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1)はじめに

1955 年、石垣綾子が『婦人公論』に｢主婦という第二職業論｣を発表したこ

とによって、いわゆる主婦論争が展開されたことはよく知られている。主

婦論争の歴史的展開とそれにかかわった論者などについての研究は上野千

鶴子の『主婦論争を読むⅠ 全記録』、『主婦論争を読むⅡ 全記録』におい

て詳細に論じられているので、改めて主婦論争を概観することは避けるこ

とにする。

上野は『主婦論争を読むⅠ 全記録』においては、石垣綾子の先にあげた

論文から 1956 年の梅棹忠夫の論文｢母という名の切り札｣を挙げ、『主婦論

争を読むⅡ 全記録』では 1960 年の磯野富士子の｢婦人解放論の混迷──

婦人週間にあたっての提言｣から 1976 年の駒野陽子の『｢主婦論争｣再考─

─性別役割分業意識の克服のために』までを検討の対象として挙げている。

本論では、上野とは多少異なる視点から主婦論争の整理を試みてみたい。

わが国における主婦論争が石垣の論文から始まったことは論を俟たないと

思う。本論ではその後の展開を論争の焦点に注目して以下の四つの時期に

分けてみたい2。

第 1期：1950 年代

石垣綾子の主張する主婦＝第二職業論を受けて、主婦の自立を達成する

ためには第一職業つまり賃金の支払われる賃労働に進出することが必要と

主張する立場と、主婦の社会的地位は家事労働の遂行を通して家庭を維持

し、社会的再生産に寄与することによって向上するとし、主婦の賃労働へ

の就労は家庭から主婦を引き離すため家庭崩壊の恐れがあると主張する立

場をめぐっての論争の時期。

第 2期：1960 年代

第 1期は前述のように主婦の自立と賃労働への進出の是非をめぐって論

争が展開された。ある意味でこの時期には主婦の賃労働領域への進出と自
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2 4期にわたるいわゆる主婦論争への参加者には、石垣綾子、田中寿美子、坂西志

保、磯野富士子、島津千利代、武田京子、林郁子、長谷川三千子、佐藤欣子、な

どがいる。



立の形を問うといった論点が中心であったが、第 2期は、同じく自立に注

目しながらも、論争の焦点は、賃労働領域つまり社会的進出という視点か

ら主婦労働の有償化へとやや矮小化されたといえる。第 2期の対立点は、

一方で、主婦労働を有償化することによって主婦の地位を職業婦人の地位

と同等にしえると主張し、それが主婦の自立の契機になると考える立場と

有償化はそのことによって主婦の社会進出を抑制し、かえって主婦を主婦

の地位にとどめる結果となり女性解放へは結び付かないとする意見の対立

であった。

第 3期：1970 年代

第 3期においては、第 1期と第 2期の論点が、男性的価値つまり賃労働

領域への女性の参加に置かれていたのに対して、女性(主婦)という存在の

独自の価値を主張し、賃労働を中心とする男性的価値を象徴する存在とし

ての｢生産人間｣と、女性的価値を象徴する存在としての｢生活人間｣を対置

し、資本主義の搾取構造の中にある労働疎外状況下の｢生産人間｣的価値か

ら、主婦労働時間を極限まで縮減して、大幅な自由時間の獲得と共生と再

生産を中心とする｢生活人間｣的価値への転換が主張された。

第 4期：1980 年代

すでに 1967 年に採択されていた｢女性に対する差別撤廃宣言｣が 1979 年

に｢女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約｣と改定され、こ

の宣言を 1980 年にわが国が批准した。さらに 1985 年には｢男女雇用機会

均等法｣が施行された。

このような時代背景を受けて、この時期においては第 1期に見られた論

争における論点と同じような問題をめぐる論争が展開された。法的整備が

進行し、女性が社会へ進出する条件が整備されつつあったことに連動して、

第 1期と同様にここでもまた、女性に対する雇用機会の均等の保障が、女

性(主婦)が家庭を放棄する危険を招来するとの見解が主張された。最もラ

ディカルな意見としては男女の性別役割分業には何の根拠もないとするも

のもあった。

アメリカ社会において主婦という存在の在り方が注目されたのが、1963
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年の B.フリーダンによる『新しい女性の創造』での問題提起を契機とする

のに比較すれば、比較的早期に展開されたわが国の主婦論争であったが、

木本喜美子が｢主婦の経済的自立の必要性を説く石垣綾子の問題提起を

きっかけに起こった主婦論争が、『一般の専業主婦にとってはピンとこな

い無縁の論争のままで終わった』のは、『主婦こそが女性の幸せ』と信じて

疑わなかった女性たちが、マジョリティを形成していたからにほかならな

い。その意味ではこの論争に参加した人々は、時代を先取り的にとらえた

パイオニアとして位置づけられよう｣ 3と指摘しているように、『主婦こそ

が女性の幸せ』神話が崩壊するまで、一般化し得なかった。

しかし、｢厚生白書｣ 平成 10 年版は三浦展の「『家族と郊外』の社会学｣

からの引用として｢1950 年代のアメリカと 1970 年代半ばの日本の相似｣と

題するコラムを掲載し、｢アメリカでは戦後直ぐに｢豊かな社会｣が訪れた。

豊かな生活の舞台は郊外である。そこで、毎朝、都心へ通勤する夫を笑顔

で送り出し、子どもを車で学校まで送り、皿を洗い、洗濯をし、掃除をし、

そして夕方には夫を暖かい雰囲気と食事で迎え入れる、こうした主婦の生

活が、アメリカの若い女性の夢のイメージであり、世界中の女性の羨望の

的であるといわれた。

しかし、一見何の不満もない 1950 年代の豊かなアメリカ郊外中流家庭

の主婦の中に、実は正体不明の不満が膨らんでいた。そして、この不満が

1960 年代のウーマンリブの火種となったのである。B・フリーダンは、｢女

性の神話｣の中で、この不満を数多く紹介し、分析している。(中略)日本人

がかつて｢パパは何でも知っている｣｢うちのママは世界一｣などのアメリカ

ン・ホームドラマを通じて見たのは、この時代のアメリカの郊外生活であっ

た。日本人はその生活に憧れ、1960 年代以降、高度経済成長によって急速

に豊かさを増した社会の中で、それを手に入れようとした。そして日本人

がその生活を曲がりなりにも手にした 1970 年代後半から、日本でも急速

に主婦の不満と子ども達の問題が増加していった。
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3 『シティライフの社会学』 大久保武・大澤善信・木本喜美子・橋本和孝・藤原眞
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日米の経済的豊かさのタイムラグは、そのまま、郊外の幸福な家族イメー

ジが膨らんでしぼんだ時代の変化のタイムラグでもあった4。｣ことを指摘

して、1970 年代以降わが国でも主婦の｢憂鬱｣に対する認識が一般化したこ

とを認めている。

アメリカにおいては、前述のように B.フリーダンが 1960 年代のウーマ

ンリブの先導者となったのであるが、彼女の主張の要点は小林富久子によ

れば｢長年の間、アメリカの女性にとって垂涎の的とされてきた郊外住宅

地に住む裕福な妻達、即ち、若くて美しく、夫や子供に愛され、健康で教

養があり、お金と暇にも恵まれ、何不自由なく、8消費の女王<として君臨

する満ち足りた女性というイメージが、実はいつわりの神話にすぎないと

主張する。これらの妻達の多くが、絶えずわけのわからない無力感や絶望

感にさいなまれていることを指摘し、その理由として、彼女達が夫によっ

て管理される｢幸福な家庭｣という収容所内に閉じこめられた個性と人間性

をもたない飾り人形、あるいは愛玩動物的存在にすぎないからであること

を示唆している。｣というものである。このような B.フリーダンの問題提

起を受けて、古田睦美によると｢1970 年前後に第二派のフェミニズム運動

が起こった。こうした時代の流れの中で、M. ベンストン Benston)が

1969 年の論文で、女性の家庭内における労働は搾取されているとしたのを

皮切りにさまざまな論客が女性の家事労働に言及することとなった。｣ 5と

され、第二派フェミニズムにおける中心的論点がここでもまた家事労働の

評価、価値をめぐるものだったということがわかる。
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4 ｢厚生白書｣ 平成 10 年版 第 1編

第 1部 少子社会を考える─子どもを産み育てることに｢夢｣を持てる社会を─

第 1章 人口減少社会の到来と少子化への対応

第 2節 少子化の要因とそれを巡る社会状況

4 昭和 30 年代生まれの晩婚化− 1970 年代後半〜1980 年代前半(昭和 50 年代)

http://wwwhakusyo.mhlw.go.jp/wp/index.htm
5 ｢アメリカ史における女性像の変遷と新しいフェミニズムの意義｣小林富久子『早

稲田商学』1979



2)女性史年表と女性をめぐる社会環境

前節で概観したように主婦と家事労働をめぐる議論がフェミニズムにお

ける女性の社会的在り方に関する検討における一つの大きなイシューと

なっていた。家事労働をめぐる議論は現在でもしばしば取り上げられてお

り、一定の蓄積と成果を上げている。確かに、特定のイシューに関連して

女性の社会的在り方を問い続けることの意義は大きいといえる。しかし、

先にあげた｢厚生白書｣のコラムの指摘や、木本喜美子の指摘にもあるよう

に、わが国の女性(主婦)の社会的在り方がアメリカの主婦の在り方の変容

を 20 年から 30 年のタイムラグで追いかけているのではないかとの認識が

妥当であるとするなら、女性の(主婦)の社会的在り方をめぐる問題には、

家事労働といった単一のイシューを超えたより広い社会的背景との関連が

想定できるのではないだろうか。

私は 2004 年に慶應義塾大学三田哲学会誌｢哲学｣において『家族とその社

会的生活世界の探求』という特集を組んだことがある。そこにおける意図

は家族にかかわる様々な問題をできるかぎり生活という全体的文脈の中で

検討してみたいという試みにあった。

社会的世界、生活世界という概念はすでに社会学の中で一定の位置を占

めている。たとえば、大雑把にいえば、社会的世界は H. ブルーマーにお

いては象徴的相互作用と、生活世界はシュッツにおいては間主観性と、ハ

バマスにおいてはコミュニケーション的合理性というそれぞれ独自の概念

と関連して独自の意味内容を付与されている。

しかし私が｢哲学｣の特集で意図した社会的生活世界という概念は、ブ

ルーマー、シュッツ、ハバマスの概念を背景にしながらも、家族生活の様々

な側面に影響を与えている生活の全体性、といった緩やかな意味であった。

こうした視点から見たとき、アメリカと日本の主婦をめぐるあり方が 20

年から 30 年のタイムラグがあるとみられるのであれば、そのタイムラグ

を生起させている何らかの生活の全体性が背景として存在していると考え

られないだろうか。

2004 年の特集での作業の中では、女性のあり方を社会的生活世界の中で
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捉え直そうという試みは、残念ながらほとんど展開できなかった。わずか

に、当時大学院研究生であった平井一麥によって、明治から平成にかけて

の女性史年表作成が試みられたにとどまった。その際平井が依拠したのは

｢近代日本総合年表 第四版｣、｢昭和・平成家庭史年表｣、｢昭和・二万日の

全記録｣などの既刊の年表であった。年表項目の選択に当たっては、女性

をめぐる生活世界の全体性と社会の変動との関連ということを強く意識し

たため、かなり広範囲にわたって項目を選択せざるを得なかった。そのた

め年表の女性史年表としての焦点が明確ではなくなってしまった。今回本

論文を作成するに当たって平井との議論においては、｢哲学｣の年表の再検

討を行い、女性の社会生活をめぐる全体性を女性の在り方と社会的環境と

の関連として捉え直すことにした。その第一の手続きが年表項目を女性関

連の事項の限定してみることであった。その結果が次にあげる年表であ

り、それに基づく考察である。

2)− 1 私案 女性史年（抜粋）

女性をめぐる社会的環境の歴史的展開
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戦 前

1868 大阪府、政府に市中に男女共学の学

校設置申入れ

商法司・商法大意で職業の自由を布

告

1871 新律綱領成る(刑法の前身・妾を公

認)

華族・士族・平民相互の結婚を許可

1872 黒沢登幾、茨城県岩船村の小学校女

教員になる

神社仏閣参拝・富士登山の女人禁制

廃止

1875 東京に官立の女子師範学校開校

森有礼と広瀬阿常、福沢諭吉を証人

に結婚

大蔵省紙幣寮、初の女工採用

産婆免許規則発布、公的な産婆制度

のはじめ

1876 各地に女子師範学校設立され、次第

に全国に広がる

戦 後

1945 市川房枝ら戦後対策婦人委員会結

成

GHQ、五大改革指令(婦人の解放、

労働組合結成奨励、学校教育の自由

主義化、秘密審問司法制度廃止・治

安維持法・国防保安法など弾圧法相

次いで廃止、経済機構民主化）

市川房枝、新日本婦人同盟結成

治安警察法廃止、婦人の政治活動自

由になる

1946 GHQの指示で、婦人民主クラブ結

成

戦後初の衆議院選挙で女性 39 人当

選

1947 教育基本法･学校教育法公布、6・3・

3・4制、男女共学

文部省、津田塾・日本･東京･聖心・

神戸女学院など 5 女子大学を含む

12 の新制大学を認可

近現代女性史の流れの概要
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1879 群馬県会、貸座敷業改正を提出(廃

娼運動のはじめ)

東京基督教婦人矯風会設立、廃娼･

禁酒･禁煙・一夫一婦制の確立運動

を展開

1880 刑法布告、姦通罪・堕胎罪を定める

山下りん、絵の修行でロシアへ、女

性留学の第 1号

1882 植木枝盛｢男女同権ニ就イテノ事｣

発表

1884 初の女性誌、女学新誌創刊

1885 荻野吟子、医術開業試験に合格、初

の女医になる

幸田延ら音楽取締所卒業生、同所教

員になる

1886 矢島楫子・佐々城豊寿ら、婦人矯風

会創立

1887 仏和辞林に amourの訳語として恋

愛登場

1890 集会及び結社法公布(女子の政治活

動を禁圧)

全国廃娼同盟結成(婦人団体が大同

団結)

1892 新聞紙条例＝女子の発行人・編集人

等を禁止

1894 厳本善治、女学雑誌で良妻賢母思想

を批判

1896 民法親族編・相続編公布、家制度を

法規範にする

1900 津田梅子麹町に女子英学塾、吉岡弥

生夫妻、本郷元町に東京女医学校を

創立

1901 成瀬仁蔵ら日本女子大学校開校

婦女新聞｢わが婚せざる理由｣掲載、

不婚論争起る

奥村五百子ら愛国婦人会創立、日露

戦争より組織拡大、最大の官製団体

になる

1905 都会で指輪を嫁入りに用いること

がはじまる

1906 逓信省貯金管理所和久井みねら判

任官待遇に

丙午のため出産届出数減少

1907 長野県、女子教員の有給出産休暇の

規定制定(40 日)

義務教育 6年に延長

堕胎に関する法律公布

第 1回参議院議員選挙、女性 10 人

当選

労働基準法制定、男女同一賃金、女

子の時間外労働制限、産前産後・育

児休暇など母性保護規定含む

東京都庁、初めて職場結婚を公認、

継続勤務を認める

労働省発足、山川菊枝局長に、課長

2名も女性が就任

刑法改正、不敬罪・姦通罪廃止

民法改正、結婚及び離婚の自由と平

等確保、家族制度廃止、妻の相続権

を認める

改正戸籍法公布、家･戸主を廃止

1948 主食の遅･欠配、物価高、ヤミに反

対して主婦連結成

上村松園(画家)、女性初の文化勲章

受賞

女性の職場進出盛ん 329 万人、60

年 695万人、70 年 1095万人、80 年

1500万人、2000 年 2310万人

1949 44 婦人団体集まり、婦人団体協議

会結成

ガリオア留学生 283 人、うち女性

54 人渡米

東京地裁に初の女性判事、女性検事

誕生

避妊薬サンプーン発売、新薬の語生

まれる

結婚相談所の男性の理想像は、自宅

を持っている人

1950 短大制度創設

山根敏子、外交官試験に合格

1951 久布白落実ら公娼制度復活反対協

議会結成

1952 再軍備反対婦人委員会、米国上院に

アピール

全国地域婦人連絡協議会(地婦連)

結成

1953 総評婦人協議会、平和憲法擁護・徴

兵反対署名決議

1954 田辺繁子ら民法改正に反対して家

族法研究会結成

近江絹糸争議／働く母の会結成

電気洗濯機･冷蔵庫･掃除機 3 種の

神器と呼ばれる

1955 石垣綾子・主婦という第 2職業論発
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1909 コンドーム｢ハート美人｣として発

売

1911 平塚らいてうら｢青鞜社｣設立

1913 宮崎光子ら青鞜社運動に対抗して

新真婦人会結成

1914 生田花世｢食べることと貞操｣で貞

操論争はじまる

1915 大審院、内縁の妻に婚姻不履行の賠

償請求承認

ご大典で矢島楫子らキリスト教徒

に初の叙位叙勲

青鞜、原田皐月の堕胎肯定論掲載、

堕胎論争おこる

1916 黒田チカ(化学科)、牧田らく(数学

科)初の理学士に

友愛会婦人部設置(最初の労働組合

婦人部)

与謝野晶子･平塚らいてうらの母性

保護論争はじまる

1918 文部・内務省、地方の処女会等の処

女中央部設立

河合兼子、英語教師として岡山県高

梁中学に赴任

キリスト教系の東京女子大学開校

地方の好景気のため女工の結婚退

社増加

1919 山脇玄、貴族院本会議で初の婦人参

政権を主張

1920 慶應・早稲田、大学令で私立大学と

して設立認可

東京女子医専、初の女子専門学校と

して認可

日活･深山の乙女封切、花柳はるみ

初の映画女優に

新婦人協会、花柳病男子の結婚制限

の請願提出

1921 石本恵吉･阿部磯雄ら日本産児調節

研究会設立

久布白落実ら日本婦人参政権協会

設立

1922 高良とみ、コロンビア大学院で博士

号取得

東京女高師教授喜多見さき子、勅任

官に就任

1924 中富てる、女性初の工場監督官補に

就任

河田嗣郎｢家族制度と婦人問題｣刊

表、主婦論盛んに

経口避妊薬(ピル)発表

森下仁丹、婦人用体温計発売

1956 産休補助教員設置法施行

全国消団連結成

経済白書、もはや戦後ではないと宣

言、流行語に

冷害不漁で北海道で娘身売り続出

清瀬文相、男女共学は弊害があるの

で考慮すべき段階と発言

1957 女子定年制と結婚退職金問題に関

する争議各地に発生

1958 黒田チカら日本婦人科学者の会結

成／一万円札発行

1959 売春防止法施行

建設白書、住宅はまだ戦後と発表

家付き・カー付き・ババ抜きの語流

行／最低賃金法公布

1960 池田内閣成立、中山マサ初の女性閣

僚に就任

1961 アンネナプキン発売、漏れない・水

に流せる

1962 女子学生亡国論おこる

川崎でかぎっ子を事故から守る、小

学生託児制度始まる

1963 高校で女子の家庭科必修

NHK、BGを放送禁止用語に

1964 保育所要求全国婦人大会開催

東京オリンピック開催

出稼ぎ労働者、100万人を超え｢半

年後家｣の語うまれる

1966 思想の科学、共働きの語つかいはじ

める

丙午で出産数 136 万人で今世紀最

少、前年比 25％減

恋愛結婚が見合い結婚を上回る

3C(カラー TV、カー、クーラー)が

新三種の神器に

1967 分譲住宅の夫婦共有制が認められ

る

1969 乳児保育制度化される

世田谷にベビーホテル誕生

1970 ウーマンリブ第一回大会開催

全国消費実態調査、洗濯機・冷蔵庫

ほぼ全世帯に一台

女性誌・anan・non・no創刊、アン

ノン族誕生
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1925 細井和喜蔵・女工哀史刊行

1926 昭和天皇、お局の女官制度廃止

保井コノ日本初の女性理学博士号

を受ける

1927 主婦之友に荻野式避妊法紹介され

る

全国の処女会統一して大日本連合

女子青年団創立

大審院、男子貞操に関する判決(貞

操義務違反)

労働婦人連盟結成

日本タイピスト協会設立

1928 初めての男子普通選挙実施

婦選獲得共同委員会設立

婦人消費組合協会設立

御大典叙勲、鳩山春子ら女性教育者

初の叙勲

婦人公論で高群逸枝・山川菊枝｢恋

愛論争｣展開

1929 日本看護婦協会設立

女学雑誌創刊

改正工場法施行され女性の深夜業

廃止

東京で共働き増加し、託児所増設の

要望高まる

1930 大審院離婚訴訟で、子供ができない

のを理由に夫が妾を囲うのを認め

られないと判決

第 1回全日本婦人連合大会開催

第 1回婦選大会開催

文部省・家庭教育ニ関スル件を訓令

し、家庭教育の必要を強調し大日本

連合婦人会創立

1931 大阪控訴院、未亡人にある程度の性

の自由を認める

日本産児調節連盟設立

東京女医学会創立

1932 日本主義を標榜する婦人団体・日本

家庭協会結成

大審院、妻の持ち物は夫でも自由に

ならないと判決

結婚相手の人気職業はサラリマー

ンがトップ

大阪で国防婦人会発足、白エプロン

で出征兵士送る

1933 弁護士法改正公布、女性に弁護士の

道を開く

中根千枝・東大、柳島静枝・京都大

学初の女性教授に

1971 市川房枝、理想選挙推進会結成

未婚の母問題化

1972 中絶禁止法に反対しピル解禁を要

求する中ピ連結成

男女賃金格差・結婚・出産解雇・配

転等差別訴訟さかん

1974 市川房枝ら家庭科の男女共修をす

すめる会発足

最高裁、妻の家事労働の財産的評価

を認める

1975 国際婦人年をきっかけに行動をお

こす女たちの会結成

秋田相互銀行の女性、男女賃金差別

訴訟で地裁で勝訴

伊豆サボテン公園の女子差別定年

制無効判決、最高裁で確定

1976 ベビー用紙おむつの生産量 3352t、

79 年には 37973t

各企業で給料の銀行振込みが始ま

る

1977 女性史総合研究会結成

北海道で花嫁誘致

1978 日本女性学会発足

郊外レストラン盛況

1979 民法改正・配偶者の遺産相続を 1/2

に

高島屋の石原一子、東証一部上場会

社で初の重役に

1980 コペンハーゲンで国際婦人の 10 年

中間世界会議開催

猿橋勝子、女性初の日本学術会議の

会員に選出される

初の女性大使、高橋展子デンマーク

に赴任

1981 最高裁、日産自動車の定年差別・男

55歳、女 50歳訴訟、性別定年差別

は公序良俗に反し無効と判決

1983 厚生省、世界初の人工流産剤の製造

認可

1985 ナイロビで国連婦人の 10 年、世界

婦人会議開催

家庭内離婚の新語広がる

1986 男女雇用機会均等法施行

厚生省のピル研究班、ようやく製造

を認める
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1934 衆議院で良妻賢母問題、松田文相、

日本婦人は夫を援けるもので解放

すべきものではないと発言

1935 大日本連合婦人会、職業婦人に短期

花嫁学校開催

東京市教育局、男女教員の同僚結婚

不可を通達

1936 女子の結婚退職、内務省、やむを得

ざる退職と結論

1937 国民精神総動員中央連盟調査委員

会、家庭報国三綱領･実践十三要目

制定

1938 内妻にも軍人遺族扶助

産業報国連盟創立、産業報国精神の

普及徹底

産児制限相談所、警察命令で閉鎖

1939 国民職業能力申告令制定(女医・看

護婦等)

勧銀、婦人職員に結婚を奨励し 28

歳定年制を実施

1940 新体制運動協力で婦人参政権獲得

運動同盟解散

1942 高女の外国語科目は週 3 時間以内

の随意科目に

賃金統制令施行規則改正し、女子日

傭労務者の賃金、男子の 7〜8割と

決定

大政翼賛会、女子皆働運動を展開

婦人 3 団体統合し大日本婦人会発

足、会員 2 千万人

1943 高等女学校規程制定、修業年限を 4

年に短縮

閣議、17 業種に男子就業の制限･禁

止

1944 丸の内の出勤男女比 1:3 に逆転、

1945 敗戦時の女子挺身隊員 47万人、女

性労働者 313万人

1987 野田愛子、女性初の高等裁判所長官

(札幌)となる

警視庁で初の女性警部誕生、90 年

に女性初の警視に

1989 福岡セクハラ訴訟で原告勝訴

1991 太平洋戦争中の従軍慰安婦ら、日本

政府を提訴

厚生省、避妊検査薬を大衆薬として

認可

1992 育児休業法施行、労働組合の 34%

が休業取得

1993 男女の産み分け希望者増加、女の子

の希望が増える

1994 高橋久子、最高裁判事に就任

1995 三木睦子ら、女性のためのアジア平

和国民基金創設

介護休業法成立

1996 総理府調査で成人男女の半数以上

が夫婦別姓を容認

1999 男女雇用機会均等法、改正労働法施

行で性別求人禁止、

セクハラ防止措置の義務化、女性の

深夜勤務可能

2000 大阪府に初の女性知事・太田房江当

選

食洗機・生ごみ処理機・IH調理器

が新御三家に

男女共同参画法施行



2)− 2 歴史的概観

はじめに

江戸から明治に時代がシフトし、士農工商という身分制が廃止されると

ともに、職業の自由、学制の頒布による教育の普及、女人禁制だった社寺

や山岳登山も解禁された。

一方で、新律綱領は、妻と妾を同等の二等身と規定し、刑法には姦通罪、

堕胎罪などを設けた。こうしたなかで、一夫一婦運動や女性の参政権獲得、

廃娼、自由結婚、教育の機会均等、産児制限廃止、有給出産休暇等を求め

る婦人運動が展開された。

｢家｣制度の問題では、民法典論争が展開された。

大正期に入ると、平塚らいてうらによる｢青鞜社｣設立、新しい女を目指

す動きもあり、婦人の社会進出も盛んになり、労働運動に加わる女性も出

現した。与謝野晶子と平塚の間では｢母性保護｣論争が展開された。戦前の

女性にとって大きなカセとなった｢良妻賢母｣思想についてもさまざまな論

議が交わされた。

しかし、1931 年(昭和 6 年)の満州事変から、いわゆる 15 年戦争に入り、

矢継ぎ早に、国民精神総動員法、国家総動員法、改正治安維持法などが施

行され、｢産めよ殖やせよ｣運動がヒステリックなまでに展開され、婦人参

政権運動などを掲げていた婦人団体も｢大日本婦人会｣に統一され、戦前の

婦人運動は終焉した。

敗戦後、1945 年(昭和 20 年)9 月 2 日わが国は降伏文書に調印。4日後に

米国は、降伏後における米国の初期対日方針を承認。GHQのマッカサー

元帥は、10 月 11 日に、憲法の自由主義化および人権確保のいわゆる五大

改革指令(婦人解放・労働組合結成奨励・学校民主化・秘密審問司法制度撤

廃・経済機構民主化)を口頭で要求した。

これにより、戦前から女性たちが求めてきた、婦人参政権が確保され、

｢家｣制度、姦通罪、不敬罪なども廃止され、結婚は両性の合意によるとなっ

た。労働法では男女同一賃金、女子の時間外労働制限、産前・産後・生理・

育児休暇など母性保護を規定したが、男女格差はつづき、1986 年(昭和 61
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年)の男女雇用機会均等法が施行されるまでに 30 年を要した。

しかし、戦前の婦人運動が求めていた廃娼運動を除いて、ほぼ、運動の目

的は達成された。

これに先立ち、既に平野が述べたように第一次｢主婦論争｣が展開された

が、1960 年(昭和 35 年)の安保闘争後、池田内閣が提唱した｢所得倍増計画｣

により、わが国経済は未曾有の発展をとげ、1960 年と 1980 年(昭和 55 年)

の所得の 5分位階層をみると、1960 年においてはいわゆる富裕層である第

Ⅴ階層の所得平均額が所得が最も低い第Ⅰ階層の所得の平均額の 4.8倍で

あったのに、1980 年には、2.7倍となり、第Ⅰ階層と第Ⅴ階層との所得格

差は大きく縮小され、その結果いわゆる「一億総中流｣意識がみられるよう

になった。労働運動の最大の課題は経済格差の是正であり、この目標が達

成されるとともに、労働・女性運動も一部のウーマンリブ運動、男女賃金

格差、結婚・出産を理由とする解雇・配転闘争や、二次三次にわたる｢主婦

論争｣はあったものの、1980 年以降、｢国際婦人の 10 年中間世界会議｣など、

世界とのつながりを求める運動はあるが、目立った運動はみられなくなっ

た。小泉内閣によって引起された｢格差｣拡大のなかで、女性たちがどう生

き、どう運動していくかを、AGILの順とは異なるが、戦前、戦後の教育、

職業、結婚・家庭生活、婦人運動のの項目で詳細にみていく。

ⅰ 教育

ⅰ− 1)戦前

わが国の教育は、明治以前に藩校や寺子屋などが普及していて、識字率

の高さなどは世界的にも高い位置にあった。明治期の教育問題は、1868(明

治元)年、大阪府が、政府に和漢の学を原則とし、市中に男女共学の学校設

置を申入れたことにはじまる。1969(明治 2)年、京都上京二十七番組小学

校が最初の小学校として開校。

1871(明治 4)年、文部大丞田中不二麿は、欧米教育制度調査のため岩倉

大使に随行、津田うめ、永井繁(共に 9歳)ら 5 人の少女が同船し最初の女

子留学生として米国へ留学した。

女性をめぐる社会的環境の歴史的展開
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1872(明治 5)年、｢学制｣が頒布された。総則は極めて長いが、文部省の

『学制百年史』によるさわりの部分は｢今般文部省に於て学制を定め追々教

則をも改正し布告に及ぶべきにつき自今以後一般の人民華士族農工商及婦

女子必ず邑に不学の戸なく家に不学の人なからしめん事を期す人の父兄た

るもの宜しく此意を体認し其愛育の情を厚くし其子弟をして必ず学に従事

せしめざるべからざるものなり高上の学に至ては其人の材能に任かすとい

へども幼童の子弟は男女の別なく小学に従事せしめざるものは其父兄の越

度たるべき事｣として、新政府の意気込みが感じられる。全国に小学校を

普及させるために急がれたのが、教員の養成で、1874(明治 7)年 3 月、東京

に官立の女子師範学校の設立を決め、1875(明治 8)年 8月に開校。1879(明

治 12)年、学制を教育令に変え、地方官の監督を緩め民度に適した教育の

普及を目指したが男女別学だった。

初等教育の就学率は、男女差が大きく、女子の就学率が 50％を超えたの

は 1895 年から 1900(明 33)年のあいだとみられる。1905(明治 38)年には

男女ともに 90％を超えた。しかし、1878(明治 11)年の記録によれば｢小学

校の全科修了生、芝の鞆絵小学校の梅田みち(15歳)ら 4 人と浅草育英小の

嵯峨公勝(16歳)の 5 人｣とあって、就学率と卒業者数には大きな差異があ

るようだ。

孫引きになるが、天野郁夫『学歴の社会史』によれば、1893(明治 26)年生

れで、半農半工の家で、綿つくりと糸よりの仕事をしていた女性の述懐｢わ

たしはもうしょっちゅう、学校休んで子守りしてました。・・・・・わた

しらのお友だちで、まあ十人のうち三人か四人よか学校に行ってませんで

した。(略)学校へ行っているのは金持ちの人ばっかりですネン。(略)三年

になったから学校止める言うたら、校長先生が来てくれはりまして『そん

なこと言わんと、三年にするから来なさい・・・・・』ちゅうて。お父さん

も、『まあ四年まで行って仮名字でも覚えといたら、遠くに行っても何でも

知らせられるから』ちゅうて言いましたワ｣(P180)とある。これが当時の

女子の実態だったようである。中退の理由が、当時の小学校が月謝制度

だったことも否めない。
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わが国の中等・高等教育は男子中心で、1887(明治 20)年、師範学校令、

小学校令(義務教育を初めて標榜)、中学校令により、第二次大戦直後まで

の学校制度の基礎ができたが、女子の中学・大学への道は一旦閉鎖された

が、1891(明治 24)年、中学校令が改正され、第 14条｢高等女学校ハ女子ニ

須要ナル高等普通教育ヲ施ス所ニシテ尋常中学校ノ種類トス｣とし、女子

の中等教育の道が開かれた。1895(明治 28)年の｢高等女学校規定｣第 6条

｢高等女学校ノ学科目ノ程度ハ左ノ如シ／一．修身／教育ニ関スル 勅語

ノ趣旨ニ基キテ人道実践ノ方法ヲ授ケ兼ネテ作法ヲ授ク／修身ヲ授クルニ

ハ躬行実践ヲ旨トシ務メテ貞淑ノ徳ヲ養ヒ起居言語其ノ宜キニ適セシメン

コトヲ要ス｣としている。斎藤美奈子『モダンガール論』では、1899(明治

32)年、女子教育の流れを決める大きな決定が下された。(略)女子教育に

関する法令を発令した。｢高等女学校令｣とし、(略)女子の教育目的として、

そこには力強い一文が含まれていた。｢良妻賢母たらしむるの素養を為す｣

と述べているが、｢貞淑ノ徳ヲ養ヒ起居言語其ノ宜キニ適セシメンコトヲ

要ス｣とは記されているが｢良妻賢母｣の語はない。斎藤がいう 1899 年には

｢高等女学校ノ学科及其程度ニ関スル規則｣が施行されているが、｢科目の

程度｣の条文は、上記と変わっていない。

忘れてならないのは、女子の初等教育でさえままならぬ時期に、多くの

ミッション・スクールで中等教育が行われた事実で、1870(明治 3)年には、

ミス=キダーが、横浜のヘボン施療所で女子教育をはじめている(フェリス

女子校の前身)。

女子の高等教育は、1880(明治 13)年音楽取調掛、音楽伝習のため 18人

の入学許可(うち女子 13 人)、同年、山下りん、1882(明治 15)年清原タマ留

学。1885(明治 18)年、荻野吟子、後期医術開業試験に合格し、初の女医に。

同年大村秀子は、東大総長に入学出願するが却下、翌年文相宛に出願し、

ようやく選科に入学を許可された。1889(明治 22)年には、幸田延が米国を

経て欧州に、以後、女医の高橋瑞子ドイツに留学など枚挙にいとまいがな

い。しかし、水沼なみが、東京市養育院小児科で医師として入局できなかっ

たため、看護婦として研究活動を開始しているように、男尊女卑の傾向は

女性をめぐる社会的環境の歴史的展開
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つづいた。

1889(明治 22)年、文部省は、天皇・皇后の御真影を高等小学校へも下賜

する旨府県へ通知、1890(明治 23)年に教育勅語を発布、1891(明治 24)年、

御真影・教育勅語のため奉安庫･奉安殿の設置がはじまった。

高等女学校では斎藤が言うように、次第に｢良妻賢母｣教育がおこなわれ

るようになった。｢良妻賢母｣の語は、1891(明治 24)年に創刊された『女鑑』

発刊の趣旨の一節に｢女子教育の本旨は其の淑徳を啓発して、男子の功業

を扶くるに足るべき、良妻たらしむるにあり。健全忠勇なる児孫を養成す

へき、賢母たらしむるに在り。(略)女鑑は貞操節義なる日本女子の特性を

啓発し、以て世の良妻賢母たるものを養成するを主旨とす｣としたのが最

初だと私はみている。

高等教育を熱望した女子学生に対し、1900(明治 33)年、津田梅子(元う

め)が麹町に女子英学塾、吉岡弥生夫妻が本郷元町に東京女医学校を創立、

1901(明治 34)年には、私立女子美術学校、成瀬仁蔵らによる日本女子大学

校、1918(大正 7)年には東京女子大学が開校。

この間、1908(明治 41)年、小学校令を改正し義務教育年限を 4年から 6

年に延長。

1913(大正 2)年、黒田チカら三人(当時、日本女子大教授)が、さらに高み

を目指し、東北帝大に合格、1916 年理学士号を取得。

1920(大正 9)年、慶應義塾・早稲田大学が、大学令による初の私立大学と

して設立認可され、東京女子医専が初の女子専門学校として認可され、以

後、多くの大学や女子専門学校が設立された。

1922(大正 11)年、高良とみが日本人女性としてはじめてコロンビア大学

大学院で博士号を取得、この 5年後の 1927(昭和 2)年、保井コノが日本初

の女性理学博士号を取得。以後、1930 年代には、医学・法学・理学・農学・

工学・医化学・薬学分野で博士号が取得された。

女子の進学意慾が増加し、1923(大正 12)年頃には中等教育への進学率が

高まり、東京府は進学緩和のため府立中・女学校の定員を 200 人増の 1000

人にした。1924(大正 13)年、日大・早大などの女子聴講生が女子学生連盟
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を結成し、大学・高等学校の門戸開放を文部省に陳情。1923(大正 12)年、

日本女子大英文学部卒業生に、中等教員試験検定の特典が付与された(従

来は家政科のみ)。

大正後期から、社会主義運動は中・高等学校にも波及し、1924(大正 13)

年、高等学校長会議は、社研解散措置を申しあわせ、1926(大正 15)年、岡

田文相は、学生･生徒の社会科学研究禁止を高校･高専に通達。1931(昭和

6)年、津田塾生、左翼活動で数名検挙など、学生の左傾思想事件は頂点に

達し 395件、991 人にのぼった。翌 1932(昭和 7)年、文部省は、学生のマル

キシズムに対抗して国民精神文化研究所を設立、1934(昭和 9)年、学生部

を拡充し思想局を新設。

前後するが、1929(昭和 4)年、東工大、大阪工大、東京文理大など設立、

初めて男女平等の入学資格を認められ東京文理大に女子 5人入学、明大法

科･商科は女子部を新設し 160 人が入学。

1935(昭和 10)年頃から高等女学校で英語廃止・減少が始まり、1937(昭

和 12)年、皇国史観徹底のため国体の本義を編纂、1939(昭和 14)年、学生

思想の健全化のため高校･大学の語学教科書から恋愛論を一掃し、大学で

軍事教練を必須科目化、天皇、青少年学徒に賜りたる勅語を下賜。国民精

神総動員委員会は、学生の長髪･パーマネント･口紅･白粉･頬紅禁止を決定、

1942(昭和 17)年、学徒出動命令が下り、修業年数の削減がおこなわれ、学

徒戦時動員体制確立要綱を決定し、学業を休止し軍需生産に従事させ、戦

争末期から終戦まで 300万人の学徒を動員した。

ⅰ− 2)戦後

敗戦直後の 1945 年、文部省は、国体護持・平和国家建設・科学的思考を

強調した｢新日本の建設教育方針｣を公表したが、GHQの五大改革指令の

学校教育の自由主義化により、1946 年、大学入学選抜要綱を通達し、女子

及び専門学校卒業者の大学入学を認可。

1947 年、教育基本法･学校教育法を公布、6・3・3・4制、男女共学を規定、

津田塾・日本女子大など 5 女子大学を含む 12 の新制大学を認可。新制高

女性をめぐる社会的環境の歴史的展開
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校発足、関西では男女共学でスタート(東京は一年遅れ)、永畑道子らは、

旧制 5高に入学した。新旧制度の並行は 1950 年までつづいた。

＊＊＊エピソード＊＊＊ 1947 年、6･3･3･4制の新学制制度がはじまった。

この年、小学校一年生の国語の教科書はひらがなだったが、前年まではカ

タカナで、私も、家庭で直線で表現できるカタカナを学んでいたが、曲線

の多いひらがな教育には戸惑った。＊＊＊

1949 年、新制国立大学 69校各都道府県に設置、1950 年、短大を暫定的

に設置。

1956 年、清瀬文相、男女共学は弊害があるので考慮すべき段階と時代錯

誤発言。

経済復興とともに女子の大学進学率が高まり、1962 年、池田弥三郎慶大

教授らが、女子学生亡国論をとなえた。1963 年、高校で女子の家庭科必修

になり、1994 年に共修が実現。

1965 年、教育の機会均等を訴え、学費値上げに反対して慶大で初の全学

スト、東北大などに広がり、1968年、東大からはじまった大学紛争は全国

に拡大、12 月、東大・東京教育大学は 1969 年の入試を中止。高校進学率は

76.7%に伸び、男女ほぼ同率になり、東京では初めて 90% 突破の 91.6%

になった。

1970 年、中根千枝が東大、柳島静枝が京大初の女性教授に就任。このこ

ろから、老人問題が表出し生涯教育が浮上、女性史の見直しもはじまり、

女性史総合研究会や日本女性学会が発足。

1979(昭和 54)年にスタートした共通一次試験(後センター試験)は、私立

大学にも広がった。男子のみしか受入れなかった東京商船大学が女子受験

を認め、海上保安学校、航空管制官・気象大学校等 12種の国家公務員採用

試験女性に開放と、次第に女性への門戸は広がってきている。
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ⅱ 職業・社会進出

ⅱ− 1)戦前

1868(明治元)年、商法司が商法大意で｢職業の自由｣を布告したが、｢武家

の商法｣と揶揄されるように武士の立場は様変りした。文明開化、富国強

兵のなかで、資本主義化による近代産業の発達とともに、女性の社会進出

がはじまったが、戦前期の女性の職業の根幹に存在するのは｢低賃金｣だっ

た。男子は戸主として、一家を支えるという大義名分があったが、女性の

職業は、戸主の補助・内助にすぎないと位置づけられたためである。

江戸時代からつづいた女性の職業は、芸・娼妓、歌舞音曲師匠、画家、

内職(縫物・仕立など)、行商、出稼ぎ(茶摘・養蚕・杜氏など)、賃機、土

方(地固め・砂利運びなど)、港湾人夫、立ん坊(坂道の重い荷車押し)、農

業、髪結、女中、乳母、旧産婆、鉱山労働者、針子など。

明治初期には、乗合馬車の駆者、人力車夫、荷車曳き、停車場人夫、新

産婆(正式資格を取得した者)、小学校教員・校長、看護婦、写真師、マッ

チ工場女工、貴族院女給仕、看護婦、女囚取締など。中期には、英語教師、

音楽家、活版印刷・活字拾い、大蔵省印刷局・煙草・製糸・紡績・織物・

西洋煉瓦・印刷・ガラス・製靴・鉄鋼・黒鉛坩堝・紙函・団扇・時計・染

色・洋傘・帽子・ブラシ・製油工場女工、電信技手、電話交換手・監督、

女医、歯科医、保母、作家、速記者、勧工場・展示会監視人、婦人記者、

事務員、鉄道局旅客調査員、東海道線急行の食堂車女給、国鉄駅出札係、

店員など。後期にはじまった職業は、電報調査員、モデル、タイピスト、

美容師、通訳、薬剤師、研究所勤務、郵便局員、監獄教誨師、官営煙草工

場女工・監督、ゴザ製造、製紐、和紙製造、マッチ・セメント工場女工、

外国航路汽船スチュワーデス、花売り娘、女優、英文速記者、カフェ女ボー

イなど。一部ではあるが肉体労働から、頭脳労働への変化がみられる。

大正期には、英文タイピスト、中等学校教員、バス車掌、ガソリンスタ

ンド売子、映画館切符売・案内嬢、派出看護婦、派出婦、雑誌・新聞記者、

電車車掌、トラック・バス運転手、船舶機関士、アナウンサー、外国人ガ

イド、弁士、保険勧誘員、郵便集配人、列車清掃婦、保護司、医学部助手

女性をめぐる社会的環境の歴史的展開

− 19 −



など。1926(大正 15)年に内務省社会局が発表した、｢全国職業婦人調査｣で

は、農家傭婦 600万人・女工 100万人、これ以外に職業婦人 110万人、(う

ち医務 9万 8000 人・教育 7万 8000 人・官庁事務 4万 5000 人・商業 60万

7000 人・売子・タイピスト 9万 3000 人・工場鉱山職員 1万 1000 人、その

他女中・女給など)で、大正後期の女子就労者数の概要がみえる。

昭和恐慌で、紡績女工 4万 6000 人が解雇され、労働争議は前年の 2倍に

なり、飢饉などで芸娼妓・酌婦が増加し全国で 20万 7000 人、カフェ、バー

の女給 6万 7000 人、男に声をかけキスをするキッスガール、男と腕を組む

ステッキガールも登場。昭和に入り、乗馬服スタイルの婦人車掌、上野松

坂屋にエレベーターガール、東京空輸送会社エアガール、京都で円タク運

転手、警視庁は家出人保護担当の保健婦、万国婦人子供博女子看守(コンパ

ニオン)、レコード・たばこ・公衆電話サービスガールなどが登場。大阪

YWCAは、オフィス･ワイフ(女性秘書)養成科を設置した。

明治時代に新職業として、需要が発生したのは小学校教員養成で、師範

学校卒業後の任地は任命制で、給与も男子教員の 2/3だったので、就業義

務の 2年間を終ると、結婚していく者が少なくなかった。師範学校進学に

対し、親はショックをうけ、幸福の断念ととり、周囲も師範に入る娘は容

貌が醜いから、縁遠いからなどとの評判を立てた。極例だが、｢学問好きな

女子は家名を傷つけるというので親族会議を開いた｣ケースもあった。教

員だけではないだろうが、共稼ぎの場合｢親戚からまだ共稼ぎを止めない

のかと再三言われた｣という。共稼ぎとは卑しみと同義語だった。未婚女

性の場合は、親の経済的補助、兄弟の学資を稼ぐものが少なくなかったが、

社会勉強のため勤めるケースも散見されるが、侮蔑的な目があったことは

否定できない。

明治の労働環境は、官吏に対する官制を改正し、勅任・奏任・判任官を

定めるとともに、従来の年俸制から月給制に変え、官庁の公休日を、1月

1-3 日、6月 28-30 日、12 月 29-31 日と定め、紀元節などの 8日を祝祭日と

し日曜全休、土曜半休とした。一部の企業では、退職金制度、休暇･制服な

どを定めた近代的就業規則を制定。海軍火薬製造所などで定年制を施行。
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炭鉱規正法で 8 時間労働制を規定。工場法を公布したが、貴族院の反対で

1916(大正 5)年まで延期して施行。

＊＊＊エピソード＊＊＊新政府は、1873(明治 6)年太陽暦を採用したが、

大陰暦では閏月があるため、13ヵ月分給与を支給しなければならないため、

太陽暦を採用したという説がある。＊＊＊

女性の地位向上は、1906(明治 39)年、逓信省貯金管理所雇員和久井みね

他 16 人を判任官待遇に、1920(大正 9)年、東京市、水野やす子を女性視学

に任命、1922(大正 11)年、東京女高師教授喜多見さき子、女性教育者初の

勅任官に。1928(昭和 3)年、谷野せつ工場監督官に就任。1935(昭和 10)年、

金子しげり東京市清掃課の行政機関嘱託に。民間では、三越が女店員を主

任待遇に昇進させた。大阪大丸は服飾研究生の女店員をパリに派遣、坂根

田鶴子=女性映画監督｢初姿｣でデビュー。

1912(大正元)年、鈴木文治らが友愛会を設立、1916(大正 5)年婦人部を

創設。同年、工場法施行に備え警視庁などが工場監督官設置を公布し弾圧。

1919(大正 8)年、第 1回 ILOは女子･少年の深夜業禁止、8 時間労働、労働

者最低年齢等の条約を成立したが、日本は後進国を理由に欧米との同一行

動を拒否。労働・小作争議も頻発し、1920(大正 9)年、全国教員組合は発会

式で、男女教員俸給差別撤廃を決議、これに対抗して警視庁は特別高等課

に労働係を新設。

1925(大正 14)年細井和喜蔵の『女工哀史』は、前借金にしばられた紡績女

工などの過酷な労働条件を書いた。工場から逃亡して自殺する者もあり、

ストなど労働争議が頻発した。

1927(昭和 2)の金融恐慌が、1930(昭和 5)年に、わが国にも波及し、大学

卒業生の就職も厳しく｢大学はでたものの｣という流行語が生まれた。だ

が、1927 年の記録によれば、社長の平均年収は 15万 1000円(税引き後)で、

大卒新入社員の 1500円とは 100倍の差があった。

1929(昭和 4)年、改正工場法が施行され女性の深夜業廃止。日中戦争時

女性をめぐる社会的環境の歴史的展開
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代になり、国家の規制は厳しさを増していくが、労働婦人連盟・日本タイ

ピスト協会・婦人俸給者組合・日本看護婦協会設立、全日本労働総同盟結

成大会開催などがみられる。

1928(昭和 3)年、全国鉄道女子従業員(8000 人)、産前産後の賜暇期間 40

日を産前 28日、産後 42 日に延長、1931(昭和 6)年、労働者災害扶助法公

布、鉱山での女子･年少者の深夜業･坑内労働禁止、退職積立金および退職

手当法公布などの施策もとられた。

共稼ぎも普及しはじめ、託児所増設の要望も高まった。一部では、6時

間労働制を採用したため、家庭婦人の勤労が可能になった。一方、1935(昭

和 10)年、小作争議は、6824件とピークを記録。

1938(昭和 13)年、国家総動員法公布、職業紹介所国営化、産業報国連盟

創立、1939(昭和 14)年、国民職業能力申告令を制定(女医・看護婦等)、国

民徴用令公布、女子の坑内作業禁止を緩和、1940(昭和 15)年。大政翼賛会

結成、大日本産業報国会創立、太平洋戦争開戦以降、応召者増加で銀行は

女子事務員採用を本格化した。1938(昭和 13)年、全日本労働総同盟幹部、

明治神宮に参拝し皇軍の武運長久を祈願で、戦前の労働運動は終焉。東京

市の女工は 16万人を突破し重工業化へシフトしたが、1940 年、大日本農

民組合解散、軍需産業の労働力需要増で農業･商業からの転職者急増、軍需

景気で女工の希望が増えデパートガールの希望は減少した。

国策として｢産めよ殖やせよ｣時代に入り、1936(昭和 11)年、女子労働者

の結婚退職が、自己都合か否かで内務省と全国産業団体連合会が対立、内

務省は、やむを得ざる退職と結論、退職手当の支給を認めたが、6ヶ月以内

に婚姻証明書提出を義務化した。1939(昭和 14)年、日本勧業銀行は、婦人

職員 1200 人に結婚を奨励し 28歳定年制を実施、東京交通労組婦人部、結

婚による退職反対懇談会開催など、戦後もつづいた結婚退職問題がおこっ

た。

1942(昭和 17)年、賃金統制令施行規則を改正し、女子日傭労務者の賃金

を男子の 7〜8割と決定、1943(昭和 18)年、工場法戦時特例を施行し、女

子･年少者の深夜業と坑内作業を認可、17 業種に男子就業の制限･禁止(一
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般事務補助、販売店員、外交員、受付、電話交換手、車掌、出改札掛、理

髪師など)に関する件と女子挺身隊制度強化方策要綱を決定し 12-39歳を

強制加入させ、学校工場化実施要綱を発表し、女子校の工場化を促進。小

学校の女性教員は男子教員数を上回った。1944 年の勤労風俗は、丸の内の

出勤男女比 1:3 に逆転、男はゲートルに戦闘帽、女はモンペ姿だった。

1945 年、国民勤労動員令公布、国民徴用令等を廃止・統合し労働力を根こ

そぎ動員し、敗戦時における女子挺身隊員 47万 2000 人、女性労働者は

313万人におよんだ。

ⅱ− 2)戦後

1945 年、GHQは、労働組合結成の奨励などを含んだ五大改革指令を発

令。敗戦による海外からの引揚者 440万人に加え、軍隊からの復員者が

あったため、同年、厚生省は離職者 1324万人と発表。労働組合法が公布さ

れ、団結権・団交権・争議権が確保され、全日本教員組合、日本農民組合・

日本労働組合総同盟など組合結成が相次いだ。二次にわたる農地改革で、

不在地主の土地 80％が解放され、多数の農民が小作から解放された。

1946 年の失業者は 600万人、完全失業者は 159万人、男性の職場確保の

ため国鉄は、婦人･年少者を中心に 7万 5 千人の解雇通告、追随する企業が

続出し、多くの女性が職場を失った。

1947 年、労働基準法を制定、男女同一賃金、女子の時間外労働制限、産

前産後・生理・育児休暇など母性保護を規定した。1948年、国家公務員法

改正公布、人事院を設置し争議行為など禁止。1949 年ごろから、レッド

パージが教員・新聞社員・公務員に広まった。

ごく一部の現象だが、東京都教組婦人部は、初任給 3120円の男女同一賃

金を獲得した。

1950 年、朝鮮戦争により経済復興の糸口をつかみ、1951 年、ILOに加

盟。女性改造で BGという新語が紹介されたが、1963 年、NHKは放送禁

止用語にしたため、OL の語が使われるようになった。名称の変更は、

1961 年の日本観光旅館連盟が｢女中｣から｢お手伝いさん｣に、1966 年、｢思
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想の科学｣は｢共稼ぎ｣を｢共働き｣とした。

＊＊＊エピソード＊＊＊『週刊女性自身』のライター長尾三郎は『週刊誌血

風録』で｢僅差でオフィス・ガールが 1位だったが、BGから OGでは代わ

り映えがない｣、文化放送で｢百万人の英語｣の講師をしている鬼頭イツ子

が、｢ガールは子ども扱いだが、レディなら教養のある女性らしさを感じさ

せる｣という理由で、実際は 2位だったオフィス・レディの略称OLを採用

した｣と記している。＊＊＊

結婚退職・出産退職・女性の若年定年制などが問題提起され、1966 年、

東京地裁、女子の結婚を理由とする解雇は違憲と判決、1981 年、最高裁は、

日産自動車の定年差別歳訴訟で｢性別定年差別は公序良俗に反し無効｣と判

決し、定年差別問題は決着した。

1956 年、産休補助教員設置法施行、ILO女子の坑内作業の禁止に関する

条約批准、経済白書は｢もはや戦後ではないと｣宣言したが、5月、厚生省の

推定では、｢今月だけで売られた子、前年の 3倍の 644 人、この一年で 5000

人、ほとんど特殊飲食店へ｣という現実もあった。

内職・パート労働をふくめた女性労働の増加に対応して、1959 年、最低

賃金法公布。｢金の卵｣と呼ばれた中卒就業者は、1963 年、就職列車がピー

クの 7万 8000 人を記録。

1960 年代に入ると、夫婦共働き、女性パートタイマー増加で｢カギっ子｣

問題が発生し、保育施設・保育時間の延長の要望が急増。地方からの出稼

ぎ、工場の地方進出により、農村でもパート労働が広まり、三ちゃん農業

時代を経て、1967 年、農業就業人口は 20%を割った。

女性の家事労働の評価問題で、1966 年、大阪地裁は、女子労働者の平均

賃金を算定基準と判決、1974 年、最高裁は、妻の家事労働の財産的評価を

認め、逸失利益で新判断を示した。

1962 年、下関市のウニ加工工場、日本初の完全週休二日制を実施、キャ

ノンなどの大企業で完全週休 2 日制を実施、1992 年国家公務員の完全土休
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が実施された。一方、1970 年、八幡・富士製鉄が大合併し、新日本製鐵に

なり、資本の集中も進行し、転勤による単身赴任も問題化した。

男女の賃金格差問題は、1975 年、秋田相互銀行の女性 7人が、男女賃金

差別訴訟で秋田地裁で勝訴したが、現在も男女格差は継続している。

1984 年、働く主婦が 50%を超え、0歳児保育、夜間保育、ベビーホテル

も設立され、1992 年、育児休業法が施行されたが、未だに男性の育児休暇

取得率は 1％に満たない。1980 年代半ばには JT、NTT、JRなどが民営化

され、1980 年代半ばから、セクハラや過労死が問題化した。

コンピュータの発達による銀行相互間のオンライ化と、1972 年の金融史

上初の大晦日一斉休業実施は、労働環境を大きく変え、企業は機械化、合

理化を推進。1973 年、希望退職、1977 年には、窓際族の語が登場した。

男性の職業とみなされてきた、消防官・海上保安官・航空管制官などが

女性に開放され、清水焼のロクロ師、航空機パイロット、競馬の騎手、新

幹線の駅長・車掌・運転手、大阪府の知事に太田房江が当選し、現在では、

女性の進出がない職場はほとんどみられなくなっている。

戦後の女性の地位の向上は、1946 年の逓信院、特定郵便局長に女子任用

にはじまり、労働省発足で山川菊枝が局長に、湯槇ます東大医学部衛生看

護学科助教授、中山マサ厚生大臣就任。1970 年以降、国立大学教授、都民

生局長、政令都市議長、国連代表部公使、デンマーク大使、警視庁で警視、

海上保安庁船長、最高裁判事、労働省事務次官に就任。民間では、高島屋

の石原一子が東証一部上場会社で重役のち経団連幹事に就任などがみられ

るが、男女共同参画法の趣旨ほど、女性の地位は向上していない。

ⅲ 結婚・家庭生活

ⅲ− 1 戦前

戦前の女性の結婚といえば、｢家｣制度と戸主権に支配されたものであり、

妾をもつことは、男の甲斐性ともいわれたが、1870(明治 3)年、新律綱領で

妾を公認し、妻と同等の二等親においた。1871(明治 4)年、華族･士族･平

民相互の結婚を許可、1874(明治 8)年には養子縁組も自由になった。1873
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(明治 6)年、尼僧に肉食、夫をもつ・蓄髪などの権利が付与された。

福沢諭吉は 1870(明治 3)年『中津留別之書』で、｢人倫の大本は夫婦なり｣

｢男といい女といい、等しく天地間の一人にて軽重の別あるべき理なし｣と

して、一夫一婦や男女平等を説いた。1874(明治 7)年、富田鉄之助と杉田

縫が、福沢諭吉を媒酌人、森有礼を証人とした、契約書を交換して結婚。

山口県で保証人証明による祝婚姻、岩手県で約定書交換の自由結婚、1876

(明治 9)年、福島県で男女平等の結びつきを謳う誓約書交換の結婚式が行

われた。

森有礼は、『明六雑誌』に｢妻妾論｣を発表した。これに呼応するように、

1879(明治 12)年、東京基督教婦人矯風会が設立され、一夫一婦制・廃娼の

確立などの運動を展開した。

穂積八束と梅謙次郎らによる民法典論争の結果、新たに制定された民法

では、｢家｣制度で、戸主権、家督相続、親族会議などを規定した。

この後｢良妻賢母｣主義が女子教育の中心になるが、良妻賢母主義と｢家｣

制度は多くの論議をおこしたが、1893(明治 26)年、厳本善治は、『女学雑

誌』に｢女子教育体勢一転の期｣を掲載し、良妻賢母思想を批判した、1934

(昭和 10)年、衆議院で松田文相が、日本婦人は夫を援ける教育をするもの

で解放すべきものではないと発言し、議論に終止符を打った。

新たな結婚式形態として、1900(明治 33)年、現東京大神宮で神前結婚式

挙行、1905(明治 38)年、都会で指輪を嫁入りに使用、1934(昭和 9)年ころ

からウェディングドレス着用が増加、1944(昭和 19)年、三越に結婚式場が

開設されたが、結婚式は 15 分程度に簡素化され、戦時下の結婚式の花嫁は

モンペに、束ねた髪に白い羽毛の髪飾りのみだった。

＊＊＊エピソード＊＊＊勤倹節約時代の 1943 年、花嫁装束の｢ツノ隠し｣

論争がおきた。商工省と婦人団体が論争を展開した。存続派のリーダーは

岸信介商工相(1960 年の安保闘争時代の総理大臣)、反対派は大妻技芸学校

設立者の大妻コタカだったと伝えられている。＊＊＊
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1906(明治 39)年、丙午吉凶論盛んになり、1922(大正 11)年の関東大震災

で戸籍簿焼失の為、19歳の丙午生まれの娘を 18歳として届け出る親が激

増。60 年後の 1966 年、丙午で出産数 136万人で今世紀最少、出生率前年

比 25％減がおこった。

戦前期の大きな問題として産児制限があった。1907(明治 40)年、堕胎に

関する法律公布。1908(明治 41)年、榊順次郎が妊娠暦速算器を工夫、コン

ドームを｢ハート美人｣として発売、1921(大正 10)年、サンガー夫人が来日

したが、内務省は産児制限公開講演禁止を条件に入国を許可。石本恵吉･

阿部磯雄らがこれにつづき、1927(昭和 2)年、『主婦之友』に荻野式避妊法

が紹介された。1928(昭和 3)年、東京市は、多産に苦しむ細民のため多産

制限を指導したが、翌年、警視庁は、産児制限、妊娠調節を禁止、1938(昭

和 13)年には、産児制限相談所を、警察命令で閉鎖。この間、1914(大正 3)

年、生田花世は、『婦人公論』に｢食べることと貞操｣を掲載し、貞操論争が

はじまり、1915(大正 4)年、『青鞜』に原田皐月の堕胎肯定論が掲載され堕

胎論争がおこった。

恋愛という言葉は、1887(明治 20)年、仏和辞林に amourの訳語として

登場。1906(明治 39)年以後、大杉栄、厨川白村らが近代の恋愛観などを発

表。1928(昭和 3)年、『婦人公論』で高群逸枝と山川菊枝が｢恋愛論争｣を展

開した。

この間、1916(大正 5)年、与謝野晶子･平塚らいてうらによる母性保護論

争がはじまった。与謝野は、『婦人公論』に｢女性の徹底した独立｣を発表し、

生殖や子育ては夫婦の責任で、女性の経済的・精神的な独立を主張、平塚

は｢母性保護の主張は依頼主義か｣を発表し、母は生命の源泉であり、婦人

は母であることにより、個人的存在を脱して社会的、国家的な存在者にな

ると述べ、子育ては社会的国家的な重要な事業なので、母性保護は女性の

当然な社会的権利であると主張、山川菊枝は、婦人の経済的独立と母性保

護の双方の必要を認めたうえで、母性である女性の根本的解放は社会主義

社会においてのみ可能になると主張した。

この当時、男性の悪所通いは当然のこととみなされ、いわゆる性病にか
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かる者が多かったため、1919(大正 8)年、新婦人協会が、花柳病男子の結婚

制限の請願を提出、1921(大正 10)年、平塚らいてう・市川房枝らは『婦人

公論』に、花柳病者に対する結婚制限並に離婚請求に関する請願書を発表

したが事態は動かず、戦後の 1948年、性病予防法が公布された。

移民問題では、1920(大正 9)年、アメリカが米国人と東洋人との結婚禁

止法を可決したが、駈込みで写真結婚した花嫁の入国も盛んだった。また、

1924(大正 13)年、新潟県下の農村で女子の出稼ぎ増加がおこり、地元の青

年の結婚難などで反対運動がおこった。

1927(昭和 2)年、女性の就学年齢が高くなり、働く女性も増えて婚期が

遅れる傾向になり、高等女学校卒業後すぐ結婚する女性は、1924(大正 13)

年 78人中 63 人だったが、1929(昭和 4)年は 100 人中わずか 5人だった。

第一高女などでの調査結果では、結婚相手の人気職業は銀行員、官吏など

のサラリマーンが 1位で、女性の高学歴化は結婚年齢高齢化を引きおこし

た。

1935(昭和 10)年以降、大日本連合婦人会等々が次々に花嫁学校を開設。

国策として大陸の花嫁募集・養成が増加。1939(昭和 14)年、厚生省は、産

めよ殖やせよなどの結婚十訓を発表、人口問題研究所も女子に 20歳前後

での結婚を奨励するなどの人口政策を発表し、ヒステリックなまでに、官

庁も婦人団体も結婚を奨励した。同年、東京市教育局、小学校教員の風紀

問題頻発に男女教員の同僚結婚不可を通達。時代は遡るが、1901(明治 34)

年、『婦女新聞』読者欄に枯葉女史なる人物が｢わが婚せざる理由｣を投書し

不婚論争がおきている。

厚生省は、1939(昭和 14)年戦争未亡人の相談相手に女性指導員を置い

た、指導方針は、再婚は 35、36歳までなら可、ただし、極力国家に身命を

捧げた主人の英霊を守ることが日本婦人の理想とした。1943(昭和 18)年、

『婦人公論』は戦争未亡人特集で、再婚できるものはするのがよいを掲載し

て、陸軍省の怒りを買い、同誌は謝罪文掲載と始末書･用紙割当削除処分を

受けた。

女性の結婚・離婚に対する権利は戸主がにぎっていたが、大正デモクラ
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シー期に入ったころから、注目すべき判決がではじめ、1915(大正 4)年、大

審院【以下、ことわりがないのは大審院判決】、初めて(内縁の妻に)婚姻不

履行に基づく賠償請求を認める、同年、婚約の予約有効の判決、1926(大正

15)年、男子貞操に関する判決。1930(昭和 5)年、離婚訴訟で、子供ができ

ないのを理由に夫が妾を囲うのを認められない、という妻の言い分を認め、

夫に 1万円の慰謝料支払いを命じた。同年、身持ちの悪い夫には妻の財産

管理権なし。1931(昭和 6)年、大阪控訴院、未亡人の貞操に関しある程度

の性の自由を認める、1932(昭和 7)年、妻の持ち物は夫でも自由にならな

いと判決。1937(昭和 12)年、内妻にも軍人遺族扶助。1939(昭和 14)年、内

縁の妻が懐妊し婚姻届を出した後 300 日以内に出生した子供は嫡出子と判

決、これは、現在でも論議続行中。

ⅲ− 2 戦後

1945 年 11 月の全国人口調査では、総人口 7199万 8104 人、女性が男性

を 420万人上回り、15-49歳の女性は配偶対象の男性より 647万人多いこ

とが判明。戦争未亡人は約 28万人に達した。従来職場結婚はタブーだっ

たが、1947 年に東京都庁は、初めて職場結婚を公認、継続勤務を認めた。

同年、刑法を改正し姦通罪は廃止。1948年、京都の戦争未亡人が再婚のた

め、未復員の夫を相手に離婚訴訟起こした。

わが国は、占領軍に支配されたが圧倒的に米兵が多く、1988年、ワシン

トン州で戦争花嫁渡米 40周年記念大会開催されたが、戦争花嫁は米国だ

けで 10万人におよんでいた。

1949 年に施行された新民法と戸籍法で、｢家｣、戸主、家督相続、親族会

議が廃止され、成人の結婚は両性の合意で成立、姓・住居も夫婦協議で決

定、戸籍は夫婦単位で編成されることになり、妻の無能力規定も廃止され

離婚も自由になった。財産分与請求規定ができたが、子のない妻の相続権

はいまだに認められないという問題は残っている。

1962 年、建物の所有区分所有法改正で、夫婦で住んでいる家屋の半分は

妻の所有権になる。1949 年、結婚相談所にくる女性の男性の理想像は、自

女性をめぐる社会的環境の歴史的展開
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宅を持っている人が圧倒的だった。1955 年になると、30 代女性の結婚が

深刻化。1959 年、結婚する女性に、家付き、カー付き、ババ抜きの語が流

行。1970 年、北海道で花嫁誘致を発端に、結婚難・未婚率減少を図る結婚

推進課新設など、農村の嫁不足は社会問題化している。一方で、できちゃっ

た結婚が増加、1987 年、独身女性の間に三高の語(身長・学歴・年収が高い

ほど良い)が広がった。この間、結婚クリスマスケーキ説、年越しそば説な

どの言葉も流布された。

戦後の夫婦間に関する判例は、離婚問題が多く、1951 年、最高裁は、情

婦を持ち婚姻を破綻させた夫からの離婚請求を認めず。1980 年、結婚後に

できた財産の半分は妻の貢献によるとして、妻が夫を提訴した離婚訴訟で、

横浜地裁は夫に現金 1億円と土地の移転登記を命じた。1983 年、最高裁

は、夫の事業倒産後に協議離婚した妻への財産分与は、不当とする債権者

の訴に妻の優先権を認めた。1984 年、大阪高裁、浮気亭主は妻が浮気して

もその相手から慰謝料を取れないと判決。

住宅状況は、米軍の無差別爆撃もあり、住宅不足が全国で 420万戸にお

よんだため、勧銀・現みずほ銀行は、住宅が当る住宅定期預金を開始、赤

玉ポートワインの懸賞の 1等商品は住宅だった。1955 年、四谷にわが国初

の分譲マンションが完成し販売された、価格は一戸 400-700万円だった。

1958年、団地族が流行語になったが、翌年の建設白書は、｢住宅はまだ戦

後｣と発表し、1973 年ようやく、総理府統計局住宅統計調査中間報告で、1

世帯 1住宅一応達成と発表。

1949 年、戦中｢産めよ殖やせよ｣といっていた政府は、一転して、人口問

題審議会を設置し、産児制限の強力推進を答申し、1948年、優生保護法公

布、人工妊娠中絶の条件を緩和、厚生省は、避妊薬製造を許可し、翌年、

エーザイが避妊薬サンプーンを発売して新薬の語が生まれた。1955 年、ピ

ル発表、婦人用体温計発売され、1974 年厚生省は、避妊リングの製造を許

可。1984 年、世界初の人工流産剤の製造認可。1986 年、ピル研究班がよう

やく製造を認めた。

主婦に利便性をもたらした 1952 年の即席カレー発売以後、インスタン

− 30 −



トラーメン、インスタント食品やレトルト食品が次々に開発された。1954

年、電気洗濯機･冷蔵庫･掃除機が三種の神器と呼ばれ、1957 年、主婦の店

ダイエー開店、1960 年、東京ガスは料金銀行振込みを開始、スーパーマー

ケットも急増。1966 年には、3C(カラー TV、カー、クーラー)が新三種の

神器になった。1974 年、コンビニが台東区で開業された。1976 年、宅急便

開始、1983 年、ベビー用紙おむつの生産量 3352 トン。以後、郊外レストラ

ン、少量パックの惣菜・カット野菜急増、宅配ピザ、オンライン・スーパー、

ネット専業銀行、携帯電話が普及し、近年は食洗機・生ごみ処理機・IH調

理器が家電品の新御三家と呼ばれる時代になっている。

次第に働く女性が増加し、1955 年、石垣綾子は｢主婦という第二職業論｣

を『婦人公論』に発表し主婦論争がおきた。これは、すでに平野が述べて

いるので省略する。

1964 年、労働省の女子労働者の職業と家庭責任調査では、共働きが半数

になり、カギっ子問題が発生し保育園の拡充・保育時間延長が問題化した。

また、転勤問題も発生し、1969 年、大阪地裁は、日本生命の配転拒否事件

で、別居を強いる転勤は人事権の不当乱用と判決。

1976 年、企業で給料の銀行振込みが始まった。これによって、夫の収入

がオープンになったことと、単身赴任の増加により、主婦に管理される夫

が増加した。

高齢化問題は、意外に思えるほど早くから問題として意識され、1959 年、

日本老年学会設立。1963 年、老人福祉法公布。1970 年、厚生白書に高齢者

問題が登場。以後、安楽死協会設立、老人対象の公立結婚相談所・有料老

人ホーム開設、寝たきり老人家族のショートステイ、中教審・生涯教育を

答申。1986 年、厚生省は、痴呆性老人対策本部を設置。1987 年、文部省は

生涯学習局を設置。1994 年、介護休業法が成立したが、現在、老老介護、

認認介護が問題になっている。

女性の意識調査をみると、1980 年の婦人･世論調査、1人立ちできれば結

婚しなくてもよい、子供ができても仕事を続ける女性合計 23%。1990 年、

総理府女性に関する世論調査では、男は仕事、女は家庭に同感しない女性

女性をめぐる社会的環境の歴史的展開

− 31 −



39.1%、男性 34.7%。1996 年、総理府調査で成人男女の半数以上が夫婦別

姓を容認。だが、1991 年、育児休業法がスタートしたが男性の育児休業は

今もって 1％に満たない。2000 年に施行された男女共同参画法もあまり機

能しているようにはみえない。

Ⅳ 婦人運動

Ⅳ− 1)戦前

既に各章で述べてきたことが多いので、簡略化して述べる。

1879 年、群馬県会が、貸座敷業改正の建議を提出、これに呼応するように、

東京基督教婦人矯風会が設立され、廃娼･禁酒･禁煙･一夫一婦制の確立運

動を展開。

1882(明治 15)年、岸田俊子が男女同権の演説をし、｢同胞姉妹に告ぐ｣を

『自由燈』に連載。

一時的にせよ、1880(明治 13)年、高知県上街小高村、1885(明治 18)年、

宮城県仙台区役所が、25歳以上の女戸主に各区・各町の選挙権を認めたこ

とは見逃せない。

1885(明治 18)年、甲府の製糸工場の女工たちが、支配人の待遇不公平(顔

の美醜)を不満として怠業をし、労働運動が芽をふきはじめた。

こうしたなか、婦人矯風会、大日本婦人教育会、女子教育奨励会、婦人

白標倶楽部などが結成され、これは地方にもおよび、廃娼・一夫一婦制・

禁酒・禁煙・参政権獲得などの運動を展開した。これに対抗して、1901(明

治 34)年、愛国婦人会が創設され、兵士･家族救護活動を行い、日露戦争を

契機に組織が拡大し、わが国最大の官製団体になった。

1890 年代半ばから労働運動も激化し、普通選挙獲得運動もおこったが、

集会及び結社法公布、新聞紙条例改正で女子が発行人・編集人・印刷人に

なることを禁止。

1902(明治 35)年以降、職能団体として日本女医会、帝国通弁協会、大日

本実業婦人会などが結成され、1904(明治 37)年、日露戦争が勃発したが、

社会主義協会は社会主義婦人演説会を開催し、女性の改良･自由結婚･教育
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などを論じた。愛国婦人会は、日露戦争の檄文を全会員に配布。1909(明

治 42)年、女子教育懇話会が、良妻賢母教育の立場から、若い婦人の男子に

対する心得〈べからず〉十訓を作成。

1919(大正 8)年、山脇玄は、貴族院本会議ではじめて婦人参政権の必要

を主張。全国 43団体が集結して全国普選期成連合会結成で、普選運動は

激しさを増した。これに対抗して、警視庁特別高等課に労働係を新設。久

布白落実・市川房江・吉岡弥生らに先導され、婦人参政権獲得運動は大正

後半から、一部に離合集散はあるが運動を激化した。

1922(大正 11)年、文部省は、女教員・保母に初めて産前産後休暇を認め

るよう訓令(産前 2 週間、産後 6 週間)。

閣議で国産品愛用運動を決定。勤倹奨励婦人団体委員会は同調した運動

を起こし、文部省は、｢家庭教育ニ関スル件｣を訓令し、家庭教育の必要を

強調し大日本連合婦人会を創立。

15 年戦争時代に入り、婦人報国運動組織として日本連合婦人会結成、愛

国婦人会は慰問活動を開始、時局認識･生活改善推進のため婦人報国運動

を開始し活動をエスカレートした。

1934(昭和 9)年、婦人参政同盟は、有妻男子の姦通罪制定を法相に陳情。

市川房枝らは、母子心中の防止を目的に母子保護法制定のための最終準備

委員会を開催。1935(昭和 10)年、廃娼同盟は国民純潔同盟に改組。婦人矯

風会・日本女医会など 8団体が、非常時局打破克服を目的に日本婦人団体

連盟を設立。

1937(昭和 12)年、愛国婦人会･大日本国防婦人会・大日本連合婦人会・同

女子青年団、国民精神総動員中央連盟に包含。国民精神総動員中央連盟は、

非常時国民生活様式改善委員会設置、委員 35 人中吉岡弥生、市川房枝ら女

性委員 11 人が参加し、労働・婦人運動は実質的に終焉。1940(昭和 15)年、

新体制運動協力のため婦人参政権獲得運動同盟は解散した。

＊＊＊エピソード＊＊＊ 1940 年 7 月 7 日に、奢侈品等製造販売禁止され

｢7.7禁止令｣と呼ばれた。国民精神総動員本部は｢ぜいたくは敵だ！｣の看

女性をめぐる社会的環境の歴史的展開
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板を設置したが、一部の人々は｢ぜいたくはステキだ｣とだじゃれていたと

いう。1943 年には、デザインを凝らしたモンペが流行した。大日本婦人会

は、｢決戦です！すぐ、お袖を切って下さい｣というカードを配布した。＊

＊＊

Ⅳ− 2)戦後

GHQの五大改革指令により、治安維持法・国防保安法・治安警察法など

各種弾圧法も廃止され、女性の政治活動も自由に行えるようにになった。

1946 年の第一回衆議院議員選挙で女性 39 名、1947 年の参議院選挙で 10

名当選。労働組合も次々に結成され、1946 年には、日本労働組合総同盟を

結成。1947 年には、労働基準法が制定されたが、男女差別はつづいた。

1947 年 5 月 3 日、男女同権などを盛込んだ日本国憲法が施行され、民法・

戸籍法も改正され、結婚及び離婚の自由と平等を確保、｢家｣制度も廃止さ

れ、妻の相続権を認め、戸主制度も廃止され、刑法の姦通罪・不敬罪廃止。

1948年、主食の遅・欠配・物価高・ヤミに反対して主婦連結成。

1950 年、マッカーサー元帥は日本の自衛権を認めると発言、これに対し、

平塚らいてう、ガントレット恒子らが、平和への要望書をダレス国務顧問

に手渡したが、マ元帥は、警察予備隊創設、海上保安庁の増員を指示し、

教員・新聞社員・公務員などのレッドパージを行った。

1952 年、再軍備反対婦人委員会、米国上院にアピール。全国地域婦人連

絡協議会結成。1953 年、総評婦人協議会は、平和憲法擁護・徴兵反対署名

運動を決議。米軍の内灘試射場接収反対運動で主婦を中心に座込み闘争を

おこなうなど、平和運動も高まりをみせた。

1954 年、23 の婦人団体が売春禁止法成立を期す全国婦人大会を開催。

1956 年、明治以来、婦人運動の大きな課題だった、売春禁止法が公布され

た。1950 年代初頭からはじまった、｢逆コース｣化のなかで、民法を旧に復

す動きがあり、家族制度復活反対総決起大会が開催された。

1954 年の近江絹糸争議は、組合承認、外出･宗教・結婚･通信の自由など

人権を要求し無期限ストに突入、近代化・現代化のなかで、まだこのよう
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な事態がつづいていた。同年、日本婦人平和集会を開催し、原水爆禁止を

決議、原水禁署名運動協議会を結成、翌年、第一回原水禁世界大会広島大

会開催。

1960 年の安保闘争は、講和条約締結と同時に結ばれた日米安保条約改定

の是非をめぐって、前年から各種団体が組織され、戦後最大の政治闘争に

なったが、時間切れで自然成立した。

1965 年、母子保健法公布。1970 年代には中絶禁止法に反対しピル解禁

を要求する｢中ピ連｣や｢闘うおんな｣グループが結成された。1975 年、｢国

際婦人年｣前後から、次第に婦人運動は国際化し、環境問題・高齢者問題な

どにシフトする一方、働く主婦が増加したことによる保育園確保運動、夫

婦別姓シンポジウムが開催され、夫婦別姓は承認されつつある。

60 年安保闘争以降、婦人運動は目立った動きがみえない。小泉改革で格

差が拡大しているなかで、婦人運動は、今後、どう展開されるのだろう。

3)女性をめぐる社会環境の歴史的変容

われわれの項目選択による女性史年表(私案)は前掲のとおりである。こ

の年表には若干の問題点が含まれている。それは年表作成の項目選択が既

刊の年表に依存している点にある。既刊の年表はいうまでもなく、年表製

作者ならびに編集者の年表作成の意図に基づいて作成されており、そこに

は制作者及び編集者たちの意図による選択というバイアスがかかってい

る。さらにわれわれの選択にもわれわれの意図によるバイアスがかかって

いる。

こうしたバイアスはある意味では年表制作などの場合においては不可抗

の事態である。バイアスの問題を十分に念頭において、年表項目からどの

ようにして時代的な社会環境を構築すればいいのだろうか。

ひとつ参考になる資料に平成 17 年 9 月に男女共同参画会議、少子化と

男女共同参画に関する専門調査会が出した｢少子化と男女共同参画に関す

る社会環境の国際比較報告書｣がある。この報告書では社会環境を以下に

示す 5領域 10 項目の指標でとらえている6。
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Ⅰ .仕事と生活の両立可能性

適正な労働時間

働き方の柔軟性

Ⅱ .子育て支援の充実度

地域の子育て環境

子育て費用の軽減

家族による支援

Ⅲ .ライフスタイル選択の多様性

家庭内役割分担の柔軟性

社会の多様性寛容度

雇用機会の均等度

Ⅳ . 若者の自立可能性

Ⅴ .社会の安全・安心度

以上の 10 項目である（Ⅰ〜Ⅲまでの各項目＝８＋Ⅳ、Ⅴ合せて 10 項目）。

報告書に見られるのは以上の 10 項目の指標それぞれに特定の下位指標

項目を定め、その項目のデータをスコア化し社会的環境をレーダーチャー

トに示すという試みであった。

この調査専門委員会の設定した環境指標は社会環境の項目的再構築には

優れた試みである。また国際比較などの目的にも非常に有効な方法である

といえる。多少の手直しをすればそのまま女性をめぐる社会環境の構築に

も十分に妥当するといえる。ただ残念ながら報告書においては、指標項目

の標準化、スコア化とそのためのデータの説明はなされているが、スコア
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6 ｢少子化と男女共同参画に関する社会環境の国内分析報告書｣男女共同参画会議

少子化と男女共同参画に関する専門調査会 平成 17 年 pp17-25

http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/syosika/houkoku/honbun2.pdf



の計算式が示されていないので、これを参考に独自のスコアの算出が困難

となっている。

そこでわれわれは、専門委員会が設定したⅠからⅤの 5項目に注目して

みた。5項目の内容の検討を通してわれわれが到達した結論は、専門委員

会のこの環境指標は T,パーソンズの AGIL図式の内容と似ていないかと

いうものであった。つまり、AGILの 4項目を環境指標として援用し、年

表上に時系列的に羅列されている女性史にかかわる項目をこの指標に関連

づけて整理することによって、女性をめぐる社会的環境を再構築できるの

ではないかと考えたのである。

そこで、本論ではこの推論の妥当性は措くとして、一つの思考実験とし

て、年表項目から社会的環境の再構築を試み、女性をめぐる社会的環境の

変化を考察ししてみたいと思うのである。

3)− 1 AGIL 図式の援用

AGIL図式のこのような援用が果たして妥当かどうかについては大いに

議論や疑義のあるところであろう。しかしここでは先に述べたように思考

実験ということで、手続きを進めることとしたい。歴史年表項目に AGIL

図式を援用するのであればまず最初に問題になるのが年表項目のどのよう

な内容を AGILに振り分けるかということであろう。

これについてわれわれは以下のように振り分け区分の基準を作ってみ

た。

われわれの意図はこのように区分された 4領域に一定の時間間隔を設定

した期間(本論では 10 年をとってみた)における項目数をカウントし、4領

域のこの数値のバランスをとりあえずこの期間の社会的環境構造を示すも

のと理解しようというものである。項目のカウントに当たっては、一つの

項目が AGILのどれか一つとのみ対応してカウントされるというものでは

ない。年表項目の中には複数の AGIL領域においてカウントされるものも

あることに注意する必要がある。またカウントされる個々の項目について

いえば、どの項目もが社会的環境に同じ重要性を持つとはいえないところ
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があると考えられるが、本論においては重要さの対する重みづけは行って

いないことをつけ加えておきたい。

さらに本論において年表項目のカウントの対象となっている年表が、紙

数の関係もあって女性関連事項に限定した本論第 2 節にある年表ではな

く、｢哲学｣特集号に発表した年表を基礎に追加・補正したものであること

も注意しておきたい。(補)
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Ａ：資源獲得に関する項目、

原則的には経済事項

Ａ１：労働環境

職業、賃金、雇用、就業人口、労働環境

移民、年季奉公、企業内地位獲得

Ａ２：生活環境

保育施設、住宅事情、買出し、

貧困･救済、貯蓄、医療、栄養改善、

食料事情、物価、裁縫

Ａ３：身体環境

産児制限、新食材･料理、栄養状態

高齢化、病気、伝染病、衛生

身体状態

Ｌ：文化、価値観、世界観

Ｌ１：伝統的価値

Ｌ２：風俗的価値

Ｌ３：流行的価値(一過性・一時的)

妊娠、出産、育児

服装、流行、風俗

小説、映画、演劇、レジャー

教育、学位取得、ライセンス取得

啓蒙、家庭生活改善(衣食住)

就職･結婚などの意識調査

スポーツ分野への進出

事件･事故・非行

食生活、やせ願望

Ｇ：女性の存在意義、人生の目標、

目標設定

Ｇ１：公的･法的目標

法的権利獲得、天皇制推進、政治活動、

参政権

Ｇ２：市民的目標

婦人運動、市民運動、廃娼運動、

各種争議、学術活動、各賞授賞、

人生観

Ｇ３：私的目標

学術活動、叙位・叙勲、各賞受賞

人生観

Ｉ：社会関係、組織、家族関係

Ｉ１：制度的・公共的統合

社会組織の変更、社会変動の起因、

地位向上、人口

Ｉ２：公共的統合

身分制、男女差別･差別、

女人禁制からの解放

Ｉ３：個人的統合

家族制度、良妻賢母、恋愛、結婚、離婚

親族、近隣・嫁姑関係

AGIL 区分基準



3)− 2 グラフで見る社会的環境構造の変化

本論の思考実験の趣旨が年表に取り上げられている項目に注目し、そこ

から女性をめぐる社会的環境を構築し、その歴史的変化をみようとするも

のであることは先に述べておいた通りである。

明治時代から平成にかけての女性をめぐる社会的環境の歴史的変化をみ

るために、われわれは二つの操作を設定した。一つは 10 年の時間幅をと

り、その中の年表項目を AGIL の 4 領域に振り分け、さらにその数を

AGIL各領域でカウントした。二つ目は、女性をめぐる社会的環境に大き

な変化をもたらすと推論されるような画期的事態が生起した時点を変動観

察のための基準年と設定し、基準年の AGIL領域の項目数を 1として、各

10 年ごとの AGIL項目数を指数化した。

われわれは基準年を、1918(大正 7)年＝大正デモクラシー期、1928(昭和

3)年＝第一回男子普通選挙実施、1956(昭和 31)年＝国連加盟・経済白書｢も

はや戦後ではない｣と発表、1964(昭和 39)年＝東京オリンピック開催の四

時点に設定した。 前の二つはいわゆる太平洋戦争敗戦前、後の二つは戦

後である。
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-31〜-40 年

-41〜-50 年

-51〜-60 年

0.9 0.7 0.9 0.9 (1878 ＝明治 11 年〜1887＝明治 20 年)

0.9 0.5 1.4

-41〜-50 年

0.9 (1868 ＝明治元年〜1877＝明治 10 年)-51〜-60 年

0.81.2-11〜-20 年

(1898 ＝明治 31 年〜1907＝明治 40 年)-21〜-30 年1.00.80.61.0-21〜-30 年

(1888 ＝明治 21 年〜1897＝明治 30 年)-31〜-40 年0.90.80.60.9

1.01.01.01.0基準年

(1918 ＝大正 7 年 〜1927＝昭和 2 年)-1〜-10 年1.61.41.21.9-1〜-10 年

(1908 ＝明治 41 年〜1917＝大正 6 年)-11〜-20 年1.21.0

(1939＝昭和 14 年〜1948 ＝昭和 23 年)+ 11〜+ 20 年1.82.91.01.9+ 11〜+ 20 年

(1929＝昭和 4 年 〜1938 ＝昭和 13 年)+ 1〜+ 10 年1.21.51.11.2+ 1〜+ 10 年

(1928 ＝昭和 3 年)基準年

2.3+ 41〜+ 50 年

(1959＝昭和 34 年〜1968 ＝昭和 43 年)+ 31〜+ 40 年1.52.30.62.0+ 31〜+ 40 年

(1949＝昭和 24 年〜1958 ＝昭和 33 年)+ 21〜+ 30 年1.22.01.01.6+ 21〜+ 30 年

2.60.72.5+ 61〜+ 70 年

(1979＝昭和 54 年〜1988 ＝昭和 63 年)+ 51〜+ 60 年1.62.50.52.3+ 51〜+ 60 年

(1969＝昭和 44 年〜1978 ＝昭和 53 年)+ 41〜+ 50 年1.72.70.7

LIGA

(1999＝平成 11 年〜2000＝平成 12 年)+ 71〜+ 72 年1.52.30.72.4+ 71〜+ 72 年

(1989＝平成元年 〜1998 ＝平成 10 年)+ 61〜+ 70 年1.7

1928(S3)年基準



これらの操作の具体的事例は以下のとおりである。例えば前掲の 1928

年を例にとれば、同年の場合、落としこんだ A項目は 17、G項目は 17、I

項目は 20、L項目は 37 で、これを各々指数 1 としている。

以下、各年度の項目をカウントし、前後 10 年間の合計の平均値を出し、

基準年の指数 1 を基準にして指数化した結果が前掲表で、他の基準年も同

様の手続で処理されている。

同様の手続きを各基準年に対して実施しそれを表示したものが以下のグラ

フである。

下掲のグラフは基準年の値を 1とした指数をとったものであるので、各
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1918年

1928年



期間ごとの AGIL指標の変化が一定の数値の範囲に収斂しているか、それ

ぞれが平行な関係で推移している場合は、環境状況に大きな変化があった

とみることはできない。それに対して、基準年を境にしてグラフの各線が

大きく交差したり、急激に指数値を上げたりするような場合は環境状況に

大きな変化があったとみてよいだろう。

このような視点から前掲のグラフを見てみると、戦前と戦後に大きな違

いを発見することができる。戦前の二つのグラフにおいては、基準年以前

には AGILの指数値は一定の範囲内に収斂しており、比較的に安定した推

移を見せている。それに対して基準年以降はグラフの線の交錯がみられた
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1956 年

1964 年



り、急激に指数値を上げる領域がみられるのである。さらに、戦前のグラ

フでは Iと G領域の変動が大きいことが分かる。

戦後のグラフにおいては戦前とは反対に基準年以降 AGILの指数値が一

定範囲内に収斂して、比較的に安定した状況になるのに対して、基準年以

前は AGILの指数値が大きくばらけている。しかも戦後のグラフにおいて

は G領域の変動が特に目につく変化を見せている。

これらの事実を我々が設定した基準年に重ね合わせて解釈すると、戦前

の二つの基準年、つまり大正デモクラシー期と第一回男子普通選挙実施は

女性をめぐる社会的環境を大きく揺るがす効果を持ったのに対して、戦後

の二つの基準年、つまり国連加盟・経済白書｢もはや戦後ではない｣と東京

オリンピックの開催は女性をめぐる社会的環境を安定化させる効果を持っ

たと解釈できるのではないだろうか。

グラフからはまた、戦前の社会的環境変動においては、Aと I領域が大

きく変動したのに対して、戦後ではつねに G領域が大きく変動しているこ

とがみてとれる。これらの事実の解釈はより慎重な考察が必要とされると

思うが、変動領域が戦前と戦後においてこのように変化したことは戦前と

戦後における女性をめぐる社会的環境構造がかなり質的に変化したことを

予想させる。
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1934 年



われわれは前述の基準年を、女性をめぐる社会的環境に影響を与えたと

考えられる社会変動の時期として設定したのであるが、基準年設定の意味

が意図どおりであるかどうか確認する必要がある。そこでわれわれは基準

年以外に 1934 年と 1978年のデータをとってみた。

言うまでもないが 1934 年は戦前の、1978年は戦後のグラフである。戦

前のグラフでは G領域を除いて後の三領域が基準年をはさんで右肩上が

りに推移していることが分かる。1934 年を基準とした場合には AGIL領

域間の大きな変化は見られず、指数値の上昇がみられるのである。その意

味では戦前の基準年はある意味で、環境構造の変化と対応するものであっ

たといえるのではないだろうか。

これに対して戦後のグラフでは 1956 年、1964 年、1978年のグラフをみ

れば明らかなように、AGIL領域の指数値がほとんど同じ形であることが

分かる。三つのグラフともに G領域の変動が最も激しく、基準年以前は環

境構造を示す AGIL領域の指数値が大きく分裂しているのに対して、基準

年以降はそれが一定領域に収斂している。これは戦後における基準年の設

定の意味が否定されたものと解釈できる。

たしかに、戦後の基準年の設定はあまり有効なものではなかったが、三

つの時期のグラフが同じ形であることは興味あるところである。
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1978年



本論の冒頭でも触れたように、1956 年、1964 年、1978年といえばわが国

では石垣綾子によっていわゆる｢主婦論争｣が展開されたころであり、1964

年前後にはアメリカで B.フリーダンが｢新しい女性の創造｣で郊外主婦の

憂鬱を暴きだし、1970 年代はわが国でも主婦の憂鬱が一般化したころとさ

れていて、この間、主婦(女性)の在り方をめぐる議論がフェミニズムをは

じめとして盛んに論じられ、さまざまな運動も展開された時期に当たる。

それにもかかわらず、女性をめぐる社会的環境構造を示すものと我々が

考えた三つのグラフが一貫して同じ形を保ち続けたことは、この間の議論

や運動にもかかわらず、わが国の女性をめぐる環境構造はここ 40 年近く

ほとんど変化していなかったということを意味している。

もしこの結論が妥当なものであるとするならば、われわれはどのような

要因がこのような持続性を保持させているのかを問わなければならない。

補記)

2002 年慶応義塾大学文学部社会学専攻に学士入学した平井が 2004 年に

卒論として作成した｢近現代女性史年表・私案｣が、慶應義塾大学三田哲学

会誌｢哲学｣に掲載された当時は、大正元年から西暦 2000 年までで、約

4,000 項目だったが、大学院進学後、平野敏政教授の指導で、明治元年に遡

り 2000 年までの年表を作成(大正・昭和見直しを含む)した段階では、年表

項目は約 8,000。本論中でいう｢AGIL 区分｣に落としこんだ項目数は約

16,000 である。｢年表｣および｢AGIL 落込み｣年表が必要な方は、

hira1940@pc5.so-net.ne.jpにご連絡ください。
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