを宝物だと言っ

てくれた、その思い出を想像するのが楽しくて、「今も変わらず世の中で一番大事なのはあなたよ」と言っても

らうのが一番早いんです。それだけでＯＫです。子どもの心配をするあまり、お父さんやお母さんが叱ってば

かりいますと、子どもは、その確信を持てなくなってしまいます。自分が憎らしいことを言っちゃうからお父さん

やお母さんが昔みたいに優しくしてくれないというのが分かっているのですが、それでも悲しくなっちゃうとい

うのがあります。  

 ですからまず、親は自分の立場、つまり子どもの応援団であるし、何があっても味方だよということをどんど

ん言うべきです。ただ、その見返りとしての言葉は返ってきたら儲けもの、返ってこなくても「まあいいか」くら

いのつもりで言ってあげてください。ちょっと懐を深くして、「揺れているんだね」という感じで見ていただきたい。

思春期の子はプライドが高いですから、大荒れしている最中には、そっとしておいてあげて、そしていろいろ

話し合うべきところは大人同士として話しあうということが、親の課題になってきます。  

 また、思春期になっても、子どもの生命と生活の維持という責務は変わりません。子どもの生活、寝る時間

や食事の問題は親が管理しなければいけません。しかし、日本は今、そういうことに関して非常にゆるくなっ

ていて、私たちの立場からすると極めて心配です。子ども自身は、もう自分で何でもできるように感じていま

す。お金を与えておくとコンビニで買えちゃう。でも目を離していると、あっという間に子どもの生活は乱れて、

生活が乱れると心の安定は保たれなくなります。ただでさえ、子どもの心は揺れています。思春期の子ども

は、皆不安定さを抱えています。そこできちんとした生活を送らせるというのは、親としては大きな役割の一

つなのです。発達心理学では思春期のことを“第二の誕生”と呼び、幼児のときのように手は掛かりませんが、

目を掛けなくてはならない大事な時期ととらえています。社会的ルールも、14 歳くらいになると、法律的な処

置もとられる年代になってきます。そして、子どもは養育者をひとりの大人として見るようになってきます。“親

の背中”が試される時期が始まるわけです。その時に、親が大人として、自立した人生を歩んでいるかどうか、

大人として子どもと向き合うことができるかどうかが非常に重要になってきます。この時期になると、もう大人

と同じように、「あなたも家族の一員として家にいるからには、住居を綺麗にしてくれないと困る」という話をし

てください。また、学校での悩みを打ち明けて来たような時には、ちょっと優しくしてあげることも大切です。子

どもが悩みを話すと「それは、あなたが我がままだからいけないんだよ」と説教調になるのではなく、まずきち

んと話を聞いてあげて、「お母さんだって、結構悩みはあるわよ」とか「私も若いころはそうだったよ」といった

ように、横に並んで話をするようにしてあげましょう。そうしますと、「ああ、一人の大人として見てくれているの

かな」と感じるはずです。特にお父さんにお願いしたいです。いろいろな調査をした結果分かってきたのです

が、特に男の子にとっては、お父さんが自分を大人として扱ってくれるような言動をしてくれると、とても嬉しい

のです。上から説教するのではなく、子どもの意見をまず受け止め、そして自分の意見を述べるのが良いで

すね。しかし、残念ながら、子どもが「僕はこう思うよ」みたいなことを言ったときに、「そうか、それいいアイデ

アだな」というふうに応えてあげる親が非常に少ないのです。意識してちゃんと子どもと向き合って話をするこ

とで、思春期をスムーズに乗りきることができるのではないでしょうか。  

 

 



《図表 05：親子関係の発達と養育者の役割(4)》  

 

 思春期には大揺れに揺れ、でも、正しく揺れることで次の青年期にたどり着きます。でも、ここまで来ないで

終わっちゃう人も中にはいます。マザコンのまま終わっちゃう。あるいは結婚したら夫が依存の対象になって

しまう人もいます。何でも夫にお伺いを立てなくては駄目という人。あるいは、奥さんが依存の対象の人もい

ます。でも子どもも依存の対象というのでは、自立した大人の人間関係は成立しません。今、日本人の人生

は長くなっていますので、心理的に親から自立し、経済的にも一人で食べていけるようになってゆくのにも時

間がかかります。30 歳くらいまでに、そこのところまでたどり着くといいかなと思います。そのために、20 代の

うちに、なんとか親子で解決していくべき問題だろうと思います。ここがうまくゆかないと（ちょっと先の話にな

りますが）、介護が非常に大変なことになります。老親の介護、歳取って痴呆になったりした時に、子どもが

今度は親を保護するという、立場が逆転しなければいけないのですけれども、親が依存の対象でそのままい

っているケースが多いのが問題です。今その挙句に起こった悲劇が親に対する虐待という形です。介護スト

レスの研究でも、そのような例がたくさん報告されております。  

もちろん、社会的ルールの伝授は、多分親が死ぬまで続くと思います。人生の先輩であり続ける訳ですから、

生き方のモデルというものも変わらないと思います。付け加えますと、親は子の人生の同志という役割です

ね。子どもが親元を離れていくということを寂しくも喜び、そしてそれを見守るという役割です。  

 まとめますと、親の役割は、子どもの発達に伴って変わっていくところがあります。それぞれの時期に大切

なことを十分にしていくというのが（その時は大変なのですけれども）、実は“経済的”です。残念ながら、人間

の発達においては、必要な過程をスキップすること、どこか一つの段階を飛び越して次に行くことはできませ

ん。ただし、少しくらい年齢を重ねてしまっても、どこからでもやり直しはできます。たとえば虐待された子ども

達、５歳であっても 10 歳であっても最初のシートからやり直しができる。しかも、もう５歳ですから１年半も必



要ありません。この子を認識するのに２週間も必要ありません。愛着を形成するのに６か月も時間はかかり

ません。たったの１か月でできますが、周りはそれを分かっていないということです。分かるというのは、全面

的に許してくれるということ。何があっても受け入れてくれる環境なのだということを、心からその子が信じら

れないといけないのです。  

 

 「養育者の心理」。  

 小さい子ども達、特に乳児は可愛くもあり、うるさくもあるという存在です。これに責任を持って 24 時間付き

合う人の心理を研究したデータです。子育ては楽しい。だけど、ときどき辛く大変に思う。子どもは可愛いけ

れど、時々手を離してしまいたくなるくらい憎らしくなる時もある。その両方の気持ちの間を揺れ動くというの

が、この時期の渦中にある人に共通の心理です。この事実を明らかにするのに、心理学は 20 年ぐらい研究

を積んできましたが、一時はそんなネガティブな気持ちを持つこと自体がおかしいとされたときがありました。

でも、事実は、誰もがその両極端を行ったり来たりしているのです。恋愛中の感情でいえば、好きだけど憎た

らしいということです。心理的に深く関わっていない関係ならば、期待に応えてくれなくても「まあいいか」とな

りますが、大事だからこそ思い通りにならないと悩むというのは普遍的な心理です。しかし、うまく付き合えな

いのには、赤ちゃんの発達的な制限があります。赤ちゃんの行動はコントロールできないし、話せば分かると

いうものではない。「今お母さんは大変そうだから、５分後に泣くことにしよう」と、もしそんなふうに譲歩してく

れたら付き合いやすくなる訳ですけど、そういうことはできません。100 パーセント、こちらが我慢し、コントロ

ールしなければならない。そんな不平等な人間関係の中で、不安な気持ちを抱かない方が難しいということ

になります。  

 こうした両極端な気持ち、ポジティブとネガティブの両方の気持ちを短時間に揺れ動くことを、心理学では

「アンビバレンツ」と言います。朝起きた時は、「今日も育児に頑張るぞ」と機嫌よくいられても、２時間後に離

乳食をぐちゃぐちゃにしたら、「もう、この子は憎らしい」というふうに、両極端な気持ちを短期間で揺れ動くわ

けです。問題はそのバランスの取り方です。一つだけ秘密をお話しておきます。  

ポジティブな方は最も分かりやすく、「赤ちゃんは可愛い」というのは、誰にでも分かります。なぜなら、可愛く

ないと人に構ってもらえないからです。お世話してもらえないと生きていけないので、神様は、幼い子どもを

可愛く作ってあります。顔は言うまでもなく可愛いですね。皮膚も、あのすべすべのベビースキン。そして、強

力な武器は声、あの可愛い声を聞いただけで、100 言くらいしゃべってしまいたくなる声を出しますね。しかし、

ある時期から、赤ちゃんから、そういう可愛さがだんだん剥がれ落ちていきます。もうそんなふうに人を当て

にしなくても、自分でやっていけるようになるから、順次剥がれ落ちていくのです。最後に残っている声も、声

変わりとともになくなります。もう、ぎゅっと抱きしめたくなるような感じはしませんね。低い声で「おふくろ」とか

言われたら、それはもうチューとかしたくなる訳ですが、それでいいのです。  

このように、子どもは日々変わっていきます。問題はネガティブな方の実感です。どれだけ子育てが大変で、

どれだけ腹が立ったり、また怒鳴っちゃったりすることに、どれだけ自分が絶望するか。子どもに対する気持

ちだけではなく、子どもに対してぶつけてしまった行動、その悲しみには非常に複雑なものがあります。自分

が落ち込んでいる、またそれを子どもが見て不安になります。悲しい渦の中に陥ることもあるわけです。これ

は体験した人にしか分からないという難しさがあります。  

 このことは夫婦の間で、あるいは社会で子育てに責任を持っている担当者や養育者が、子育てに関わる中

で感じるネガティブな実感、思い入れをどれだけ持っているか。それを共感しあえるパートナーになれるかと

いうことで溝を埋めることができます。  

 



 

《図表 06：子育てによる“制約感”》  

 

 ちょっとクイズのようになっているので、考えていただきたいのですけど、ＡＢＣＤ、四つのグループに分けて、

お気持ちをうかがってみました。  

「子育てによって自分の生活が制約されたり、子どもが憎らしくなったりという否定感をどのくらい感じていま

すか」が右側。「子どもが可愛い、子育てが楽しいという肯定感をどのくらい感じていますか」というのが左。  

四つのグループというのは、専業主婦のお母さん、お仕事を持っているお母さん、そしてその夫達です。左側

の育児への肯定的な気持ち、ポジティブな気持ちのグループのデータにちょっとデコボコがあるように見えま

すが、同じぐらい高いですね。また、専業主婦であっても働くお母さんであっても、実は子育ての辛さというと

ころでは同じですが、ワーキングマザーは張りつめ過ぎているところがあります。また、専業主婦の方は一人

で密室に閉じこもって、非常に孤独感を抱いている。夫のグループで最も否定感が低いのは、どちらの夫で

しょうか。専業主婦のグループの夫達が最も低くなりました。もちろん、子育てがどれだけ素敵で楽しいこと

かと思っておられる方が多数を占めますが、夫が奥さんに言う「大変だよね」という言葉の中身が正に楽しさ

と辛さなのです。  

 

 

 



 

《図表 07：子育て初期の夫婦サポート》  

 

 若いご夫婦のある夕食のシーンを思い浮かべてください。運良く赤ちゃんが寝てくれると、大変ラッキーで

すから、「今日はゆっくり飲もうか」みたいな感じで、ワインをあけたとします。で、ひとしきり親ばか談義に花

を咲かせまして、皆さんもそうだったと思いますが、いかにうちの子が可愛いかという話をする訳ですが、し

かし、妻が「そうは言っても、なかなか大変な時があって、虐待の話なんか聞いても、分かっちゃう気がする」

と言った瞬間、夫が引いちゃう可能性があるんです。「この人、子どもが好きだと思って結婚したのにすごい

ことを言うなあ」と不安になって、とりあえず解決策が欲しいので、「この人には母性が欠けている」と思い込

もうとする。ところが、妻の方は「そうだよね」と言ってくれることを期待して言ったのに、なんだかトーンが下が

ってくる。「分かってくれなかったなあ」となる。こうやって夫婦の間に小さな溝ができてしまう。皆さんにお願い

したいのは、この小さな溝を小さいうちに埋めていってあげていただきたいということです。時間が経てば経

つほど溝が開いていってしまいますので、ぜひ乳児期の間に、「夫婦間でずれがある」ということを言って来

たお母さんに対して「それは大変だね。今のうちになんとかしておこうよ」と言ってあげてください。解決する方

法は二つしかありません。一つはお父さんにやってもらう。どうしても大変ならば、理性に訴える。  

子育てに対してポジティブとネガティブの両方の精神を持つのが、ごく極普通の心理ですが、問題はそのバ

ランスにあって、最初にお話したように、なんとか自力で戻ってこられる範囲にいる人は問題ありませんが、

戻ってこられない、ちょっと心配しなくちゃいけない人というのは、今、日本でどのくらいいるのか。こういうこと

がとても気になります。日本と韓国とアメリカのお母さん 500 人ずつに対して、政府が「子育ては楽しみや生

きがいになっていますか」とアンケートで聞いています。日本のお母さんで、「とてもそう思います」と答えた人

は43.7パーセントで、韓国は67.4パーセント、アメリカは8割のお母さんがYes と答えています。日本のお母

さんも、「そう言われればそうだ」という人まで合わせると９割にはいきます。しかし、私たちが注目しているの



は、そこではありません。「そこまで素直に Yes とは言えない」という人が、韓国とアメリカではほとんどいませ

んが、日本では 10.5 パーセントもいます。10 人に１人のお母さんがそういう心境になっている。子育てにつま

づいて、うつ状態のお母さんがいるに違いないというふうに推測することができるわけです。同じような社会

的な条件と思われる韓国でも、日本よりはまだ子育てには魅力があるのかもしれない。日本は、子育ての条

件が整いつつありますけれども、依然としてこのあたりのレートは改善されてると言えない。そうした日本特

有の状況に対して、先進国とどのように支援していくのか。赤ちゃんの子育ては大変です。一人ではできま

せん。人間は長い歴史をかけて、実はそれぞれの社会環境に、あるいは産業スタイルに合った集団での子

育てサポートシステムというのを作ってきました。日本はずっと長く農耕社会でしたから、職場と家が同じ場

所にあって、家族全員で働いていました。専業主婦はいなかったわけで、おじいちゃん、おばあちゃんから小

さい子どもまで、みな一緒に働いていました。一生その土地を離れません。しっかりとした地縁血縁のコミュ

ニティーの中で生まれて死んでいく。そして家族みんなで仕事をする。そういうライフスタイルにあった子育て

サポートシステムというのが作られていたわけです。ところが、時代が変わり、産業スタイルもがらっと変わる

ことによって、工業型の社会に合ったサポートシステムを作っていかなければならないことになります。  

 大きく見ると、今は時代の過渡期にあります。伝統的だった様々な子育てを支援する慣習なども少し残って

いますね。みなさんは、それをどれくらい体験されているでしょうか。たとえば一つはお宮参りです。今“公園

デビュー”が話題になりますけれども、昔はそういう苦労をしなくても、お宮参りというシステムがあって、（生

後１ヶ月になると、赤ちゃんに外気浴をさせましょうと育児書に書いてありますが）、お宮参りということで赤ち

ゃんを近所にお披露目したわけです。自分から申し出なくとも、自然に地域に登録されるシステムになってい

ます。そうすると、頼みもしないのに隣のおばさんが見に来たりします。煩わしさがあるかもしれませんが、お

乳がよく出ないというと、「ちょっと何丁か先のところに凄いおっぱいがたくさん出て牛乳風呂にしている人が

いるから、そこへ貰い乳に行けば…」というようなありがたい情報も飛び込んでくる。  

 そういうようなことを、今は一つひとつ自分で解決しなければならないので、大変なストレスになります。今

の社会に合ったサポートシステムを作っていく必要があるわけですが、安心して子育てをするシステムは完

成していません。大きな意味では、今私たちは、その過渡期にいると言えます。ですから、この時代に先進国

で子育てをしている人たちは、みな等しく同じような悩みを持っているわけです。そのことにいち早く気付いた

北欧諸国などでは早くから手を打ち始めましたので、国によって差があるということになります。最も進んで

いるのはやはりＥＵ諸国です。なぜならば、ＥＵ諸国は経済共同体ですから、子育ての条件が良いところへ、

若い優秀な女性が行ってしまう。条件の良いところに合わせて家族政策や優遇政策をとっています。ＥＵの

様々な教育政策には、そういう意味で見逃せないところが多々あります。  

 先ほど、思春期までの子どもというのは、親が目をかけなければいけないと申し上げましたが、杉並区は

小学校４年まで学童がありますが、23 区の多くでは３年生でおしまいです。そうなると、それ以降、思春期に

入る子どもを見てくれる人がいなくなってしまう。こんな時代に子育てしている人たちは、そうしたシステムの

未発達が付いているという感じですね。  

 

 

 

 

 

 



《図表 08：現代の若い親が置かれている状況》  

 

 今言った時代の過渡期に由来するサポート機能、外部サポート機能の脆弱化。弱くなっているということも

あります。家族も小さくなっています。ですから核家族だったら、お母さんのサポーターはお父さん一人だけ、

お父さんのサポーターはお母さん一人だけ、サポート数は１と数えます。シングルの家庭、離婚したり死別し

たりのシングルの家庭は、サポーター数ゼロです。ゼロで赤ちゃん育てなくちゃならないということになります。

もう一つ、私たちの世代のウィークポイントは少子化第一世代で子どもが少なくなってしまって、子どもを知ら

ずに大人になってしまったこと。これはビデオでも本でも補うことはできません。特に現在の若い女性につい

て言えることなので、ちょっと心に留めて置いてくださると嬉しいのですが、出産の前後の状況のギャップが

余りにも大きいというのがあります。一言で言えば、今若い日本の女性は、商品のターゲットです。彼女達の

動向が経済に深く影響しますので、いつでも主役になります。彼女達が外国に押しかけようとすると、すぐに

それに合わせたパッケージが開発される。お姫様の様な状態で過ごしてきます。ところが、子どもを産み、こ

れがあなたの赤ちゃんですよと言われて、その日の夜からゆっくり眠ることもできなくなる。魔法の解けたシン

デレラ状態です。子育ての辛さは絶対的なもので作られています。離乳食はどんどん美味しくなっています

が、そういうことではないんです。彼女達もそれを分かっています。アフガンの映像を見たり、飢饉のアフリカ

地帯を見れば、「なんて私たちは幸せなんだろう」と涙します。そういうことではなくて、昨日まで謳歌していた

既得権がなくなる。現代の子育てが難しいのは、実はこういうところにあります。しなくていいよと言われてい

たことを今日からしなくてはいけない。大変に辛い、ギャップが大きいわけです。でも、サポートする人に対し

て、「この人は、私の辛さが分かってくれている」と思うと、心が開放されます。ですから、こちらが話したいこ

とが虐待のことであっても、まずは、お母さんのことを第一に考慮してあげることです。  

 そこで肝心な話もしなくてはなりません。ぜひ、この若いお母さんの出産前後のギャップ、「役割ギャップ」と



心理学では言いますが、これを理解してあげていただけたらなと思います。これには、すごく世代差がありま

す。戦中世代には、これがなかなか分からないのですね。アンケートや研究をしても、よく、その違いが出て

きます。そういう意味での子育てストレスというのは、どうぞ実感の無い方は想像で補っていただいて、実感

のある方は「ああ、そうそう私もそうだったわ」という感じで話を聞いてあげるといいと思います。  

 それではちょっと簡単にデータを見ていっていただきたいと思います。最初に見ていただきたいのは、「夫

婦の間の愛情の推移」です。  

 

《図表 09：夫婦間の愛情の推移》  

 

 私たちの家族の追跡研究では、妊娠していることが分かったところから、何年かに１回ずつ、繰り返し２回

ぐらい追跡の調査をさせていただいております。その方たちで、小学校高学年まで、データが全部取れた方

たちが大体300家族です。300のご家族の11年間くらいの歴史のデータは手元にあると思います。それをい

ろいろと解析していく中で、乳幼児の子育てサポートというのがどれだけ大事かが分かります。  

夫婦がそれぞれ、相手のことをどれくらい愛しているかということをアンケートでお尋ねしました。「夫婦間の

愛情関係尺度」を見てください。  

 

 



《図表 10：夫婦間の愛情関係尺度》  

 

 「夫を本当に愛していると実感しますか」というふうにお尋ねします。面接では、こういうことを聞いてもお互

いに照れちゃいますので、お一人で静かに見直していただくのですが、「非常によく当てはまった」人は７点

のところに丸をつけてもらいます。「“非常に”は付かないけれど、当てはまる」人は６点。ちょっと自信が無く

て、「やや当てはまる」なら５点。「どちらともいえないが真ん中」が４点。「やや当てはまらない」が３点。「当て

はまらない」が２点。「全く当てはまらない」の強い否定が１点です。そんなことありえるのと思われるかもしれ

ませんが、長年、ご夫婦の研究をしていますと、別に離婚されていなくてもあるのですよ。 “ラブラブ”と“冷え

冷え”と“夫片思い”、“妻片思い”、この４つのパターンがあります。70 代になっても、こちらが照れるようなラ

ブラブの老夫婦の家族もあります。15項目全部ありますので、先ほどの全部が1点だと 15点。満点だと 105

点ということになります。それぞれいろいろです。結婚して５年以下の新婚さんでは、両者そんなに変わりなく、

相手に対する愛情は高いレベルにあります。６年から 15 年の歴史のあるグループでは、夫の妻に対する愛

情というのは、不思議なことに一旦変わります。どんな状態にあっても一旦上がるんです。どんな調査でやっ

ても一旦上がるんです。男性は恋愛中よりも結婚した後の方が奥さんのことが好きになるという不思議なメカ

ニズムなんですが、15 年以上の時でも少し下がったように見えますが、高め安定です。これに対して奥さん

の方は、平行移動でくるんですが、10年以上のところで急激に下がってくる。これは私が 1997 年に書いた論

文の図なんですが、これ以降いろいろなところで調査をしましたが、結果は同じです。 

 

 



《図表 11；結婚時の愛情を 100 としたら―》  

 

 300人の既婚男子の平均は122点です。個人差がありますから、早々と「おれは30点だ」という人もいるか

も知れません。そういう人がいるにも拘わらず 122点というのは、非常に高い点数であると言えます。50代で

も 100 を切りません。ところが、女性の方は 20 代は平均が 101 点ですが、30 代で 100 点を切り、50 代では

88 点まで下がってきます。もちろんラブラブの人もいますから、こういう人も含めても下がってくるということは

相当低いと言えますね。  

 

 

 

 

 

 

 

 



《図表 12：結婚満足度の日米比較》  

 
 だいたい結婚幸福度とか結婚満足度はＵ字型が知られています。新婚当初は高くて、子どもがいてもいな

くても中年期には下がってくる。そして、また熟年期には上がってくるという傾向が見られます。男女余り差が

無いのですが、なぜか日本では夫は下がらない。子どもからみれば、こんなに嬉しいことはありません。子ど

もは等しくお父さんとお母さんが一生大好きでいますので、大好きな父さんと大好きなお母さんとの仲が良い

のは歓迎です。子どもの幸せの半分はここでできているのではないかと私は思います。しかし反対の心理も

あって、お母さんの方が怪しくなっていくと、子どもも、思春期以前になればなるほど怪しげになっていくという

ことです。その中で一つ見えてきたのが、乳幼児期の子育て協力が夫婦間でどれくらいできたかによって、

その後の夫へ対する妻の愛情がずいぶん違うものになるということです。  

 

 

 

 

 

 



《図表 13：妻→夫の愛情に関する要因》  

 

 妊娠が分かった時、その時にお尋ねした項目、夫に対する信頼感を聞いてみました。同じ項目で６年経っ

た時、お子さんが５歳くらいの時にまた同じことを聞いてみました。さらに、そのまた５年後の11年目にも聞き

ました。そうしますと、妊娠の分かった時の信頼感は、どこにも矢印が出ていません。つまり変動した人が多

すぎて、判断することができません。妊娠が分かった時「私は夫を凄く信じています」と言っても、「６年後はど

うなっているかしらね」としか言えない。ところが、同じぐらいの５年間隔の６年から 11 年のところには、矢印

が２つほど出ています。つまり予測ができます。５年目のところ、６年目のところで高い信頼感がある人は、

高ぶる愛情を維持しているでしょう。低い人は残念ながらそのまま行くでしょうという確率が高くなる。私たち

の研究は、この後 15 年目までやっていますが、15 年目のところまで安定傾向が確かめられています。11 年

目と 15 年目、つまり子どもが児童期後半から思春期のところまで、夫婦間の愛情は変動します。ころころ変

わるようなものじゃないという感じがするんですが。出産の前後のところで大きく変化している。どうしてなの

かということで解析した訳です。“出産後にリセット”と書いてありますが、夫に対する信頼感は一旦出産後に

リセットされて、さらに再形成されるのです。では、夫の側は、何をすればよかったのか、というところをお話し

しましょう。これは、皆さんがアドバイスされる時に役に立つと思います。  

 「父親の育児家事行動の尺度項目」を見ると、「家に帰ると子どもの顔を見る」だの「お風呂に入れる」だの、

こまごまとした現実的な子育ての構造と家事があります。家事と育児で、忙しいお父さんはどっちか一つしか

協力できませんが、どっちをやった方が得か。その後の妻の愛情のメンテナンスに影響するか。その結果は、

子育てに関する方が影響力がありました。項目ごとに見ますと、この中に三つ、夫に対する愛情の影響力が

あります。それが「子どもの遊び相手になる」、「お散歩に連れて行く」、そして「留守番」です。三つの共通項

はなんだと思いますか。それは、お母さんがちょっとの間でも一人になれる時間を提供するということです。

お散歩なんて簡単ですね。夫と子どもが二人で消えてくれる。最初に申し上げましたように子育ては、お母さ

んと子どもの二人だけではできません。しかし、できないことを強いられるのは、強度の身体的疲労があるだ



けでなく、この小さいふにゃふにゃの赤ちゃんを死なせてはいけないという重い責任感から開放される時がな

いということを意味します。そうすると、人間は誰でも追い詰められた気持ちになっていきます。そこから救わ

れるためには、一度対象である子どもから離れるしかないのです。介護ストレスや子育てストレスの研究で、

このことが確かめられています。一旦そこから避難する、離れる。離れたところでしかリフレッシュはできませ

ん。赤ちゃんを抱えたままでは、たて直しができない。介護でも、老人を抱えたままではできないということが

分かってきました。ストレスに対応するには、一旦対象から離れること。離れてたて直しをして、元気になって、

また戻っていくというのが正解です。  

 

《図表 14：子育てストレスと虐待的行為》  

 
 これもアンケートですが、ゼロ歳から３歳の小さい子どもを持つお母さんたち800人近くで、「子どもをたたき

始めて止まらなかったことがある」、「たたくと気持ちがすっとしたことがある」という体験率が２割近くありまし

た。私は、こういうことを現実として受け止めなければいけないと思います。こうした虐待的行動をやってしま

ったり、やる回数の多い人たちは、子育てのストレスが強かったのです。ですから、そういう虐待をやめさせ

るには、その人の抱えているストレスを軽くしてあげないといけない。軽くしてくれる一つのポイントがリフレッ

シュタイムということになります。皆さん方がサポートの現場で、託児施設付きのいろいろなイベントをやると

か、お父さんと赤ちゃんに一緒に来てもらって、赤ちゃんとお母さんに、ちょっとの時間離れてもらって、お母

さんが自分を見つめる時間を作るとか、そういうことが大変に有効だということを覚えていただけると嬉しいで

す。  

 子育て初期の夫のサポートというところに戻ります。将来の自分に対する妻の愛情のメンテナンスにつな



がるという大変自己的な面も含めて、夫には頑張って欲しいわけですが、「奥さんのリフレッシュタイムを気持

ちよく提供してあげる」ということ。“気持ちよく”というところにポイントがあります。大喧嘩の末に「では、おれ

が預かる」では、妻のリフレッシュにはつながりません。お互いにストレスをためて悲しくなるだけです。データ

で見ていただいたように、この時期は、夫は妻のことを大変に好きな時なので、決して妻を悲しませるような

ことはしたくない。でも何をどうすればよいかが分からない。分からないけれど、いつも不機嫌な感じがする

訳です。ですから、ぜひ気持ちよくリフレッシュタイムを提供してくださいということ。  

もう一つ大切なのは、心理的なサポートです。「ごくろうさん」、「たいへんだね」と言ってあげて欲しいというこ

とです。最高は「愛してるよ」ですけれども、この際、それは日本人の男性にはプレッシャーが強いので、「あ

りがとう」、「ごくろうさん」という言葉を呪文のように言ってあげてください。こうお伝えしていただくといいと思

います。  
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《図表 16：子どもが感じる家庭の雰囲気》  
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