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　本稿では，沖縄の離島である多良間島の子守風習と保育所の歴史的関係を，アロマザリング・システ
ム（社会化された子育てシステム）のダイナミックな変容過程においてとらえる作業を通して，人間発
達研究に時代性と地域性を含むための方途を探った。第一に，沖縄地方に独特な子守である「守姉」の
経験の時代推移と，村立保育所の開設契機およびその後の展開に関して，聞き取り調査に基づいて分析
した。その結果，守姉は 1950年前後生の世代で経験者がピークで，その後段階的に減少し，近年に
なってやや増加の傾向にあった。保育所の開設（1979年）は，当時の母親たちによる「教育」への期
待が背景にあった可能性が示唆された。第二に，守姉と保育所を含む島の子育てのあり方に大きな影響
を与えたと考えられる，ライフラインと保育・教育施設の整備，また，人口動態について，資料をもと
に分析した。その結果，守姉経験のピーク時期の人口構成は，大人に対して子ども（とくに 3歳未満
児）が極めて多く，その後は大人増加のトレンドに転じたこと，沖縄返還（1972年）をはさんだ時代
に島のライフラインと保育・教育制度が急速に整備されたこと，とくに利水環境の整備が島の子育ての
変化とも関わっている可能性があることなどが推察された。最後に，多良間島という固有の地域性と時
代性をもつ位置から，現在の発達心理学に内在するいくつかの前提について議論した。
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問　　　題
1．  はじめに
　本稿は，沖縄の一離島の子育てと保育の歴史的展開に
照準することにより，時代（歴史）と地域（文化／自
然）という 2つの条件の交差点から，発達研究を再考す
る手がかりを得ようとするものである。とくに，相対的
に閉鎖系をなすコミュニティに，はじめて保育所が設立
されるという契機をめぐり，暮らしの変化と子育てのあ
り方の変化を，一つの生態システムの変容として把握し
てみたい。子どもを含む人びとの意識や行為は，その固
有の論理で運動するシステムの中において，はじめて一
定の妥当性をもって理解され得ると考えられる。
　発達研究論文の 90%はアメリカの研究者によって書
かれており（Arnett, 2008），この事実は，世界の 95%
以上の人口を占める他の地域の人びとについて，我々が
かなり限定された情報に基づいて理解しようとしている
ことを意味する（Mistry & Dutta, 2015）。これと同じ構
造の問題が，国内の発達研究にも当てはまるだろう。観
察し，理解しようとしている子どもの姿そのものが，い
かなる条件や文脈の上で成立している現象であるのか。

このメタレベルの問いを織り込んだ研究というのは，い
かにも難題である。しかし，多様性や多元性が人間理解
のテーマになっている現代社会では，発達研究がこの問
題を避けて通ることができないのも，また自明である。
2．  多良間島
　こうした問いにインスピレーションを与えてくれる
フィールドとして，我々が取り上げるのが多良間島であ
る。多良間島は，沖縄県の先島諸島の一島で，宮古島と
石垣島の間の海域に位置し，1,200人ほどの人びとが暮
らしている。守姉（もりあね；後述）などの伝統的な子
育て習俗があり，「子育ての島」としてメディアで取り
上げられたこともある。1998-2002年の合計特殊出生率
（平均値）では 3.14と，全国 1位であった（同期間全国
平均 1.35） 1）。リゾートとして有名な石垣島や宮古島とは
対照的に，本土資本による目立った観光開発は行われて
いない。
　行政区としては水納島（面積 2.15　km2，数名の方が居
住）とともに多良間村に含まれ，島の面積は 19.75　km2，
周囲 19　kmの楕円形で，島の中央を南北に字界が走り，
西側を仲筋，東側を塩川という（Figure 1）。全体に平
坦な地形をしており，最高地の遠見台でも海抜 34.2　m
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である。土地の 92%は田畑であり，宅地は 3%となっ
ている（多良間村，2016）。居住区は島の北部に集中し，
その周囲を防風林のフクギが囲んでいる。この集落の空
間構成は，毎年の台風被害の軽減のために歴史的に形成
されてきた先人の知恵と努力の痕跡であり，沖縄諸島の
中でも独特の景観を作り出している（多良間村，2016）。
子ども関連の施設としては，村立の保育所，幼稚園，小
学校，中学校が各 1か所ずつあるが，高校がないため，
中学卒業後はほとんどの子どもが親元を離れ，島外に進
学する。小さな離島に共通する「15の春」という節目
もまた，多良間島の子育てと子ども理解の基調をなして
いる。基幹産業はサトウキビの栽培・製糖，葉タバコの
栽培，そして肉牛の畜産である。とくに多良間産の黒糖
は味が良いことで知られる。島外との交通網は，宮古島
との間に 1日 2往復の小型旅客機便（片道約 20分）と，
1日 1往復のフェリー便（片道約 2時間）である。多良
間の人びとは，宮古島等の島外に行くことを「旅立ち」
と呼ぶ。多良間島の詳細や人びとの暮らしの様子につい
ては，根ケ山（2012）を参照されたい。

3．  守　姉
　さて，多良間島の子育てを特徴づけるのは，その子守
の風習である。それは，島で歌い継がれてきた子守唄の
数々に現れている。代表的な多良間の子守唄に『我

ば

が守
む

らぎ』があるが，その歌詞に「守
むイ

たズ姉
あに

ぬ　名
な

ゆあぎ
る」（守りした姉さんの　名をあげなさいよ）とあるよ
うに（高江洲，1992），子守唄の主たる歌い手が少女で
あることがわかる。高江洲（1992）は，子守唄には『五
木の子守唄』のように，子守に出された少女が自分の境
遇を嘆いたり悲しんだりした内容が多いが，『我が守ら
ぎ』は，むしろ子守をした子の成長を願うことによっ
て，逆説的に自分の苦境を投影したような歌詞になって
いる点に特徴があるとしている。なお，宮古島や八重山
列島に類似の内容をもった子守唄が見られることから，
この特徴は先島諸島においてある程度共通しているのか
もしれない。
　具志堅（2013）によれば，1960年代には多良間島を
含む沖縄各地に広く子守の風習が見られ，1970年代に
急速に沖縄社会の表面から姿を消していったという。村
落によって呼び方や意味合いは異なっているが，具志堅
はこれを「守姉」と総称して特徴を抽出している。すな
わち，「守姉とは広義の子守りに含まれる保育システム
のひとつであるが，賃金労働ではなく，家族構成員でも
なく，近隣・親類・知人に頼まれる子守りシステム」
（具志堅，2013，p.45）であり，小学生くらいの少女が
近隣・親類・知人に頼まれて 3歳未満の乳幼児を保育す
るものである。守姉の風習は，他の村落ではほぼ消失し
てしまったと考えられているが，多良間島では近年まで
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Figure 1　多良間島の鳥瞰図（多良間村，2016より加筆修正）

1）   沖縄県は，本土復帰後，一貫して合計特殊出生率（以下，出生
率）が都道府県別全国 1位であるが，とくに離島部で高い。ただ
し，下降傾向であることは他の都道府県と共通し，1975年では
2.88（全国平均 1.91）であったが，2014年では 1.86（全国平均
1.42）となっている。政府統計によると，1925年の沖縄県の出生
率は 3.85であり，同時期の最高値である秋田（6.12）よりはるか
に低く，東京（4.08）よりも低かった（全国平均 5.09）。戦後は本
土復帰までのデータがないが（米軍統治時代のため），傾向とし
ては本土に比べてゆるやかに低下したということが，1975年統計
以来の 40年間全国 1位に結びついている。
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わずかながら残ってきた。白石・石島・根ケ山（2013）
による多良間村民 72人を対象にした調査によると，女
性の約半数が守姉としての子守経験があり，その多くは
小学生から中学生の頃に守姉をしていた。
　沖縄の守姉については，今のところ詳細な民俗学的研
究は見られないが，具志堅（2013）はいくつかの民族誌
と聞き取り調査を踏まえ，守姉が賃金を介さないこと，
家族という血縁的紐帯の規範外にあること，その関係は
一代かぎりであることなどから，子守をする者（守姉）
とされる者（守子）との間の個人的な人間関係としての
意味を見逃してはならないと指摘する。具志堅（2013）
と根ケ山（2012）は，聞き取り調査に基づいて，守姉と
守子の関係が家族内の人間関係とは質的に異なりつつ，
実のきょうだいや親子を超える親密さで生涯にわたって
結ばれる点に注目している。近代的な子守観には，貧困
救済や児童労働としての否定的なラベリングが，しばし
ばなされている（これが子守唄にも表象されている）。
この点に注意を払いつつも，小さな離島で人びとが生き
抜くための知恵として，相互扶助的な保育システムを築
いてきたこともまた無視できない。
　子守と子守唄の島に，大きな転換がやってくるのは，
いわゆる「本土復帰」として日本に沖縄が返還される
1972年をまたぐ時代である。この時代に，守姉の姿は
急速に見られなくなっていく。そして，1979年には，
村立保育所が開設されることになる。子どもと大人の関
係が，そして「小さい子ども」と「大きい子ども」の関
係が，まさに変わろうとしていた。

守姉と保育所：2つのアロマザリングの関係
　子育ての社会的性質は，霊長類に広く共有される生物
進化上の生活様式である。人類においては，子育てが文
化的営みとして歴史的に継承・発展され，それぞれの周
辺条件による広汎なバリエーションを生じていくという
点に特徴がある。中でも，母親以外の手になる子の養
育，すなわちアロマザリング（allomothering）のあり
方が，人類の子育ての要諦をなす。根ケ山（2012）によ
れば，人類のアロマザリングは「ヒト」のみならず，
「モノ」と「シクミ」（モノとヒトの組織化）が重層的な
ネットワークをなしていることに目を向ける必要があ
る。
　守姉風習は，アロマザリングの中でも，近隣のイン
フォーマルな関係の中で結ばれる関係であり，根ケ山
（2012，2016）はこれを「土着的アロマザリング」ある
いは「土着の民間伝承的アロマザリング」と呼んでい
る。対して，「シクミ」として高度に洗練された保育所
は，「制度的アロマザリング」あるいは「行政的アロマ
ザリング」と位置づけられている。多良間島で，この 2
つのアロマザリングの様式がどのように変遷してきたの

か，以下に調査と資料に基づいて検討する。なお，多良
間島における調査にあたっては，プロジェクトの代表者
である根ケ山光一を中心に，村長，村役場，教育委員会
をはじめ調査に関わる島の要人や主要機関を表敬訪問
し，調査全体の趣旨を説明した上で協力の了解を得た。
更に，当然のことながら個々の調査に当たっては，協力
者に目的説明と依頼をし，了解を得た上で実施された。
2016年 2月には，研究成果の速やかな還元と，島の
方々からの意見や質問を受ける場を設けるために，多良
間島のコミュニティ施設にて報告会を開催した。直接調
査にご協力いただいた方々を含む，約 50名の方々が出
席された。
1．  守姉経験の時代推移
　第二著者らは，2012年 2月から 2016年 3月の間，多
良間島に短期間の滞在を繰り返し，守姉風習に関する聞
き取り調査を行った。調査初期に「守姉は保育所ができ
たので，しなくなった」という島の方の声を聞くことが
度々あったが，聞き取りを進めていくうちに，昨今でも
守姉をしている小・中学生がいることがわかり，過去の
風習の記録としてだけではなく，時代によって異なる守
姉風習の広まりを調査することにした。
　協力者は，11歳から 93歳の多良間村民 177人（男性
60人，女性 117人）であり，基本的に多良間村出身か
つ現在も多良間村に居住している方とした。多良間村の
人口は 1,200人程度であるが，島外出身者が比較的多
く，とくに女性では多良間村出身男性との結婚による移
住が見られ，20代から 40代の女性の約半数は島外出身
者と推定される（保育所入所児の母親は半数以上が島外
出身者であった）。また，男性においても仕事による移
住が見られるため，多良間村人口のうち多良間出身者が
占める割合は，およそ 60%-80%と推定される。つま
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Figure 2　守子・守姉経験のある方の割合の推移
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り，本調査の対象となる集団の母数は，多良間村人口か
ら対象としない 10歳以下の人口を減じた約 1050人の
60%-80%，630人-840人程度と見込まれる。協力者数
177人は，捕捉率 28.1%-21.1%程度に相当し，実態を把
握する上で妥当なデータ量であると考える。
　調査は，村内の商店，保育所，老人介護施設等に出向
き，調査の目的と内容を簡単に説明した上で，同意を得
られた方に対し，①守姉をしたことがあるか，②守姉に
よる子守を受けたことがあるかを聞き，次にその詳細を
尋ねた。守姉についての経験や知識により，回答の量が
異なるため，聞き取りの時間は回答者により 1分-15分
程度と異なった。なお，ここで扱うデータは，白石・石
島・根ケ山（準備中）の一部を再構成したものである。
　1920年から 2002年生の方々をそれぞれ 10年ごとの
群に分け（1920年から 1932年の群のみ 12年），Fig-
ure 2に時代推移を示した。守子（子守をされる側の乳
幼児。多良間では“ウットゥ”と呼ばれる 2） ）の経験の
有無については，177人全員（各群の n ＝ 11-32）を対
象とした。守子経験は，1920年-1932年生の最高齢の群
で多く，90%程度であった。1933年-1942年生の群で
は半数近くになり，その後 1963年-1972年生の群まで
横ばい，保育所設立時期と重なる 1973年-1982年生の
群で 30%程度まで減少し，現在の 10代から 20代前半
にあたる 1993年-2002年生の群では 25%程度であっ
た。守子の割合における時代推移を見ると，守姉風習は
確かに減少しているものの，それは段階的に起こってお
り，保育所設立期前後だけが際立って減少しているわけ
ではないことがうかがえる。保育所設立以前の 1933年-
1972年生の群でも，守子の経験は約半数に過ぎず，す
べての人が守姉による子守を受けたわけではない。守子
になるには，年上の兄姉や祖母などがおらず，子守の手
が不足しているという家庭内の事情，子どもと相性の良
さそうな守姉が見つかったなどの“縁”も関係している
と思われる。
　次に，守姉の時代推移を見てみたい。守姉は，基本的
に女性が行うものであることから（具志堅，2013），女
性のみ（N ＝ 117，各群の n ＝ 11-21）を分析の対象とし
た。なお，男性が守姉をしたという回答も 2件あった。
守姉の割合の推移は，守子とは異なる様相を示してい
る。1943年-1952年生の群（n ＝ 11）で，90%の人に守
姉経験があり，調査対象の中で最も高かった。その後，
1983年-1992年生の群まで連続的な減少が見られた。し
かし，最も若い世代である 1993年-2002年生の群（n ＝ 

21）では，半数を超えていた。この昨今になって守姉が
増加している現象は，どのように理解したらよいのであ
ろうか。「守姉は，保育所ができたのでしなくなった」
という声とは矛盾した結果である。さらに，調査の中で
10代，20代の複数の男性から「守姉の風習を知らない」
という声も聞かれたことから，守姉による子守が再び盛
んになったという解釈は難しいと思われる。なお，子守
の内容については，白石・石島・根ケ山（2013）から，
50代以上の人が語る役割は，「1本ひもでのおんぶ」「授
乳の時間に畑の母親のもとに連れていく」「おむつ替え」
などであったが，現代の守姉は「保育所への迎え」「遊
び相手」が中心であり，守姉風習は残っているものの，
その内容は世代による違いが見られることが推測され
る。守姉の意味の時代推移を検討するためには，子守内
容を始め，その負担や責任の重さ，守子と守姉の二者関
係，二者の発達に伴う関係の変化，それぞれの家同士の
関係等を詳細に記述し，世代間で比較する必要があり，
今後の課題としたい。
　類似の風習があったとされる昭和の伊豆諸島では，守
姉になれないことはその子にとって，大変恥ずかしいこ
とであり，同様に守姉がいないことも肩身が狭い（鎌
田，2009）というように，島という社会では必須の存在
であったようである。それに比べて，多良間島の守子・
守姉は 7割を超える時代は珍しく，相対的に緩やかな風
習であったのではないかと考えられる。「欠けると困る」
存在ではなく，各家庭の事情や時代によって異なる生活
環境に合わせて，「あるとよい」関係として，守姉によ
る子守関係が結ばれたのではないかと考察している。昨
今の守姉増加現象も単に子守の手としてだけではない守
姉の意義を表しているのかもしれない。
2．  保育所はなぜ開設されたか
　調査の経緯　1979年（昭和 54年），多良間島に多良
間村立多良間保育所（以下，保育所）が開設された。守
姉の島に，なぜ保育所ができたのか。保育所と島の子育
てのあり方の変容には，どのような関係があるのか。そ
して，固有の歴史と地域性を持つ保育所の保育が，約
40年の間にどのような発展を遂げてきたのか。未だ調
査の途上であるが，ここでは，保育所の設立運動に携
わった方や開設当初からの保育所を知る保育士や元所長
等への聞き取り調査の内容をもとに，保育所設立の背景
をさぐっていく。詳細に入る前に，第一著者がこの問題
に取り組みはじめた経緯に触れておきたい。
　第一著者は，守姉風習を核とした多良間島の子育てに
関する総合研究のメンバーとして，2014年 2月にはじ
めて彼の地を訪問した。その時から，保育所に研究の拠
点を置かせていただき，保育所からのパースペクティブ
で，守姉や多良間島の子育てを考察することになった。
以後，同年 9月，2015年 3月，12月，2016年 2月と 5

2）   子守を受ける側の子どもを意味する語彙は，沖縄地方でも多様で
ある（具志堅，2013）。本稿では，具志堅に倣って一般的な漢字
表記として「守子」を用いる。なお，多良間島での“ウットゥ”
という呼び方は，「年下の者」を意味する。
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次にわたって調査を行ってきた。当初は，小中学生の兄
姉が 1人で保育所の弟妹を送迎するという，都市部では
今日ほとんど見ることのできない光景があると聞き，そ
こに関心を持って保育所にうかがっていた。玄関にビデ
オカメラを設置し，朝と夕方の送迎時の玄関先でのコ
ミュニケーションを撮影させていただいていた。
　ある日の送迎場面撮影を終え，職員室で当時主任の A
先生にお茶をいただきながらお話をうかがっていた際
に，A先生が保育士として保育所で働くことになった経
緯に話題が及んだ。時代は本土復帰後間もない頃で，A
先生は内地（沖縄では沖縄以外の日本をこう呼ぶ）で働
きながら夜間の保母養成校に通っていた。卒業後はその
まま内地で働くつもりでいたが，卒業の前年に保育所が
設立されることになり，ご両親の勧めもあり島に帰って
くることになったという。1960年代末から 1970年代は
本土復帰を契機として，若者たちが続々と島を離れて都
会に進学・就職しはじめた時代だった 3）。人口の移動と，
物質や情報の流動が急激に起こった。この転機に，保育
所は産声をあげたことになるが，それは社会の独立した
一事象などではなく，あらゆる項が連鎖する系の一断面
とみなければならない。保育所の設立契機というテーマ
は，マクロな社会動態とミクロな子育て実践とを媒介す
る，脈のあるアプローチであると直感し，以後保育所設
立期を知る方々への聞き取り調査に重心を移していっ
た。
　保育所設立運動のはじまり　上の守姉体験に関する
データからも，1970年代には守姉の風習が一定持続し
ていたと考えられる。したがって，どのような背景が保
育所の開設を導いたのかを検討するため，当時保育所設
立運動のリーダーであった Bさんにインタビューを依
頼した（2014年 9月，Bさんのご自宅玄関先で約 30分
間。了解の上，ICレコーダーにて録音）。なお，伊藤
（2014）によれば，保育所の開設に向けて当時最後まで
運動を続けた母親は 3人おられ，いずれも婦人会の若妻
会のメンバーで，Bさんはその最年長者（1939年生）
であった。
　「保育所が設立されるまでの運動はどのくらいの期間
なされたのですか？」との質問に対して，Bさんは以下
のように説明された。

　「まあ最初は，えっとー，ほら，3歳，結局，幼稚園
が 1年幼稚園だったんですよ。それで，結局 3，4歳児
がすごくもうそのまま，遊び放題で，もう教育がなかっ
たもんですから，ぜひね，そういった幼稚園の 2年，せ

めて 2年制の幼稚園でも，1年あれして，やっていただ
けないかっていうふうな最初の要望だったんです。
［あーなるほど，幼稚園の方を］，最初は，［最初はもう
1年と］，ええ，ええ，最初はね。えっと，ちょうどね，
えっと，ほんとに 3歳魂は百までと言いますから，その
ときにすごく教育やりたかったんですよ。だけどみな野
放しで，遊んでいる状態なんで，それで幼稚園の 2年制
でもやっていただけないかという風に，役場や村長さん
とかに色々いったんです」（下線は著者。［ ］内はイン
タビュアーの発話。但し，相槌「なるほど」「ええ」等
は省略。以下同。）

　「野放し」の幼児の生活を見かねた母親たちが最初に
求めたのは，保育所ではなく，4歳児の幼稚園教育で
あったという 4）。Bさんがまず足を運んだのは，役場の
行政相談であった。その後，島の若い母親たちを集め
て，「これでは，子どもたちの教育もう少し考えた方が
いいじゃないかという風なかたちで，お願いして，やろ
うという風なかたちになって」（Bさん），若妻会で趣意
書を作り，運動が始まった。では，2年制幼稚園を求め
た運動 5）から，なぜ保育所ができることになったのか。
Bさんは続けてこう語られた。

　「そうしているうちに，役場の方にもいろいろ要請し
ているうちに，ちょうどね，児童の何とか年のあれで，
［国際児童年ですかね］，そういうあれで，役場の方か
ら，じゃあ，保育所ならすぐできる，保育所なら早い，
幼稚園はまだちょっと時間がかかる，2年幼稚園にする
のはちょっと遅いかもしれないけど，保育所なら，そ
の，タイミングが良くて，それならできますという風な
かたちを，かたちになったんですよ。…保育所ができ
て，その後に，2年幼稚園は，私たちの希望の 2年幼稚
園は，できたんですよ」（…は中略。以下同）

　役場から「（2年）幼稚園はまだちょっと時間がかか
る」が，「保育所ならすぐできる」との話があり，それ
を受けて Bさんたちは村民に聞き取りをした後，村の

4）   もっとも，Bさんの「3歳魂は百まで」にあるように，母親たち
の真の要求は 3歳児からの 3年保育にあったのかもしれない。な
お，口碑としての「三つ子の魂百まで（も）」の“三つ子”は，
時代推定から数え年の 3歳と考えられ，今日の暦年齢でいう満 1
歳から満 2歳未満までにあたる。

5）   なお，伊藤（2014）で取り上げられている 3人のメンバーのうち
の 1人（Bさんではない）は，都内の乳児院で 1年間勤務した経
験があり，「幼い乳幼児にとって集団保育の教育的意義と，一方
多良間村における保育所の必要性を痛感した」（伊藤氏による記
述）とある。母親たちに，当初から保護者の就労等により保育に
欠ける乳幼児の収容施設である保育所への要望があったか否かは
不明だが，島の乳幼児への集団的教育の場が必要だという認識は
共有されていたものと思われる。

3）   中山（1992）によると，沖縄の離島全体における人口減少は，
1960年から 1980年に生じ，特に復帰直前の 1965年から 1970年
が著しかった。この 5年間に，離島人口の 16%が減少した。
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厚生課によってアンケートが実施された。間もなく，
1978年 5月に保育所開設の計画書が県に提出され，8月
には保育所建設の認可が下りることになる（伊藤，
2014）。Bさんは，「ほんとに，運動してねえ，そんなに
長くなくて，保育所ができたんですよ。いろんなタイミ
ングが良かったですね」と語った。この「タイミング」
に，沖縄戦後史の一端を垣間見ることができる。神里
（2014）によれば，米国統治下で立ち遅れた沖縄の保育
所整備は，本土復帰を境とした 1972年から 1981年の
10年間に 94か所から 298か所へと急増した（Fig-
ure 3）。同じ時期の全国の保育所整備状況も，1970年の
14,101か所から 1980年の 22,036か所へと大幅に増加し
たが，その増加率は全国の 1.56倍に対して沖縄は 3.17
倍であった。こうした時代の波に乗って，行政側にとっ
ても保育所整備は重要な業績であったと考えられる。
　「専門的な方」による教育への期待　ところで，Bさ
んが，当時の幼児の生活をめぐって「野放し」や「教
育」というフレーズを使われたことについて，「幼い子
どもを子守する人はいなかったのでしょうか？」と尋ね
ると，Bさんは「見る人はみんなおばあちゃんですよ」
として，以下のように続けられた。

　「まあ 3歳児まではおばあちゃんで，2歳 3歳までは
できますよね，おばあちゃんで。できますけど，でも，
ちょっと教育っていう風になったら，専門的な方にやっ
てもらいたい，私たち親ではちょっと無理ですよね，も
う。だから，教育はちょっと専門の方がやっていただけ
たらなという風な感じになって。その野放しの子どもた
ちが，もう一か所でいろいろと教育を受けるようなかた
ちを，という風なかたちをもってきたんです」

　Bさんは繰り返し「教育」ということを強調された。
それは「専門的な方」による教育であり，親や祖母（祖

父母）によるものとは異なっている。1980年前後は，
幼稚園就園率（5歳児）が全国的にピークをなしていた
時代である。多良間島に保育所ができた 1979年には，
全国平均で 64.4%と最高値を記録している（文部科学
省・学校基本調査）。戦後の沖縄では，幼稚園は米国型
の就学準備教育をモデルとした 5歳児の 1年保育が主流
で，1980年前後の就園率は 90%以上と全国 1位であっ
た（以後現在まで 1位であるが，近年は 80%前後で減
少推移している）。1970年代は，日本各地で幼児教育へ
の期待が高まっていた時代であり，その動向は多良間島
にまで及んでいたことがうかがわれる。
　Bさんのみならず，保育所に設立当初から勤務してい
た複数の保育士も，保育所がどんなものかよく知らな
かったと語った。当時島には，まだ母親たちが働ける職
場はほとんどなく，就労支援の側面から保育所設立運動
が起こったわけでもなかった。保育所開設の計画は予想
外の展開で進み，4歳児の幼児教育の場を生み出すとと
もに，もともと母親たちの運動の視野にはなかった（少
なくとも中心テーマではなかった），3歳未満児の集団
保育へと広がることになった。
　保育所と守姉と「おばあ」　島では，上述の通り，保
育所ができてから守姉がすたれたとの声もきかれるとい
う。たしかに，守姉に比べ，保育所の保育はより長時間
かつ包括的であり，保育所の開設が離島の子育てコミュ
ニティに与えた影響を過小評価することはできない。し
かし，もともと「保育」の機能から見た守姉の役割は限
定的であったとも考えられる。少なくとも戦後であれ
ば，10歳前後の少女は，平日の日中は学校に通ってい
たのであり，子守は学校から帰ってからの数時間と休日
に限られていたはずである。
　一方で，より長時間にわたって 3歳未満児の子守をし
ていたのは，高齢の女性，すなわち「おばあ」（高齢女
性の沖縄方言 ＝ ウチナーグチ）であった。先述の Bさ
んは，多良間島にとっての現在の保育所と「おばあ」の
暮らしについて次のように述べた。

　「今は変わったと思います。もう，保育所がなければ
若いお母さんなんか働けないですよ。…今は働く場で
す。…だから，私，それがなければ私たちはいまでも孫
の子守をやっておった可能性があるわけですよね，結
局。いまとなっておばあちゃんなんかの難儀がわかるよ
うな気がするんです（笑）。毎日こんな状態で（と部屋
の中の玩具などの散らかり様を指さして）。学校から
帰ったら，幼稚園ですよね，幼稚園は半日ですから，お
家ですから。だからおばあちゃんたちも楽（らく）して
ます。みんなそうじゃないですかね。」

　保育所開設の翌 1980年，多良間島には老人福祉セン
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Figure 3　沖縄県における本土復帰後の保育所数の推移
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ターも開設している。この時代は，島の乳幼児の暮らし
と子育てばかりでなく，高齢者の暮らしも変わりはじめ
ていたと考えられる。保育所の実質的な初代所長であっ
た C先生（後述）は，保育所の送り迎えもかつては
「おばあ」が主役だったが，いまは「おばあちゃんたち
が見えませんよね」と語った。
　多良間の保育所は，「がっこう」と呼ばれることもあ
るという（幼稚園も同様）。これもまた，沖縄における
米国型幼稚園の歴史と無関係ではないとともに，1970
年代の母親たちの要求が，あくまで「子守」ではなく
「教育」であったことの痕跡のようにも思われる。
　ただ，「がっこう」でありながら，幼稚園と異なり学
校教育制度の枠から外れた保育所は，島のコミュニティ
の中で一種独特の位置にあるようにみえる。それは，学
校と地域を結ぶ媒介項的な役割である。保育所開設時に
新卒で勤務した D先生によれば，どうやって保育をす
れば良いのか皆分からず，「保育雑誌」（D先生）を読ん
だりして試行錯誤したという。「保育所がどんなものか
誰も知らなかった」時代には，「保育雑誌」という言葉
に象徴されるように“標準化された保育”の定着が志向
されたのであろう。その中で，かつて「野放し」だった
子どもたちも，徐々に保育所保育のアロマザリングのシ
クミを受け入れていったのかもしれない。もちろん，子
どもたち自身もまた，その新しいシクミの作り手であ
り，担い手であったのだろう。
　第一著者を保育所設立研究に導いてくれた A先生に
よれば，2005年頃に保育所が研究指定園となり，宮古
島および那覇で実践研究発表を行う機会があったとい
う。それは，標準化された保育をこえて，“多良間の保
育”が本格的に生まれようとする節目となった。その詳
細は，別稿の機会をまちたい。
　守姉の意味も，「おばあ」の生き方も，保育所のあり
方も，変わりつづけている。それぞれは別々のものでは
なく，不可分の系をなしている。そして，その系の基底
として，やはりマクロな社会経済動態を無視することが
できない。

暮らしとアロマザリングの変化の同時代性
　上述のように，沖縄の本土復帰をまたぐ時代には，島
の子育てのあり方に大きな変化があった。守姉の姿は疎
らになり，一方で幼児教育への期待の高まりが保育所開
設に結びついていった。ここでは，守姉と保育所に共通
するマクロな時代状況に目を向け，島の暮らしの基盤と
なるライフラインおよび教育と保育の場の整備，そして
人口動態を検討する。
1．  ライフラインと保育・教育
　Table 1は，多良間村ふるさと民俗学習館の総合年表
や村勢資料等を参考に整理したものである 6）。まず，保

育・教育の面から見ていく。
　島の組織的な幼児教育の場は，1939年の私立愛児園
にはじまる。愛児園は，その後愛稚園，幼稚園と改称さ
れた。間もなく太平洋戦争となり，末期には多良間島上
空にも米軍機が飛来するようになる。空襲が激化するに
つれ，幼稚園は運営できなくなり，職員も「自然退職」
になったという。
　終戦後，早くも 1946年の 11月に幼稚園は再開された
が，園舎もなく，小学校の運動場で開園式が行われたと
いう。その後，中学校校舎内に保育の場が与えられる
1957年まで，幼稚園教育がどのように実践されていた
のかについては未調査であるが，専用の園舎が小学校に
隣接して建設されるのは 1980年になってのことである。
他方で，幼稚園は 1967年に公立（琉球政府立）になる
が，当時は島に幼稚園教員免許状を所持している方もな
く，1969年になって宮古島から 1名の免許状所持者（C
先生）を迎えることになる。C先生へのインタビュー
（2015年 3月）によると，当初は 1年で転勤（島外 7） ）
にするとの話があったが，なかなか代わりの教員も見つ
からず，そうしているうちに本土復帰となった。幼稚園
は琉球政府立から村立に切り替わり，以後そのまま多良
間村の職員になったそうである。この C先生が，数年
後に保育所の実質的な初代所長となる（開設時の所長は
厚生課長が兼務）。34歳であった。
　保育所は 1979年に新築園舎とともに村役場近くにて
開設されるが，工事が遅れたたために 1か月少々は公民
館で保育が行われた（現園舎は，2004年に中心部から
少し離れた中学校近くに移設新築されたもの［Fig-
ure 1］）。開設直後の保育所に新卒で勤めた D先生によ
れば，公民館に集められた子どもたちが次々に逃げ出そ
うとし，止めると椅子を投げつけられたりしたという。
Bさんの「野放し」という表現と相通じるエピソードで
ある。1984年になって，Bさんたち母親の願った幼稚
園の 2年保育が始まった。
　こうした保育・教育面の変化と並行して，本土復帰前
後には急激な島の暮らしの近代化が起こった。徐々に海
と空の航路が整備され，農業の機械化が進んだことは，
食料の安定供給と備蓄を促し，沖縄・奄美地方に共通し
た「ソテツ地獄」（飢饉に際して裸子植物のソテツを食
したことからついたもの。ソテツは澱粉質も含むが毒素
もある）から島の人びとを解放していったものと思われ
る。1964年には 5時間の送電がはじまり，本土復帰の
1972年には，24時間送電を達成した。

6）   あくまで本稿の目的から紙幅の許す範囲で作成したものであり，
島の暮らしの変化を知るには全く十分ではないことをお許しいた
だきたい。

7）   当時は幼稚園も琉球政府立であったため，異動範囲は沖縄全県と
なる。
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Table 1　戦後多良間村のライフラインと子どもの保育・教育に関する略年表（1939～1993）

西暦 社会とライフラインの変化 子どもと保育・教育の変化

1939 私立愛児園設立（村立幼稚園前身）

1940 大政翼賛会発足 小学校が国民学校になる

1941 太平洋戦争開始 小学校校歌制定

1942 愛児園が幼稚園と改称される

1945 1月 9日，多良間島に初空襲
8月 15日，日本は無条件降伏にて終戦

空襲のため幼稚園休園となり，職員は「自然退職」とな
る

1946 幼稚園開園式（11月，園舎なし）

1947-
1948

飢饉，ソテツ食で飢えしのぐ 初等学校が 6年制小学校に，中学校開校される（教室は
小学校内）（1948）

1950 村役場庁舎落成

1952 琉球政府創立 中学木造校舎落成，教育委員会制度発足

1955 クララ台風で農作物 70%被害

1957 幼稚園の園舎を中学校内に設置
水納分教場が水納小中学校に独立

1958 通貨交換，B円から米ドルへ

1959 自動耕耘機の導入 パンとミルクの学校給食開始

1962 水納小中学校在籍減，小学校は分校化，中学校は多良間
中学校に統合

1964 電気事業開始（5時間送電）
村内電話交換業務開始

1967 多良間でテレビがはじめて見える 幼稚園が公立（琉球政府立）になる

1969 空港設置（1971滑走路設置）
電気事業 17時間送電になる

学校に養護教諭配置

1971 沖縄返還協定調印
「若者ぞくぞく島を離れる」

村立図書館および中学校体育館落成

1972 本土復帰（5月 15日）
電気事業 24時間送電になる

1973 簡易水道給水開始
村誌「たらま島：孤島の民俗と歴史」発行（村制 60周
年）

国民健康保険実施開始

1975 　　※国連「国際婦人の 10年」宣言

1976 宮古製糖多良間工場落成
八月踊り重要無形民俗文化財指定
テレビ同時放送開始（NHK）

1979 村立保育所の開設（施設落成は 5月）
　　※国連「国際児童年」宣言

1980 老人福祉センター落成 幼稚園舎落成，学校完全給食開始

1984 幼稚園 2年保育開始

1993 テレビ民放放送開始 多良間村ふるさと民俗学習館落成
注．多良間村ふるさと民俗学習館『多良間村総合年表』および多良間村（2009）『平成 21年多良間村勢要覧』を参考に，部分的に歴史的
事項を付加して作成した。
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　乳幼児の子育てを考えるとき，食料の安定とともに無
視できないのが利水である。清潔な水へのアクセシビリ
ティは，乳幼児の健康と発育にとって生命線といえる。
上述の C先生が赴任したとき（1969年），幼稚園にもま
だ水道はなく，井戸水を汲んで使っていたという。島に
簡易式の水道給水が始まるのは，1973年になってのこ
とであった。家庭や近所の水道から，蛇口をひねるだけ
で清潔な水が手に入るという変化は，多良間島の子育て
のあり方を大きく変えた可能性がある。というのも，年
配の女性への聞き取りを行っていると，かつての暮らし
と子育ての話の文脈で，しばしば「水汲み」の苦労話が
出るからである。子守の手がないと，母親が水汲みに行
くことは大変難儀であった。学校から帰宅した守姉が来
てくれて，やっとのことで幼子から解放され，母親は水
汲みに行くことができたのだという話を，Bさんからも
うかがっている。
　ただ，別の面では，水汲みのある生活には井戸がある
ことになり，井戸がある暮らしでは「井戸端」が実践さ
れていただろうということになる。そこに，水汲みの
あった時代における，子育ての共同の一面を見ることも
できる。井戸から水道へという利水環境の変化は，同時
に親同士の関わりや，子守の重みや意味の変化とも関
わっているのではないだろうか。
2．  人口動態：幼子をケアする“手”の量的変動
　利水環境が改善することは，ひとりの子どもを世話す
るための“手”の数を抑えられることを意味する。幼子
のまわりに，どのような“手”が，どれだけあるか，ど
れだけ必要かという問題は，アロマザリングのあり方を
規定する。多良間島には，次のような諺がある（多良間
村教育委員会，2003）。

　ひとり産むと　片手が切れる
　二人産むと　両手が切れる
　三人産むと　片手は生え出る
　四人産むと　両手が生え出る

　他に，「子を産むと　子の手枷を　はめられる」とい
う諺もある。これらを，都市社会における，子どもを持
つことによる親の物理的・時間的自由の制限と同列にと
らえてしまうのは早計だろう。「孤島苦」（多良間村誌編
纂委員会，1973）を生き抜いてこられた生活実感の中か
ら，こうした指針となる言葉が紡ぎだされたのだと考え
られる。幼い子を持つことは，一方で親の手をもぎとる
に等しい。しかし，他方で，その手を補う他者の手を必
要とするということであり，ひとりの子どもをめぐる
様々な“手のアレンジ”が生まれていく。多良間島を含
む沖縄地方の，とくに離島部では，そのアレンジの重要
な担い手として守姉の風習が息づいてきたものと思われ

る。
　ただ，相対的に手が余る状況が長期にわたって続くこ
とは，上述のような子育ての手をめぐる「孤島苦」か
ら，人びとが解放されていくことを意味する。Figure 4
は，戦後の多良間村における年少人口（0-14歳）と生
産年齢人口（15-64歳）の比の時代推移を見たものであ
る。左軸の比率 1.00は，年少人口と生産年齢人口が均
衡していることを意味する。いま，この比率指標を「子
ども―大人比」と呼んでおく。子ども―大人比が上がる
ほど，子どもより大人の方が多くなり，潜在的な子育て
の手が増えることを意味する。
　まず注目すべきは，1950年から 1970年において，子
ども―大人比がほぼ 1に近いということである。年少人
口は 5歳範囲の年齢階級で 3階級であるのに対して，生
産年齢人口は 10階級に相当する。理論値では，子ど
も―大人比は 3以上になることを鑑みれば，1程度とい
うのがいかに“子どもに溢れた”状態であるかが想像で
きる。しかも，沖縄県統計資料WEBサイトによって入
手可能な人口データによると，1950年における多良間
村の総人口に占める 3歳未満児人口の割合は 10.76%で
ある。14歳以下の子どもが多いだけでなく，村民の 10
人に 1人が 3歳未満という状況であった。この時代の状
況は，Figure 2において，1943年-1952年生の女性の 9
割以上が守姉を経験していたという事実とよく符合して
いる。
　ところが，本土復帰を境にした 1970年から 1980年に
かけて，子ども―大人比は上昇トレンドに転じ，以後
2000年の 2.87まで駆け上がった。同じく，3歳未満児
の人口割合も 5-6%になり，1950年の半分程度にまで
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注．左軸 1.00は，年少人口（0～14歳）と生産年齢人口（15～64
歳）の均衡を，1より上にいくほど，大人の数の方が多いこと
を意味する。右軸は，村の総人口に占める 3歳未満児の割合を
示す。データソースは国勢調査および沖縄県統計資料WEBサ
イト（http://www.pref.okinawa.jp/toukeika/）。

Figure 4　  多良間村における子どもと大人の人口比の推
移
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減っていた。つまり，保育所が開設された時代というの
は，多良間島の人口動態史でいえば，むしろ少子化傾向
が明確になり，子育ての“手”が余っていった時代だっ
たのである。

発達心理学的子ども理解が前提としている
もの

　以上，多良間島の子育てと保育の歴史的な展開をめぐ
り，同時代的に起こったマクロからミクロまでの様々な
状況変化が，互いに関わり合いながら，各時代の子育て
の具体を形作っていたことを見てきた。そこから，発達
研究への示唆として何を抽出しうるだろうか。大局的に
は，発達心理学における観察の理論負荷性という問題
を，あらためて考えることを促していると思われる。観
察の理論負荷性とは，科学一般における観察が，先立つ
理論的知識に不可避的に依存するという科学哲学の概念
である。その際，人間に関する科学，とりわけ子育てや
教育という価値的営為と深く結びついた発達心理学にお
いては，たとえばアタッチメント理論のような体系的理
論そのものというよりも，さらにその背景となる子ども
観・社会観・発達観といった観察者の主観やパースペク
ティブが，対象の見えを規定しているという点が重要で
あろう（須田，2015）。対象が生の姿を観察者に見せる
ということはなく，研究計画の段階から，我々はある前
提に立って，「見たいものを見る」ために観察をはじめ
ている。現代の発達心理学研究に共通した子ども理解の
前提とは何だろうか。以下，多良間島の研究から示唆を
得て，現代の発達心理学的な子ども理解の「前提」を 4
つ指摘してまとめに代えたい。
　第一の前提は，能力を脱文脈的に理解しようとする根
強い実験心理学的な伝統である。そこでは，乳児から老
人までを，あくまで第一次的に閉じたシステムとして見
ようとする。発達心理学のテキストでは，乳児を「未
熟」と評したり，「有能」と評したり，それらの複合体
と評したりと，乳児という対象の多様な意味づけが行わ
れている。しかし，乳児が未熟か有能かという問題は，
乳児自身によって決定される属性ではない。あくまで，
関係に依存した現象なのだということが，多良間島の子
育ての歴史的検討を通して示唆されたように思われる。
未熟論にしても有能論にしても，乳児のまわりに，その
子を生かし育むどのような“手”が具体的に存在し，機
能しうる状態なのかの条件が捨象されている。ライフラ
インが充実し，食物に困らず，精神的・身体的に安定し
た複数の手に囲まれた乳児であれば，そこで際立つのは
その「有能さ」かもしれない。いっぽうで，「ソテツ地
獄」の中に生まれた新生児の親にとって，「認知的には
有能」という科学的知見はどのように響くだろうか。多
良間島の子育て実践を歴史的に検討する作業は，アロマ

ザリングの様式の変化に伴う乳児観（乳児の意味づけや
その能力評価等）の変遷を示唆しうるという点で，発達
心理学にとってより普遍的な研究課題を提案しているよ
うに思われる。
　第二の前提は，子ども観，すなわち大人による子ども
へのまなざしにある。我々の子ども観は，人口動態（子
ども―大人比）にも影響を受けていると考えられる。多
良間島の親は，東京の親に比べて，10歳前後の少女の
有能さを有意に高く評価し，「たくましい」など多くの
特性についても有意にポジティブな方向に答えた（石
島，2016）。少子化した都市社会は，ある面では子育て
の“手”が余った社会である（子ども―大人比が高い）。
このかたちの社会では，子どもは相対的に弱いものとし
て，あるいはマイノリティとしてまなざされる。根ケ山
（2012）は，都市化社会の特徴として，子どもを弱く保
護しなければならない存在として見るバイアスがかかる
とし，そのことがアタッチメントの親和性を強調すると
指摘している。そこでの大人と子どもの関係は「垂直
的」な成分を含みやすく，大人に対して子どもの能力や
経験が劣っている点を際立たせる。Rogoff（2003/2006）
によれば，欧米の学校化社会のように，大人と子どもの
生活が分離されているコミュニティでは，年齢が下であ
ることと能力が劣っていることを等価と見なす傾向があ
るという。都市化し，子ども―大人比が高くなった社会
では，能力評価の前提となる子ども観が変容すると考え
られる。根ケ山（2012）によれば，多良間島は都市部に
比して，子どもと大人の「水平的」な関係（子どもの能
力に期待し，信頼する関係）を基調としているが，近年
の島の少子化傾向を鑑みるとき，今後も継続した調査に
よって大人と子どもの人口比と関係性変化，そしてそれ
に伴う子ども観の変容のダイナミズムに迫れるかもしれ
ない。
　一方で，手が余っているはずの日本の都市部では，多
くの母親（養育者）が子育てに孤立し，多良間の諺に倣
えば，片手か両手をもがれた状態で日々を暮らしてい
る。そこに，子どもを弱く保護すべきものとして見るま
なざしが，養育者の子どもへの保護的関与に拍車をかけ
る。こうした，親になることと同時に起こる「子ども本
位の生活世界への移行」（小島，2013）もまた，都市化
社会の子ども理解の基調を構成しているだろう。
　第三の前提は，子どもを直接育てる“手”の質に関す
るものである。今日，子どもを育てる主たる“手”は，
親と「先生」である。少し広く見積もっても，歳の近い
きょうだいと祖父母までの範囲を超える例は少数派であ
ろう。ところで，結婚と出産をめぐるライフサイクルの
パターンは，江戸時代と昭和戦前期でほとんど差がな
く，結婚した女性の出産期間は 15年から 20年にも及ん
だ（鬼頭，2000）。末子が成人する前に親が死亡するこ
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とは稀ではなく，上のきょうだいが保護者として下の
きょうだいを育てることは，20世紀の半ばまではしば
しば見られる子育ての一様式であった。おじ，おば，い
とこ等との同居も珍しくなかった。そして，守姉のよう
に，血縁的紐帯を越えた“手”が，多くの乳幼児をケア
し，技術や道徳を伝えていたのである。手が余っている
はずの現代日本だが，乳幼児と多様な手を結びつける回
路は切れている。その代わりとなっているのが，専門資
格を有した保育士や幼稚園教諭の手である。それは質の
面から言えば，ある意味では洗練されているが，他面，
その手から生み出される子どもの理解の仕方や，子ども
との関係のあり方には，一定の枠なり方向性がある。現
代の発達心理学的知見が生み出されている場所は，実験
室でなくとも，保育所や幼稚園，家庭など，かなり限定
されている。しかも，多くは屋内での，玩具的な材料や
二次元の刺激に対する子どもの反応に基づき，「年齢」
や「学年」のような社会的カテゴリによる結果の解釈が
行われている（川田，2010，2014，2015）。多良間島で
は，沖縄本島や「内地」に比して，いまも土着的アロマ
ザリングの風土が色濃く残っている。発達心理学や保育
学が暗黙の前提にしがちな都市部の子育てからは見えな
い，子ども理解の論理や人間発達を支える仕組みのバリ
エーションに関する知識を蓄積するために，多良間島を
はじめとした離島やへき地からのパースペクティブは示
唆に富んでいる。
　そのことは，逆にいえば発達心理学の多数派を占める
パースペクティブの前提とは何かについて，あらためて
自覚的な議論を要求する。これが，本論で取り上げる最
後の前提である。宮内（2008）が指摘するように，日本
はどこでも日本語で調査研究ができるがために，かえっ
て相手の＜生活―文脈＞を無視したまま理解した気に
なってしまいやすい。宮内が認識論としての文脈主義と
区別して，＜生活＞という語を入れることにこだわるの
は，研究者自身のポジションを括弧に入れない

4 4 4 4

ためであ
る。我々は，自身の生活経験に基づきながら，「対象」
を観察している。沖縄本島から，東京から，北海道か
ら，それぞれのポジションからの多良間島の子育ての
「見え」は当然異なる。発達心理学のテキストに掲載さ
れる標準的な発達像は，意図的かどうかは別にして，研
究機関が集中し，研究者自身が生活する大都市部の子ど
ものデータによるか，あるいは大都市部の研究者による
観察に依存した結果に基づいている。それは本稿冒頭で
触れた，発達研究に内在するアメリカ的まなざしが持つ
問題と同型である。発達研究における地域性や歴史性の
問題は，研究対象として地域比較や時代比較を行うにと
どまらず，研究者が拠って立つ地域性と時代性の問題を
どう研究に反映させうるかという，方法論上の課題をも
内包している。研究者は中立で固定されており，対象の

みを操作したり比較したりすることができるという前提
は，人間が人間を観察する科学においては極めて限定的
にしか成立しえない。そこには，方法論上の問題と同時
に，技術主義にとどまらない根源的な倫理的要請がある
ように思われる。
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Kawata, Manabu （Research and Clinical Center for Child Development, Faculty of Education, Hokkaido University）, Shi-
raishi, Yuko （Graduate School of Human Sciences, Waseda University） & Negayama, Koichi （Faculty of Human Sci-
ences, Waseda University）. Historical Changes in Allomothering on Tarama Island （Okinawa）: A Frontier for Develop-

mental Psychology. THE JAPANESE JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 2016, Vol.27, No.4, 276-287.
This study took place at Tarama Island （Okinawa, Japan） and examined changes in two types of allomothering （non-
maternal childrearing system）: traditional babysitting and institutionalized childcare in day nurseries. Framed within a 
social dynamics approach, this work proposed a human developmental perspective comprised by “era” and “locality.” 
We �rst investigated the transition of moriane （Okinawa’s unique approach to babysitting） across different eras. Women 
born between 1943 and 1952 had the highest rate of moriane experiences, and this became less common thereafter 
although it has increased slightly in recent years. The establishment of a day nursery in 1979 was associated with moth-
ers’ higher educational expectations at that time. In addition, changes in childrearing practices were related to the devel-
opment of social and educational infrastructure, and population dynamics. Around 1950, when the practice of moriane 
was the most prevalent, children under 15 years of age outnumbered adults （10% of the population was comprised by 
children under 3 years of age）. Thereafter, adults have outnumbered children. Utilities such as electricity and water sup-
ply became available around 1972, with the return of Okinawa to Japan. In conclusion, based on the implications of allo-
mothering practices on Tarama Island, we may debate the premises or biases related to understanding children from the 
perspective of developmental psychology.
【Keywords】  Tarama Island, Moriane, Nursery, Allomothering, Child-adult ratio of population

2016.7.26受稿，2016.9.9受理

子育ての“手”をめぐる発達心理学 287


