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1.はじめに

今やわが国において6人に1人の子どもが貧困状態にあり，改めて家庭に対する支援のあり

方が問われている。また，他方では歯止めがかからない少子化のスピードに急務の対応が求め

られてもいる。それは，昨今の少子化対策や女性の活躍推進が進むなかで，仕事と子育ての両

立支援の充実という形で展開されている。実際，第三次安倍内閣における「ニッポン一億総活

躍プラン」では，希望出生率1.8を目標に保育の受け皿の確保や保育士の待遇改善など子育て

支援の充実を図り，また働き方の改革の一環としては非正規労働者の待遇改善を目的とした

「同一労働・同一賃金」制度の導入を大々的に掲げている。このように児童に関する政策や制

度の立案といった動向は近年目まぐるしく変化しており，「子ども・子育て支援」の体系はま

さに新境地の開拓を迫られている。

翻って，わが国の社会政策研究史を振り返ってみると，早くも1910年代にはすでに上記の

諸施策に類似した社会事業が展開されはじめていた事実に突き当たる。先の少子化対策は，ま

さに人口問題そのものとして捉えることができる。近年の歴史分析の成果によると，日本の人

口問題と社会政策をめぐる議論の起源は戦前にまで遡り，当時出生率の低下が顕著であった西
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欧先進諸国の「家族政策」に対応する形で，「〈女性政策＋児童政策＋優生政策〉」という人口

政策が考えられていたという1）。それは，人口政策を展開する中で仕事と生活の両立支援を掲

げる現在のワーク・ライフ・バランス論についても部分的に通じることで，それにつながる議

論は，明治後期からすでにその萌芽が垣間見られていた。具体的には，過酷な労働を強いられ

た近代的な工場労働者に向けた余暇・娯楽の確保が検討され，労働時間と生活時間の関係性に

ついて問われ始めていたということである2）。

また，本稿の主対象である児童対策を取り上げてみても，児童貧困は国家の根幹をなす問題

として当時から児童保護が強く求められただけでなく，少年や婦人における労働問題まで及ぶ

形で議論されていた。当時の社会事業家としては本稿で取り上げる高田慎吾をはじめ，大原孫

三郎，生江孝之，小河滋次郎，大林宗嗣，など内務省や大原社会問題研究所の関係者であり，

錚々たるメンバーが児童保護研究に従事していたことはその重要性を物語る。

このようにみると，わが国の社会政策研究史における児童貧困問題は実に1世紀以上をまた

いで議論されてきたことがわかる。玉井金五によれば，政策や制度にはこれまで長きにわたっ

て積み重ねられた歴史的蓄積があり，その中身を徹底的に透視することで，現代的示唆を得る

ことができるという。つまり，日本の社会政策は「経路依存の強靭性」が顕著であるため，そ

の実態把握や事実検証を掘り下げて行うことで「日本の構造的特質がどこにあり，それを根底

から作り直すにはどの部分から着手すべきなのかの有力なヒントが得られる」のである3）。

そこで，本稿は上記の方法論に沿って，前述したなかでとりわけ高田の所説の思想的変化を

たどり，日本における児童貧困問題の一起源を明らかにする。そして時代状況は大きく異なる

ものの現代日本の児童に関する諸施策にどのようなメッセージを与えうるのか，について以下

の構成に従いその検討を行っていきたい。

2.高田慎吾の人物像

まず，本節では高田の人物像について紹介する。高田の略歴をまとめると，図表1のとおり

である。
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1） 杉田菜穂『〈優生〉・〈優境〉と社会政策―人口問題の日本的展開』法律文化社，2013年，第4章，

を参照されたい。

2） 拙稿「近代日本における余暇・娯楽と社会政策―権田保之助の所説を中心に―」『経済學雑誌』第

113巻第2号，2012年。同「近代日本社会政策史における権田保之助の国民娯楽論」『経済學雑誌』

第114巻第2号，2013年。同「大林宗嗣と権田保之助―近代日本娯楽論をめぐって―」『経済學雑誌』

第115巻第2号，2014年。同「近代日本における労働・生活像の一断面―安藤政吉論ノート―」『経

済學雑誌』第117巻第1号，2016年。

3） 玉井金五『共助の稜線―近現代日本社会政策論研究』法律文化社，2012年，序章，を参照されたい。



高田は1880（明治13）年に熊本県八代市に生まれた。その後，東京私立青山学院中学部や

熊本第五高等学校を経て，1903（明治36）年に東京帝国大学法科大学ドイツ法科に入学した。

ここで内務省嘱託の小河滋次郎と出会い，小河が担当していた監獄学の授業を受けたことを機

に生涯にわたって交流を深めていく。そして，1909（明治42）年に同大学を卒業後，東京市

養育院に就職した高田は児童掛として，児童を対象とした社会事業に従事することになる4）。

しかし，より児童貧困問題の内実に迫りたいと考えた高田は養育院の仕事に3年で見切りをつ

け，1912（明治45）年に渡米した。その視察資金は，渋沢栄一（養育院院長）や安藤憲忠

（養育院幹事）らの厚意で東京市政から援助されている。また，視察中は小河（1913年から大

阪府嘱託）や留岡幸助（内務省嘱託）らと通信で頻繁に情報交換をしていた。このように，高

田の北米視察は東京と大阪の社会事業研究者たちと交流しながら行われていたのである5）。

帰国後の1914（大正3）年には内務省地方局救護課に勤務することになり，児童保護問題，
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4） 当時，高田と同じ志をもった者に，生江孝之，大林宗嗣らが挙げられる。

5） 稲井智義「大原社会問題研究所研究員・高田慎吾の子ども問題研究とその展開―社会と国家の概念

と子ども保護との関連に着目して―」『大原社会問題研究所雑誌』第670号，2014年，pp.4950。

図表1 高田慎吾の略歴（18801927）

出所：大原社会問題研究所『児童問題研究』同人社書店，1928年，pp.359 360，より作成。



感化院職員の待遇問題，恩給法，などの立案に関わった。この時，高田は視察から得た経験を

基に児童貧困問題の本質は乳児と私生子にあるとして，その後の高田の児童問題研究の中核を

なす「乳児と私生子の保護」に注目するようになった。また，同時に中央慈善協会委員や東洋

大学の講師を兼任し，さらには，小河に協力して国立感化院の設立にも携わった。その後，腎

臓結核の病魔と闘いながら1918（大正7）年に大阪市南区石井記念愛染園社会事業職員養成所

の主任として赴任し，社会事業を推進する活動家の育成を目的とする職員養成所ですでに大阪

に移っていた小河とともに児童保護事業の講義を担当した。

また，1919（大正8）年に大原社会事業研究所が大原社会事業問題研究所と共に創立した際，

社会事業研究所の幹事として就任した。その後，両研究所が合併し大原社会問題研究所となっ

たため，高田は研究所全体の幹事となり『日本社会事業年鑑』の企画・編纂および執筆に勤し

んだ。そして，1923（大正12）年に同研究所より再び欧米へ派遣され，視察研究を行った。

また，視察を終えた翌年には「若竹の園」の開園記念講演を行ったり，『大原社会問題研究所

雑誌』に児童保護や婦人の労働問題に関する論文をいくつも発表した。しかし，長年の腎臓結

核との闘病の末，その2年後の1927（昭和2）年に48歳の若さで逝去した。

3.高田と児童貧困問題（1）―大原社会問題研究所就任前

本節では高田がわが国の児童貧困問題をどのように捉え，対策を講じようとしてきたのかを

中心に検討する。高田が執筆した論文は，1928（昭和3）年に萩原久興，大林宗嗣，森戸辰男

らが編著として高田の三回忌に出版した『児童問題研究』に収められたので，それに焦点をあ

て掘り下げる。

なお，これまで高田の児童問題研究をみると，遺児や棄児あるいは私生子など家庭の保護を

受けられない特定の児童を中心に支援策が考えられていた大原社会問題研究所就任前と，就任

前よりも保護の対象が広がり一般家庭の児童や婦人の労働問題などに目が向けられた同研究所

就任後にわけて整理されてきた6）。そこで，本稿も高田が執筆した論文から主要なものを先の

『児童問題研究』をもとに刊行年順に追いながら，同研究所就任前と就任後に時期区分して高

田の思想的変化をみることにする7）。ただし，本稿はあくまで児童貧困そのものに焦点をあて

るため，児童貧困に関わる少年や婦人の労働問題については紙幅の関係上，十分に取り上げら

れないことを断っておきたい。この点については今後の課題として稿を改めて検証する。

ところで，前述したように高田は東京帝国大学ドイツ法学科に在学中，児童に関する諸問題

経済学雑誌 第118巻 第1号76

6） 前掲論文（注5）。安川悦子・髙月教惠編『子どもの養育の社会化―パラダイム・チェンジのために―』

御茶の水書房，2014年。

7） 刊行年が明確に出されていない論文もあるため，著述内容から推定したものも含む。



の改良に関連した法を学んだ。そして，同大学を卒業した後も児童の保護事業に従事する途を

選ぶという異例の経歴をもち，当時としては非常に珍しがられた。その最初の就職先となった

のが東京市養育院であり，1909（明治42）年に奉職した。高田は児童部巣鴨分院の主任とし

て，分院運営に献身した。就職当初の状況を高田は以下のように回顧している。すべての児童

がまだ本院にいて，2階建ての1棟が校舎にあてられていた。そして，児童の部屋は数室あり，

各部屋に男女別および年齢別で分けられた30名程度の児童が入っていた。いわゆる「集合制

度」のようなもので，食堂は児童数に比べ狭く，食事時の混雑はひどかったという。同年3月

か4月（高田の記憶が定かではない（―筆者））に児童はすべて分院に移った。分院は中学校

の跡地ということもあり，約1万坪の敷地に校舎と3棟の寄宿舎，そして本院よりも数倍の広

さの食堂や講堂，さらには運動場を所有していた。児童は本院にいる時よりも快活になり，の

びのびと暮らすようになったという8）。

このころ高田が強く関心をもっていた仕事は，児童の身元を調べて身分帳を作成するという

ものであった。入所する児童の一人ひとりがいかなる環境にあり，どのような経緯をたどって

きたのか個々のケースをみることで，育児事業がいかに重要な任務であるのかを実感していた。

このように個別化された支援を試みるという取組みは，現代でもいわゆる生活困難者に対して

「伴走型支援」として求められている点である。養育院の経験は高田自身が「書物や教壇から

興へて貰ふ事は不可能な生きた教訓」であり「生きた人生」であると回顧するように，児童問

題研究の原点ともいえるきわめて重要な時期であった9）。

しかし，養育院での仕事が事務的になるにつれて高田はより幅広く児童保護について研究し

たいという思いに駆られ，上述のように1912（明治45）年に渡米した。それは，単に外国の

事業を視察するだけではなく，公営と私営の利点や欠点を整理し，それらの知見を活かしなが

ら将来日本の児童救済事業が向かうべき方向性を位置づけるという高田の強い意志の表れによ

るものであった。

視察内容については，まず孤児院，家庭委託制度，保育所など各社会事業の運営状況を把握

することから始まった。順にみると，アメリカの孤児院は「集合制度」と「小舎制度」に分か

れているのが特色であったが，東部に集合制度が一部残っていたものの，その多くは小舎制度

を採用していた10）。当時，小舎制度は村落にあり広い土地に児童の住居，学校の事務所など

の建物が点在し，一見すると村のような形をしていたという。また，1つの建物に25人程度
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8） 大原社会問題研究所『児童問題研究』同人社書店，1928年，p.343。

9） 前掲書（注8），pp.343347。

10） 同上書，pp.192 193。なお，「集合制度」は1,000人程度の孤児を受け入れる施設であり，「小舎制

度」は25人程度の規模をもつ施設である。高田によると，集合制度については当時ニューヨーク市

にあった「ヒブリュー」孤児院や，フィラデルフィア市の「ジラード・カレッジ」孤児院が代表的な

施設であり，各々1,000人以上の児童を受け入れていたという。



の児童を受け入れ，保母がその監督にあたっていた。そして，高田はアメリカの孤児院が集合

制度から小舎制度に移ったという点に，孤児救済の進歩の跡がみられると分析した。

当時の集合制度下における孤児院は児童の身の回りを世話することに重点をおいた「救護所」

であったのに対し，小舎制度を採用する孤児院では救護所の役割だけでなく，「教育所」や

「学校」という役割も果たしていたと結論づけた。すなわち，小舎制度が重要視していたのは

「院内教育」である。具体的には，高田は当時ハドソン河畔にあった「ヘスチングス」孤児院

を視察し，孤児に対して独自の教育展開を行った模範的な施設として紹介した。この施設は

200人程度の児童を受け入れ，1つの宿舎で3歳～10歳の児童を25人程度みていた。そして，

児童の教育に関して「身体の発育」に重点を置きながら，食事に関する工夫や経済的な訓練の

実施など独自に展開されていた。食事に関しては，集合制度では一カ所で炊事を行い，一斉に

食事をすることになるが，それは経済上利益があっても食物が単一になるという点で児童の身

体の発育には不向きである。そこで，小舎制度によって各宿舎で児童に適した炊事を行うこと

で，児童の食欲を増進させ，院内生活に興味を持たせることができるようにした。

また，経済的な訓練とは，孤児はいち早く社会に出て経済的自立が求められるということか

ら，労働の習慣をつけさせることを意味する。しかし，それは児童労働から得る収益や費用の

節約のために単調な仕事を覚えさせるのではなく，児童に課す仕事はすべて「教育的」なもの

であり，「手の働きが同時に頭の訓練になる」ような仕事を課さなければならないという点に

高田は注目した。具体的には，施設を出所する前の2～4年間に年長者は料理，裁縫，洗濯，

編み物あるいは学校用務員などの労務，籐の椅子細工，園芸，などの仕事に就き，その対価を

報酬として受け取り，それを各自で管理する訓練を行っていた。そして，このような訓練を通

して，お金はどのようにして得られ，それを蓄えることができるのか，あるいはどのように使

うべきかという教養を身につけることにした11）。

しかし，院内教育にはいくつかの弊害も存在し，教育の質を向上させるためには高度な教育

的手腕と多額の費用を投じなければならず，院内教育よりも家庭委託の方が児童の教育に相応

しいというのがアメリカの一般的な傾向であった。そこで，次に高田は家庭委託制度について

目を向けていくことになる12）。

家庭委託制度について，高田はボストンにある児童保護協会を好例に挙げた。高田は同会が

委託する家庭に対する厳格な選定を行い，監督者が担当する児童者数の最小化を重視していた

点に注目した。実際，同会では身体や精神に支障がない者，委託先は年齢が若いほど受け入れ

る傾向があったことから，児童の年齢が10歳以下かどうか，などを見定め，また，委託中の

児童を監督するにあたっても，監督者1人につき40人程度だったところを30人程度に減らす
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11） 前掲書（注8），p.195。

12） 院内教育の弊害については，同上書，pp.199200，を参照されたい。



ように努めていた。加えて，その制度を遂行するにあたって事務処理能力の徹底管理が行われ

ていたことにも触れ，とりわけ当時の日本の救済事業に対して事務処理を強化する必要がある

と指摘した。

保育所（託児所）については，まず高田は当時アメリカの保育事業が全国の約500カ所（ニュー

ヨークに92カ所，シカゴに27カ所）で行われ，児童数は17,000人程度であったということ

から，いかに盛んに行われていたかを説いた。そして，その事業を実施するにあたって，衛生

面の管理が非常に厳しく，病児に対する保護を徹底していたこともあげ，日本の保育所に対し

て衛生面に改善余地があることを見出した13）。ただし，アメリカの救済事業の根底には施設

で児童の救済にあたるよりも「家庭保全」を救済の基盤においていたため，保育所はあくまで

慈善事業であるという考えが強かった。特に産後6週間以内の乳児を預かることは危険だとし，

預かるくらいなら保育所から基金を出す形で母親を援助しようとしたほどであった。そして，

高田はこのようにアメリカでは原則児童を家庭から離さないような救済事業が前提であったと

いうことから，日本においても保育所はあくまで慈善事業として，いいかえればできるだけ児

童が入所することなく母親のそばにいられるように母親自身への支援が肝要であることを導き

出した。

具体的には，当時北米の経済的支援の一つであった「寡婦給付金」を例に挙げた。ただし，

その対象は寡婦だけではなく貧困のために児童の養育ができない母親も含まれていた。加えて，

ニューヨークでは市内に「ミルク・ステーション」という場所を設け，そこに医者を常駐させ

ることで，良質な牛乳を求め訪れる母親の育児相談などを行っていた。こうしてアメリカの児

童問題を一通りみてきた高田は帰国する船の中で自分は何を最も深く感じたかについて回想し

ながら，当時の日本において乳児の保護がいかに不十分であるかという結論に至った。

その後，高田はこの視察で培った経験を活かし，当時の日本における乳児の保護について関

心を深めていく。その内容をみると，乳児は救済事業の根本問題であるとし，乳幼児期にたく

ましく育たなければ，成長したものの結局は養育院などの施設に入所してしまう貧困児童を生

み出しかねないと考えた。また児童が貧困に陥る根源は出生時の境遇にあると考えた高田は棄

児の問題へ，さらには棄児になりやすいのは私生子であったとのことから私生子の問題にまで

踏み込んで児童貧困の構造的特質を見出そうとした。私生子については非常に難しい問題であ

るとしながらも，児童をなるべく親から引き離さないという北米の姿勢を参考に，母子一体型

の救済を重視した。具体的に北米では，たとえ私生子であっても生まれてから1年間は母親に

育てられることが適切であるとし，養育困難な場合は母親が児童（私生子）とともに田舎へ奉
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13） 当時のニューヨークでは保育所を新設する際，市の衛生局の検査を受けることはもちろんのこと，

開所後も頻繁に衛生面に不備がないか立ち入り調査され，規則に違反することがあれば直ちに閉鎖を

命じられていた。また，保育所に入所する児童は毎朝身体調査を受け，急病の場合は（特に感染病の

疑いがある場合は）別室に隔離し，各保育所にその状況を伝達するなど徹底されていた。



公に行くように推奨されたことを紹介している。この私生子の問題については次節で詳しく論

じることにする。

さらに，児童の貧困問題は婦人の労働問題と密接に関係しているため，何万人もの婦人が働

く日本の工場では，その人たちから生まれる児童がどういう状況であるのかを考慮にいれるべ

きだとも主張した14）。今日の家庭支援をみると，児童そのものを対象とする「ケアワーク」と，

児童とその家庭（保護者）を対象とする「ソーシャルワーク」の点から論じられることが多い

が，高田はこのころからすでに児童保護には「ケアワーク」の他に「ソーシャルワーク」の視

点，特に母親への支援が必要なことを意識していたのである15）。

その他，児童の遊戯娯楽場や児童の労働問題について調査していた高田は，貧困がもたらす

負の影響として，不良少年の問題に注目した。加えて，遊戯娯楽場が不良少年と関係が深いこ

とを知り，少年の労働問題と娯楽についても関心を寄せた16）。そこで，ここでは高田が不良

少年の問題にどのように接近していったかについてみておく。

1913（大正2）年に帰国した高田は，翌年に留岡の後任として内務省地方局救護課に勤務し，

また同時期に中央慈善協会の委員を兼任した。このころ高田は小河とともに感化事業に深く携

わっていく。感化事業とは保護者の養育困難あるいは養育の誤りから生まれる不良児に対し，

保護や教育を行い矯正していく事業のことである。

高田によると不良になる要因は複雑であり特定することは難しいとしつつも，次のように整

理された。第一に実の父母に養育されているか，第二に感化院入所前の境遇，第三に児童の教

育程度，第四に児童の心身の状態，に分けて考えられた17）。

当時，感化院に入所する者の内訳を高田が調査したところ，実の両親に育てられている児童

は，片親もしくは里親に育てられている児童よりも3割程度にとどまっていた（図表2）。ま

た，感化院入所前の境遇については，「奉公徒弟其の他の労務に従事せる者」が116人（63％）

と一番多く，自宅は44人（24％），浮浪は24人（13％）という状況だった18）。このことから
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14） 前掲書（注8），p.210。

15） 今日の家庭支援のあり方の一つとして，保育士の役割が「ケアワーク」と「ソーシャルワーク」の

2つの視点から求められている。具体的には，保育士が児童を預かり児童そのものの面倒をみる「ケ

アワーク」という視点と，児童だけをみるのではなく保護者（特に母親）も対象に含め，育児相談な

どを行う「ソーシャルワーク」という視点である。ここでは，児童貧困の問題についても児童そのも

のを対象とするだけでは不十分であり，児童に関わる周辺の問題（女性の労働問題など）にまで目を

向けていかなければならないという意味で，「ケアワーク」と「ソーシャルワーク」という表現を援

用した。

16） 拙稿「近代日本における余暇・娯楽と社会政策―権田保之助の所説を中心に―」『経済學雑誌』第

113巻第2号，2012年，第3節，を参照されたい。

17） 前掲書（注8），pp.172178。

18） 同上書，p.174。



第一と第二に共通していえることは，改めて児童の養育は保護者（両親）が行うべきであり，

家庭内の保護が前提であることだと高田は強調した。

第三については，「大阪修得館」のケースをみると全体数は621人であり，その内，無教育

者は184人（28％）であった。また，「愛知学園」も1割強が無教育者であり，5割が尋常二

学年以下という状況であった。すなわち，感化院の児童は相対的にみて教育程度が低く，就学

年齢に達しているにもかかわらず教育を受けられない者，一度は学校教育を受けるものの中途

退学をした者などが少なくなかったということである。また第四については，感化院の児童の

多くは身体あるいは精神に何らかの疾患を抱えており，特に目や耳，のどに疾患をもつ児童が

多かった。

では，具体的に高田は感化事業のあり方をどのように考えていたのだろうか。高田は感化

事業が単に不良児の非行行為に刑罰を科すものではなく，「教化」という観点から保護しなけ

ればならないことを強く意識していた。つまり，高田は「親権者其他の保護者が児童の監督教
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図表2 感化院生とその両親との関係および感化院生の教育程度

（出所）大原社会問題研究所『児童問題研究』同人社書店，1928年，pp.173 177，より作成。



養を怠りたる，又は誤りたる，若くは為し能はざるの場合に於て，其の保護者に代りて之を回

収し，矯正し又は補充する所の社會的竝に國家的教育施設に属するものなり」と考えたのであ

る19）。

そこで，高田は実際に感化事業の教化方法を家庭感化，感化院教育，病院的監護，に大別し

て展開した。家庭感化については繰り返しになるが，児童への教育は家庭で行うことを第一の

方法とみなし，家庭は児童の道徳的人格を養成する最も適切な場所だと主張した。それでもな

お児童が家庭感化に適さない場合のみ最終手段として感化院教育が利用されるべきだとした。

病院的監護とは，不良児の要因は身体や精神に疾患があることが多い。しかし，当時は疾患が

あろうとなかろうと不良児は感化院の施設にまとめて入所していた。この点に高田は疑問をも

ち，疾患がある児童は不良児と別立てて保護すべきではないかと指摘した。

以上をみると，不良児の非行行為に対して多くはどのように対処すればよいかという視点で

論じられてきたが，高田はそもそも不良児が非行行為を行う前の予防的保護についても考えな

ければならないとし，そのような観点から少年の労働問題や職業指導についても取り上げた。

当時の少年労働の実態をみると，児童の身体ないし精神の発育を阻むうえ，教育を受けること

さえままならないような状況にあった。そこで，工場法の見直しによって少年労働に制限をか

ける一方，就学年齢時に適切な教育を受けられるよう学費を援助する制度創設の必要を訴えた。

また，職業指導についてはどのような職種を児童に紹介すべきかという職業紹介の方法と，そ

れと密接に関連する職業教育についてはアメリカ，イギリス，ドイツ，など諸外国の事例を紹

介した。

以上，大原社会問題研究所就任前の状況を追ってきたが，改めて振り返ると高田は日本にお

ける児童問題について，保護者が養育困難であり，家庭内での保護を受けない遺児や棄児ある

いは私生子などの貧困児童が保護の対象になると捉えた。つまり，保護の対象範囲はあくまで

児童が家庭内で養育されることを前提にした限定的なものであったことがわかる。その後，

1918（大正7）年に内務省を辞した高田は，小河の斡旋と大原孫三郎の招へいで大阪市南区石

井記念愛染園社会事業職員養成所の主任として赴任する。同年には米騒動が勃発したが，それ

が及ぼした影響や愛染園でのセツルメント事業に触れることで，高田自身の思想が徐々に社会

性を帯びていく。それは大原社会問題研究所の幹事に就任して以降，顕著に現れた。

4.高田と児童貧困問題（2）―大原社会問題研究所就任後

前述したように高田は1919（大正8）年に大原社会問題研究所の幹事に就任して以降，児童

保護を「慈善救済事業」として捉えたこれまでとは違い，保護の対象範囲を特定の児童から一
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19） 同上書，p.169。



般家庭の児童へ，さらには婦人の労働問題の関連で論じていった。そこで，本節はこのような

高田の思想的変化がいかにして形成されていったのか，その過程を中心に検討する。

高田が同研究所で最初に執筆した論文は，「英国の児童保護制度について」である20）。北米

視察を終えた高田が次に関心をよせたのが，第一次世界大戦下におけるヨーロッパの児童保護

制度の動向である。高田によれば，このころ東京の社会事業に関係していた役人が来阪し，当

時東京では社会事業が行き詰りの状態であったため，その打開策を高田に相談しに訪れたとい

う。そのとき，高田は米騒動のように何か大きな騒動がなければ発展しないだろうと助言し，

現にイギリスの児童に関する施設においても，欧州戦争の開始を機に著しく盛んになったこと

を挙げた21）。具体的には図表3の通りである。
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20） 同上書，pp.217236。この論文にはイギリスの他に，ドイツやロシアも紹介されている。

21） 同上書，pp.217218。

図表3 イギリスにおける母親および幼児の保護事業

（出所）大原社会問題研究所『児童問題研究』同人社書店，1928年，pp.218 230，より作成。



まず，イギリスでは国家事業として，「工場法」のなかで婦人は分娩後4週間を経過しない

間は仕事に就くことを禁じられていた。しかし，その休養期間中は経済的な保障はされず，強

制的に休養を命じられただけであった。そこで，強制的に休養を命じるだけではなく，そこに

金銭を受けることができるように経済的な保障までカバーしたのが1911（明治44）年に制定

された「国民保険法」であった。その保障額は，被保険者自身が妊産婦の場合は当時の日本円

で15～30円程度，被保険者の妻が妊産婦の場合は15円程度が支払われていた。また，従来の

イギリスでは産婆は誰もがいつでもなれる状態であった。そこで，1902（明治35）年に制定

された「産婆法」によって「中央産婆局」が設立され，産婆は試験の実施など監督下におかれ

るようになり，その他にも種々の規則ができていった。また，1911（明治44）年に制定され

た「出産届法」は，幼児保護のために妊産婦がどこにいるかを把握する目的で，出産のあった

家では36時間以内に届けを出さなければならなかった。そして，届け出によって出産があっ

たことがわかると，「健康巡回訪問委員」がその家に直接出向き，妊産婦に衛生面に関する注

意喚起を行った。

さらに，1915（大正4）年に制定された「私生子に関する法」については，当時の私生子は

虚弱な体質が多く，死亡率がかなり高かったため，その保護は緊要であった。そこで，私生子

を妊娠している婦人は医師や産婆の診察を受けなければならないことを義務付けた。加えて，

私生子を妊娠している婦人を監督下におく雇い主や保護者については，その婦人に診察を受け

るように勧めなければならないことを義務付け，もしもそのような行動がみられず，婦人が診

察を受けていないことが発覚した場合は，相当の制裁を加えるというような内容であった。高

田はこの法律に大きな関心を示し，日本でも導入すべきではと模索していた。

次に民間事業については，1900（明治33）年～1905（明治38）年までの間に大都市に数カ

所の「牛乳供給所」が設置され，良質な牛乳を配ることを当初の目的とした。その後，徐々に

母親の児童に関する健康相談や育児相談の場へと変化していった。また，民間事業のなかでも

とくに代表的だったのが，「スクール・フォー・マザー」という学校である。ここでは，母親

に教育を受けさせたり，裁縫などの教養を身につけさせたり，栄養価の高い食べ物を無料であ

るいは安く提供していた。当時，文部省はこのような学校に対して補助金を交付していたため，

1913（大正2）年時点で補助金を受けた学校は150カ所に達し，幼児保護を支える重要な基盤

となっていた。また，全国の保育事業を統一的に管理するために「国民保育所協会」が1906

（明治39）年に設置された。当時，イギリスでは保育所は3歳以下の児童を受け入れることが

原則であったが，実際は3歳以上5歳未満の児童を受け入れ，文部省はそこにも補助金を出し

ていた。加えて，1918（大正7）年には新しい教育法により，地方庁は保育学校を設立できる

ようになった。

さらに，前述したように幼児保護のために「出産届法」が制定されたことにより，「家庭訪

問委員」が妊産婦の状態を把握し，適切な支援を行うという取り組みがますます普及していっ
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た。また，児童保護所（日本でいう児童相談所）は公私に分かれ，1918（大正7）年時点では

公的施設が700カ所，私的施設が578カ所の計1,278カ所が設置されていた。児童保護所は母

親に対して育児指導を行うということを目的とし，具体的には医者が定期的に母親の健康状態

を診ることで病気の早期発見につなげ，予防しようというものであった。加えて，医者の注意

喚起をより円滑に進めるために，家庭訪問委員との連携も図られた。

ここで注目すべきは，社会情勢が激変する中で，イギリスの児童保護制度は従来のように児

童の養育を家庭内に限定せず，社会の根幹をなす問題と位置づけたことに高田が認識を深めた

ことである。さらに言えば，イギリスでは上に述べた以外にも，第一次世界大戦前の既婚女性

が職に就くとき，保育所の仕事に携わる婦人が非常に多く，就業女性が保育所の管理をしてい

た。これは文部省が保育所創設に関わる規則をつくり，多額の補助金を交付していたことが背

景にある。実際，1918（大正7）年には173カ所の保育所が設置され，その所要経費の半分を

文部省が補助していた。このことから，高田は日本においても児童の養育は家庭内養育だけで

はなく，保育所などの公共的施設との共同養育でなされるべきで，国は保育所に関する規則の

作成と施設創設のために十分な補助金を支給する必要があるのではないかと考えたのである。

上記の点は，後に刊行された論文すべてにおいて強調された22）。では，実際に高田は日本

における児童保護事業をどのように展開していたのだろうか。ここではまず，当時の児童の貧

困状況とその背景を改めて整理しておく。わが国において児童保護事業の中で最初に発達した

のは孤児院である。「長崎浦上養育院」は最も古い孤児院であり，1874（明治7）年に設立さ

れた。そして，1923（大正12）年に孤児院について高田が調べたところ，院数は114カ所，

収容人数は5,587名であった。また，受け入れた児童の境遇をみたとき，多いものとして貧困

者が49％，孤児が29％，棄児が16％，という割合であった23）。また，児童を養育するにあたっ

て日本は院内養育，家庭委託（里子制），本人の居宅救助，の3つを採用していた。

院内養育はいわゆる孤児院のことであり，アメリカ視察のところで述べたように，なるべく

一般家庭で行われる教育に近づけるために「家族舎制」を導入していた24）。ただし，アメリ

カと同様，院内教育には高度な教育的手腕と多額の費用がかかるため，日本でも乳児を中心に

家庭委託で引き取られる傾向が強かった。しかし，その家庭委託でさえも児童にふさわしい委

託先を見つけることが非常に困難な問題であったため，結局はなるべく実の親の元で養育する

方が望ましいという考えに至った。そこで，児童の養育費を親に支給して家庭養育を継続させ

ようと「母親年金制」の実施が考えられた。

ところで，先に述べたように高田が生涯にわたって関心をよせていたのが，「私生子の問題」
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22） 主に「無産児童保護策における新傾向」，「児童の公的扶助問題」，「児童保護の経済的基礎」，「児童

養育問題について」，などがあり，いずれも『児童問題研究』に収録されている。

23） 前掲書（注8），p.21。高田によると，この調査は「内務省社会局」で実施されたという。

24） アメリカでいう「小舎制度」のことである。



についてである。この問題は，棄児を代表とする貧困児童になりやすかったのが私生子であっ

たということから，1912（明治45）年の渡米から一貫して注目された問題であった。その後，

1923（大正12）年に再び欧米視察を行い，1926（大正15）年に「私生児問題に就て」を発表

した。高田は当時婦人労働や労働運動が盛んに議論されていたにもかかわらず，私生子の差別

問題が取り上げられなかったことに不満をもっていた。なぜなら，乳児死亡率のなかでとりわ

け割合が高かったのは私生子であったからである。また，日本における私生子の境遇は嫡出子

に対して身分上および財産上の差別があり，社会的には私生子というだけで冷たい視線を向け

られるような状況であった。さらに，当時の社会事業家は私生子を保護することは良俗の崩壊

につながると消極的であった。しかし，高田は私生子の現況は生命の危機はもとより，本人の

幸福および社会の健全な発達を阻害する恐れがあるとし，私生子は児童貧困問題として，また

婦人問題として，さらには男女の性問題として見過ごすことができない深刻な問題であると訴

えた。

そこで，高田は私生子の減少策について貞操問題と経済問題の視点から考えた。貞操問題に

ついて，「我邦家族制度が子孫を得るためには，妾を蓄ふることも亦已むを得ざるものと認め

たことゝ共に男尊女卑の風が，性に關する男子の我儘を促がし，その貞操観念を薄弱ならしめ

た」とし，男性の貞操教育が肝要であることを指摘した 。また，経済問題については，男性

の生活が困難になるにつれて，職業に従事する女性は増加する一方であった。その結果，一部

で晩婚化や非婚化が進み，婚姻外の男女関係を結ぶ者が続出した。ゆえに，経済問題の解決策

として，家庭生活を保障する生計費の支給や児童養育費公給の設定などを主張した。

以上からすると，従来の児童保護はあくまで家庭に重きを置きながら，棄児や遺児など一部

の児童が公的に保護されており，極めて限定的だったことがわかる。その後，社会が著しく変

化していくなかで，高田は「一國文明の發達程度は児童保護の施設如何に依りて計り知ること

ができる」と述べ，児童貧困問題ひいては児童保護問題が国家社会の重要な任務であると位置

づけた25）。そして，この問題を家庭，生物学的基礎，経済的基礎，知識的要素，の4つの観

点から捉えた。

まず，高田は家庭について児童を養育するのに最も適している場所だとし，むやみに児童を

家庭から引き離さぬよう指導あるいは社会的扶養という形で家庭生活の健全な発達を促し，家

庭における児童養育を完結させることが重要であると述べた26）。この点は高田の思想に変化

がみられた後も一貫して固持されてきた部分であり，家庭内での児童養育の重要性を根底にお

きつつも，家庭の養育が困難な場合はその部分を社会的に保護していかなければならないとい

うのが，高田が児童問題を社会問題として捉える視点であった。また，生物学的基礎とは，優
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25） 同上書，p.6。

26） 同上書，p.8。



良な児童は心身ともに健全な親から産まれ，親は心身ともに健全な子を産む義務がある。つま

り，優生学の視点で児童保護をみなければならないというのが高田の考えであった。

経済的基礎については，児童の養育には一定の経費を必要とするが，貧困家庭にとってはそ

の経費を賄えず，児童に十分な養育を行えない。現に幼児死亡率の原因の多くは貧困からきて

おり，家庭での児童養育が困難な場合は社会で扶養する必要が出てきた。そこで，児童の社会

的扶養に対しては国家的施設と民間施設で実施された。ちなみに，1920（大正9）年における

両施設が児童を救済した状況は図表4の通りである。

国家施設については主に「棄児養育米給与方」（1871（明治 4）年）および「恤救規則」

（1874（明治7）年）の2つの法律が児童の救済にあたっていた27）。図表4により，1920（大

正9）年末における公私児童救護数は総計8,642名に対して，約134万円の経費が支出されて
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27）「棄児養育米給与方」とは，13歳未満の孤児や棄児などの貧困児童に対し，1年間で米7斗（700合）

を支給する規定であり，1871（明治4）年に制定された。また，1923（大正12）年時点での救済状況

として，恤救規則で幼児にかかった金額は155,619円であり，その内訳は国庫費が2,368円，地方費

がその差額をすべて負担していた。さらに，棄児の養育費についても総額で96,439円のところ，国

庫が負担したのは13,662円で，あとはすべて地方費の負担であるというような状況だった。

図表4 1920（大正9）年の児童救済状況

（出所）大原社会問題研究所『児童問題研究』同人社書店，1928年，pp.33 34，より作成。

（注）一部，現代仮名遣いに修正。全国学齢児童総数については文部省『学制百年史』。



いた。全国学齢児童の総数およそ820万人と比べれば，いかに児童の保護が少なかったかがわ

かり，そこに高田は児童保護における国家の社会的介入のさらなる必要性を訴えた。

また，一家の生計が父親だけでは不十分な場合は，当然母親も労働しなければならなかった。

さらに，学齢期にあった児童も一家の収入を増やすために働く必要があり，それは先の母親の

労働問題に加え，少年の労働問題へと発展する。特に，高田は母親の労働問題と関係して「育

児の社会化」を提起するが，実際にこの時期に発達したのが保育所あるいは託児所であった。

託児所の目的は，親の勤務中に幼児を預かり保育することである。高田は保育所をこれまでの

「慈善事業」としてではなく，施設そのものに母親の育児に対する社会教育的な要素を求めた。

そして，児童の養育はもはや一家庭の個人的な力だけでは困難であり，社会的協力に頼らざる

を得ない状況のなかで，児童養育の社会化は当時の大局の一つであると結論づけた。また，保

育所の他にも育児の社会化に関する施設として，高田は児童相談所を取り上げた。児童相談所

はその名の通り，児童の健康について親たちに育児に関する助言や指導を行うというものであっ

て，児童の発育に必要な設備として位置付けられた。さらに，「牛乳其他栄養品の供給」，「児

童病院」などの施設も育児の社会化に挙げられていた。そこで，高田はこれらの施設を順次整

備していけば児童の幸福を促進するだけなく，就業女性の育児負担が軽減され，安心して児童

を預け，仕事に従事することができると考えた。

知識的要素とは，児童の親となるための知識や教養のことをいう。幼児の死亡は先の貧困に

加え，親の育児上の知識がないことも起因していた。そこで，幼児保育に関する知識の普及の

ために，「育児相談所（大阪に児童相談所）」，「育児共勵會（ベビーコンテスト）」，「児童展覧

會」，「少女に對する育児法の教養」，「ベビー・ウォーク」，などが社会事業として行われていっ

た28）。

以上，高田の児童問題研究において，1919（大正8）年あたりを機にどの程度思想的変化が

みられたのかについて論じてきた。高田の児童問題研究は当初，特定の貧困児童に対する保護

として児童問題を人道問題に引きつけて論じられていた。その後，児童の養育問題を社会問題

に発展させ，国家の重要な任務であると位置づけた上で，とりわけ経済的な視点から上述した

ような「育児の社会化」が訴えられた。ただし，高田の思想的変化の本質は完全に育児を社会

化すべきというのではなく，あくまで家庭での児童養育を前提にしつつ養育費の公給や「母親

年金制」を実施することで健全な養育ができる家庭生活を目指し，それが困難な場合は保育所

あるいは託児所などで児童を預かり，家庭と社会的施設の共同養育の実現を見据えるというも

のであった。
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28） 同上書，pp.1112。



5.むすびにかえて―高田が残したメッセージ

ここまで高田の児童問題研究を大原社会問題研究所に就任する前と就任した後に時期区分す

ることで，高田の思想的変化をみてきた。繰り返しになるが，高田の児童問題研究は，遺児や

棄児あるいは私生子など特定の児童を保護の対象とする「慈善救済事業」から出発し，一般家

庭（無産者階級）の児童や女性を包括する「社会保障的性格」を帯びた児童問題対策へと展開

された29）。そのような思想に達した背景には，初期の渡米体験で得た経験や，諸外国の社会

情勢および社会事業を丹念に追求することで得た知識が土台になっていた。

そして，このように高田が児童問題研究を進めていくなかで提起された点は，1世紀近くが

経過した現代においても，いくつかの点においてなお相通ずるものがある。では，高田の思想

は現代日本の児童に関する諸施策にどのような示唆を与えるのか，最後に高田が残したメッセー

ジに論究しておこう。

第一に，現代の家族や家庭を取り巻く環境は，核家族化による地域子育て力の低下やひとり

親家庭の増加による家族的機能の弱体化に加え，晩婚化・非婚化による夫婦の出生力の低下が

挙げられる。そして，そのような環境から生じる諸問題として，親から子へ引き継がれる貧困

の連鎖，児童虐待，家族によるDV，などが起こっている。そこで求められる家庭支援のあり

方として，児童を対象とするケアワークの視点と，児童とその家庭（保護者）を支援するソー

シャルワークの視点が不可欠だと考えられている。この点について，第3節で述べたように高

田は児童問題研究のなかですでにその手法に言及していた30）。ゆえに，今後も両者の視点か

ら家庭支援のあり方は問われるべきであろう。

第二に，高田は東京市養育院で児童の身元を調べて身分帳を作成する仕事に一番関心をもっ

ていた。それは入所する児童を個別化して支援することを強調しており，現代でも保育士の役

割には，保護者の子育ての悩みを一緒に寄り添い，保護者自身が自ら解決の糸口をみつけるま

で見守る姿勢が求められている。昨今でいうところの「伴走型支援」である。また，高田のい

う身分帳とは性質が幾分異なるが，それに近いものとして今日，保護者との連携を図るための

ツールとして頻繁に利用されているのが「連絡帳」である31）。だとすれば，改めて連絡帳に意

義を見出し，その書き方を探求することで，前述したソーシャルワークという観点の一助とす

べきではないだろうか。
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29） 吉田久一「人物でつづる近代社会事業の歩み〈8〉 高田慎吾―大正ヒューマニストの典型」『月刊

福祉』第51巻第8号，1968年，p.606。

30） 注15）を参照のこと。

31） ここでいう連絡帳とは，保育士と保護者が互いに普段の児童の様子を確認するための記録のことを

指す。



第三に，前述したように高田が児童問題研究の中でとりわけ注目していたのが，乳児および

私生子の問題である。児童貧困の根源は乳児にあるとしてその背景を探っていった高田は，棄

児の問題へさらには私生子の問題へと突き当たり，児童貧困問題の構造的特質を見出そうとし

た。そこで，高田が問題視したのは「私生子の差別問題」である。現在では私生子を非嫡出子

あるいは婚外子と呼び，事実婚のカップルの子どもとして捉えられている。わが国の非嫡出子

の割合は国際的にみて非常に低いのが特徴であるが 32），少数であるからといってないがしろ

にしていい問題ではない。実際，財産上の差別は長年指摘されてきた。具体的に，民法900条

4号において非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1であると規定されていた問題である。しか

し，2013（平成25）年に画期的なことが起きた。その規定をめぐって争われた訴訟で最高裁

が違憲の判決を下し，同年12月5日に民法は改正された。高田が長年にわたって私生子の差

別問題で訴えかけていたことが，ここにきてようやく実現したのである。この点は銘記すべき

ことであろう。

以上に加えて今後の課題について一言述べておく。高田の思想が晩年になるにつれ社会性を

帯びていくとき，女性の労働問題が常に取り上げられていた。しかし，本稿ではこの問題につ

いて紙幅の関係上，十分に掘り下げられなかった。この点について一点ふれておくと，高田は

女性の労働問題に論及するとき，婦人運動が今後目指すべきものに，同一の仕事に対して同一

の報酬を要求することを訴えていた。現在でも「同一労働・同一賃金」をめぐる問題は盛んに

議論されてはいるが，未だに終着点はみえていない。そこで，この女性の労働問題と児童（子

育て）の関係について高田がどのように考え，論理構築していったのかについて検証し，さら

に，現在の「同一労働・同一賃金」をめぐる議論との接点を導き出すことを今後の課題とした

い。

いずれにせよ，高田が大正の社会事業家として生涯にわたって献身した児童問題研究は，当

時の家庭支援のあり方や子ども・子育て支援について一つの方向性を示した。そして，その方

向性は時代が違えど今日の児童問題にも大きな示唆を与えるものがあるという点が決定的に重

要である。
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