
女性性器切除（FGM）の考察 

英国ソマリアコミュニティーにおける男女間と世代間が及ぼす影響 

中井美奈（ロンドン大学大学院ロイヤルホロウェイ校 地理学部人文地理学科所属) 

宗教・文化・伝統などの理由で、世界 28か国（主にアフリカ、中東、インドネシア）で未だ根強

く残る女性性器切除（FGM）は、人の急速な国外への移動により FGMが従来存在していなかった欧米

諸国の移民社会でも施術が広く行われるようになった。この状況は英国も例外ではない。しかし、

FGMは英国で違法であり、扱いが難しい問題であるが故に、公の場所での積極的な議論が敬遠され、

英国内の移民社会における FGM研究が進んでいないのが現状である。また、既存の研究は FGMに対

する法体制、政府の政策、FGMが引き起こす健康問題に着目した研究が主で、コミュニティーレベル

に焦点を当て、特に男性への個別インタビューを行った研究事例は極めて少ない。この背景を踏ま

え、本研究では、文化、世代、地理的要因が英国移民社会内での FGMの趨向にどのような影響を及

ぼしているかを明らかにし、今後の移民社会内における FGM研究のより強い研究基盤を構築する事

を目的とした。 

事例研究として、特に FGMが根強く伝統や文化の一部として残り、英国内でも人口の多いソマリア

移民に焦点を当て、二つの都市（ロンドンとマンチェスター）に住む移民 1世代と 2世代の男女計

80名を対象に定性調査手法を用いて個別インタビュー形式での現地調査を行った。現地調査開始前

から報告者がコミュニティーへの継続的な訪問やコミュニティー活動に積極的に参加することで、

インタビュー対象者一人ひとりとの信頼構築に努める事で可能な限り信頼性の高い個々人の FGM経

験や考えのデータを収集する事が出来る手法を採用した。 

英国内に移住したソマリア移民 1世の多くは、母国に強く根付いている社会や家庭内でのジェンダ

ーの役割、FGMを含めた母国の文化や伝統を伝統を守る事に拘っている。しかし、英国で生まれ育っ

た「イギリス人」である移民 2世は、母国の文化だけではなくイギリス文化からの影響もアイデン

ティティー形成の過程で深く影響を受けており、異なる文化や社会背景によって、特に女性の FGM

経験や考え方、次世代に FGMを維持するかしないかの決定に違いが出ていることが明らかになっ

た。さらに既存の FGM研究ではほとんど行われていない男性への個別インタビューを行った事で、

男性の世代間の FGMに関する知識や経験の差が浮き彫りになり、今後目指される「FGM廃絶」の為に

は、女性が行動主体となって廃絶を進める事を追求するのはもちろん、男性の世代間の FGMに関す

る知識の差を減らし、男性が主体となる積極的行動も必要不可欠だという事も浮かび上がった。 
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在日ブラジル人女性からみるパフォーマティヴなジェンダー規範	

―身体表象に着目して—	

赤澤真実(フェリス女学院大学)	

背景と問題関心	

	 1990 年に改正出入国管理及び難民認定法が改正されことを契機に、在日ブラジル人の人口は大幅に

増加し、現在(2018 年)においても 19 万人とその数は未だ全体的にみても多く、日本社会において重

要な移住者集団である。さらに、2016 年末現在において 60%が永住ビザを所有している(入管協会「在

留外国人統計」)ことから、その滞在は定住化・永住化傾向が顕著であることがわかる。しかしなが

ら、滞在が長期化・永住化している在日ブラジル人女性の生活実態やそのジェンダー関係を掘り下げ

る研究はまだ少ないと言える。移動するにあたり、「男らしさ」「女らしさ」という、社会的に構築さ

れた概念はキータームであり、在日ブラジル人女性の移動・移動経験を理解するうえでもジェンダー

関係の検討は非常に重要であると考える。中でも本報告では、日本社会で生きる在日ブラジル人女性

を取り巻く複数のジェンダー規範を、彼女らの行為の反復である「身体表象」に着目することで検討

する。	

これまで、表象研究では、映画やメディア、広告における身体表象やジェンダー規範、セクシュア

リティが分析され多くの研究蓄積が見られる。しかしながら、移住女性が「いかに自分自身を見せよ

うとしているか」ということに着目し、彼女らの身体表象を分析する研究はほとんど見られない。日

本社会で移住女性として生きる彼女らがどのように自らを表象し、そこにどのような意味づけをして

いるのかという視点は、移住女性の移動経験や日本での生活を分析するうえでも重要であると考える。

本報告は、以上のような問題関心のもと、日伯間の移動の往還を行いながらも、日本で定住もしくは

永住している在日ブラジル人女性が日々反復する行為である身体表象に着目し、身体表象のもつ意味

の検討を通して、移動がいかに彼女らのジェンダー関係やジェンダー意識に影響を及ぼしているのか

を考察する。	

分析枠組み	

本報告では、ジュディス・バトラーの「ジェンダー・パフォーマティヴィティ」と「ジェンダー・

パフォーマンス」概念を用いる。在日ブラジル人女性は移動する主体として日本社会におけるジェン

ダー規範に適応しているかのように見せながらも、それぞれの身体に表象される行為に対して異なる

意味付けを行い、「うまく生きる戦略」を実践していた。	

在日ブラジル人女性の日々の実践であり、行為の反復である身体表象を、彼女たちの語りから分析

することで、そこに埋め込まれたパフォーマティヴな戦略を明らかにする。	
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カラチのロヒンギャ女性と女の子たちの安全保障

母と娘の安全な居場所としての路上 

小野道子（東京大学大学院総合文化研究科博士課程・日本学術振興会特別研究員ＤＣ） 

パキスタンのカラチ市には、推定 25-35 万人のロヒンギャの人々が暮らしている。その多くは

1960-1990 年代までに、ロヒンギャの人々の故郷であるミャンマーのラカイン州と国境を接するバ

ングラデシュ（1971 年までは東パキスタン）を経由してパキスタンに入国している。ロヒンギャの

人々は、カラチ市内の低所得者層の多く住む地区で、難民の地位もパキスタン国民としての資格も

持たず、何十年にもわたり無国籍不法移民として暮らしている。ロヒンギャの人々の多くは、パキ

スタン国民の身分証（Computerized National Identity Card: CNIC）を持たないため、教育や保健医療、

生活保護などのサービスを受給できないばかりか、フォーマルセクターでの仕事を得ることは難し

く、飛行機や鉄道の切符も買えず移動の自由もないなど、不自由な生活を強いられている。パキス

タンの市民権法の隙間をぬって CNIC を取得するために、ロヒンギャであることを隠し、カラチ市

内に 150 万人以上住んでいると言われるベンガル人と同化し、ベンガル人と名乗る人々も多い。 

このようなロヒンギャの人々を取り巻く状況の中で、ロヒンギャ女性や女の子たちは、一般的な

パキスタン人やベンガル人よりも保守的なパルダーの戒律などもあり、男性よりもさらに厳しい状

況に置かれていることが多い。ロヒンギャ女性たちの中でも、特に厳しい状況に置かれている人々

は、十分な経済的余裕がないことに加え、夫を亡くした／夫が家を出て行った、夫が働けない／働

かない、夫や子どもなど家族が病気で医療費の負担が大きい、働ける年齢の男子が家にいないなど

の女性である。パルダーの戒律が厳しいことに加え、CNIC を持っていないために、女性たちが市

場や工場などで働くことは難しい。一方、もっとも脆弱な環境にある女性たちの中には、子どもを

連れて自宅からは遠い市場の路上で子どもを働かせながら、近くの食堂で食事を分けてもらうなど、

１日の大半を路上で生活している人々もいる。一緒に連れていく子どもたちは思春期前の 12 歳くら

いまでの女の子であることが多い。男の子は、店や工場などで働かせていることも多く、年齢が幼

い場合にもマドラサの寄宿舎に入れていたり、家で留守番をさせることもできるが、女の子は家で

留守番させることはできないという。ロヒンギャの女性たちが住む地域の治安は決して良いとは言

えず、電気や水がないことも多く、必ずしも家が安全な居場所になっていない。夕方から深夜にか

けての路上は、暑さを避けることができ、衛生的な食べ物を得られ、人の目があるため暴力を受け

る心配もない。路上は、他のロヒンギャ女性や子どもたちとの社交の場ともなっており、女性や女

の子たちにとってはむしろ安全な居場所となっているとも言える。パルダーを守っている女性たち

が、自宅からは離れた路上で人目につく生活をしているというパラドックスから見えるロヒンギャ

女性たちのサバイバル戦略を検証する。
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中国の留守児童問題と中華婦女連合会の活動 

劉楠（長崎大学ダイバシティ推進センター） 

１．問題提起と目的 

留守児童とは、農民工の親（父母両方または片方）の出稼ぎによる、農村地域に残されている 1

年以上親と共同生活できない 18歳以下の子どもを指す。2013年婦女連の推定結果によると、留守

児童の人数は 6102.55 万に上った(中華全国婦女連合課題組 2013)。2016年貴州省で行った両親の

出稼ぎで子どもだけで暮らしていた 4人きょうだいが農薬を飲んで集団自殺した事件が報道され、

世間に衝撃が走った1。 

中華全国婦女連合会は 1949年 3月に発足された。基本的職能として、女性の利益を代表し、守り、

男女平等を促すなどが挙げられる。婦女連の組織体制は、非政府組織団体2である。ほかの民間団体

に比べ婦女連がもつ特徴は、中央へ意見が届き、中央から意見も降りてくるという「掛靠（よりか

かる）」組織、という点である。婦女連の組織体制は、非政府組織でありながら、人事を含め、中国

共産党の指導の下で組み込まれている。しかし党の政治動向に完全に従属するわけではない。むし

ろ、ジェンダー平等や、女性と児童の権力利益保護において、「党の方針決定に対して能動的にイニ

シアティブをとっている」（大橋 2018 p.347）。

本研究は、婦女連の活動に焦点を当て、留守児童問題をめぐり、農村留守児童の権利保護につい

ての活動記録を中心に紹介する。本報告では、留守児童問題を通して、ジェンダー平等と児童権利

保護における、中華婦女連合会の役割と活動意義を検討する。 

２．研究方法と結果 

 方法として文献研究を用いた。中国知網（中国の最大学術研究検索サイト）にて中国婦女報（2005

～2018）で報道された記事、学術雑誌に掲載された論文をもとに文献整理を行った。結果の詳細は

当日に報告を行う。 

文献 大橋史恵,2018「改革開放期のジェンダー秩序の再編－婦女連合会のネットワークに着目し

て」小浜正子・下倉渉・佐々木愛・高嶋航・江上幸子『中国ジェンダー史研究入門』京都大学学術

出版会，337-357． 中華全国婦女連合課題組,2013『全国農村留守児童、城郷流動児童状況研究報告』. 

1 2016年1月19日記事 「出稼ぎが生む「留守児童」:中国社会」『Newsweek= ニューズウィーク』 31(3)：48-49． 

2 現在、中国には全国的な社会団体が約 2000ある。その中には、約 200の団体（中華全国婦女連合会を含め）は、

行政編制あるいは事業体編制をもつ社会団体である。http://japanese.china.org.cn/japanese/77705.htm 2018

年 6月 16日取得 
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東北タイ農村女性による「公共性」の形成に関する一考察	

住民グループの活動に見る自立・自律と依存	

	

木曽恵子（宮城学院女子大学）	

	

	 本発表は、タイ東北部（以下、東北タイ）農村女性の住民グループを母体とした公共的な活動を事

例として、農村女性が村落行政を中心とする公共的な活動に関わるプロセスを描きだし、その活動を

通して公共性をどのようなものとして経験しているのかを考察する。また、そこに見出される自立・

自律と依存の関係性に注目し、当該地域における公共性の動態について議論したい。	

	 東南アジア女性の自律性や社会進出がよく注目される。タイではいわゆる台形型を示す女性労働力

率に大きな時代的変化はなく、乳幼児をもつ女性の就労も珍しくない。家父長的なジェンダー規範の

強い南アジアと比較すれば、女性個人に対する家事や育児といった役割期待や公的空間における行動

の制限などの影響は小さい。地方農村に目を向ければ、その背景には妻方居住の傾向があり、家族に

おける扶養責任の重さも含めて女性の社会的役割の大きさがある。東北タイ農村では、国内の相対的

貧困のなかで、子どもや老親を実家の母や姉妹に預けて首都圏で就労する女性が多いが、その経済的

自立・自律は農村で生活するケアの担い手である複数の家族・親族女性に依存して成り立っている。	

	 一方、農村で生活する女性には家族のケアの負担がのしかかるが、彼女らは家庭内で孤立している

わけではなく、むしろ家族／親族ネットワークを超えた女性同士の相互扶助を展開させている。たと

えば開発政策の一環として行政村単位で組織されてきた女性住民グループは、主に地方行政における

地域産業の活性化や伝統的技術の復興・維持と結びついた支援を受けて活動している。また地方行政

と関わる住民グループの活動を通して、農村女性の政治参加も促進されつつある。家族・親族内外の

女性たちの付き合いは、農村女性が公的領域で活動する源泉となっている。	

	 こうした女性住民グループに関する研究は、エンパワーメントを目的とした組織の経済的成功／失

敗の要因について分析したものに偏っている。それらの研究は、家族・親族ネットワークに依拠する

伝統的な女性の仕事に対して、近代的自己の自立に基づく経済的利益をエンパワーメントの成功とみ

なす。しかしこのような二項対立的な図式では、経済的な成功を必ずしも得ずとも、農村女性が従来

の家族・親族ネットワークを超えた地縁に基づく女性同士の相互扶助的つながりを形成し、公共性と

共同体的な論理のせめぎ合いのなかで実践を生み出している状況を見落としかねない。	

	 そこで本発表では、2004年以降断続的に実施してきた東北タイ・マハーサラカム県の農村における

フィールドワークに基づき、農村女性が日常的に公共性と共同体的な論理をどのように流用し、公共

性と関わっていくのか、その動態に着目していきたい。	

	

＊本報告は、科学研究費補助金（若手研究 B）「東北タイ農村の女性住民組織にみる共同性と公共性に

関する研究」（代表:	木曽恵子）の助成による研究成果の一部である。	



 

 

パラグアイのスラム･カテウラにおけるジェンダー課題～ 

わかものたちの取り組みから考える～ 

 

藤掛 洋子（横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院） 
 

背景・研究対象・研究目的：世界のスラム住民の数は増加傾向にあり約 10 億人がいると推定

され、今後 25 年で 2 倍になると予測（国連環境計画 2016）されている。人間の安全保障や

SDGs Goal 11（都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする）や

Goal5（ジェンダー平等）の観点からも、スラムに関し、ジェンダー視点を包含した研究実践

は重要であると考える。 

本研究は、南米パラグアイ共和国（人口 700 万 以下、パラグアイ）の首都アスンシオンに

あるバニャード(Bañado)地帯南部（Bañado de Sur 人口 1 万 以下、カテウラ）を対象とす

る。経済成長を遂げるパラグアイであるが、ジニ係数は 48 前後を推移し、格差が大きい。パ

ラグアイ社会にはマチスモ（男性優位）思想により生まれてきたジェンダー課題がある。本研

究の目的は、１）これまで十分に明らかにされてこなかったカテウラの状況を一次資料や現地

調査より明らかにする、２）調査を通しジェンダー課題を明らかにする、３）カテウラ出身の

わかものたちが国外の団体と連携して取り組む支援活動を分析することから、住民主体の活動

にジェンダー視点を取り入れることの困難さと可能性について考察する。 

研究方法・調査協力者・現地調査：研究方法は一次資料ならびに質的データ（ヒアリング・参

与観察等）の収集・分析である。調査協力者は、カテウラの地域住民、先住民族、学校関係

者、NPO 関係者である。現地調査は 2012 年 8 月～2018 年 3 月までの間に断続的に実施した。 

調査結果の分析・考察：パラグアイの貧困率は 2010 年：35％（絶対的貧困：19％）から 2015

年：22％（絶対的貧困：10％）に減少している。しかし、エル・ニーニョ現象によるパラグア

イ川の増水により住居を追われたカテウラの住民も多く、貧困層の生活を直撃している。調査

の結果、若年妊娠や質素な家に暮らすために起きるレイプ、ごみを収集する女性労働者の賃金

が男性労働者のそれよりも低いことなど、ジェンダー問題が明らかになった。また、カテウラ

出身のわかものたちのスラムにおける支援活動を分析することから、ジェンダー課題を一定程

度認識しつつも、プログラムにジェンダー視点を組み込むことの困難さが示された。 

本報告では、スラム住民の生活改善のためには、トップとボトムの双方からジェンダー視点

を取り入れていく重要性を改めて指摘した。 

主な引用参考文献 Thomas-Hope,Elizabeth(2015) ‘Gender, Pollution, Waste, And Waste Management’, Coles, 

Anne.et.al , The Routledge Handbook of Gender and Development, Routledge Handbook, PP. 282-292. 



仏教教学はジェンダー秩序を変えるか 

カンボジアにおけるアビダンマ学習の現場から 

 
高橋美和（実践女子大学） 

 
 本発表は、仏教教学の一つ、アビダンマ（論蔵学＝仏教哲学解釈学）学習のカンボジアでの誕生に

注目し、学習者へのインタビュー・データをもとに、この動きがカンボジアにおける従来的な仏教徒

社会のジェンダー秩序を変化させつつある現状を考察することを目的とする。 

カンボジアは上座部仏教を国教とする仏教国で、タイ、ラオス、ミャンマーとともに東南アジアの

上座部仏教圏を形成する。上座部仏教徒社会のジェンダー視点からの考察は、これまで宗教社会学や

文化人類学などの諸分野において論考が重ねられてきた。特に近年では、かつてスリランカから東南

アジアに上座部仏教が伝来した時代にすでに途絶えていたとされる比丘尼サンガ（尼僧団）の復興と

いう大きなうねりがスリランカおよびタイで起こり、研究者の注目を集めた。 

カンボジアでは今のところ比丘尼サンガ復興運動は起きておらず、現在も出家は男性のみに可能な

実践であり、女性の方は、布施行為によって出家者を支える側にあり続けるか、少数ではあるが、剃

髪し在俗の修行者（ドーンチー）として寺院住まいをするか、どちらかの実践を行っている。経典言

語であるパーリ語や経典（三蔵）の学習も、それらに基づいた一般在家に対する啓蒙活動も、もっぱ

ら出家者もしくは元出家の説法家、つまりいずれも男性にいわば独占されてきた。 

 このような状況下、2000年頃から、隣国タイでアビダンマ学を修めたカンボジア人ドーンチー2名

が帰国し、一般在家に対してアビダンマを講じ始めた。現在は首都プノンペンの名刹ソンパウミアハ

寺での毎週末の講義を中心に、複数の寺院で指導を行っている。注目すべきは、第一に、カンボジア

の出家者の間では、アビダンマは仏教大学で概要を学ぶ科目であるにすぎないことである。つまり、

上記の 2名のドーンチーがアビダンマ学をカンボジアに導入したということになる。第二に、タイの

専門学校で学べば標準で 7年半を必要とする難解なアビダンマ学を、カンボジアの中高年女性が中心

になって学んでいるという事実である。従来、中高年女性の宗教実践と言えば、布施・奉仕による積

徳行あるいは瞑想というのが一般的であった。カンボジアにおける学習所とは、タイのような学校組

織・修了試験・資格認定などは無く、純粋に学習意欲のある者が学びに集まる場である。そして第三

に、数名とはいえ、学習者に在家・出家の男性が含まれていること、である。 

 アビダンマ学の教師と主たる学習者がともに女性であるということは、教学という、これまで女性

が関わらなかった実践領域への女性の進出を意味すると同時に、仏教徒の（従来ジェンダーにもとづ

くと考えられていた）カテゴリー間の越境が生じていることを意味するのではないか。こうしたこと

を学習者への聞き取りデータを主たる材料として考察する。 



　　　　　　　　農村の助産師不足

　　　　—変容するカンボジアで出来ること 

阿部貴美子（明治学院大学社会学部付属研究所） 

【背景と目的】 

経済成長が続くカンボジアは、2000年台に入り、世界的にも非常に高かった妊産婦死亡率を大幅に

下げることに成功し、国連のミレニアム開発目標も達成した。それには、保健省が進めた施設分娩の

増加や助産師の報酬の上昇、農村部を含めた全ての保健センターへのプライマリー助産師（PMW）の配

置が貢献した。妊産婦死亡率をさらに下げるために、資格レベルの高いセカンダリー助産師（SMW）の

同様な配置が進行中である。経済成長により都市と農村の格差が広がったが、出産を扱う民間の診療

所も増え、SMW の就職先ともなる施設も増えた。一方で、女性の地位は国際的にも見ても低く、女性

はジェンダーによる問題に直面している。本研究は、SMW の農村部の公的保健センターへの定着に対

する重要な影響要因の探究を目的とした。 

【方法】 

質的調査を中心として、二段階の質的インタビュー（Nvivo 使用）と簡易な影響要因の順位づけ（参

加型農村調査手法）を実施した。第一段階インタビュー：保健センターの所長とそこで出産した女性

など（キーインフォーマント）対象、構造・深層インタビュー。第二段階インタビュー：第一段階の

結果を活用して、SMWへ深層インタビュー。SMWによる影響要因の順位づけ。 

【結果と考察】 

定着への重要な影響要因は、ジェンダー規範が色濃く反映されていた。重要な影響要因は、１）SMW

が配置後に、独身者は親と、既婚者は配偶者と一緒に住めるか、２）規範に沿った住居の確保、３）

まれにしか起こらないにも拘らず女性に対する暴力であった。これらは、報酬や職場の物理的環境よ

りも重要度が高かった。SMW はジェンダー規範に従って行動し、職場の人々などもジェンダー規範も

従い、SMW がそう出来るよう自主的に支援していた。１）が出来ない場合に異動（定着の終わり）し

た SMW の例や SMW の今後の異動希望が報告された。SMW を支援する人々は異動を受容した。SMW の配

置促進をする政策とは矛盾する事態が起きていたが、一般の保健人材政策では、ジェンダー規範に対

抗することは難しい。配置された SMWへの住宅手当（現物か現金）が、配置による負担を軽減するで

あろう。SMWは、「エリート女性」ではあるが、農村部の忙しくない労働環境で、親からの生活面で助

けも受けながら働きたいという志向も認められ、ジェンダー規範を利用している面もある。一方で、

貧困な農村では、女性が親元あるいは夫や子どもから離れて出稼ぎして工場労働する事例が増え、カ

ンボジアのジェンダー規範適用のダブル・スタンダードが見てとれる。しかし、彼女らは、労働の場

では依然 intersectionality に直面している。 
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米国のコムストック法と産児調節運動 

 

 

横山美和（お茶の水女子大学基幹研究院） 

 

 本報告は、米国におけるコムストック法と産児調節運動の関係について考察するものである。 

コムストック法とは、1873年に成立した「不道徳な用途の卑猥な文献および記事の取引、流通を禁止する

法律（An Act for the Suppression of Trade in, and Circulation of Obscene Literature and Articles of 

Immoral Use）」の通称である。社会運動家のアンソニー・コムストックが成立に尽力したことからこう呼

ばれる。同法は米国全土におよぶ郵便法であり、主に避妊や中絶に関する情報が含まれる資料を郵送するこ

とを不可能にした。この法律のために、郵政省は郵便物の中身を検閲することが可能になった。コムストッ

クは郵政省の特別職員に任命され、精力的に取り締まりを行い続々と逮捕者を出した。州によっては、同法

の州版を策定し、州法によっても取り締まりを行っていた。したがって、産児調節運動家らにとっては同法

は大きな悩みの種であった。 

米国の先行研究においては、コムストック法と産児調節に関する記述は多数見られ、特に産児調節運動家

マーガレット・サンガーに関する先行研究で論じられるものの、州レベルの運動団体と産児調節運動家との

関係において本格的に議論したものは管見では見当たらない。日本においてはごく短くコムストック法に触

れるにとどまっている。本報告では、マサチューセッツ州の産児調節運動団体がコムストック法をどのよう

に見ていたかを、史料から明らかにし考察する。 

報告者が史料調査を行ったマサチューセッツ州では、「貞操、風紀、品位、および秩序に反する犯罪（; 以

下州法）」という、いわばコムストック法の州版といえる法律を制定し、避妊具の販売、貸与、譲渡、展示を

禁じた。ブランシュ・エイムズ・エイムズ率いるマサチューセッツ産児調節連盟やマサチューセッツ家族計

画連盟は、丹念に州法やコムストック法に関する研究を行っているが、同法の強固さに苦労した跡がうかが

える。報告者のこれまでの研究で、荻野式の米国への普及が、コムストック法や州法を事実上弱体化させる

きっかけのひとつとなったのではないかと考えている。最終的にはサンガーらが、1936年、日本から輸入し

たペッサリーをめぐる裁判に勝ち、同法の避妊に関する部分が修正された。 

今後の課題として、さらに史料を収集し丁寧にサンガーとマサチューセッツ州の運動の関係を見たい。 

【参考文献】 

The Margaret Sanger Papers Project 2011. “Tracing One Package—The Case that Legalized Birth Control.” Newsletter #59. 

https://www.nyu.edu/projects/sanger/articles/tracing_one_package.php.  

Margaret A. Blanchard, “The American Urge to Censor: Freedom of Expression Versus the Desire to Sanitize Society - 

From Anthony Comstock to 2 Live Crew,” 33 Wm. & Mary L. Rev. 741 (1992), 

http://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol33/iss3/4.     本報告はJSPS科研費16K16671の助成を受けたものである。 
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ジェンダー平等社会へのアプローチ	

スウェーデン、フランス、日本の比較	

 
三枝麻由美（名古屋大学）	

 
本研究の背景と目的	

1990 年代中旬以降、ジェンダー・ポリティクスのパラダイム・シフトが起きている。特に冷戦以後、

ジェンダー平等はグローバル社会の重要な項⽬として位置付けられ、各国はジェンダー格差の解消の

ために抜本的な変⾰が求められている。本研究では、近年のジェンダー・ポリティクスの変容に対し

て、異なる対応を⾒せた３カ国（スウェーデン、フランス、⽇本）を⽐較分析し、対応の相違がなぜ

⽣まれるのか、またどの対応が最もジェンダー平等を進めているのかを検証し、また⽇本が今後どの

ような施策をとるべきかについて検討する。	

分析	

 ジェンダー間格差解消のために、これまで機会均等を推進する法整備や施策が進められてきたが、

⼀向に解消されないジェンダー間格差に対して、1990 年代以降はもっと抜本的な変⾰を迫る声が⼥

性たちからあげられた。その変⾰の新しい⼿法が、ジェンダー主流化とポジティブ・アクションであ

る。ジェンダー主流化とは、あらゆる分野やレベルで、⼥性の地位向上を促進する効果的な施策を導

⼊することであり、ジェンダーの視点をすべてにくまなく広げることを⽬的としている。ポジティブ・

アクションは、ジェンダー間格差を解消するための積極的差別是正措置のことであり、政治や経済の

分野で⼥性に⼀定程度の割り当てを設けるクオータがその代表例である。国際的にみて、ジェンダー

平等が進んでいる北欧諸国がジェンダー主流化に熱⼼であり、その代表がスウェーデンである。他⽅、

これまで⼥性の活躍が先進国の中で遅れていたフランスは、ポジティブ・アクションを選び、クオー

タという⼥性への⼀定割合を超えて、パリテというとくに政治分野における男⼥同数の実現に向けて、

ジェンダーの不平等を解消する取組を⾏っている。⽇本は、ジェンダー主流化およびポジティブ・ア

クションの混合型タイプに属するが、どちらの政策も強制⼒が乏しいのが特徴である。 

 この３カ国のジェンダーギャップ指数の過去 10 年間の推移を⽐較すると、フランスが⼤きく数値

を伸ばし、スウェーデンおよび⽇本は変動がほぼゼロの状態であることがわかる。このことから、強

制⼒を持ったポジティブ・アクションを積極的に多⽤しているフランスが、近年ジェンダー平等に向

けて⼤きく前進していることがわかる。反対に、これまでジェンダー平等の最先進国であったスウェ

ーデンが、この 10 年間、ジェンダー平等レベルが停滞している。⽇本は、いろいろな政策や試みが

導⼊されていても、そのほとんどが強制⼒がないことや、他国がもっと加速してジェンダー平等を推

進しているために、ジェンダー平等後進国から脱却ができていないことがわかる。 

	



日本におけるトラフィッキング概念の形成と運動の検討 

――アメリカとの比較から 

 
佐々木綾子（千葉大学） 

大野聖良（お茶の水大学グローバルリーダーシップ研究所） 
 

日本の「トラフィッキング」（人身売買・人身取引）概念は 1980 年代の「ジャパゆきさん」現象に

元をたどることができる。当時、風俗・性風俗産業に従事する東・東南アジア女性は「ジャパゆきさ

ん」と呼ばれ、不法就労者の問題とみなされてきたが、1990 年代には女性たちを支援する草の根支

援組織によって、「ジャパゆきさん」と名指されていた外国籍女性の強制売春が「人身売買」として日

本社会で可視化された。2000 年代に入ると、国際社会や米国務省からの外圧を受けながら、日本政

府は「人身取引」を政策課題化するが、草の根支援組織や NGO の役割は過小評価され、政策策定・

運用から実質的に排除されてしまった。結果、市民運動は「人身取引」概念を拡張させ、2018 年現

在、「人身取引」の焦点は外国籍女性の強制売春から、技能実習生や留学生への労働搾取や日本人若年

女性を対象とした性的搾取（JK ビジネス、AV 強制出演問題）へと移行し、それらは政策にも大きな

影響を及ぼしている。 

一方、アメリカにおけるトラフィッキング概念の形成過程では、政策立案と市民活動において、各々

異なる力が影響を及ぼしてきた。1990 年代後半から 2000 年初頭における政策立案の過程では、日本

と同様にキリスト教ベースの廃娼主義的発想や「女性に対する暴力」概念が大きく作用し、女性の性

的搾取を意味する「白人奴隷制」言説の延長線上で「現代奴隷制」としてトラフィッキングが議論さ

れ、しばしば女性の性的搾取の問題として扱われた。他方、市民活動においては、初期に発見された

大規模なケースが労働搾取被害であったこと、エスニックコミュニティが中心となってケースの「ト

ラフィッキング」としての問題化を担ったことから、女性団体と労働団体、さらには人権団体が「移

民コミュニティ」を通して連携することを可能とし、全米の反人身売買ネットワークや全米被害者ネ

ットワークの構築にも大きな影響を及ぼした。この動きは、当時、世界各国のトラフィッキングを含

む奴隷的慣行を調査しまとめたケビン・ベイルズが提示する「人種問題でも女性問題でもない現代奴

隷制」という認識にも大きく影響され、現在の政策の在り様をも支えている。 

本稿では、文献調査および NGO への参与観察を通じて、日米双方の「人身取引（人身売買）」概念

とその市民活動・運動の変遷を概観・比較することで、現在までの日本における人身取引廃絶を目指

す市民活動・運動の到達点・限界点を見出すことを目的する。性的搾取被害については「日本人女性

被害者」が多くを占め、労働搾取被害については「トラフィッキング」ではなく「外国人労働者問題」

として分類され続ける日本の現状について、女性運動と労働運動の双方における「外国人」の周縁化

という点から検討したい。 



「戦う美少女」とミリタリーカルチャー 

―『ガールズ&パンツァー』を事例として― 

関根里奈子（一橋大学大学院） 

第二次世界大戦以降、敗戦国である日本は徹底的に脱軍事化されることとなり、平和主義を掲げる

「戦争をしない国家」においてミリタリーはタブー視される傾向にあったが(Frühstück 2007=2008)、

戦後の大衆文化においては「戦争」そのものや他者との「戦い」は複雑な道筋を辿りつつも表象され

続けてきた（中編 2004、吉村・福間 2006、好井 2007、山本 2015、森下 2016、伊藤 2017 等）。た

だし、例えば『機動戦士ガンダム』のような戦いの物語で表象されるのは主に男性であり、女性は男

性たちの戦いを支える立場として描かれることがほとんどであった。それは「戦争」が男性の領域と

されてきた所産であり、伊藤公雄（2004）が述べるように、「戦争や戦闘の魅力に誘引されるという要

素」を有した「ミリタリー・カルチャー（戦争や軍事にかかわる文化）」（高橋 1982）が主として「男

の子文化」とされてきたことに起因する。近代総力戦においても女性は「戦い」の主体としては見な

されず、守られるものであり、銃後で家庭を守るものとされてきた。この実態が、戦後のミリタリー・

カルチャーの中にも息づいていたと言える。

しかしながら、現代のサブカルチャーにあっては戦いのイメージはもはや男性に限定されたもので

はない。漫画やアニメーションにおける「戦う（美）少女」の表象はとどまることを知らず（村瀬 2000、

斎藤美奈子 2001、斎藤環 2006、蔓葉 2010 等）、少女が戦いの主体となる作品は数多く存在する。そ

れこそ古くは戦う男性たちのそばに寄り添う女性が描かれる『宇宙戦艦ヤマト』や『機動戦士ガンダ

ム』から始まるが、女性自身が戦う主体となりはじめる『美少女戦士セーラームーン』、『新世紀エヴ

ァンゲリオン』、『少女革命ウテナ』、2000 年以降であれば『ふたりはプリキュア』、『ガールズ&パンツ

ァー』など人気を博してきた作品は枚挙にいとまがない。表象のされ方や戦い方こそ多様だが、女性

を戦いの主体として描く作品は数多く存在する。それどころか近年では地方自衛隊のリクルートポス

ターに美少女アニメキャラクターが用いられるなど、かつてでは考えられないほど「（美）少女」と

「戦い」、「ミリタリー」は親和性の高いものとして表象される傾向があるように思える。今となって

は「萌えミリ（萌え＝美少女とミリタリーをかけあわせたもの）」という言葉ができているほどだ。 

戦う（美）少女にどのような意味が見出せるか。そして、彼女たちはどのような意図・思惑で生み

出されるのか。最後に、彼女たちはどのように受容されているのか。本報告では、近年頻繁に目にす

るようになった「日常系アニメ」と「戦う（美）少女」の取り合わせを体現する『ガールズ&パンツァ

ー』に焦点化し、作品そのもの、作品の生産者、作品の受容者のそれぞれにアプローチしていく。そ

うすることで、現代の「（美）少女×ミリタリー」表象に複雑に織り込まれた、「ジェンダー」と「戦

争のリアリティ」、「軍事化」(Enloe 2000=2006)の問題の一端を紐解いていくことを試みる。 
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女性教員のキャリア形成をめぐる教員育成のスタンダード化政策の課題	

木村育恵（北海道教育大学）・河野銀子（山形大学）・田口久美子（和洋女子大学）・	

池上徹（関西福祉科学大学）・跡部千慧（静岡大学）・高野良子（植草学園大学）・	

村上郷子（法政大学）・井上いずみ（公立学校教員）	

問題の所在と研究の目的	

「女性活躍推進法」関連の重点方針や中央教育審議会 2015 年答申に女性を管理職に促す取組が明

記されるなど，教員のキャリア形成に関する制度改革は今日，急速に進行している。教員のキャリア

形成については，これまでの研究で，人事異動を「一任」することで管理職に導かれていく「一任シ

ステム」の文化様式の存在を見出してきた（高野ほか 2013，木村ほか 2014 等）。このシステムには，

一任プロセスが見えにくい点や一任できるか否かを個人の調整に委ねるという点に問題があるもの

の，校長らが教員個々の能力や人柄等を見定め，かれらのキャリア形成を支える柔軟性や自律性があ

り，これによって女性教員が管理職への道を歩んできた面もある。	

教員らの手によって形作られてきたキャリア形成のありようは，「女性の活躍」を謳いつつ進行す

る昨今の改革の中で大きく様変わりしはじめている。その特徴は，教員のキャリア形成や管理職育成

の要件や評価基準，方法を，行政主導で一元的に標準化する方向で進めている点にある（子安 2017）。	

注目すべきは中教審 2015 年答申で新たに打ち出された「教員育成指標」である。「教員育成指標」

とは，「教育公務員特例法の一部を改正する法律」（2017 年 4 月施行）に伴い、都道府県等教育委員会

に「向上を図るべき校長及び教員としての資質に関する指標を定める」ことが義務づけられたもので

ある。指標を策定する際は，「校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針」

（2017 年文部科学省告示）を参酌し，都道府県等がスタンダードを作成することになる。	

見えやすい指標を策定し研修を組み込む一連のスタンダード化政策は女性教員のキャリア形成に

どう機能するだろうか。管理職に向けたキャリア形成が誰にも開かれた公平公正にみえる一方，規格

化されたキャリアパタンに沿って定められた時期に示された資質能力を獲得できる者しかすくい上

げず，出産や育児等の多様性や，それらに伴うキャリアの停滞や中断を一切無視した「システム内在

的差別」（河上 1990）として機能する懸念もある（木村・河野 2017）。	

そこで本研究は，教員育成のスタンダード化が女性教員のキャリア形成に与える影響を検討するこ

とを目的とする。	

研究方法	

	 分析対象は，独立行政法人教職員支援機構（http://www.nits.go.jp/）が公表している「教員育成

指標」とし，各県の 1.指標・項目の数,	2.ライフステージ区分,	3.目指す教師像を中心に検討する。

発表では，「教員育成指標」の分析からみえる課題について報告する。	
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PTA 活動における母親役割意識、規範意識と“やりがい搾取”	

ネット調査とインタビュー調査より

竹下美穂（東京女子大学）	

PTA 活動の参加実態と母親役割規範	

本稿は、2014 年から 2017 年にかけて行なった調査1に基づく論考に、インタビュー調査を加え具

体的な活動についての個人的経験からまとめた。	 	

	 日本における PTA 活動は、学校と家庭が共同で地域の子どもの教育を担う役割を果たすために設

立された。近年メディアなどで大きく取り上げられている通り、公立小学校における保護者の参加、

半ば強制的な PTA 加入(自動入会)や新年度に保護者同士で委員を押し付けあう実態などは当初の設

立主旨からも働く親世代の実状からも乖離している。このような問題意識を背景に、ネット調査で

は公立小学校 PTA 活動の実質的主体となっている母親について調査した。2016 年の調査では、役員

経験者、未経験者共に PTA 活動の意義は概ね認めてはいるものの参加態度は消極的であることが示

された。係担当者の出校回数や実際に担っている役職はさほど格差がないにも関わらず、いわゆる

「専業主婦 VS ワーキングマザー」といった対立や不満は存在している。また負担の公平性の担保を

厳しく求めるのは専業主婦女性、ワーキングマザー女性とも同様である。2	

PTA 活動積極派の頑張りと“やりがい”：インタビュー調査より	

ネット調査で明らかになったのは、消極的な PTA への参加は専業主婦もワーキングマザーも同じ

ように多いという点であった。一方で結果として現在も PTA 活動は継続されていることからも明ら

かなように、積極的に PTA 活動へ身を投じることで子どもと地域と学校に関わりを深め、その経験

から自らのキャリアや生活を豊かにしている女性も一定数存在する。インタビュー調査では、いわ

ゆる「執行部」「運営」「本部」と言われる PTA 活動における元締め的役割を引き受けた女性が、自

らの積極性により PTA 活動を変革したり自分のキャリアパスの中に PTA 活動を取り込むことに成功

した経緯について明らかにした。	

地域コミュニティーの変化、教員の「働き方改革」、PTA 活動への父親の主体的参加、「専業主婦」

の減少と「親」の多様化などといった今後の PTA 活動のみならず今後の公立学校を取り巻く課題に

対して「消極的参加層」と「積極的参加層」との協働について考察したい。	

1	調査は東京女子大学女性学研究所プロジェクト研究(2014〜2016 年度)の助成を受け、有馬明恵、

下島裕美と共同研究として実施。	
2	有馬明恵他「東京女子大学女性学研究所	Women’s	Studies 研究報告 39	母親役割を強化する装置

としての公立学校の PTA 活動」	

個人発表＜第3グループ＞ 9月2日（日）9:30～12:30【340】

27



日本における女性の IT 技術者(1970 年代～2010 年代) 

――何故、女性の IT 技術者は増えないか―― 

小林 三津子（城西国際大学大学院博士後期課程(2018 年 3 月修了)) 

女性の IT 技術者の推移 

日本の IT 産業は、1970 年代には将来性のある新しい産業と認識されていた。1970 年代は男女雇

用機会均等法施行(1986 年)以前という制約はあったものの、IT 産業の中には男女に均等な機会を提

供する企業もあり、少数であるがその後の女性リーダーを輩出した。IT 技術者の女性比率は 1980

年まで 10%に満たなかったが、1980 年代に急増し、1990 年には 16.2%となった。ところが 1990 年代

前半に、IT 産業は技術転換とともに産業構造の転換が起こり、女性 IT 技術者の増加も停滞した。 

IT 技術者の女性比率は 1995 年に 13.7%に、2005 年には 12.4%に落ち込み、その後は徐々に回復した

が、2015 年にようやく 13.1%(IT 技術者全体は約 104.5 万人、うち女性は約 13.7 万人)であった。 

1990 年代前半の減少の原因 

1990 年代前半には、ダウンサイジング（大型コンピュータから UNIX やパーソなるコンピュータな

どへの小型化）により IT 技術者に求められる技術が変化し、複数の企業で退職勧奨が行われた。そ

れらは女性の IT 技術者には男性に比べてより強い影響を及ぼし、女性比率の減少をもたらした。そ

の原因としては、企業の均等施策が不十分であり、女性の IT 技術者に対する育成や処遇が適切でな

かったためであると考えられる。 

2000 年代以降増加が停滞している原因 

育児・介護休業法の施行などの両立支援施策が充実し始めた 2000 年以降も女性 IT 技術者の増加

は停滞している。その原因としては、（これは IT 技術者以外の女性雇用者にも共通の問題であるが）

企業の両立支援施策が充実しても、それを利用することによるキャリアへの影響が考慮されないこ

とが挙げられる。また、アンケート等で示される女性の IT 技術者の仕事に対する満足度は高いが、

潜在的な不満があり、それが退職につながってきたと考えられる。さらに IT 産業はブラックという

イメージが広まり、女性の側からも敬遠されるようになった。また、IT 産業は技術革新の速い業界

であり、出産等により退職した女性の再参入の実績は少ない。 

どうすれば増えるか ――事例からの示唆 

根本的には、企業のワークライフバランス施策が充実し、それが男女ともに遍く利用されるよう

になることが重要である。また、筆者の聞き取り調査によれば、他職種から IT 技術者への中途参入

の例や、他の職種に転職しても IT 技術者としての経験が活かされている例があった。これらは女性

の技術者の中途参入や再参入によって女性の IT 技術者の増加につながる可能性を示すものである。 

個人発表＜第3グループ＞ 9月2日（日）9:30～12:30【340】

28



在日米軍と共に生きる――沖縄の基地で働く女性たち 

 
ノーラ・ ワイネク （一橋大学） 

 

沖縄の米軍基地は、1972 年の復帰以後今日にいたるまで、日本の政治を左右する重大事

であり続けてきた。しかし、ニュースでときおり、目にする事故や事件、あるいは基地移設反対

運動を通じてしか基地を知らない人々にとって、「基地と共に生きる」という経験がいかなるもの

であるのかはおそらく想像しがたいことであろう。 

本研究は、「在日米軍と共に生きる」という経験を、軍事化されジェンダー化された沖縄社会

において、基地従業員として働く女性たちの視点から描き出すものである。米軍基地が女性た

ちにもたらす両義的な感情と経験に注意を払いつつ、彼女たちが基地とのかかわりの中で抑

圧と解放の両面をあわせもちながら日常のなかで軍事化されていくプロセスを、10 人の語りを

用いて分析する。 

「在日米軍と共に生きる」彼女たちは、軍事化されジェンダー化された構造に従順なだけの

犠牲者として存在するのではない。基地従業員女性とは、自らの社会的地位と経済的状況を

改善しようとし、時に小さな抵抗の実践を示す紛れもない能動的な行為者なのである。それは

また、沖縄社会における不平等なジェンダー構造からの解放を求める彼女たちが、在日米軍

の協力者として生きていくことを選びとり、ジェンダー化された軍事化の抑圧的な構造を自ら再

生産することでもあった。 

基地従業員たちは米軍からも沖縄社会からも監視されており、個人の自由な意見を表明す

ることが困難な立場におかれている。そのような中、10 人の基地従業員女性たちがインタビュ

ーに応じてくれたことで、多くの新たな発見があった。「個人的なことは国際的なこと」の言葉の

通り、彼女たちが抱いていたさまざまな両義的感情――基地へのあこがれと不満、基地従業

員女性としてのステイタスとスティグマ、兵士への恐怖と敬意、基地のない沖縄への不安と希

望――は、沖縄と米軍とのアンビバレントな関係それ自体を映し出すものであった。「在日米

軍と共に生きる」彼女たちの語りは、ジェンダー化された軍事化の複雑な様相についてわたし

たちに多くを教えてくれるのである。 

 



日本の女性と日々の暮らし（1965‐95） 

――女性は財の保有程度をどうとらえていたか 

対馬順子（リーズ大学、Centre for Interdisciplinary Gender Studies） 

経済好況期、世帯収入が全体的に増加し、生活水準が上昇するにつれて、社会階層の中間に属する

と判断する国民の割合が著しく増加した。国民生活に関する世論調査の結果から、国民全体の８割以

上が１９６５年から１９９５年の間中間の階層に属すると認識し、なかでも「中の中」と自己判断す

る女性の割合が、わずかながら男性よりも高いことが判明した。この結果に至る背景には、以下の事

柄が強い影響を及ぼしてると思われる。日本女性の平均寿命の増加と合計特殊出生率の低下にともな

い、多くの既婚女性が育児の傍ら再び就業する意思を持つようになった。その後、国民全体の生活水

準が向上するにつれて、妻の収入が家計所得に占める割合が漸増し、さらに自身の職業階層を意識す

る女性の割合が上昇し始めた。これらの事柄は、既婚女性が家族の一員であるのみならず、自身の収

入と職業に相応した独自の生活意識を持つようになったことを示唆していると思われる。 

私個人の聞き取り調査、財の保有程度の女性の認識において、調査者全般に極めて共通する点を見

出した。財の保有が人並み程度であることを受け入れて、それ以上の保有は望まないというもので、

職業、雇用形態、年齢、居住地域と有配偶か否かによる差異とは無関係である。しかし、東京都およ

びその周辺に居住する多くの女性が、隣人と財の保有程度を特に比較せざるを得ない状況に置かれて

いることは否めない。それでも、私が調査した女性に関しては、周囲の財の保有程度にこだわる態度

には惑わされない傾向にあることを確認した。また、財の保有程度の認識について、世代間に差違が

あり、50歳以下の女性には家財を人並み以上に保有するという意思も、自身が育った家庭以上に保有

しようとする傾向もみられなかった。このことは、おそらく両親の家庭の生活水準がすでに一定のレ

ベルに達したと各々が思っていることを示唆している。現代の日本における中間層の拡大は、総じて

財の保有程度の全体的な向上に起因するといえる。経済の発展とともにサラリーマン世帯が増加し、

新しい中間の階層が増大して行く過程で、何割かの人々は所得の増加とともに、人並み以上の財を保

有しようとする傾向にあったかもしれない。しかし、全般においては、世帯間に極端な財の保有程度

の差異をもたらさなかったとの結論に至る。 
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トランスジェンダーのパス実践を読み直す	

「リードされる」という抵抗の可能性	

	

田中	 恵（一橋大学大学院）	

	

	 本報告では、トランスジェンダー当事者によるパス実践をジュディス・バトラーによる「主体化

＝服従化」の議論に依拠しながら分析し、そこに生じうる抵抗の可能性を示すことを試みる。	

	 トランスジェンダーに関する問題は，日本においても 1990 年代以降、性別適合手術の実施や戸籍

上の性別の変更など、医療面と制度面双方での取り組みがなされてきており、いまだ不十分な点が

あるとはいえ、一定の進展を見せてきたといえる。一方で、そうした「進展」は、性別に対して何

らかの違和を抱くという個々人の心的・身体的状態が孕む複雑な様相を「性同一性障害」として一

枚岩的に病理化するという功罪となるばかりか、そうして医療的・法的措置がなされたことで問題

が一定程度あるいは完全に「解決」されているのだという錯覚や誤解をも生じさせうる。そうした

認識は当事者の日々の経験を埋没させ、そこに働いている権力を不可視化してしまう。	

	 また、トランスジェンダーに関する研究には蓄積がなされてきてはいるが、理論的な分析を行っ

ているものはそれほど多くない。加えて、パス実践はもっぱら当事者の経験、それも特に困難や不

都合な経験の一つとして言及され、その実践のもつダイナミズムを詳細に取り扱うものはあまり見

られない。しかしながら、パス実践が、自身の望む性別に見られる、もしくは見られないようにす

る、という身体実践であるならば、その実践はまさにジェンダーの規範を可能にする／によって可

能にされる権力と主体性、またそれに対する抵抗が交錯するようなアリーナであり、その詳細を描

きだし、分析することは、ジェンダーを問い直す糸口の一つとなりうるのではないだろうか。	

	 こうした問題意識に基づいて、本報告では、①トランスジェンダーによるパス実践における葛藤

を当事者の語りから描きだし、②それを「主体化＝服従化」の定式に依拠して理論的に分析し、さ

らに、③その実践における「失敗」としての「リードされる」ことの読み直しに抵抗の契機があり

うることを提示するという 3 点を主要な目的とする。具体的には、FtM トランスジェンダー当事者 2

名の語りから、当事者が性別二元論や異性愛主義といったジェンダー規範を強化するような身ぶり

に葛藤しながらも、「男」であろうとするために際限ないパス実践に強迫的に自身を追い込んでいく

ような「主体化＝服従化」の過程を分析する。それをふまえたうえで、そのような実践において従

来「失敗」として忌避されるべきはずの「リードされる」（提示しようとしている性別ではないと見

破られる）ことを読み直すことで可能になる、規範への服従に対する距離と、既存のジェンダー規

範への撹乱という抵抗の可能性を検討する。	

個人発表＜第4グループ＞ 9月2日（日）9:30～12:30【342】

31



女性の抱える問題に対応したメンタルヘルス支援 

社会モデルの視点から 

 

鴨澤小織（日本大学） 

 

問題の所在 

世界保健機構（WHO）は、「健康」には精神的に満たされた状態（mental well-being）が不可欠であ

り、そのために予防、ケア、リカバリーの促進、保健医療と社会的ニーズを考慮した総合的な視点を

重視、またライフコース全段階を支援することを目標としている。さらに、女性の健康にとって貧困、

DV、過剰労動とストレス関連の精神障害は社会にとって大きな問題であり、女性の社会モデル支援

の重要性を訴えている１）。 

日本では、気分障害（躁うつを含む）として医療機関で治療を受けた人数は 111.6万人、うち女性が

70 万人と男性と比べて約 1.67 倍多く、さらにいずれの年齢層でも女性のほうが患者数は多い２）。一

方、様々な理由から困難を抱えた女性への社会的支援としての公的な女性支援は、売春防止法と DV

法を根拠とし、支援ニーズに対応できているとは言い難く、民間の支援に頼っている。 

目的 

日本では、平成 30 年 7 月に厚生労働省子ども家庭局が第一回「困難な問題を抱える女性への支援

のあり方に関する検討会」として、婦人保護事業のあり方の見直しが始まった。しかし対象となる女

性の範囲も明確でないことから実態把握が重要である。では、困難な状態に陥った女性たちがどのよ

うな支援を求め、また支援は機能しているのか、質的インタビューを通し、女性福祉の視点から社会

モデルの支援を見直したい。 

方法 

 精神的困難な経験のある女性へのインタビュー、関連機関へのインタビュー調査。 

結果と考察 

問題の多くが家族と関係があり、外にその問題を語ることに抵抗感が強い。そして一人で深刻に悩

み外に支援を求めない。最終的に精神的健康を損ねたり、アルコール依存、摂食障害などで医療モデ

ルにつながる。そこでも根本的な問題への支援を受けることがない。女性の精神的困難な状況の要因

は単一ではなく、人生全般に様々な状況があることから、ライフコース全般への多様で総合的な社会

モデルの支援として、医療、福祉の連携や民間、公的支援の充実が求められる。 

参考文献 

1)「メンタルヘルスアクションプラン 2013-2020」(2013) 世界保健機構（WHO）  

2)「患者調査」(2014) 厚生労働省 
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エンパワーメントの多様な型についての考察 

―女性農業者の事例より― 

 

金杉 範子（城西国際大学大学院博士課程満期退学） 

 

問いと仮説 

2018年 3月に NYで開催された CSW（国連女性の地位委員会）では、女性農業者の地位向上とエンパ

ワーメントが主要な課題として討議された。日本国内では、1992年の「農山漁村の女性に関する中長

期ビジョン」策定以降今日まで、政治的・経済的・社会的参画を実現する女性農業者が増えつつあり、

女性農業者の活躍が求められている。女性農業者のエンパワーメントとして、経営者、農業委員、何

某かの会長となった女性や表彰を受けた女性など、発展段階的な成長や目に見える形での成功を取り

上げる傾向にある。それに対して、筆者は「女性農業者のエンパワーメントは、多様な型が多種存在

するのではないか」と考える。なぜなら、女性農業者一人ひとりに聴き取りをすると、そこには様々

な生き方があり、発展段階的な過程を経て達成されていくかに見えるものも、実際は順風満帆なもの

ばかりではないと感ずるからである。 

そこで、筆者は以下 3つの仮説を立て、その検証を行うこととした。すなわち、仮説①は「エンパ

ワーメントの型を捉える前提として、個々人の多種多様な人生がある」こと、仮説②は「個々人の人

生の過程には、休止・停滞・不参加・沈黙といった一見エンパワーメントの阻害要因となりうるもの

も含まれる」こと、仮説③は「エンパワーメントの型には発展段階型に加えて、螺旋型、凹凸型など

の多様性がありうる」ことである。女性農業者の生き方は、わたしたちにエンパワーメント（力を得

る/つけること）の意義と課題を提示するものと考える。 

仮説の検証と本報告の結論 

仮説の検証のため、女性農業者の語り（８事例）をもとに分析と考察を行った。その結果、以下が実

証された。まず、女性農業者の生き方は多種多様であった。次に、女性農業者の人生にはそれぞれ順

風満帆な時、逆境の時があり、活動を休止・中断せざるを得ない諸状況や自分の意思を他者に対して

表明しない不参加や沈黙の状態があった。さらに、女性農業者各自の自己修養（気づきや学び）、経済

的自立への歩み、政治的・社会的参画への挑戦などは、発展段階的、螺旋状的、凹凸的様相を示しつ

つ多様な型を形成している、という結果を得た。 

本報告における事例は、わずかに 8 例にすぎない。しかし、女性農業者各自の個別性に注目し、そ

の語りから力を得る/つける過程を抽出していくことで、女性農業者のエンパワーメントの多様な型

を提示することが可能になると考える。それは、女性農業者の置かれた環境や状況に即したエンパワ

ーメントの過程と内容を考えていく端緒となるのではないだろうか。 
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移住女性労働者の組織化と SDGｓ 

―フィリピン出身香港家事労働者の事例から  

                                       

 佐伯芳子（東京女子大学） 

 

１．研究目的と背景 

 「移住するのはジョークではない。チャンスとリスクが伴うi」と言われるように、移住女性労働

者は移住先で多くの困難に直面する。移住女性労働者の人権と安全を守るためには、SDGｓが掲げる

ジェンダー平等の実現や移住者の安全に関して先進国と途上国の国際協力という視点での対応が重

要である。移住女性労働者のトランスナショナルなシティズンシップとは、送出国と受入国の双方

でその権利がいかに保障されるかということである。本報告では、移住女性労働者を支援する労働

組合の活動が国家の政策（シティズンシップの保障）に影響を与えうる点に注目する。 

そのため本報告では、SDGｓのステークホルダーのひとつとして労働組合を位置づけ、香港のフィ

リピン出身家事労働者の労働組合（PLU-HK）の組織化活動事例から、送出国フィリピンの労働組合

（SENTRO）や受入国香港の労働組合（FADWU）等との協力関係が恒常的に存在していることを示す。

同事例は、日本の移住女性労働者の権利を発展させていくために、彼女らのエンパワーメントを支

援する上での労働組合等による組織化の必要性を示唆するものである。 

２．調査データ 

 フィリピン研究調査（2017年 11月 27日～12月 2日）：SENTRO（Center of United and Progressive 

Workers）を中心に聞き取り調査。Progressive Labor Union of domestic Workers HongKong（PLU-HK）

とのスカイプ会議（11月 29日：SENTRO事務所）、シーラー委員長（フィリピンから派遣されたオル

グ）、マルーシャーさん（香港の家事労働者出身の役員）との懇談記録と PLU発行パンフレット。 

３．香港の PLUの活動 

 SENTRO（2013 年設立）の前身が 2006 年国外で働いている人を組織化するプロジェクトを創り、

香港が第 1候補になった。香港政府が労働組合を認めているので組合にしようということになり、

2012年に労働組合を設立し登録した。また、香港家事労働者連盟（FADWU）にも加入している。 

活動の中心は教育活動で組合加入を促すリーフレットなどを作成し、教会・公園・地下鉄・バス

など家事労働者が集まるところで配布している。2016年に移住の際に家事労働者が仲介業者に払う

費用について調査を行った。フィリピンで違法な仲介料金を支払ったうえに、香港の職業安定所に

さらに料金を払っている実態が明らかになった。この調査には地元の FADWUが全面的に協力した。

香港当局もこの結果を重視し、新たに罰則つきでの労働行動規範の立法化が進められている。 

                            
i  CMA（フィリピン NGO）の代表者の発言から（2017.11.28 訪問）。 



女性による防災活動の進展 

地域コミュニティの防災体制類型に着目して 

 

池田恵子（静岡大学） 

 

東日本大震災（2011 年）を契機に、女性による防災活動が活発化している。災害時の被災の困難や

復興ニーズにジェンダーが深くかかわっていることが改めて明らかになるにつれ、女性が防災・災害

対応の現場と方針決定に参画することの必要性が認識されるようになった。また、「仙台防災枠組

2015-2030」（2015 年）や「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」（内閣府男女共同参画

局、2013 年）などで、防災・復興の主体として女性のリーダーシップとエンパワーメントが重視され

ていることもこの動きを後押し、行政による施策として女性による防災活動が展開することとなった。 

女性による防災活動は、多岐にわたるテーマを含み、活動の形態も多様である。しかし、顕著な活

動やその成果が散発的に紹介されているだけで、活動内容の実態や成果・課題を把握する調査研究は

行われていない。とりわけ地域コミュニティの防災体制にジェンダー視点を組み込むという点で、ど

の程度成果を収めているのか、体系的な実態把握は行われてこなかった。 

全国的な傾向として、地域コミュニティの防災体制を担う自主防災組織は、自治会・町内会などの

地域組織を基盤とした「自治会町内会単独依存型」が一般的である。しかし、地域組織自体が、担い

手の高齢化と地域離れから硬直化・弱体化しつつあるうえ、強固な性別役割分担が見られ、女性は役

職から排除されている。それゆえ、防災活動を行いたい女性が多く存在する一方で、女性が防災の担

い手として地域コミュニティに受け入れられ、ジェンダーの視点による防災体制が十分機能するには、

相当の困難があると観察されている。一方、近年は、テーマ型市民活動団体、自治会、福祉・教育団

体など多様な主体からなる「防災まちづくり型」（宮城県仙台市、兵庫県神戸市など）の自主防災組織

が現れており、性別、年齢、立場が多様な住民が協働できる事例が報告されている。 

本報告では、静岡市（自治会町内会依存型）と仙台市（防災まちづくり型）の比較を通して、地域

コミュニティの防災体制の類型別に、女性の参画の状況や成果・課題がどのように異なるか検討する。

そして、ジェンダーの視点を反映させやすい地域コミュニティの防災体制とは何かを検討する材料と

する。今後、インタビュー調査（地域で防災活動を担う住民男女、行政、男女共同参画センターなど）

を実施するための予備調査として、インターネット検索結果に基づき、静岡市および仙台市における

女性による防災活動の実施状況の傾向を報告する。 

 

※本報告は、科学研究費補助金基盤研究（C）（平成 29-31年度）「女性の参画で巨大地震に備える―

静岡県の地域防災体制へのジェンダー視点の定着」（代表者：池田恵子、研究課題番号：17K02075）の

成果の一部である。 



震災後の女性の経験とジェンダー問題の再構築 

―災害をめぐる語りを読み解く― 

天童睦子（宮城学院女子大学） 

災害とジェンダー：研究の視点 

災害とは一般に、地震や津波といった自然現象や、人為的原因により引き起こされた人間の生命、

生活、尊厳に著しい影響を及ぼす被害を指す。災害は自然災害であれ人災であれ、人々に等しく影響

を与えはしない。災害時にもたらされる諸々の困難は、自然的要素と社会システムの、相互に入り組

んだ連関のもとに生みだされている。それゆえ、社会的脆弱性、構造的不平等を照らし出す視座とし

てジェンダーに敏感な視点が不可欠となる。ここでいうジェンダー視点とは、生活者視点であり、脆

弱性をもつ個々人に寄り添う視点であり、隠れた権力構造を可視化する視点と定義しておく。 

本報告は、2011年東日本大震災を経験した女性たちに焦点を当て、その語りを通して、ジェンダー

視点から災害研究の課題を提起する。また、既存の「災害と女性」をめぐる言説に対して、ジェンダ

ー視点にたつ対抗言説はいかにして可能かを検討する。 

震災後の女性の経験：災害をめぐる言説のジェンダー分析 

東日本大震災から 7 年、1995 年の阪神・淡路大震災から 20 余年を経て、「災害と女性」分野では、

女性への暴力、被災地の女性支援、復興や都市計画における女性視点の導入といった知見が蓄積され

てきた。学術的・実践的喫緊の課題として、2011年の震災後にはたとえば「災害復興と男女共同参画」

に関するシンポジウムや、国連防災世界会議（2015）で、「防災にも、復興にも、女性の力が不可欠」

との認識が強調されている。実際、災害に見舞われた女性たちのなかには支援される側から支援する

側となって活躍したケースも数多く報告されている。 

一方、避難所、被災地、教育の現場、介護の場、広域避難等で移動した場所等々で人々が現実にいか

なる葛藤や困難を抱え、それをどう受け止めたか、目立った「活躍」とは距離を置く一般の女性たち

の声から立ち上がるジェンダー分析もまた重要である。本報告では二つのデータをもとに、「震災後

の女性の経験」の言説分析を試みる。一つは被災地の市民女性が中心となってまとめた「震災後の女

性たちの声」のデータ集、もう一つは本研究で独自に聴取した、フェミニストアクションリサーチに

よる被災経験の聞き取り調査データである。 

上記の「記述」と「語り」の分析においては、時間、空間、資源の変化と特徴を軸に、災害をめぐ

る言説のジェンダー分析を行う。とくに平常時には見えにくい「女性であるがゆえの経験」を、ジェ

ンダー公正の視点から問い直す。非日常を生きてなお、復興と再生の道を歩む東北、東日本の人々の

声を通して、現代のジェンダー論的課題を提起したい。 

＊本研究報告は、JSPS 科研費 JP16K02044（研究代表者 天童睦子）の助成による研究成果の一部である。 
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介護施設における両立支援とジェンダー	 

女性職における男性主流化のプロセス	 

	 

山根	 純佳（実践女子大学）	 

	 

女性職における垂直的性別分離	 

	 本報告では，両立支援をすすめてきた特別養護老人ホームでの 31 名の雇用者・介護職員への聞き

取り調査をもとに，24 時間型施設において垂直的な性別分離が生成されていくプロセスを考察する．

本事例の施設は、介護保険制度以前はほぼ女性職員で占められていたが，現在，男性職員が３割に

達している．妊娠時から子の就学前までの夜勤免除，３歳誕生日までの時短勤務など子育て中の職

員の継続に力をいれるが，妊娠した女性は妊娠発覚と同時にリーダーを降り，復帰後もリーダーの

職位に戻ることはない．一方で，男性職員は「妻も仕事を調整して子育てしている」ことを理由に，

職場においても「男性はフルタイム，女性は時短」という性別分離を正当なものとみなしている．	 

	 その結果，リーダー職では男性が７割を占めている．A)	 フルタイムで月４，５回の夜勤をこなし，

B)	 職員の早退や休暇をカバーできることが「１人前の労働者」であり，C)	 マネジメントができる

ことがリーダーの条件であるとする職員間の評価がある．子育て中の女性職員は「A＋B=標準的働き

方」から脱標準化され，なおかつ「A＋B＋C」ができるリーダー職に女性がつけないという脱中心化

がすすむことになる．	 

	 調査では「子育てをしながらリーダーの地位に戻れると思うか」という質問に，子育て中の男女

が「リーダーの職務内容を整理すればできるはず」と答えたのに対し，子育て中の職員をカバーし

ている職員は「夜勤も含め全時間帯に出られない限りリーダーにはなれない」と回答した．かつて

リーダーには夜勤は期待されていなかったにもかかわらず，人手不足がすすむなかで「夜勤をしな

い職員を１人前とみなさない＝リーダーはできない」という職場内規範が強化されている．また時

短職員の「申し訳なさ」と周囲の職員の「カバーしている」という意識は，特に少人数でケアをお

こなうユニットケアの導入によって増幅されている．	 

パート／常勤の線引きにおける「時短」	 

	 また常勤フルタイム，常勤時短，パート職員が混在するユニットのなかで，常勤時短とパートは

同じ６時間勤務であるにもかかわらず雇用形態が異なるという状況に置かれる．そのため時短で働

く常勤女性職員は，「常勤」として求められる責任が大きく残業も増えるだけでなく，「常勤にもか

かわらず」標準的働きをしない／できないというまなざしにさらされることになる．この常勤とパ

ートの線引きのために，女性たちは時短が終わる３歳時点で常勤時短からパートに移行したいとい

う希望をもつようになっている．かつてはリーダー職をこなし，熟練となった女性職員が，時給 1000

円前後の非正規雇用を選ぶという構造がうみだされている．	 
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外国人ひとり親支援福祉制度に潜むジェンダー規範 

―在日タイ女性の事例から 

 

新倉久乃(フェリス女学院大学大学院) 

 

 日本人配偶者として定住し母親となる外国人女性は 1990 年代以降増加した。しかし中には不幸に

もドメスティック・バイオレンス（DV）の被害者になるものもいる。日本においては、2001年施行の

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV 防止法)」によって、DV 被害者は国

籍、在留資格にかかわらず保護の対象となっている。しかし、現実には同じ DV被害者でありながら、

その後の支援に包括される人と排除される人が存在する。 

多文化を背景とする福祉支援に関する先行研究では、「異文化のクライエントも日本の社会福祉の

クライエント層に抱合していく必要がある」（石河 29）と述べ、社会的、文化的背景の尊重、官民の

支援システム等を論じている。しかし、クライエントがどのように判断し福祉制度につながるのか、

クライエント側の視点からは論じられていない。また「日本的価値観の物差し(石河 113)」について

も指摘されているが、そこにおけるジェンダー規範については触れられていない。福祉制度自体に内

在するジェンダー規範については、子どもの貧困対策（湯澤 2017）や母子生活支援施設(湯澤 2000)

を取り上げた研究がある。湯澤は、社会福祉の視角に、「母親」役割の強調と、ジェンダーに起因する

問題を抱える当事者であるというジェンダー・パースペクティブの欠如があったことを指摘する。報

告者は、福祉制度からの外国人ひとり親の排除は、当事者の個人的要因や支援者のケースワーク技術

に起因するだけでなく、福祉制度の中に埋め込まれた日本のジェンダー規範こそが、排除のきっかけ

となるのではないかと考える。 

以上の問題関心のもと、本報告では日本のひとり親支援福祉制度に潜むジェンダー規範として、「母

親」として整えることが望ましい条件が、固有の社会、経済的背景、ジェンダー規範をもつ外国人母

親にとって葛藤をもたらし排除を生んでいる諸状況を分析する。研究方法としては、2016年 6月から

2017年 10月までの期間に、在日タイ女性 12名に対して半構造化インタビューを実施した。その中で

1970 年代前半の地方出身者で経済や教育の機会に恵まれない環境の中で育ち、1990 年代前半に日本

人配偶者として来日し、離婚を経験したという類似したライフコースをもつ二人の女性の語りを取り

上げる。本報告ではこの女性たちのち、DV被害者として保護をうけた後、特に子を同伴しなかったこ

とによって受ける福祉支援の差異に注目する。母子関係についての語りと、日本の「母親」としての

ジェンダー規範の間に生じる葛藤や受容に焦点をあて分析する。そこから日本の福祉制度に埋め込ま

れたジェンダー規範と、「外国人」として日本人と異なる規範を持つことが、その制度からの排除を加

速する諸要因を明らかにする。 

〈参考文献〉石河久美子、2003、「異文化間ソーシャルワーク」、川島書店。湯澤直美、2000、「母子生

活支援施設における女性支援の視点」、立教大学コミュニティ福祉学部紀要 2、117-129。同、2017、

「子どもの貧困対策からみた家族支援とジェンダー規範」、ソーシャルワーク研究 43(1)、17-23。 



福島第一原発事故がもたらした「子育て」への影響と 8年目の課題 

～県内に居住する親たちと「母子保健」専門家の語りから 

 

菊地 栄（立教大学・一般社団法人社会デザイン研究所） 

 

 福島第一原子力発電所の事故は放射性物質による汚染被害のみならず、避難に伴う「家族離散」や

「故郷の喪失」「分断」と言った深刻な二次被害を生じさせた。これまで原発事故後の避難者をめぐる

問題は、県外に避難した「母子避難」者が注目され、支援の打ち切りや孤立化などが議論されてきた

が、県内にとどまった、あるいは避難先から戻った母子については十分な議論がなされているとはい

えない。本研究では県内で暮らす子どもを持つ親と母子保健専門家1への聞き取りを事例に、原発事故

後のリプロダクションをめぐる体験を検証し、課題を分析する。 

福島県立医科大学は平成 28 年度の「妊産婦に関する調査」結果の中で、新生児の先天奇形・異常

の発生、低体重児、早産の割合は、いずれも一般的な発生率とほぼ同様だったと報告している。県

はこれまで放射線によるリプロダクションへの「影響はない」と発表してきたが、異なった見解を

示すドイツと日本の研究者による共同研究もあり、実際に統計上はわずかな数字だが周産期死亡率

は 2012 年(4.6)と 2013 年(5.3)に前年より上昇し、人工妊娠中絶率は高止まり傾向が確認できる。 

ただ周産期専門の医師は「低体重児が多くなっているなどの言説を聞いて、喜ぶ県民はいない」と

断言する。住民たちはこうした県外から投げかけられる言葉に少なからず傷つき、親同士や専門家の

間では放射性物質に関する話題をできるだけ避けることで自らを守っているかのようにも見える。 

事例では、震災時に妊娠後期だった２名が避難先で切迫早産となり入院、その後１名は異常分娩と

なっていた。娘が稽留流産で掻爬を促され、「細胞を県立医大に送る」と言われたが検査結果を知らさ

れなかったという事例もあった。原発事故後、妊婦たちは大きな不安とストレスを抱えおり、切迫早

産・異常分娩・稽留流産と診断されれば放射線の影響と結びつけて憶測してしまいがちだが、事例の

場合は避難などによるストレスが母体や胎児へ影響したことが要因と考えた方が妥当であろう。産科

医療現場では、それらを配慮して慎重な対応が求められるが、県内の産科医療の現状は医師不足や集

約化という深刻な構造的問題を抱えており、十分な配慮が行き届かなかったことによる不安の増大も

見られた。こうした中で、放射線による直接的影響と不安やストレスを合理的に分けて考えようとす

る議論が巻き起こっている。だが、今も避難者はさまざまな形で苦痛を強いられる暮らしを余儀なく

されており、不安やストレスによる影響もまた原発事故によって引き起こされた被害なのである。事

故から７年半となる現時点で、放射線によるリプロダクションへの影響について判断するには時間の

経過が十分とは言えず、今後も経年的経過を丁寧に追い、議論を続けていくことが求められる。 

                                                      

1 調査対象者は、避難指示地区からの子どもを持つ避難者：母親 4 名、父親 2 名、祖母 1 名。医療者：県内医師 1

名、県外医師 1 名、県内助産師 6 名、保健師 1 名。避難指示地区外：祖母 1 名。期間 2016 年 7 月〜2018 年 8 月。 



多様性に開かれた子育て支援政策の可能性 

ケアを行う母親のニーズから 

 

仁科薫（大妻女子大学人間生活文化研究所） 

 

目的と方法 

近年，待機児童対策の推進など，子育て支援政策が推進されている。また，少子高齢化等を背景

として，子育て支援政策のあるべき姿について盛んに議論されてきた。だが，子育て支援政策は質・

量ともに十分であるとは言えず，困難を感じている子育て期の女性は少なくない。また，かつて「子

ども手当」政策をめぐる議論で見られたように，日本における子育て支援政策をめぐる議論では，

現金給付と現物給付を対比し，前者を否定的に捉える傾向が強いが，そうした議論のあり方が妥当

であるのかどうか，子育てをしてきた親が表明しているニーズに基づき検討する必要がある。本研

究ではこうした認識に基づき，既存のアンケート調査の二次分析結果から，子育てをしてきた女性

たちの子育て支援政策に対するニーズを把握し，母親たちの抱える困難を軽減するような子育て支

援政策に関して示唆を得たいと考えた。本研究の二次分析にあたり，東京大学社会科学研究所附属

社会調査・データアーカイブ研究センターSSJ データアーカイブから「親と子の生活意識に関する

調査，2011」（内閣府子ども若者・子育て施策総合推進室）の個票データの提供を受けた。 

 

結果と考察 

「親と子の生活意識に関する調査，2011」の二次分析結果から，以下のことが分かった。すなわち，

子どもの実母のみを分析対象とした時，子育て支援として，特に現金給付を必要としているのは，

世帯年収が低い人々である。また，特に子どもを預かる場やサービスを必要としているのは，正規

雇用で就労している人々や，世帯年収が高い人々である。さらに，特に保護者の就労支援を必要と

しているのは，世帯年収が低い人々である。 

この分析結果が表しているのは，階層やたどってきたライフコースによって，同じ子育て期の女

性たちの中でも直面する困難の質や，そこから派生するニーズには違いがあるため，こうした実態

を丁寧に踏まえることなく現金給付を否定的に捉える議論は妥当性を欠くということである。子育

て支援政策を実施する際には，女性の多様性に目を向けること，とりわけ世帯収入や雇用形態の面

で不利な状況にある女性たちに積極的に目を向け，現物給付と現金給付の最適なバランスを探求す

ることが必要であると言えよう。 

 

付記 本研究は，大妻女子大学人間生活文化研究所「研究員研究助成」（R3005）の助成を受けたも

のである。 
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男性はなぜ育児休業を取得できないか 

―ジェンダー視点を再考する― 

齋藤早苗（東京大学大学院総合文化研究科修士課程修了） 

目的 

本発表では、修士論文「正社員の仕事／生活と時間意識―男性の育児休業取得に着目して」の知

見の一部として、「ジェンダー視点をあらかじめ設定しない」というアプローチが、ミクロで複雑な

ジェンダー的現象の解明に有効であることを示す。 

内容 

育児／仕事の両立研究は女性のみを対象としてきたことで、就業継続の困難さに対する「性」／

「育児」による効果を明確に腑分けすることが困難だった。本研究では男性育児休業取得者に着目

することで両者を腑分けし、また、かれらをとりまく男女社員の仕事／生活の時間配分の様相を分

析することで育児する労働者の職場でおかれている状況を明らかにすることをめざした。 

分析の結果、子どもがいない時期は、男女に関わりなく〈仕事優先〉の時間配分を実践していた。

この実践では、つねに仕事が私生活の時間を一方向的に規定することから、<序列的>時間意識が根

底にあると考えた。 

また、男性育休取得者は、育休前後に平日夕方以降の労働時間を短くするといった〈仕事も育児

も〉の時間配分を実践していた。この場合、仕事／育児の時間は双方向に規定しあうため<並列的>

時間意識を前提としている。なお、育児状況は、「労働時間を変えず育児する」「労働時間を短くし

て育児する」「仕事を辞める」の 3つに類型化される。いずれのパターンも、数にばらつきはあるも

のの男女社員をともに含んでいた。そのため、ミクロレベルでは、「育児」状況による境界線は「性」

による境界線と必ずしも一致していなかった。 

ただし、職場の「望ましい労働者」像は〈序列的〉時間意識を前提とし、「どちらか 1つを選択し

なければならないと思わせる
．．．．．

『しかけ』」を内在していた。このため、①性別役割分業意識よりも深

層にある〈序列的〉時間意識がつねに〈仕事優先〉の働き方を要請するとともに、②職場に内在す

る「しかけ」が二者択一の選択を迫る結果、③性別役割分業の実態に沿った選択をせざるを得ない

ために、男性が育児休業制度を「利用」することが難しいことがわかった。 

以上の結果から、「ジェンダー視点をあらかじめ設定しない」ことによる意義は、1 点目に、性別

役割分業意識の根底にある時間意識を抽出することを可能にしたことである。2 点目に、職場とい

うミクロな相互作用を焦点とするジェンダー的現象の、どこまでがジェンダーの作用で、どこから

がジェンダーの作用ではないのかを腑分けし、職場の実態に即した男女社員の行動の複雑なメカニ

ズムを示すことができたことである。 
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男性性と軍隊・戦争の関係を再考する

「軍事的男性性」概念の予備的考察に向けて

佐藤文香（一橋大学）

近年、軍隊・戦争のジェンダー研究においては、「軍事的男性性」概念を使用した批判的研究の蓄

積がすすんでいる。

英語圏においては、ジェンダーに着目した軍隊・戦争の研究は 1970 年代にスタートし、湾岸戦

争以降の女性兵士の可視性の高まりにおされて 90 年代に本格的に展開していった。当初は、軍隊・

戦争における女性と女性性の役割を探究することからはじまり、軍隊・戦争にまつわる実践やその

正当化が男／女および男性性／女性性のヒエラルキー的な差異にいかに依存し、これを強化してい

るのかを明らかにすることに力が注がれた。2000 年代に入ると、軍隊・戦争における男性と男性性

の詳細な分析がはじまる。当初、軍隊・戦争にかかわる男性たちは、歩兵であろうと技術者であろ

うと、一般人であろうと政治的指導者であろうと一枚岩に捉えられがちであり、その男性性も均質

的で単数の軍事的男性性として把握されることが多かった。しかしながら Connell の男性性理論に

依拠することで、軍隊・戦争にかかわる男性たちもまた多様であることに注目し、男女間のみなら

ず男性間のヒエラルキーにも着目するかたちで軍事的男性性を複数性にひらくような研究が登場し

ていったのである。

軍隊・戦争のジェンダー研究は、社会において軍隊・戦争がその意味と正当性を得るときに、男

性性が決定的な役割を果たすことを明らかにしてきた。そこでは、男性性と軍隊・戦争との関係は

因果的あるいは構成的なものであるとされる。さまざまな研究者たちが、男性性を戦争の根源的原

因として描いたり、戦争という社会的実践こそが軍事的男性性の生産を要求するのだと説明したり、

軍事的男性性と戦争とが相互に構成しあい強化しあう関係にあるものとみなしたりする立場をとっ

てきた。

一方で、このような関係性を自明の前提とすることに疑問符をつきつけるような研究者もではじ

めている。彼らは「軍事的男性性」が重要な概念ツールとして、ジェンダーと戦争や軍事主義との

関係性の解明に役立ってきたことを認めながらも、そのあまりに快適な
、、、

物語を自省し、軍事的男性

性と軍隊・戦争を単純に結びつけるのではなく、さまざまかたちでその関係性を複雑化しようとし

ている。快適な
、、、

物語の影に隠れている沈黙や混乱、消去を再び導入することで、批判的研究の万能

薬と化してしまった「軍事的男性性」概念を鍛えなおそうとしているのである。

本報告では、以上のように、英語圏を中心に積み重ねられつつある「軍事的男性性」にまつわる

議論の蓄積を整理し、経験的研究の分析ツールとしてのこの概念の使用可能性に向けた予備的考察

を行いたい。
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