
少子化はなぜ起こるか
ー人間行動進化学からの考察ー

長谷川眞理子

総合研究大学院大学

学長



ヒトの分類

テナガ オラン
ゴリラ

ギガント
ピテクス

チンプ

アウストラロ

ピテクス

ホモ・サピエンス

アルディ

ピテクス

ホモ・エル
ガスター

ホモ・エレクトス

ホモ・ネアンデル
ターレンシス

ヒト上科 ヒト科 ヒト亜科

ボノボ

ヒト族 ヒト亜族

ホモ属

× × ×

×
×

×



定義：人類とは常習的に直立二足歩行
する類人猿の仲間

ゴリラ ヒト



ヒトの心と行動

n ヒトという生物がどのようにして進化してきた
のかを知らなければわからない

n ヒトの進化史において、ヒトの脳が形成された

n その脳が心と行動を生み出している

n 脳は汎用コンピュータではなく、適応的な臓
器である

n その脳を作り、使うスケジュールが生活史



ヒトとチンプのゲノム比較解析

塩基配列では
1.23％しか違わない

挿入と欠失を入れると
５％違う

転写因子の違いは大きい

意味のある「遺伝子」
でおよそ１１％は違う？



遺伝子解析による類人猿とヒトの系
統進化

700万年
800万年

1500万年

森から出て
こうなったのは

180万年ほど前から



ホミニーニの進化系統図

絶滅！

チンパンジー

現生のヒト



多様なヒトビト



エレクトスは絶滅し、新たに
ホモ・サピエンス出現

n 人類はアフリカで誕生

n 初期にヨーロッパ、アジア進出に進出した集団は結
局全部絶滅

n アフリカに残っていた集団から、ホモ・サピエンスが
進化（およそ20万年前）

n そして再びアフリカを出る（およそ７万年前？）

n 今度は、アメリカ大陸やオーストラリアも含めて全世
界に進出

n 現生人類はすべてアフリカ起源



チンパンジー系統
と分岐

ホモ属の出
現

エレクトスの出アフ
リカ

古代型ホモの出
現

ホモ・サピエンスの出
現

サピエンスの出アフリカ



脳の大型化

n 脳が大きいといろいろなことができる

n ただし、脳はコストが高い器官

n体重の２％で全代謝の20％を使う
n成長と維持のコストが高い

n どんな動物も脳が大きくなるわけではない

n ミミズも十分に繁栄している



真猿類の体重と脳重
ヒトの脳は同体重の類人猿の脳の３倍

Boggin (1999) Patterns of Human Growth

Homo sapiens

Homo erectus

Homo habilis



ヒトの暮らしと進化環境

n 狩猟採集生活（けっこうな肉食とデンプン食の雑
食）

n 高度な知識と技術を駆使して食料獲得
n およそ150人内の密接なつきあいの集団で協力
（単独では生きていけない）

n 内集団（身内）と外集団（よそ）の複雑な関係（競
争と協力）

n 一人の男と一人の女のペアボンド（少なくとも一
時的には）

n 生計のための知識を大量学習、次世代伝達
n 親以外の多くの人間が子育てにかかわる共同
繁殖



ヒトの生業形態の原点、狩猟採集

およそ１万年前まで
世界のすべて

その後、
一部では現在まで



ヒトの生計活動の基本は
狩猟採集生活

Hawkes et al. Phil Trans Roy Soc B 
334, 243 (1991)



捕れた大物は全員で分ける

Hawkes et al. EHB  22, 113 (2001)



毎日の食事の基本：植物食採集

Blurton Jones et al. AND Hawkes et al. IN
Comparative Socioecology (1989), Hawkes et al. 
CA 38, 551 (1997)



子どもから老人まで
植物性食物採集

Blurton Jones et al. AND Hawkes et al. 
IN Comparative Socioecology (1989)



ヒトは共同作業によって食料を得
る

n サバンナに進出して食物獲得が困難になる
n 食肉目でもないのに狩猟
n イノシシでも囓歯類でもないのに球根やイモ掘り
n サバンナにはたくさんの捕食者がいる
n かつての果実食者には厳しい環境
n 火の使用と炉の共有（ホームベース）

n あなたは火をおこせますか？

n 分業と協力
n みんなで協力して食事を用意できますか？

n ヒトのおとなはとても複雑な暮らしをしている



進化生物学：生活史戦略

n 個体が一生のあいだに時間とエネルギーを
どのように配分するように進化するかの戦略
の研究

n 体重と脳重：体重が大きければ時間はゆっく
り進む、脳重の大きい動物は長生きして経験
を活用

n ゾウの時間はゆっくり長生き、ネズミは生き急ぐ

n トレード・オフ：個体が１時期に使える時間と
エネルギーには限りがある。何かに使えば他
には使えなくなる。



子のサイズと数のトレード・オフ

n 子どものサイズが小さい 大きい

n子どもの死亡率が高いと子どもの数が多くなる

n子どもの死亡率が低ければ持つ子どもの数が減
る

多産、多死型 少産、少死型



日本の乳児死亡率の推移と出生率

日本の合計特殊
出生率も
１９５０年代から
一貫して減少

日本の乳幼児
死亡率は
１９５０年代から
一貫して減少



生活史戦略：r型とK型の進化

n 環境が飽和していない場所では、できるだけ
たくさんの子を生産して、その中で生き残る
子に賭ける。もしかするとうんと増えることが
できるかも。そうすると１匹の子が持つ資源は
少なくなる（r戦略）
n多産多死（タラ、海の中に２００万個の卵）

n 環境が飽和した場所では、一匹一匹の子ども
に資源をたくさん持たせて競争力を強くする
のが有利、そうすると子どもの数は少なくなる
（K戦略）
n少産少死（ゾウ、１５歳以降４、５年間隔で１回１
頭、４５歳まで）



ヒトの生活史はK型

n哺乳類は全体としてＫ型

n中でも霊長類は極端なＫ型

n現代社会のヒトはもっともK型
n乳幼児死亡率は減り、GDPが高くなり、就業構造
が変わり、就職競争が激しくなるほど、１人の子
どもに対する投資が大きくなり、産む子どもの数
が減る



狩猟採集民の生き方

アチェ

ハッザ

コパーエスキモー

ボルネオ、ブナン

子どもを育てるのはどこでも大変だけれど、
狩猟採集社会では、子どもが大きくなって
一人前に食べていくことに関して、それほど
競争が激しいわけではない。



現代社会は

n 都市化、分業化

n 貨幣経済、就職

n 就職活動

n就職しなくては

n 学歴

n学歴が高くなければ

n 自分の「価値」

n価値の高い自分でなければ



生物としても当然の部分と

n 乳幼児死亡率が減れば、人々が持とうとする
子どもの数は減る

n 競争の激しい飽和環境では、子どもに競争力
を付けねばならないため、一人の親が持つ子
どもの数は減る。

n しかし、それ以上のことが起こっている

n非婚化と晩婚化



生涯未婚率の推移

未婚率上昇の影響はすごく大きい



晩婚化：平均初婚年齢の推移

１９７０年代以降、
男女ともに一貫して
上昇している



ヒトとチンパンジーで産
み終わり年齢は同じ
（４５歳＋）
ヒトは産み始めが遅い

（繁殖力のピークは２０
歳前後）
繁殖可能期間が短い

ヒト女性とチンパンジーの齢別潜在繁殖
力

ヒトは、２０歳から３０歳の間に産まないと・・・



晩婚化：平均初婚年齢の推移

ところが、今では女性の
平均初婚年齢が
２９.４歳



結婚した夫婦の持つ子どもの数の推移

減り始めるのは、１９８３年から１９８７年に結婚したヒトたちから
彼女らの平均初婚年齢は25歳＋

それほど大きな変化はないとは言えるが

４年以内

５〜９年

10〜14年

15〜19年



初婚年齢と繁殖力



少子化の謎

n 乳児死亡率が減ると出生率が下がる

n 飽和した競争環境になると出生率は下がる

n これは、進化生物学の理論どおり

n 初婚年齢が上がり、繁殖力の残存価が低く
なっている

n 非婚率が上昇している

n では、なぜこんなことが起こるのか？



生物の生存・成長・繁殖エフォートの分割

自己維持
エフォート

成長
エフォート

繁殖
エフォート

大人になったら

毎日の時間とエネルギーをどの
ように分割するか？

＋ ＋

一生必要 子どもの時だけ

余剰エネルギー



おとなの生存・繁殖エフォートの分割

自己維持エフォート 婚活エフォート＋ ＋

繁殖エフォートの内訳

子育てエフォート



昔の女性の分割トレードオフ

自己維持 婚活

子育て

女性が
自己の生存と維持に時間とエネルギーを向ける
可能性（選択肢）がない（少ない）時代



現代女性の分割トレードオフ

教育
資格、キャリア、仕事、
大学院、自己収入、
趣味、グルメ、旅行
自己実現！

仲人さんはもういない
恋愛、結婚に関する情報過多

自己評価が高い
共同生活がわずらわしい

そこまで踏み込める人がいない
もっといい人がいるかもしれない

なかなか決められない

女性が自己の生存と維持に向ける可能性（選択肢）
が多く、かつ、婚活サポートがなく、
子育ての幸せ見通しが悪い時代

自己維持エフォート 婚活エフォート 子育て投資

親になったらしなけ
ればならないという
気がすること、
必要な資金、
子の将来などに
対する不安感、
負担感、犠牲感

子どもを持てば、その子たちにこれを提供せねばならない！



現代社会での教育費負担の増大

年収900万円の夫婦が子ども一人に
かける教育費の年平均
子どもが0歳から20歳まで（日経）

子どものいる世帯の平均年収は707.8万円
（国民生活基礎調査2016年）

100
万
未
満

2000
万以
上

100万きざみ



持つ子の数の増加と、子を持つ幸せ感の期待
と

負担感の期待の増加

子どもの数

幸せ感
と
負担感
の
予見



子どもの数

幸せ感
と
負担感
の
予見

負担感が非常に大きい場合

負担感が小さい場合



まとめ

n 乳幼児死亡率が下がると持ちたいと思う子ど
もの数は減る

n 競争的環境になると、子どもに対する投資が
大きくなり、持つ子どもの数は減る

n ここまでは生物学的にも納得



n 高度産業社会の中で就職・収入に関する競
争が激しくなり、一定以上の収入がないと子
育てはできないと思うようになる

n 自己投資はつねに重要。そこで、女性が自己
投資することが可能となり、自己の価値を高
めることが将来にとって重要になると、繁殖
は先送りにされる（でも２５歳以降の女性の繁
殖力は低下）



n かつ、親になることの負担感が大きい環境で
は、持ちたいと思う子どもの数は当然減る。
そもそも結婚したいとも思わないようになる。

n 子どもが家業を継がないので、子どもがたくさ
んいることが家業の繁栄ではない

n 年金は個人なので、子どもがたくさんいること
が社会保障ではない



ではどうしたら？

n 子どもを持つことの負担感を減らし、喜び期
待感がもっと強く感じられる社会を作る

n 子ども給付金や保育所の整備は、負担感の
軽減にはなる

n 働き方改革は必須、父親も母親も同等分担

n 従来通りの「おやじ社会」ではダメ

n より積極的に、子どもがいる方が「楽しい」と
いう期待感を作るには？



Thank You

Peahen’s tail

ご清聴ありがとうございました！！


