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１．問題の所在 

 

 1970 年代以降、乳幼児を育てる母親への過重な負担と育児不安が社会問題化している。その背景に

は、性別役割分業を伴う核家族化の進展、地域コミュニティや親族ネットワークとの関係の希薄化に

よる子育ての個別化、私事化がある。さらに、90 年代に入ってからは、「公園デビュー」という言葉に

象徴されるように、子育て期に仲間をつくる難しさという現代的な問題も生じている。エンゼルプラン

以降、様々な子育て施策が打ち出されてきたが、孤立した育児は深まりをみせているのが実態1である。 

 同時に、80 年代以降、育児を行う母親の心理や社会関係に焦点をあてた研究も展開してきた。なか

でも牧野の一連の育児不安研究は、母親の育児不安を緩和する条件として、父親の育児参加とともに
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母親自身が持つ社会的人間関係の広がりの重要性を指摘する画期的なものであった（牧野、1982、

1988）。育児不安を引き起こす母子の孤立を解消する援助システムとしての育児ネットワークの発見

である。この問題認識のもと、育児ネットワークの構造を解明する実証研究が展開されてきた。 

 本稿は、上述の問題認識を共有し、育児ネットワークの実証研究の蓄積から、その到達と課題の把

握を試みるものである。第一に、現代の母親の育児を支えるネットワークの構造と心理的安寧に与え

る効果について、既存研究から得られる知見を確認する。第二に、育児ネットワークの再編という理

論的課題に対し、育児支援ネットワーク研究からいかなる展開が必要であるか、課題を提起する。第三

に、育児ネットワークの構造化論に向けて、必要とされる視座について若干の論点提起を行いたい。 

 なお、本稿でいう育児とは、主に乳幼児に対するものを念頭においており、育児ネットワークとは、

母親に対して各種の育児援助を行う人間関係網をさしている。 

 

２．育児構造の変容と母親の位置 

 

 まず、現代の育児問題が生まれる社会構造的背景を確認し、育児をめぐる母親の位置について確認

しておく。 

 

(1)  社会的育児構造と母親役割の変化 

 育児主体の子どもの養育への関わり方は、時代とともに変化してきている。渡辺（1989、1994）は、

育児期にある親と子ども、家族、それを取り巻く親族や地域等の関係の歴史的変容を整理し、育児構

造類型を提示している。 

 渡辺によると、近代以前では、親族ネットワークや地域コミュニティと核家族を隔てるシステム境

界が曖昧であり、養育者は地域および親族ネットワークのなかに広く散在し、複数の育児主体が子ど

もの養育に直接的に関わり、その関係は親と並列的なものであった。近代産業社会においては、核家

族と外部社会との関係が希薄化し、核家族との境界が明確になる。同時に、家族構成は親と子に単純

化し近代家族が誕生する。近代家族類型においては、親が子どもを養育する役割を第一義的に担うこ

とになり、「育児役割への独占・集中」2がすすんだ。しかし、核家族は外部社会から完全に孤立して

いるわけではなく、育児・養育の必要に応じて、親族や地域、育児に関わる諸機関、商品・サービス

など、外部の育児主体との関係を結び子どもの養育環境を形成する。この構造において、家族外部の

育児主体は親を介して間接的に子どもに関わり、親を介した直列的な関係を結ぶこととなる。親は、

家族外部の育児作用に対するゲートキーパーという位置を占める。子どもの育児環境を独占的にコン

トロールする主体としての親の登場である。 

 近代の性別役割分業構造のもと、この親役割はもっぱら母親が担うことになった。母親役割は２つ

の面を持っている。第一に、核家族というシステムを単位に、子どもの養育に第一義的責任を負い、
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育児役割を集中して担い、自律的に育児を遂行する主体としての役割である。第二に、外部の育児主

体との関連を調整しつつ構造化する、「育児ネットワークの＜コーディネーター＞」としての役割であ

る。この役割は重大である。母親がどのような外部諸主体とどのような関係を取り結ぶのか、あるい

は結べるかが、育児や養育構造を規定するからである。多元的で複合的な外部諸主体との結びつきを

構造化する可能性もあれば、限定的で単線的な結びつきしかもたない可能性もある。母親は、必然的

に外部の育児作用や育児主体の選択・調整・統御といった役割を抱えることになったと言えるだろう。 

 

(2)  母親が育つ環境の変容と抱える困難 

 次に、社会構造の変化が母親に与えた影響について、母親の主体側に着目して考察する。 

 原田は、育児状況の変化を「日本女性三世代のライフコースの変化」から説明している（原田、1993）。

1900 年頃に生まれた女性と比較し、1960 年以降に生まれた女性は、産む子どもの数が少なく（平均

5.1 人から 2 人未満へ）、出産期間が短く（13 年から 2 年余りへ）、末子就学までの育児期間も短く（20

年から 9 年へ）なったことを特徴づけている。母親としての育児年数が短くなり、子ども時代や娘時

代における育児経験が減っているのである。そして、母親の子どもとの接触経験や育児体験の不足が、

育児不安を招く主な要因の一つであることを指摘している3。 

 育児経験の不足を補うため、子育て仲間（似た境遇の母親や育児経験者）との交流が必要とされる

が、その交流は現在の子育て世代が抱える対人関係の葛藤を引き起こしやすいという面も持つ。汐見

（2000）によれば、現代の親世代は、学校における集団への同調圧力と差異化競争の中で育ち、集団

のなかでも自分が排除されることを怖れ、はずれないように他者に過剰に気を遣う集団倫理のなかで

育ってきている。こうした親世代の人間関係の葛藤は、『ヤマアラシのジレンマ（Porcupine’s 

Dilemma）』に例えられる。母親たちは、育児不安や孤立感を解消するためお互いに近づき合おうと

するものの、近づきすぎるとその人間関係がストレスや緊張感をもたらすというようなジレンマを抱

えているのである。 

 

３．育児援助ネットワーク研究の展開と成果 

 

 上述のように、歴史的に育児構造が変容した結果、母親が家族外部の養育（育児）に関わる諸主体

とどのような関係を取り結ぶかによって、育児ネットワーク構造が規定されることになる。 

 ここでは、既存研究に依拠しながら、母親が育児を遂行するにあたって、どのような育児援助主体

がどのようなサポートを提供しているのか、それらのサポートが母親の心理的安寧にどのような影響

を及ぼしているのかについて、得られた知見を整理することとしたい。 
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(1)  育児援助ネットワークの実態構造把握 

 このテーマの研究に先鞭をつけたのは、家族社会学の分野から接近した落合の研究であった（落合、

1989）。落合は、兵庫県の都市部と郡部において実態調査を行い、実体（直接）、情緒、情報の各サポ

ートが、どのような育児援助主体（夫、子どもの祖父母を含む親族、地域、育児援助諸機関など）に

よって担われているか、その関連構造を明らかにしている。注目すべき点は、近所づきあいがさかん

な郡部より、都市部において近隣の育児ネットワークが発達していたという点である。落合は、祖父

母との距離が遠いほど育児をめぐる近所づきあいが盛んになる傾向をあげ、親族ネットワークと地域

ネットワークに代替性が認められるとした。そして、 も日常的な関係である地域ネットワークが基

盤となり、親族や機関などの諸ネットワーク間の調整をしている関係を示唆している。 

 落合に続いて関井等（1991）は、大阪府下の保育園児の母親を対象に調査を行い、母親の就労状況

によって、育児ネットワーク構造が異なることを明らかにした。関井らの調査では、育児ネットワー

クと性別役割分業規範との関連に注目した分析も行っている。先の落合の調査研究で示された都市部

の近隣育児ネットワークは、近所づきあいと重なる自然発生的な性質を持つものであった。これに対

し、関井らの問題意識は、妻方親族中心の「ミウチ」的な育児ネットワークを越えた、母親たちの「自

由な連帯」としての意志的ネットワーク形成の条件を探ることにあった。性別役割分業観という要素

は、育児の共同性を妨げるものとして仮定されたのである。この調査では、非伝統的な規範を持つ母

親は、自分の親族だけでなく夫や夫の親族、親族以外の友人へと、より援助ネットワークを広げてい

ることが明らかになった。性別役割分業規範の相対化が、「ミウチ」を越えてネットワークの重層化を

促す要因として示された。現代の育児ネットワークを考えるうえで、近代家族的な規範や常識が与え

る影響を考慮する必要性を示唆するものであった。 

 

(2)  育児援助ネットワーク構造とサポート効果の関連 

 上述した研究は、育児ネットワークを構成する個々の援助主体の違いに着目し、どのような援助主

体がどのような種類の育児サポートを提供するのかを追求したものであった。これに続き、育児ネッ

トワーク全体の構造特性（密度や構成の特徴など）に着目し、どのようなネットワークの構造特性が

より効果的にサポート効果を発揮するのかについて、研究が展開した。 

 

①育児ネットワーク構造の規定要因にかかわって 

 これらの調査から得られた知見の第一は、育児ネットワークの構造を規定する要因にかかわるもの

である。 

 久保（2001）は、関井等と同じく、東京都区内の就労している母親を対象に調査を行い、保育園・

学校、近隣、職場の友人等の非親族ネットワークの規模や援助の利用可能性を規定する要因を分析し

ている。久保によれば、親族と同居・近居の母親と比べて、遠居の母親に友人からの援助可能性が高
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いという傾向は認められず、近くに頼れる親族がいない場合、親族の代替として地域の友人に頼ると

いう落合（1989）の指摘（親族からの援助と地域からの援助の代替性）は、確認できないとしている

4。ゆえに、親族と遠居の母親の場合、必然的に世帯外の援助資源の総量が少なくなることが推察され

る。同時に、久保の調査では、友人という非親族ネットワークは、母親の個人的属性に規定されてい

ることを指摘している。子ども数が少なく、子育て年数が短く、他者のつきあいに消極的である母親

ほど、友人数が少ないことが報告がされている。 

 同様に、松田（2008）も、母親の個人的属性と地域特性の両方が、育児ネットワークの規模と非親

族割合を規定していることを明らかにしている。子どもの年齢、就労の有無、社会階層、周囲の類似

性の大小（本人と属性が似ている人が多いか少ないか）など、母親がおかれた社会的位置によりネッ

トワークの違いが生まれていることを指摘する。ネットワークが豊かなのは、幼児をもつ平均的な年

齢の専業主婦で、経済的ゆとりのある者、子どもが多い地域に長く住む者である。ネットワークが脆

弱なのは、乳児を抱えた者、フルタイムで働いている者、子どもが少ない地域に住む者、居住年数が

少ない者、社会階層が低い者である。また、高齢出産などで平均的な母親の年齢から外れているなど

「育児におけるマイノリティ」も、育児ネットワークが脆弱な傾向にある。ネットワークは個人の意

志にもとづく「自由な連帯」ではあるが、主体的要因だけではなく、社会的な要因によって規定され

ているのであり、ネットワークから排除されるものが必然であることを示唆するものであった。 

 

②ネットワーク構造とサポートの効果の関連 

 第二に、これらの調査研究は、ネットワーク全体の構造特性（規模・密度・構成など）とサポート

効果の関連を明らかにした。 

 久保（久保 2001）は、ネットワークの構造特性による育児援助効果の違いについて分析を行い、親

族、友人いずれにおいても、規模が大きいほど、交際頻度が高い（すなわち密度が高い）ほど、サポ

ートの利用可能性が高くなるという結果を得ている。 

 松田（松田 2001）は、ネットワークの構造特性と母親の育児不安度・育児満足度の関連を分析して

いる。規模については、世帯外（親族、非親族含む）の育児ネットワークの規模が大きいほど、育児

不安度を低く満足度を高くする強い効果があることを見出している。世帯外ネットワークの中核をな

す強い紐帯の規模が増えることのみならず、その周辺にある弱い紐帯の規模が増えても、母親へのサ

ポート力は高くなる5。ネットワークの密度については、密度が低すぎる場合と高すぎる場合に育児不

安度が高く、中程度の場合に も低いことを発見し、心理的安寧に対し U カーブ効果6を及ぼすこと

報告している。松田（2008）は、カーブ効果が生じるメカニズムを、ソーシャル・サポート効果と社

会的資源効果の二つの効果が合わさって効果を示すと解釈している7。松田はこの結果から、望ましい

育児ネットワーク構造として「中庸なネットワーク」を提起するが、密度の合成効果については、異

なる理解も可能であろう。母親をとりまく様々な育児援助主体との関係が一様に「ほどほど＝中庸な
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状態」であるのが望ましいというより、ある育児援助主体とは緊密なネットワーク、他の援助主体と

は疎らなネットワークというように、異なる特性のネットワークが複数あり合成効果を発揮すること

を示唆するものではないだろうか。育児においては、子どもの世話や育児相談、情報収集など、複数

の課題が同時に存在する。各々のニーズに適した構造特性を持つネットワークが、母親の周囲に複数

存在することが、母親の心理的安寧の維持に貢献するように思われる。 

 

(3)  育児ネットワークがサポートとストレーンに及ぼす効果 

 松田の研究を受け継ぎ深化させたのが、前田の調査研究である（前田、2004）。この調査で前田は、

母親のもつパーソナル・ネットワークの構造特性が、育児に関わるサポート機能とストレーン8に与え

る影響について報告している。 

 前田は、母親のパーソナル・ネットワークを「学校中心型（母親の学校で知り合った友人中心）」「仕

事中心型」「子ども中心型」「趣味中心型」「混合型」等に分類し、この構成差とサポートの利用可能性、

ストレーンとの関連を分析している。調査から得られた知見によると、子ども中心型のネットワーク

を持つ者は、その他のネットワークに比して育児サポートの利用可能性は高いが、その反面、育児外

サポートの利用可能性は低い。また、子ども中心型のネットワークからもたらされるストレーンは相

対的に大きく、ストレーンは育児不安度を高める。すなわち、子どもを通じた関係は、あくまで育児

に関するサポートにおいて効果を発揮するが、母親自身の欲求充足には不充分であること。さらに、

子どもを媒介とする関係は、子どもの欲求充足を目的として結ばれることが多く、母親にとって選択

性が低く、母親役割に関する規範から逃れにくい関係であるという特徴があるため、その結果、スト

レーンが生じやすく、育児不安が増大する可能性があることが示唆されたのである。 

 

(4) 小 活 

 これまでの育児援助ネットワーク研究の展開から、明らかになった知見を整理する。 

 第一に、現代の育児は、「核家族、なかでも母親が一人で育児役割を遂行する」という近代家族的理

念からイメージとは異なり、核家族が趨勢を占める状況おいても、実際は重層化した種々の育児ネッ

トワークに支えられている。 

 育児援助主体ごとの特徴をみると、夫は、地域的差異や親族との同居別居に関わらず、夫は情緒的

援助の提供者として も重要な役割を果たしている。夫からの種々のサポートを期待できると母親が

感じることは、母親の心理的安寧を高める効果を持つ。親族のなかでも親（とりわけ妻方の親）は、

子どもの世話を頼むなど負担の大きい直接的育児援助を担う傾向にあり、地域住民や友人などの親し

い非親族は、情緒的・情報的育児援助において重要な役割を果たしている。 

 第二に、母親の個人的属性と社会的環境に規定され、育児ネットワークは多様な構造をとる。就労

の有無で比較すると、たとえ同じ「地域」に住んでいても、専業主婦中心の育児ネットワークは、就
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労している母親のネットワークとは重ならないことが示されている9。また、母親のおかれた社会的位

置により、育児ネットワークの格差が生じている。ネットワークが脆弱となりやすいのは、「育児にお

けるマイノリティ」と「地域におけるマイノリティ」である。「育児におけるマイノリティ」とは、平

均的な母親の属性、子どもの属性に比しての少数派である。「地域的マイノリティ」とは、その地域に

本人と属性が似た人が少ないもの、居住年数が短く人間関係網が乏しいもの等である。落合は親族と

地域ネットワークの代替性を指摘したが、その後の調査では追試されておらず、むしろ育った地域か

ら離れ親と遠居の母親は、非親族ネットワークも子どもを媒介とした関係が主要とならざるを得ず、

育児不安を増大させる傾向が示唆された。 

 第三に、育児ネットワークの規模については、規模が大きいほど育児不安は小さくなり、育児満足

度が増すという強い関連が明らかになった。とくに、非親族ネットワークの規模が大きくなるほど、

母親の心理的安寧が高くなる。これは、ネットワークの規模が大きいほど成員の多様性が高くなり、

多くの種類のサポート源を動員できるためであると解釈されている。また、伝統的性別役割分業観や

母親役割からの自由度もネットワークの構造を規定し、心理的安寧に影響を及ぼす。 

 第四に、母親が異なる構造特性のネットワークを複数持つことが、心理的安寧に貢献するというこ

とである。松田の提示した合成効果は、育児遂行上の課題の性質に即して、緊密で同質的なネットワ

ークも必要とされるし、多様な人間関係や多様な資源に富む疎らなネットワークも必要とされるとい

うことであろう。また、前田の調査からは、母親のパーソナル・ネットワークが母親役割に矮小化さ

れることの弊害を指摘するものである。母親役割を相対化し、自己実現や社会参加を可能とするネッ

トワークの必要性が示唆されているといえよう。 

 

４．育児ネットワーク研究の展開にむけて 

 

 これまでの既存研究から、育児ネットワークの格差を解消し，母親の心理的安寧を実現するために

は、家族外、とりわけ非親族ネットワークの拡大が重要であること10が提起された。松田は、この点

に関わり、育児期で自分と同じ関心や境遇の人とめぐりあえるきっかけや場づくりが効果的であると

するが、ネットワークは個々人の主体的な選択に任せるべき性格のものとし、きっかけ・場の提供に

限定する(松田、2008)。 

 しかし、上述したように、現代社会において母親が外部育児主体との対立や葛藤を抱える存在であ

る以上、予定調和的なネットワークの再編成は望めないだろう。これまでの研究が、育児ネットワー

クの実態構造把握から望ましい姿を提示する理念提起にとどまっていたとすれば、ネットワーキング

の形成論理の解明へと、構造化の理論へと展開することが必要であろう。結論を先取りして言えば、

渡辺（1994）がいうように、母親はネットワークを構造化する主体であるがゆえに、構造化の理論に

おいては、母親が地域子育て環境創造主体11として形成される論理の解明を不可欠とするであろう。
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すなわち、社会教育学的観点からのネットワーキング論を提起する必要があると思われる。そのため

に必要とされる視座について、若干の論点提起を行いたい。 

 

(1) 「他者」との連帯の困難と条件 

 第一に、外部育児主体との対立や葛藤を抱える母親が、育児に関わる「他者」＝（親どうし、先輩親、

育児ボランティア、地域住民）との連帯を構築するための契機や条件の実践的考察が必要であろう。 

 汐見は、「ヤマアラシのジレンマ」に代表される対人関係の葛藤を解決するためには、母親集団の同

質性を緩和するための「異質な他者」が有効であるとする（汐見、2000）。「異質な他者」は違いや弱

さや異なる個性をもった素の自分を表現し受容されるための触媒として作用する存在である。ありの

ままの自分を認め合える関係とは、エリクソンのいう人格的存在の基底となる基本的信頼を回復させ、

自己肯定感を高めあえるような関係である。このような他者との安定的関係を築くことが必要と言え

るだろう12。 

 また、育児ネットワーキングの数少ない実証研究に、山根（1994）の研究がある。この研究におい

て山根は、育児期の女性が他者と連帯するうえでの困難を、「『ケアする者』の位置」13の連帯に特有

の困難として把握する。育児責任の所在をめぐる葛藤、子育て観の相違、専業主婦—働く母親間でのジ

レンマ等が、連帯を切断する要因となりうると指摘する14。この葛藤を解消し連帯するために、母親

たちは様々な条件をつくり出しているのであるが、その条件形成を可能としているのは以下の点のよ

うに思われる。一つは、個人や集団的実践対応での限界を正確に認識し、母親としておかれた位置を

社会的に把握することで共通の課題として状況認識を一致させていくという点である。二つ目に、「『ケ

アする者』の位置」の問題を個別的・特殊的ニーズにとどめることなく、公共空間の編成に対する異

議申し立てや子どものふるさととしての地域づくりなど、普遍的・公共的価値の実現として、連帯・

協同性を発展させているという点である。これらの条件は、自らの実践の限界の措定による課題の意

識化や、実践が求める普遍的価値の認識を可能とするような学びなしには形成されえなかったと推察

される。 

 

(2)  パーソナル・ネットワークの枠を越えた子育て環境の構造化 

 これまでの育児ネットワーク研究は、パーソナル・ネットワーク（なかでもインフォーマルネット

ワーク）に限定したものであった。しかし現実には、パーソナル・ネットワークは、インパーソナル

なもの（資本による育児産業や国家の教育・福祉・労働等の諸政策、行政の育児援助機関など）によ

る、様々な外部作用と葛藤・対立しつつ成立している。例えば、ここ十数年の子育て支援政策の具体

化は、一方で利用可能な育児援助資源を増加させはしたが、他方で「支援するーされる」関係の強化

により、母親たちをサービスの受給者として客体化させ、子育てサークルを弱体化させるという弊害

も生じさせてきている。ここで仮に、資本や国家が展開する育児支援システムを「統制型子育てシス
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テム」とよぼう。育児ネットワークが「統制型子育てシステム」の浸食を受けつつ成立するのであれ

ば、育児ネットワーキングの論理は、自らの自律性を担保しながら外部の統制システムと批判的協同

関係を構築し、現代の子育て構造を変革し再構造化する論理を含むものでなくてはならないだろう。

それは同時に、構造化主体としての母親が、地域の子育て環境を創造する主体として形成されていく

論理を不可欠のものとするであろう。 

 その際に必要な観点は、子育てをめぐる問題の総体性を基点にすえ、育児ネットワーキングを構築

することであると思われる。多くの場合、制度や商品・サービスは、限定された問題に対応するもの

であり、当事者ニーズの総体には対応できない。しかし、現実の親子の生活は、相互に関連しあう諸

システムに依存し営まれている。したがって、親子の生活の総体性に即し、制度やサービスをつなぎ、

不足するものは実践的に創造しつつ、地域子育て環境の再構造化をはかっていくことが必要だと思わ

れる。実践的にも、カナダの子育て家庭支援において、親子の生活を丸ごと把握し援助を構想するこ

とにより、多様な支援活動が可能となっていることが報告されている（小出、1999）。また、松田や

前田の調査から示唆された複数のネットワークの必要性も、この文脈で理解することが可能であろう。

このような地域子育て環境の再構造化のためには、個別親子の生活に即し、子育て問題の総体性の理

解をはかりつつ、高度化・専門分化した制度や諸機関のサービスを相対化し、その限界を明確化する

ような学びや教育実践が必要とされるであろう。 

 

５．まとめにかえて 

 

以上のべてきたことを本稿の課題に即して整理し、まとめにかえたい。 

 第一に、育児ネットワークの既存研究から、現代の核家族の子育てが、実際には多重構造のネット

ワークに支えられ成立していることが明らかとなった。このネットワーク構造が、母親の社会的位置

に規定されていることから、ネットワークを構造化するする主体としての母親が措定された。 

 第二に、育児ネットワークの再編成という課題に対しては、育児ネットワーク研究は、非親族ネッ

トワークの拡大と望ましいネットワーク像の理念提起にとどまっている。現実の要請に応えうるため

にも、ネットワーキング論への展開が課題となっている。従来が静態的なネットワークの構造把握だ

ったとすれば、実践の展開過程分析にもとづく動態的な構造化に向けた理論としての発展が必要である。 

 第三に、構造化の論理を、母親たちの連帯と協同性の発展を基盤に、「統制型子育てシステム」の変

革と再構築を見通すものとするならば、その核心は、母親たちの地域子育て環境創造主体としての形

成過程の解明にあると思われる。その際に重要な点は、再構造化過程に必要とされる学びや教育実践

を明らかにすることである。それは、統制型育児システムのもつ子育ち・子育ての論理におけるもの

とは本質的に異なるものとならざるを得ないであろう。その意味で、従来の社会学的範疇からの育児

ネットワーク研究を、社会教育学的見地からのネットワーキング論、再構造化論へ、その要としての
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学習・教育実践論へと展開する必要があると思われる。 

 しかし、この論文では、地域子育て環境の再構造化に必要とされる学びや教育実践を考察するうえ

での若干の視座を提起するにとどまっている。今後、実証研究に学びつつ、母親たちの主体形成過程

の解明、学習・教育実践の内実について知見を蓄積していくことが、今後の課題として残されている。 

 

 

                                                           
1 原田（2006）の兵庫レポートによると、ふだん世間話や子どものことを話す人がいるかとの設問に、「いない」

と回答した母親が、4 ヶ月児では 32％、10 ヶ月児では 26％、1 歳半児、３歳児でも２割前後いる。1980 年の

大阪レポート時より、母子の孤立が急速にすすんでいることが示されている。 
2 渡辺秀樹、1994、p.74。 
3 原田正文、1993、pp.94-107 
4 関井等の調査（関井他、1991）でも、近くに頼れる親族がいないため保育所の友人を頼るという代替性は抽出で

きないとの結果が示されている。しかし、育児支援ネットワークの歴史的変化を分析した井上（井上、2005）
の研究では、コーホートを限定すれば、親族と非親族ネットワークの代替効果があることが解明されており、親

族と非親族ネットワークの代替性については、地域特性やコーホートに限定された効果であると思われる。 
5 松田がいう「強い紐帯」とは、高い密度や高い同質性を持つネットワークのことであり、「弱い紐帯」とは、多

様性が高く、関係が密でないようなネットワークのことである。 
6 松田は 2003 年の研究において、U カーブ効果が生じるメカニズムを、サポート効果とネガティブ効果の合成と

していた。サポート効果とは、密度が高くなるにしたがい、メンバー間のコミュニケーションが活発化し、適切

な種類のサポートが動員可能となるといものである。ネガティブ効果とは、ネットワークの密度が高くなると、

構造的に集団に近く、しがらみといった制約の力が強くなり、サポートを受けるものの自律性を低めるというも

のである。 
7 松田の 2004 年の研究では、サポート効果と社会的資源効果の合成という説への修正がなされている。社会的資

源効果仮説とは、多様で疎らな構造のネットワークでは、様々な社会資源へのアクセスが可能となるため、個人

の持つ様々なニーズに応えられるためサポート効果が高まるというものである。 
8 ここでいうストレーンとは、対人関係に起因するストレスをさす。前田は、ストレーンを測定する尺度として、

「対人劣等」に属する２項目「自分のことをどう思っているか気になることがある」「どのようにつきあえばよ

いかわからなくなることがある」と「対人摩耗」に属する１項目「無理にあわせた会話をすることがある」の合

計３項目を設定している。 
9 落合恵子、1989、pp.127-30。 
10 育児ネットワークの再編成を考察するうえで、父親の育児参加が不可欠であることは、複数の既存研究の知見

から提示されているが、この点に関しては別稿で論じることとしたい。 
11 ここでは、主に子どもの養育を表す「育児」と区別し、子どもの発達を保障する教育的・福祉的営為を含む総

体的営為として「子育て」を使用する。また、「地域子育て環境」とは、パーソナル・ネットワークとしての育

児ネットワークのみならず、育児産業や国家・行政諸機関などの支援主体をも含む総合的なものを想定している。 
12 宮﨑はこのような関係を「安心と信頼という意味の『ホーム』という関係」と表現している（宮﨑、2010）。そ

して、孤立がもたらす子育て・子育ちの困難を支えるためには、「ホーム」を再編し、安定させることが必要だ

と指摘している。 
13 山根は、現代社会において母親は、他者である子どもの行為の責任を一手に負い、かつ子どもの利益を代弁す

る位置にいるとし、このような子どもの発達の責任者、子どもの代弁者としての位置を「『ケアする者』の位置」

と名付けている（山根、1994）。 
14 落合（1989）は、先の調査において、専業主婦の地域育児ネットワーク形成の条件としてルールの存在をあげ

ている。それらは、母親役割の代替以外の援助は頼まない、過度な負担はさける、家庭の事情に踏み込まないな

ど、ギブ・アンド・テイクという互酬性を壊さない微妙なバランスのうえに成り立っている。山根のいう「『ケ

アする者』の位置」の葛藤・対立を潜在化させた、関係崩壊の危険性を伴う基盤に成り立つネットワークと言え

るだろう。 
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