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 本報告書は広範なデータ源を用いて、OECD 諸国における子どもの福祉に関する

様々な指標を構築し、分析したものである。 

 これらの指標は主要な 6 分野をカバーしている。物質的な福祉、住宅と環境、教

育、健康と安全性、リスク行動、学校生活の質である。これらの指標によると、

全ての分野で上位にランクされる OECD 加盟国は 1 つもなく、全ての OECD 諸

国は子どもの生活改善に一層の努力が必要である。 

 各国の子ども関連支出とその支出時期についても詳しく取り上げられているが、

OECD 各国についてこうした比較が行われたのは今回が初めてである。追加的な

章では、各国の 3 歳未満児に関する政策、一人親の子どもへの影響、世代毎の格

差の影響などについて詳論されている。最後に、子どもの福祉を改善するための

広範な政策勧告がなされている。 
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はじめに 

本報告書は、子どもの現在および将来の生活をどのようにし
て改善するかという問題を取り扱っている。具体的には、OECD

諸国における子どもの福祉の現状を考察し、子ども関連の公的
支出と政策を比較し、子どもが成長する社会環境を調査したも
のである。OECD 諸国における子どもの福祉を改善するための
広範な政策提言が導き出されている。 

各国は自国の経済と社会のために、子どもの生活に一層留意
する必要がある。OECD 諸国では子どもの福祉に対する社会の
関心が高く、多くの政策論議をひき起こしている。各国の子ど
もに関する政策論議にはそれぞれの国に特有の点も見られる
が、OECD 諸国の子どもの福祉とその改善策に関する一般的な
考え方をタイミング良く改善できるような国際的に共通する特
徴もある。 

子どもには子どもとして幸福を享受する権利がある。他の市
民の場合と同様、現在における生活の質自体も重要な目的であ
る。しかし、子どもはライフサイクルの始めにいるのであり、
その福祉を強化するための政策も将来を見据えたものでなけれ
ばならない。 

政府は、子どものために直接間接に多額の資金を支出するな
ど、重要な政策介入を行う。しかし、その成果はどのようなも
のか。子どもの生活を改善するための政府の適切な政策とは何
なのか。これらの疑問に答えることが本報告書の目的である。 

要約 

第 2 章では、6 つの局面にわたり OECD 諸国における子ども
の福祉に関する政策関連指標が比較されている。物質的な充
足、住宅と環境、教育、健康と安全、非行、学校生活の質であ
る。 

第 2 章によれば、6 つ全ての局面で常に上位にランクされる
国は 1 つもない。トルコとメキシコは比較可能な全ての局面で
下位にランクされている。子どもの福祉に関する全ての指標に
ついて OECD 諸国間には相当な差異が見られる。最も差異が大
きいのは健康と安全の局面であり、最も差異が小さいのは非行
の面である。男女別や移民であるかどうかで比較できる指標の
場合には、一般に、女児より男児の方が、また、自国出生の子
どもよりそうでない子どもの方が、結果は悪い。年齢別の結果
の差はまちまちである。子どもは、年長になるにつれて喫煙、
飲酒率が上昇し、運動量が減るが、いじめも尐なくなる。 
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子どもの福祉を改善するための OECD 諸国の政策介入を比較
するとどうか。第 3 章では、OECD 諸国が政府の社会支出や所得
移転を子どものライフサイクルを通じてどのように配分してい
るかを調査している。政府支出や所得移転の構成についても調
査されている。 

第 3 章によれば、一般に、年尐の子どもより年長の子どもへ
の支出額が多い。2003 年の OECD 諸国平均では、18 歳になるま
での子どもに約 12 万 6,000 ドルが支出されている。支出額は子
ども期の前期（0～5 歳）には 3 万ドル（24%）であるが、中期
（6～11 歳）には 4 万 5,000 ドル（36%）へと増加し、後期（12

～17 歳）には 5 万 1,000 ドル（41%）へとさらに増加する。国に
よる支出額の差の大半は子ども期の初期に生じている。この差
は、育児休暇や初期の子ども教育に対して各国がさまざまな異
なるアプローチを採用していることを反映したものである。 

前年比のパターンを見ると、大半の国がおおよそ「逆 U 字
型」のパターンになっている。子ども関連の社会支出は子ども
期の初期には比較的尐ない。支出額は 10 代の初めから半ばまで
にピークに達し、その後次第に減尐する。このパターンは特に
英語圏諸国で顕著に見られる。フィンランド、アイスランド、
ハンガリーなど一部の国では、年尐期ほど比重が高く、年長に
なるに従ってより一本調子で減尐している。この後者のパター
ンは育児休暇や保育関連の支出額が多いためである。また、全
ての国で出産前の子ども関連支出額は尐ない。子どものライフ
サイクルの終盤では、一部の国では他の国より急速に子ども関
連支出額が減尐している。オーストリア、オーストラリア、ベ
ルギー、チェコ、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、
日本、ルクセンブルグ、ポルトガル、スロバキアでは、何らか
の「子ども」手当が 20代になっても支給されている。 

所得移転が子どものライフサイクルを通じてどのように家計
に配分されるかは非常に興味深い。第 3 章は、OECD8 カ国―デ
ンマーク、フランス、ドイツ、ハンガリー、イタリア、日本、
英国、米国―の子どものライフサイクルを通じた税制上の優遇
政策についても調査し、家族のリスク要因によるその違いを探
っている。調査されているのは 3 つの局面によるリスク（注）
―世帯所得、家族構成（注：一人稼ぎ世帯か、二人稼ぎ世帯
か）、家族（子ども）の人数―である。分析によれば、これら
の 8 カ国が子どものライフサイクルにわたりこの 3 つの局面にお
けるリスク（注）に対処する仕方には大きな違いがある。
（注：子どもの福祉に負の影響を及ぼし得る要因。） 

OECD 諸国が子どものライフサイクルの最初期に子どもの福
祉改善策として採用している異なる政策アプローチとはどのよ
うなものか。第 4 章では、出産前から約 3 歳児までの子どもを
対象とする最初期の政策介入について掘り下げ、子どものライ
フサイクルのうち、出産前、出産、出産後の期間における母親
と子どもを対象として行われている子どもの福祉改善策の大枠
を紹介している。 
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第 4 章によれば、各国政府はこの年齢層向けに様々な政策介
入を実施している。通常、この中には妊娠中の女性や幼児向け
の包括的な産前／産後の健康／発達プログラムが含まれてい
る。国によっては、もっとリスクの高い状況を対象とするより
集中的なサービスも行われている。この期間には、産前／産後
の出産手当や「出産一時金」（ベビーボーナス）など様々な福
祉手当が支給されている。第 4 章から浮上してくるテーマの 1つ
は、ライフサイクル初期の政策介入は他のサービスと調整／統
合されたパッケージとして見る必要がある、ということであ
る。 

第 4 章は、多くの OECD 諸国が一律の出産前ケア費用を過剰
に支給している、との判断を示している。出産前の期間に（早
産などの）リスクを抱えている妊婦に支給されるサービスにも
っと実態に則って焦点を絞り込んだ方がよい。OECD 諸国で
は、正常な出産の場合、費用のかかる産後入院（3 分の 1 の
OECD 諸国で平均 4 日以上）が子どもに恩恵をもたらすというデ
ータはほとんどない。こうした資金は他の分野に投入した方が
子どもの福祉改善に役立つかもしれない。一律の出産後ケア費
用も過剰に支給されている可能性がある。資金はライフサイク
ルのこの時点でより高いリスクにさらされている幼い子どもに
もっと重点的に支給することができる。ワクチン接種その他の
早期の政策介入に関するデータによると、条件付きの現金支給
が、リスクにさらされている妊婦や幼児への一律サービスの給
付を増やすことにより、重要な役割を果たし得ることがわか
る。 

一人親家庭で育てられることは子どもの福祉を低下させるこ
とになるのか。第 5 章は、OECD 諸国では一人親の下で育てられ
ることが子どもの福祉に影響しているのかどうか、また、どの
ように影響しているのかを検証している。一人親家庭で成長す
ることがどの程度影響するかを特定するため、様々な国におけ
る子どもの福祉の様々な局面に注目し、多くの調査研究のメタ
分析が行われている。結果は米国の研究と比較されている。 

第 5 章によれば、OECD 横断的なメタ分析は、一人親家庭で
成長することによる子どもの福祉への影響は最大の場合でも、
大きくないことを示唆している。マイナス影響が最も大きいの
は北欧諸国で、その程度は先行する米国の研究で示された影響
とほぼ同じである。大半の他の OECD 諸国の場合、一人親によ
る影響は平均で米国の場合よりやや小さい。 

観察された小さな影響が実際に一人親であることと子どもの
福祉の因果関係によるものかどうかを確認するための手法によ
って結果には違いが出る。一般に、より高度な手法の方が、一
人親により育てられることの子どもの福祉への影響は小さくな
るか、全くなくなる。 

親の福祉と子どもの成人後の福祉は関係しているのか。現
在、親の福祉と子どもの成人後の福祉の関連性が強いことに対
して関心が高まっている。子ども期における家庭と政府の資金
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投入が、子どもの成人後の所得軌道が親の所得軌道をどの程度
反映するかに、最も大きく影響する。第 6 章は所得と教育に関
するこの世代にわたる格差を検証している。 

第 6 章は、政策的な視点から、親の所得と子どもの（成人後
の）所得の相関関係、または世代にわたる格差に関する急増す
る文献資料を重点的に取り上げている。世代にわたる格差は家
庭や早期の子ども期に大きく起因する。こうした文献資料は、
格差を生み出すプロセスの検証や、格差は過大なのか過小なの
か、ほぼ適切なのかといったことより、どの程度の格差が生ま
れているかを説明することの方に力を入れており、政策の適用
可能性を制限する結果となっている。にもかかわらず、こうし
た文献資料から、これまでの一般的な見方とは相反する多くの
予期せぬ結論がもたらされている。 

世代にわたる格差の程度はそれぞれの OECD 諸国で異なる。
世代にわたる所得格差は、北欧諸国、オーストラリア、カナダ
では小さい。他方、新世代が所得分布で親と同じ層に入る可能
性がより大きいイタリア、米国、英国では、世代にわたる所得
格差は大きい。国内的には、親が所得分布の最上層と最下層に
入る子どもの方が、親が所得分布の中間層に入る子どもより、
成人後の所得分布上の移動性は低い。世代にわたる格差の程度
が近年変化していることを示すデータはほとんどなく、このこ
とは政策当局にとって問題があるとしても悪化はしていないと
思われることを示している。 

子どもの福祉を改善するための適切な政策とはどのようなも
のか。最終章の第 7 章は、様々な政策提言を提示することによ
り、この疑問に答えている。第 7 章では、先行する各章の結果
や他の様々な学問的業績や OECD の活動を総合し、公共政策へ
の提言を行っている。具体的には、子ども期の早期やリスクに
さらされている子ども向けに資金を投入することやこうした資
金投入を子ども期を通じて強化していくことなど、様々な実証
値に基づいた提言がなされている。本報告書は、様々な政策介
入を試行し、子どもにとって効果的かどうかを評価し、効果が
ない場合には別の策を試みることが重要であると強調してい
る。 

第 7 章によれば、子ども期の早期の資金投入は極めて重要で
ある。投入する資金は、「フェイスブック」（米国で人気のソ
ーシャルネットワーキングサービス）を利用するようになる子
ども期の終盤より「ドーラ・ザ・エクスプローラ」（米国で人
気の幼児向けアニメ番組）に熱中する早期の子ども期に手厚く
する必要がある。公平性や実効性の点から、この資金投入は脆
弱な立場に置かれている子どもの将来を改善することに重点を
置く必要もある。こうした子ども向けの早期の政策により得ら
れるはずの成果を消失させてはならない。脆弱な幼尐期におけ
る資金投入は子ども期の終盤を通じて補強していく必要があ
る。早期の資金投入や脆弱な立場に置かれている子どもへの資
金投入を重点的に行うことは、多くの国で社会的に懸念されて
いる子どもの福祉の親の福祉への依存―世代にわたる格差―を
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断ち切る上でも効果を発揮する可能性が非常に高い。 

子ども向けの政策は、子どものライフサイクル及び広範な福
祉の全般にわたって発達を強化するよう設計すべきである。政
策は福祉の広範な局面にわたり現在および将来の子どもの福祉
を首尾一貫して支援すべきである。 

さらに、子どもの福祉に関する目標も構築すべきである。目
標は政治家と政策当局に明確に定められたゴールをクリアする
ことへの積極的なインセンティブをもたらす。目標は、明確
で、政策変更を通じて実現可能で、定められた期間内に達成可
能なものにする必要がある。福祉の目標は、子どもの福祉を監
視するために収集される情報と十分に整合させるべきである。
子どもは統計に表れないことが極めて多い。各国は、国内的に
も国際的にも比較可能な子どもの福祉に関するより質の高い情
報を定期的に収集する必要がある。目標を設定し、点検するば
かりでなく、子どものライフサイクルの全段階で子どもの福祉
を長期にわたり定期的かつ独立的に監視するためのこうした情
報が早急に必要とされる。 

各国政府は子ども向けの政策／プログラムを継続的に試行
し、それが子どもの福祉の改善につながるかどうかを厳格に評
価し、効果のないプログラムから効果的なプログラムへと資金
を再配分すべきである。こうした実証主導型のアプローチによ
り、子ども向けに割り当てられる資金が徐々に子どもの福祉を
改善していくことが可能になるのである。 
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