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The “Grandmothering Hypothesis” and Welfare for the Elderly
Kae MORINAGA
【要約】本研究は，閉経後の女性が孫の育児に関わることで人類は長寿になったという『祖母の知
恵仮説』
（Grandmothering Hypothesis）に関する研究の紹介を通して，生物史，人類史の見地から
祖母と高齢者の役割を明らかにし，超高齢社会を支える思想や価値・倫理に繋がる知見を得ること
を目的とするものである．本稿では，『祖母の知恵仮説』を初めて提唱した Hawkes らの，①閉経
後の女性は余剰の食糧を獲得でき，近縁の子孫に供給する．②祖母による食糧の供給は乳児の早
期離乳を可能にし，それは出産間隔の短縮につながり，娘の多産に寄与する．③出産を止めた高齢
の母親は，リスクのある出産を続けた母親より多くの子孫を残す．長寿の女性が多くの子孫を残
すことで，人類の遺伝子プールに長寿の遺伝子を増加させる．④この結果，人類は長寿になった，
との見解を紹介するとともに，その後の研究によって，祖母が人類の長寿化に果たした役割のみで
はなく，長寿化による高齢者の増加が世代間の情報伝達を高め，そのことで文化と社会の発展にも
寄与したことが明らかにされていることを示した．これらを踏まえ，
「高齢期」あるいは「老年期」
の意義，役割を明らかにする『祖母の知恵仮説』は，高齢者が排除されることのない社会を築くた
めの基盤となる思想や価値・倫理を再確認するための思考の原点となりうるものであり，さらなる
研究が望まれることを示した．
【キーワード】祖母の知恵仮説，高齢者福祉，閉経，長寿化，世代間情報伝達，核家族

り，高齢者をエンパワメントする可能性を
1．はじめに

持っている．
本稿では，
『祖母の知恵仮説』
の提唱の背景，

現在，我が国は超高齢社会を迎えている．

その概要および現在の研究の到達点を明らか

高齢者に対しては生活，医療面での支援が必

にすることを通して，“豊かな超高齢社会” を

要であることは言うまでもないが，精神的な

支える思想や価値・倫理につながる知見を得

面からの支援も欠かせない．高齢者が意欲を

ることを目的とする．

持って生き生きと過ごせる社会こそ，これか
ら必要な社会であろう．
と こ ろ で，欧 米 で は “Grandmother

なお，前述の 2 つの日本語訳はともに，通
常，
『祖母仮説』あるいは『祖母の仮説』とさ
れ る こ と が 多 い．も と も と の 英 語 で は，

hypothesis” あ る い は “Grandmothering

“Grandmother” と “Grandmothering” の

hypothesis” といわれる仮説に関する研究が

種類の表現が使われているが，前者は人物を

進められている．これは，一言で言うと閉経

指すのみであるが，後者には行為の意味が含

後の女性が孫の子育てに関わることで人類は

まれる．祖母の役割を明らかにする仮説であ

長寿になったというものである．現時点で

るため，行為が含まれる “Grandmothering”

2

は，文字通りまだ仮説の域を出ないが，これ

のほうが適切ではないかと考えられる．ま

は生物史，人類史の見地から祖母あるいは高

た，同様の意味で “Grandmother effect”，
『祖

齢者の役割を明らかにしようとするものであ

母効果』という表現も使われているが，仮説
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であることを明確にするという意味では

定されている5)．また，Videan らは，32〜50

“hypothesis” の ほ う が 適 切 で あ ろ う．し た

歳の 14 匹の雌チンパンジーのホルモン測定

がって，本稿では “Grandmothering hypoth-

などから，飼育されているチンパンジーの閉

esis” を採用し，その日本語訳も行為を含め

経を 40 歳と推定している6)．このように大

る意味で『祖母の知恵仮説』とした．

型類人猿では，飼育されているものでは閉経
が観察されているが，野生では観察されてい
ない．

2．倫理的配慮

大型類人猿以外の霊長類でも同様に報告さ
先行研究についてはその出典を明示すると

れている．米国テキサス州で飼育されている

ともに，政治家以外では個人が特定できるも

ニホンザル 20 匹の調査では，生殖終了と推

のは除外した．

定された年齢は 25 歳以下ではまれであった
が，年齢の範囲は 14.5〜32.7 歳に及び，生殖
終了後の平均生存期間は 2.08 年であった7)．

3．「祖母の知恵仮説」提唱の背景

一方，Atsalis & Margulis は文献レビューか
多くの動物は生殖機能の消失とともに寿命

ら，飼育されている霊長類では閉経の存在が

を終える．河川を遡上して産卵するサケはそ

示唆されるが，野生のサルでは閉経は確認さ

の 典 型 で あ り，産 卵 後 に は 命 が 尽 き る．

れていないとしている8)．また，野生で閉経

1)

Bowles によると死後の哺乳類の雌の卵巣に

が観察されている哺乳類は，クジラ類のコビ

も卵母細胞がみられるということであり，こ

レゴンドウクジラ9)とシャチ10)の 2 種類のみ

のことは閉経という現象自体が哺乳類では通

のようである．

常見られないということを示している．
霊長類の大型類人猿は人間の近縁種という

このように，哺乳類では閉経という現象自
体が極めてまれなものということができる．

ことができるが，そのチンパンジーやオラン

したがって，実験動物による閉経の研究もサ

ウータンでも野生のものでは閉経は観察され

ルの場合11)も，その他の動物の場合12)も卵巣

ていない．チンパンジーでの研究では，死亡

摘出の閉経モデル動物を使用し研究されてい

まで観察した 7 匹の雌のチンパンジーの死亡

る．

時の年齢は 35〜48 歳であったが，すべてで

しかし，人間では閉経後にも長い寿命があ

死亡までの最後の 1 年間に少なくとも 1 回の

る．日本人の閉経年齢に関してはいくつか調

月経が観察されている2)．また，50 歳以上の

査がなされている．ホルモン補充療法患者の

3 匹のチンパンジーに月経がみられたという

うちの自然閉経者 206 人の平均閉経年齢は

3)

報告もされている ．オランウータンでの研

49.5 歳13)，秋田県の自然閉経者 171 人の平

究では，野生のスマトラ島オランウータンの

均閉経年齢は 49.7 歳14)，福岡県の自然閉経

調査から野生での寿命は少なくとも雄が 53

者 140 人の平均閉経年齢は 50.9 歳15)と報告

歳，雌が 58 歳であったが，閉経の証拠はまっ

されており，日本人の平均閉経年齢はほぼ 50

4)

たく見出せなかったと報告されている ．た

歳と推定される．また，日本人女性の平均寿

だ，動物園で飼育されている雌のゴリラとチ

命は 86.4 歳（厚生労働省・平成 22 年簡易生

ンパンジーでは閉経が観察されている．北米

命表）であり，実に閉経後もそれ以前のほぼ

17 の動物園の 30 匹の雌ゴリラでの調査では

7 割もの生存期間があるわけである．アメリ

閉経は 37 歳から始まり，最長寿命は 52 歳で

カ人女性の場合も日本人女性と同様の傾向が

あった．この結果から，飼育されたゴリラの

みられる．ペンシルバニア，アラバマ，アリ

閉経後の生存期間は閉経前の 25％以下と推

ゾナ 3 州の閉経後の 835 人の調査では，平均
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閉経年齢は 49.3 歳であった16)．また，アメ

している．結果は，母親は祖母の助言で賞罰

リカ人女性の平均寿命は 80.8 歳（国連統計・

を修正し，祖母も母親の反応に応じてその後

2005〜2010）であり，日本人女性より若干短

の助言内容を調整していた．このことから，

いが閉経後も閉経前のほぼ 6 割の生存期間が

祖母は母親の育児に関する決定に影響する 1

ある．その他の国も，英国，フランス，韓国

要因であろうとしている25)．また，興津と浜

および台湾の平均閉経年齢と女性の平均寿命

は京都市の父方祖母 13 組，母方祖母 8 組の

（United Nations World Population Prospects

三世代家族（祖母との非同居 3 組を含む）を

2006 Revision お よ び CIA World Factbook

対象に，母親の子への賞罰についての祖母の

17)

18)

助言の影響を実験的に検討している．祖母が

と 84.1 歳，48.3 歳19) と 82.2 歳，49.5 歳20)

母親に助言した罰の量に関しては，父方祖母

と 81.4 歳であり，いずれの国も日本，米国と

と母方祖母との差異はなかった．しかし，母

同様の傾向であった．発展途上国の場合も先

親の子どもへの罰の量に関しては，同居して

進国ほど長くはないが，一定の閉経後の生存

いる父方祖母から助言を受けた場合は助言と

期間が調査されている．アフリカのケニア西

一致するように罰の量を増やす傾向であっ

部地方での閉経前を含む 40〜60 歳の女性，

た．一方，同居している母方祖母からの助言

1,078 人の調査では平均閉経年齢は 48.3 歳，

では母親は助言と一致するように罰の量を変

2009）はそれぞれ 52 歳

と 81.6 歳，52 歳

平均寿命は 59 歳と報告されている

21)

．

化させるということはなかった26)．この結

このような大型類人猿を含む他の哺乳類と

果は前述の Tomlin & Passman の結果と異な

大きく異なる人間の閉経後の長い生存期間と

るが，著者らは Tomlin らの研究では母方祖

いう特殊性を説明するものとして，1998 年，

母は同居ではなかったこと，および日米の文

米国ユタ大学の人類学者，Hawkes らによっ

化の違いが要因ではないかと考察している．

て『祖母の知恵仮説』が提唱された

22)

．

ところで，孫の育児と祖母の役割に関して
は，Hawkes らの『祖母の知恵仮説』提唱以

いずれにしろ，この結果は父方祖母と母方祖
母とでは，母親に与える影響が異なることを
示唆している．

前にもいくつか研究されている．Pope らは

また，すでに 1957 年に Williams は閉経が

15〜24 歳の母親から生まれた 272 人の低体

適応という形の進化である可能性を指摘して

重児の観察から，祖母との同居は乳幼児の認

いる．高齢で出産することはその後の育児へ

知能力と健康の改善と関係していたと報告し

のリスクがあり，
寿命の前に閉経することで，

ている23)．Tomlin & Passman は 2 歳児たち

その能力をすでに誕生している子の世話に振

とその母親，母方の祖母，家族以外の者の 3

り向けることの方が有利に働いたかもしれな

つの組み合わせでの遊びの観察から，母方の

いとしている27)．これは母親の役割に関し

祖母との組み合わせでは母親に次いでよく遊

て述べたものであるが，閉経後の女性の子育

んでおり，このことは祖母と孫の関係を強化

てに関する役割について論じているという点

するであろうとしている24)．また，三世代家

では『祖母の知恵仮説』の原型ともいえるも

族による母親の育児への祖母の影響を調査し

のである．そして，これは Hawkes らの仮説

た報告もいくつかみられる．Tomlin & Pass-

にも影響を与えた．

man は 40 組の母方祖母がいる三世代家族を

以上のように，育児に関する祖母の役割に

対象に，母親の子への賞罰についての母方祖

関してはいくつか研究されていたが，女性の

母の助言が実際の母親の賞罰にどう影響する

閉経後の長い生存期間との関係での研究は

のか，そしてその結果がその後の祖母による

Williams を除いては見られなかった．こう

助言にどのように影響するかを実験的に検討

した中，1998 年，Hawkes らによって『祖母
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の知恵仮説』が提唱された．

は歴史的資料を用いた数例の人口統計学的研
究を行なっている．2004 年の報告では，18・

4．
『祖母の知恵仮説』の概要と研究の発展

19 世紀のフィンランドのルーテル教会の 339
人とカナダのケベック大学の 2,362 人のデー

Hawkes らが提唱した『祖母の知恵仮説』
22)

の概要は以下のようなものである

．

タに基づいた分析が行なわれている．結果は
両国とも孫の数と祖母の寿命との間に正の相

①母子間の食物分配は多くの霊長類でみら

関があり，またフィンランドのデータでは孫

れるが，人間の母親だけが複数の子供を養う

の生存率は祖母が存在した場合の方がしない

ことができる余剰の食糧を調達でき，離乳し

場合より高かった28)．2007 年にはフィンラ

た子供の食糧の相当量を提供する．例えば，

ンドのルーテル教会の 1719〜1839 年の資料

深く埋もったイモ類は狩猟採集民にとっては

に基づく報告がされている．これは 1,454 人

年間を通しての主要な食糧であり，これを子

の子どもの 15 歳までの生存率を調査したも

供は採集出来ないが母親は可能である．閉経

のであるが，祖父の存在は統計学的に有意で

後の女性も同様に余剰の食糧を獲得でき，近

はなかったもののマイナスの影響があったと

縁の子孫に供給する．母親が出産直後で食糧

している29)．また，2002 年には 2004 年のも

調達が困難な時，この援助は離乳した子供の

のと同様の資料で，近代以前のフィンランド

栄養上重要である．

とカナダでの母が死亡した場合の育児への影

②また，祖母による食糧の供給は，乳児の

響が報告されている．これによると，まず出

より早い離乳を可能にする．早期の離乳は出

産による妊婦死亡のリスクは中年から増加し

産間隔の短縮につながり，結果として娘の多

たが，その増加は 50 歳でも 1〜2％程度で

産に寄与する．

あった．また，母の死亡は産後 2 年，つまり

③ Williams は母親による子育ての延長が

離乳前の死亡のみが乳幼児の生存率を減少さ

子孫の生存に決定的になった時，早期の生殖

せた．この結果について著者らは，2 歳以降

能力の終了が進化するであろうと提唱した

であれば他の家族によって母親の役割が代償

が，出産を止めて生殖能力を既に誕生した子

されるのであろうと考察している．そしてこ

供の生存の保証に充当した高齢の母親は，母

の結果から，母親の閉経が高年齢出産の危険

親と子どもの双方にリスクのある出産を続け

を避け，既にいる子孫の生き残りを保証する

た母親より多くの子孫を残すであろう．長寿

ために進化したという “母仮説” の根拠は

の女性が多くの子孫を残すことで，人類の遺

まったくなかったと結論付けている30)．

伝子プールに長寿の遺伝子を増加させる．

また，北部ドイツの教会の 1720〜1870 年

④哺乳類だけでなく脊椎動物では，寿命が

の歴史的データを用いた研究もなされてい

延長すれば成熟する年齢はそれに応じて遅延

る．子ども 3,530 人の 5 歳までの生存率を分

する．人間でも同様であり，成熟年齢の遅延

析した結果，母方祖母の存在は子どもの生存

は幼年期における脳の発達と各種の生活のた

を改善したが，父方祖母の存在は逆に悪化さ

めのスキルの学習を高め，成人期での成果に

せたとしている．また，両方の祖父の影響は

つながり，生存にも有利に作用する．

なかったという結果であった31)．19 世紀の

⑤以上の結果，人類は長寿になった．

アメリカ辺境地域の一夫多妻の社会の研究も

『祖母の知恵仮説』の概要は以上であるが，

されており，これによると母方の祖母・おば・

この仮説の提唱後，これを支持する，あるい

おじ，および父方のおばの存在が幼児の生存

は関連する研究が相次いだ．

の増加とかなり関連したが，祖父，父方の祖

フィンランドの Lahdenperä らのグループ

母・おじがほとんど効果を示さなかったとさ
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57

218 人で，年齢は 13〜19 歳（平均年齢 15.9

1671〜1871 年の間の現在の長野県での調査

歳）
，マイノリティの内訳はアフリカ系 95％，

もされている．これは当時，年平均人口 400

ヒスパニック・ラテン系 5％であった．分析の

人の一山村の寺院に残された『宗門改帳』に

結果，母に対する祖母のサポートは，実の父

よる調査であるが，15 歳未満の 2,381 人を分

親と思春期の子どもとの関係における緊張に

析している．この研究では同居祖父母の違い

よるマイナスの効果を緩衝したとしている36)．

による死亡のオッズ比を算出している．その

以上みてきたように，祖母，とりわけ母方

結果，統計学的有意差はなかったが，それぞ

祖母の存在は孫の生存率や健康に好ましい影

れのオッズ比は母方祖母 0.646，母方祖父

響を与えるという研究は少なくなく，これら

1.102，父方祖母 1.209，父方祖父 1.179 であ

は『祖母の知恵仮説』を支持するものとなっ

り，母方祖母との同居が死亡率を低下させる

ている．また，祖母の役割も母方と父方とで

傾向があったとしている33)．

は異なるというものも少なくないが，これは

現代の人口集団を対象とした研究も行なわ

興津らの孫の育児に関しての母親と祖母の関

れている．発展途上国であるアフリカ西部の

係に関する実験的研究が示唆した結果と同様

ガンビアの農村地帯での調査が Sear らによっ

であり興味深い．この祖母の役割が母方と父

て行なわれた．2000 年の報告では，1950 年か

方では異なるということは，「父性の不確実

ら 1974 年の間の 1,924 人の子どもの身長，体

性（uncertainty of paternity）
」で説明されて

重と両親，祖父母，親族の関係が調査されて

いる．つまり，雌は自分が出産した子と自分

いる．結果は，身長では閉経後の母方祖母が

との遺伝的関係を確実に認識できるが，雄は

生存している場合には，閉経前の母方祖母が

自分のパートナーが出産した子と自分との遺

いる場合および祖母が既に死亡している場合

伝的関係を確信できないため，雄による子へ

より有意に高かった．体重では，母が生存し

の投資は雌よりも低下するというものであ

ている場合には母が死亡している場合より重

る．Euler & Weitzel は，母方と父方の 4 人

く，また閉経した母方祖母が生存している場

の祖父母の孫への投資を比較すると，母方祖

合には母方祖母が死亡している場合より重

母の投資がもっとも多く，父方祖父の投資が

かった．この結果から，著者らは母親を除け

もっとも少なかったことからこのことを指摘

ば，子どもの栄養状態を改善する唯一の親族

している37)．また，英国の父方と母方の祖父

は母方祖母であると結論づけている34)．2002

母が 4 人とも生存している家庭での祖父母の

年の報告も 2000 年ものと同様に 1950〜1974

援 助 に 関 す る 調 査 が さ れ て い る．対 象 は

年のガンビアのデータを用いたものであるが，

2000〜2002 年に誕生した 8〜12 月齢の 7,469

2,532 人の子どもの生存と血縁者との関係を

人の乳児がいる家庭であった．これによる

分析している．結果は，母と母方祖母の生存

と，家計費，育児費，融資については父方と

および姉の存在が子どもの生存に有意にポジ

母方祖父母とに差はなかったが，
乳児必需品，

ティブな影響を及ぼしていたのに対して，父，

贈り物に関しては母方祖父母の方が有意に多

父方祖母，祖父の生存および兄の存在はまっ

かった38)．さらに，母方のおじ・おばの投資

35)

たく影響がなかったとしている

．

現代の人口集団を対象とした研究は先進国
でも行なわれている．Gee & Rhodes は米国

の方が，父方のおじ・おばの投資よりも多い
ことも報告されており39)，これらは「父性の
不確実性」を支持するものとなっている．

におけるマイノリティの若年母親に対する祖

『祖母の知恵仮説』を直接支持するもので

母のサポートについて報告している．調査の

はないが，傍証となる研究もなされている．

対象は出産 3 年後のマイノリティの低所得層

Hughes ら は 米 国 の 50〜80 歳 の 祖 父 母
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12,872 人のサンプルを使って，孫の世話とそ

化し，後期旧石器時代初頭の文化と社会の大

の 後 の 健 康 へ の 影 響 を 分 析 し て い る．

きな発展に寄与したとしている．そして，こ

1998〜2002 年の間，2 年毎に祖父母に孫の世

のことは『祖母の知恵仮説』を支持するもの

話の状況と自身の健康状態を慢性疾患の数，

であるとしている43)．

うつ症状の有無，身体機能の制約の有無など

Hawkes らによって提唱された『祖母の知

の項目で質問し，分析した結果，孫の世話が

恵仮説』はその後も発展し，祖母が人類の長

祖父母の健康に明確なマイナスの影響を及ぼ

寿化に果たした役割のみではなく，長寿化に

すものはなかった．その一方，孫の世話がう

よる高齢者の増加が世代間の情報伝達を高

つ症状の改善や運動量の増加につながること

め，そのことで文化の発展にも寄与したとい

が示唆された．著者らは孫の世話の結果とし

うことが現在では明らかにされているわけで

て健康低下が起きたとしても，それは例外的

ある．つまり，
『祖母の知恵仮説』は『祖母・

な も の の よ う で あ る と 考 察 し て い る40)．

高齢者の知恵仮説』へと発展させられたと

García-Campos らはメキシコ，レオン（Leon）

いってもあながち間違いではないだろう．

市での 386 人の閉経後の女性と孫との関係を
調査し，さらに血液中の女性ホルモンを測定

5．「祖母の知恵仮説」への異論

しているが，孫との接触の多い祖母ほど性的
関心が低下しているとしている41)．このこ

『祖母の知恵仮説』は，女性の閉経がどう進

とは，祖母が閉経前であっても自身の出産よ

化したかという面と人類が長寿になった要因

りも孫の世話にその能力を振り向けることに

の説明という両面を持っている．そして，そ

つながると考えられる．

れぞれに対する異論があることも事実である．

世代間の情報伝達という視点からの研究も

人類の長寿の説明という面では，Marlowe

されている．Allen は 60 歳までは人間の脳

は『家長仮説（patriarch hypothesis）
』を提起

重量は維持されており，このため認知機能や

している．これは男性が肉体的条件のピーク

身体感覚も高度に保たれ，長寿者の増加は世

以降も高い地位と生殖への関与を維持するこ

代間情報伝達をより深く可能にしたとしてい

とができるようになったことで，男性の寿命

る．そして，長寿者の増加が人間の社会自体

を延長させ，関連する遺伝子が Y 染色体上

の進化をもたらしたと結論づけている42)．

に存在しないため，女性の寿命も同様に増加

Caspari & Lee も，人類の歯の化石による年

したというものである．そして，女性の閉経

齢の推定から，同様に結論している．彼らは，

は単に卵母細胞の枯渇によるものとしてい

ア ウ ス ト ラ ロ ピ テ ク ス（Australopithe-

る44)．しかし，この仮説に関する人類学的，

cines），前期および中期更新世の初期人類，

あるいは人口統計学的研究はないようであ

ネアンデルタール人（Neandertals）および後

り，現時点では説得力に欠ける．また，女性

期旧石器時代初頭の人類の 768 の歯の化石か

の体細胞と卵母細胞の老化のタイムラグの説

ら年齢を推定し，15〜30 歳までの若年成人と

明も不十分である．

30 歳以上の高齢成人の比率を O（高齢成人）

女性の閉経に関しては，『母仮説（mother

/Y（若年成人）の方法で求めた．その比率は

hypothesis）』も提起されている．これは，高

アウストラロピテクス 0.12，初期人類 0.25，

齢で出産するリスクを回避するために，閉経

ネアンデルタール人 0.39，後期旧石器時代初

が進化したというものであるが，『祖母の知

頭の人類 2.08 であった．後期旧石器時代初

恵 仮 説』の 原 型 と し て 先 に 紹 介 し た Wil-

頭の人類でのこの比率の大幅な増加は，高齢

liams が 1957 年に提起したものと基本的に

者の数の増加により，世代間の情報伝達を強

は同一のものである．そして，Madrigal &

森永：『祖母の知恵仮説』と高齢者福祉
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Meléndez-Obando はコスタリカの山村に残

は祖母の存在の有無によって有意差はなく，

された 1500〜1900 年代の戸籍の分析から，

一方，母の存在の有無は子どもの生存と有意

80 歳以上の寿命の女性の孫の数は平均より

差 が み ら れ た と し て い る49)．Helle ら は，

も 35％も少なかったとし，この結果は『母仮

フィンランドの先住民族のサミ（Sami）人の

『母仮説』の
説』を支持するとしている45)．

1679〜1839 年に誕生した 1,519 人の女性の

傍証となる研究もみられる．Kuningas らは，

歴史的データを分析している．最終出産年齢

オランダ，ロッテルダムの 3,575 人の既婚の

35，40，45 歳までの 3 グループに分け，その

女性の寿命と子どもの数との関連を分析して

生存率を比較したところ，全年代で 45，40，

いる．2〜3 人の子どものある女性の死亡率

35 歳の順で高く，高齢出産した女性の方が寿

は，子どものない女性と比較して 0.82（95％

命が長いという結果であった50)．

信頼区間 0.69-0.97）と有意に低かった．ま

Westendorp & Kirkwood は英国貴族階級

た 4 人以上の子どものある女性の死亡率も，

の歴史的データを用いて，女性の寿命と子孫

子どものない女性と比較して統計学的に有意

の数，初産年齢との関連を調査している．寿

ではなかった 0.93
（95％信頼区間 0.76-1.13）

命が 60 歳までは年齢とともに子孫の数は増

と低かったとしている．要するに，子どもの

加したが，60〜80 歳ではプラトーに達し，80

『母
多い女性ほど長寿ということである46)．

歳以上の女性では逆に減少した．また，60 歳

仮説』は『祖母の知恵仮説』と同様に女性の

以上の閉経した女性のみに限定して分析する

閉経に人類の長寿化の要因を求めるという点

と，女性の寿命と子孫の数とは負の相関，初

で は，同 じ 基 盤 に あ る と も い え る．た だ，

産年齢とは正の相関をしていた．この結果か

Madrigal らのコスタリカの歴史的データに

ら，著者らは女性の寿命と子孫の数はトレー

よる研究に対して，
『祖母の知恵仮説』の提唱

ドオフの関係にあるとしている51)．

者である Hawkes & Smith は出産可能年齢で

人口統計学的な研究の場合は調査集団の特

死亡した女性を解析から除外すると，実際に

殊性による影響を受けることもありえる．

は “祖母効果” があっても，それが消去され

フィンランドのサミ人の場合は採集狩猟民に

ると批判している47)．

とっては重要な食糧であるイモ類とは無縁の

また，Cant & Johnstone によって『生殖の

ほとんどが北極圏の住民であるし，英国貴族

競合仮説』注)が提起されている．これは，祖

階級の場合は庶民とはかけ離れた特殊な集団

母の子育て支援が孫に利益をあたえている証

であるといえる．また，英国貴族階級の歴史

拠は多いが，それが量的に自分の繁殖を越え

的データの解析では，寿命が 60 歳までは年

た利益を生んでいる証拠はないことから，閉

齢とともに子孫の数は増加しており，これは

経は 1 家族内で複数世代が同時に繁殖するこ

『祖母の知恵仮説』を支持するものである．

とによる対立，競合を避けるための適応では

そして，寿命が 60 歳以上という，当時として

ないかというものである

48)

．この仮説は女

性の閉経を母親と祖母の対立，競合の点から
とらえるという点では新味があり興味深い
が，比較的，近年に提唱されたこともあり，
まだ十分に深化されてはいないようである．

は長寿といえる集団内での分析は，集団全体
を正しく示すものとはいえない．
6．『祖母の知恵仮説』を高齢者福祉に
どう生かすか

また，
『祖母の知恵仮説』と整合しない人口

川柳の専門雑誌『オール川柳』の 1997 年 4

統計学的な研究も発表されている．van Bor-

月号に以下の句が特選(最優秀作)として掲載

degon らは，アフリカ，ガーナ北部の 26,170

され，物議をかもしたことがあった．

人の 5 年間の調査から，18 歳までの孫の生存

老人は 死んでください

国のため
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この句の作者自身，当時 70 代の高齢者で

ら屠殺場へ送る．豚は八カ月たったら殺す．

あり，これは皮肉をこめて逆説的に批判して

人間も，働けなくなったら死んでいただくと

いるものと考えるのが妥当であろう．戦後の

大蔵省は大変助かる．経済的に言えば一番効

高齢者福祉の動向は，老人医療費無料化を頂

率がいい」と発言したとされる55)．渡辺氏は

点とする前進とその後の後退があり，こうし

さらに，
「老人医療無料化は親不孝奨励金」と

た流れへの抗議ととらえることができよう．

も発言している56)．東京都の石原慎太郎知

52)

事も「
『文明がもたらした最も悪しき有害な

および藤岡53)の文献を参考にしながら概観し

ものはババア』なんだそうだ．
『女性が生殖

てみたい．老人医療費無料化は 1968 年に岩

能力を失っても生きているというのは無駄で

手県沢内村で始まり，翌年には美濃部革新都

罪です』って」と発言したとされ，都内に居

ここで，戦後の高齢者福祉の流れを高藤

政の東京都でも実施されるようになった．そ

住・勤務する 20〜70 代の女性 119 人から謝

して，この施策は全国の革新自治体に波及し

罪広告と慰謝料を求める訴訟を起こされてい

た．このため，政府としても 1972 年に老人福

る57)．この裁判自体は原告の敗訴となった

祉法を改正し，
「老人医療費支給制度」を設け，

が，判決では「女性の存在価値を生殖能力の

1973 年 1 月から老人医療費を無料化した．

面のみに着目して評価し」「多くの女性が不

この年には年金制度も改正され，年金給付額

愉快になったことは容易に推察される」とし，

の物価スライド制や賃金スライド制が導入さ

「個人の尊重を定めた憲法の理念と相いれな

れた．また，児童手当の増額なども実施され，

い」と批判している58)．この発言に対しては

こうしたことから 1973 年は “福祉元年” とい

日本弁護士連合会からも発言の撤回を求める

われた．しかし，その後の 2 度にわたるオイ

警告書が石原知事に提出されている59)．こ

ルショックや景気後退による社会保障・福祉

れらの “姥捨て山” を思わせるような発言

を支える経済基盤の動揺のため，その発展は

が，封建時代ではない現代で，しかも政治家

“バラマキ福祉” とされ逆方向へ見直しされる

や官僚によってされているということは大き

ことになった．そして，1983 年 2 月には老人

な問題であろう．

保健法が施行され，老人医療費無料化は廃止

また，高齢者に限定されるものではないが，

された．さらに，1994 年には厚生年金法等の

女性に対する蔑視的な発言もみられる．当時

改正により年金支給開始年齢が 65 歳に段階

の柳澤伯夫厚生労働大臣の「機械といっては

的に引き上げられることとなった．

申し分けないけど」「15〜50 歳の女性の数は

このような高齢者福祉の後退の中で，政治

決まっている．産む機械，装置の数は決まっ

家や官僚から高齢者に対する心ない発言がい

ているから，あとは一人頭で頑張ってもらう

くつかなされた．1986 年 1 月の参議院決算

しかない」という，いわゆる『女性は産む機械』

委員会では，当時の厚生省老人福祉課長が福

発言がされている60)．森喜朗・元首相も「子

祉施設経営者を対象とした講演で「在宅老人

どもを一人も作らない女性が自由を謳歌し，

への補助は枯れ木に水を注ぐのと同じだ」と

楽しんで，年取って，税金で面倒見なさいと

54)

述べたとして追及されている

．また，厚生

いうのは本当におかしい」と発言している61)．

大臣，大蔵大臣，通産大臣，副総理，自民党

『祖母の知恵仮説』は現時点ではあくまで

政調会長を歴任した渡辺美智雄氏は「21 世紀

「仮説」ではあるが，高齢者あるいは女性に対

は灰色の世界，なぜならば，働かない老人が

する侮蔑的な発言に対して強力に反論する理

いっぱいいつまでも生きておって，稼ぐこと

論となる可能性を持っている．『祖母の知恵

のできない人が，税金を使う話をする資格が

仮説』は，閉経後の女性が子孫の健全な発育

ないの，最初から．乳牛は乳が出なくなった

に大きく寄与したこと，そして高齢者の増加
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が世代間の情報伝達を強化し社会の発展をも

現代社会ではその土台の部分が崩壊しつつあ

たらしたことを示している．もちろん，
『祖

るわけである．

母の知恵仮説』に対する異論もあるが，それ

超高齢社会に突入した現在，高齢者が排除

らも高齢者や祖母の役割を全否定するもので

されることのない社会を築くための基盤とな

はない．したがって，人類史における高齢者

る思想や価値・倫理を再確認する作業が必要

や祖母の役割を明らかにすることは，前述の

であると考える．
「高齢期」あるいは
「老年期」

政治家や官僚の発言に対するアンチテーゼと

の意義，役割を明らかにする『祖母の知恵仮

なりうるわけである．

説』は，そのための思考の原点ということも

そして，高齢者自身がこれまでの人類史にお

できるのではないだろうか．

ける高齢者や祖母の役割を認識することにな
れば，高齢者が自己を肯定し，主体性を発揮

7．おわりに

することにつながり，若年層についても高齢者
の果たしてきた役割を理解し，高齢者を自然と

これまでみてきたように，『祖母の知恵仮

敬う態度を涵養することにつながる可能性を

説』に関する研究は欧米のものがほとんどで

持っている．ただ，この点に関しての実証的な

あ る．日 本 に お け る 研 究 は，福 川 ら の

研究はないようであり，今後の課題である．

2009〜2011 年度の科学研究費補助金による

また，わが国では核家族化の進行により，

「
『祖母仮説』の検討を通じた高齢者の長寿な

祖父母と孫の世代間隔絶が進んでおり，この

らびに適応に関する研究」が唯一のものであ

ことが家庭の養育機能を低下させ，日本社会

るようである．その成果の発表も，現時点で

にとってマイナスの要因となっているとされ

は 2011 年 11 月の日本人間行動進化学会第 4

ている．児童虐待問題に関して今川と山下

回大会での「義母は鬼に非ずや―現代日本に

は，
「親子関係がゆがんだ関係であっても」祖

おける祖母仮説の検証―」などの学会発表に

父母などの存在で，
「全体としては補完され

限られている．

ることは十分に考えられる」が，家族の単位

また，
『祖母の知恵仮説』は高齢者をエンパ

が小さくなってきたことで「他の家族による

ワメントし，若年層には高齢者の果たしてき

補完が困難になってきた点が児童虐待を増加

た役割を理解し，高齢者を自然と敬う態度を

させている要因の一つであろう」と推測して

涵養することにつながる可能性があると考え

いる

62)

．袖井も密室での保育や介護は虐待

られるが，それに関する実証的研究はない．

を導くことになりやすいと指摘している63)．

この点については，他日に稿を改めて詳論す

さらに Gelles & Straus も，核家族の機能的

ることとしたい．

不安定性のため家庭には高度のストレスが存
在し，それが家庭内暴力が必然的に発生する
素地の一つとなったと指摘している

注

64)

．ま

た，阿部は母親による親子自他殺例 300 件を

Cant らが提唱した仮説が一般的にこうい

分析し，その動機で一番多かったのは「育児

われているわけではない．これは筆者が仮に

不安」の 46 件であったと指摘している65)．

名づけたものである．Cant らは，生殖の対

この育児不安は祖父母等の存在があれば軽減

立あるいは衝突（reproductive conflict）と生

された可能性があり，これも核家族化の弊害

殖 世 代 の 分 離（separation of reproductive

としてとらえることができよう．『祖母の知

generations）ということでこの仮説を提唱し

恵仮説』は祖母が娘の子育てを援助すること

ている．

で，人類は長寿になったというものであるが，
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