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はしがき

　2011年3月11日（金）に途方もない災害が発生しました。東日本大震災により被災された皆様に衷心より
お見舞い申し上げます。また東北大学に対し、多くの皆様から物心両面にわたる心温まるお見舞いを頂戴し、
心より厚く御礼申し上げます。東北大学は、未曾有の被害を出した被災地にある国立大学法人として、被災さ
れた方々のためにできることを探りながら、危機に際して改めて確認される連帯感に支えられて、地域社会の
再生のために努力しております。私たちの東北大学グローバルCOEプログラム「グローバル時代の男女共同
参画と多文化共生」も、この災害と災害が明らかにした諸問題を直視して、復興のために学問的な努力を続け
ています。
　私たちのGCOEは2008年度に発足し、グローバル化が進行する世界で生じている諸問題を、男女共同参画
と多文化共生の二つの観点から解明し、それらの知見を融合しながら解決策を提示することを目的としていま
す。さらに、こうした問題への深い理解と有効な対応策を提示しうる若手研究者を育成することを最終的な目
標としています（詳細は、http://www.law.tohoku.ac.jp/gcoeをご覧下さい）。2009年度からは、クロスナショナル・
ドクトラル・コース（CNDC）の大学院生たちを迎えて、活動を全面展開してきました。
　このGCOEの目的と目標を果たすために、学術的な研究成果を発表するジャーナルを発刊することとし、

Gender Equality and Multicultural Conviviality（男女共同参画と多文化共生）の頭文字をとって、「 GEMCジ
ャーナル」と名付け、2008年度末に1号を刊行しました。2009年度からは、英文ジャーナルと和文ジャーナ
ルを毎年2号ずつ刊行しています。2011年度発行の6号と7号は、それぞれ災害に関連する特集を組みました。
　GEMCジャーナルは、原則として第一部と第二部に分かれます。第一部には、GEMCジャーナル編集委員
会から執筆を依頼した論文で、GCOEの研究会報告をもとにした論文や事業推進担当者らの研究論文を掲載
します。第二部には、若手研究者に業績を発表する機会を保障するために、査読雑誌と位置づけて投稿論文を
掲載することとしました。本GCOEのテーマと関係する論文であれば、身分資格を問わずに投稿を認め、掲
載可能性のある論文の著者には研究会での報告等をお願いして成果を共有します。GEMCジャーナル編集委
員会内部に設けた査読委員会が論文の査読作業にあたります。査読委員会は、広範囲の領域にわたる論文を査
読するために、それぞれの論文と同じ分野の専門家に匿名で個別に評価を依頼し、その評価に基づいて厳正な
査読を行いました。評価にご協力くださった内外の専門家の皆様に、この場を借りて厚く御礼を申し上げます。
　グローバリゼーションの進展に伴い、ジェンダー、ナショナリズム、コミュニティ、世代などが生み出す差
異は、構造的にもつれ合って深刻な弊害を社会にもたらします。これらの弊害を克服し、多様な文化的価値が
共存する社会を再構築する道を求めて、私たちのGCOEは発足しました。その出発の年である2008年には、
アメリカに発した金融危機がたちまちグローバル化して世界を覆い、世界も日本もまだその混乱の中にありま
す。そのような状況下で生じた東日本大震災は、日本の抱える難題をはるかに深刻なものとしました。課題は
緊急でかつ困難ではありますが、本GCOEは知的な営為を重ねて、これらの課題に対応し、基礎工事となる
確実な研究を目指します。GEMCジャーナルも、その営為の努力の一つとして、意義のあるものにしたいと
願っております。
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GEMCジャーナル編集委員会
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Ⅰ. はじめに

2011年3月11日に発生した地震とそれに続く津波
は東日本沿岸部を中心に未曾有の災害をもたらした。
東日本大震災復興対策本部よると2011年12月現在、
避難者は33万人を越え、死者は15,842人、行方不明
者は3,475人となっている（警察庁調べ　2011年12
月20日）。日本の社会の在り方を変えるだろうと言わ
れる大災害である。
本論は、この東日本大震災に起因したさまざまな問
題から浮き彫りにされたジェンダー関わる課題につい
て検討するものである。阪神淡路大震災や新潟におけ
る震災時の経験と調査から、災害時には多数の女性た
ちが深刻で直接的被害を受けるジェンダー問題に直面
することは既に多数の報告が出されている。また、今
回の東日本大震災に際して各地でみられた具体的ジェ
ンダー問題についてはいまだに進行中でもあり、情報
の集約も途中である 1。したがって、本論で取り上げ
る具体的被害の実態については、「せんだい男女共同
参画財団」で把握し得た部分的なものにすぎない。ま
た、東京電力福島第一原子力発電所の事故という過酷
な災害は、震災や大津波とは質的にも時間的（原発事
故はきわめて長期にわたる被害をもたらす）にも異な
るため、ジェンダーの問題としても、いわゆる自然災
害とは異なる様相を呈すると考えられ、今後の調査が
必要であり今の段階で検討することは困難なので、こ
こでは取り上げない。
上記のような制約にも関わらず、災害時におけるジ
ェンダー問題には共通の背景と課題があると考えられ
るので、本論ではそれらの課題について考察する。

Ⅱ. 災害発生時における「職場」の
女性たちの行動

これまでの「災害と女性」に関する報告は、被災者
としての女性、災害弱者としての女性の実態に関する
もので、災害発生時および直後の女性たちの行動につ
いては、ほとんど報告もなく、調査も行われなかった
と思われる。特に職場において女性たちがどう行動し
たかは分析されていない。調査という形ではなかった
が、せんだい男女共同参画財団で実施した聞き取りや、
断片的ではあるが寄せられた情報からは、以下のよう
な実情が典型例として挙げられる。

＊役所自体が水没して帰宅できず、すぐ市民救助・
支援に携わった。（I市職員）

＊キャビネットなどが倒れ、産休に入る同僚が心
配だったが、どう動いたらいいか、いろいろジ
レンマもあった（S町職員）。
＊利用客の安全確保のため、揺れが収まらないな
か、客の避難・誘導に当たった（デパート勤務）
＊当日夕方に配食を予定していた高齢者向けのお
弁当を守るのに必死だった。何とかその日に配
食もでき、喜ばれた（NPO法人スタッフ）。
＊立って歩くのも困難だったが、利用者を避難さ
せるため、指定の避難場所に集まってもらい、
全員無事に避難させることができた（団体職
員）。
＊地震発生のその時は、ちょうど勤務先の保育園
から離れていたので、子どもたちが心配で急遽、
保育園に戻った。途中、胸まで水に浸かったが、
子どもたちは全員2階に避難していて無事だっ
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た（私立保育園勤務）。

以上のことから、職場における女性たちは、自分自
身の避難や家族との連絡を優先するのではなく、職務
を全うすることに全力を傾けたと言える（このような
災害の場合、それがいいかどうかは別問題であるが）。
これらは必ずしも特殊な例ではなく、多くの女性たち
が同様の行動をとったと考えられる。男性たちの行動
も同様であったろう。ここには、ジェンダーが入り込
む余裕はなかった。イザという時、性別に関わらず、
多くの人々は職責を最優先することが明らかとなっ
た、と言って過言ではない。問題は、それにも関わら
ず、日常的に女性には重要な責務を任せられないとい
うジェンダーが存在することである。

Ⅲ. 災害発生後前期における女性た
ちの動向

災害発生後前期、というのをどう定義するかは難し
い。ここでは、災害発生から半年程度を「前期」とし
ておくこととする。まだ復興・復旧にはほど遠く、仮
設住宅も十分でなく、かなりの被災者が避難所暮らし
を余儀なくされている時期である。東日本大震災では、
避難所が全て閉じられたのは、震災から約9ヶ月後の
2011年末であった。
この時期のジェンダー問題としては、従来から指摘
されている通り、女性たちのニーズが後回しになりが
ちである、避難所の運営に女性の声が反映されないと
いう事態が多く見られた 2。既に、阪神淡路大震災等
の経験から、女性用の下着類、ベビー用品などが不足
することはわかっていたはずなのに、今回の東日本大
震災でもその教訓がきちんと活かされたとは言い難
い。また、被災家族が被害を受けなかった親族等の家
に同居する「震災同居」により、急に大人数の家族・
親族等の世話に当たらざるを得なくなって、女性たち
が大変な重荷を負うことになったのも、これまでの災
害時と同様である。大人数でなくとも、震災を契機に
急遽義父母と同居することで、夫婦関係にまで亀裂が
生じたという例もある。しかも、彼女たちはその負担
について不満や苦情を言えない立場に置かれているの
である。逆に、そうした「助け合い」が「絆」の一つ
と称して賞賛され、ますます女性の負担は見えないも
のになってきている。せんだい男女共同参画財団の「女
性のための災害時緊急ダイヤル」に寄せられた相談に
は下記のような例が少なくない。

＊義妹から震災後、しつこいメールがある。

＊隣家の70代の人の干渉が耐えられない。地震
の時も声掛けをしたが、いやな思いをした。
＊被災した姉夫婦に夫が大金を振り込んだ。（独
断でそんなことをした）夫に憤慨している。
＊認知症の義母の介護を（震災によって）するこ
とになり、不安だ。
＊（被災者の）受け入れ家族とトラブルがあった。

さらに、避難所では、「乳幼児連れでは居づらい。
しかし、避難所にいないと情報が入らない」「避難所
では安心して過ごせる場がない。若い女性が通るとひ
やかしたり、お酒を飲んで暴れる人がいて怖い」「避
難所のトイレが暗くて陰の方にあるので、夜、ひとり
でトイレに行くのがためらわれる」「生理用品等を、
男性の世話役から手渡されるので、恥ずかしい」「女
性だけが炊き出しづくり担当で、男性は有償のガレキ
処理に行ってしまう」等々、深刻な訴えも目立つが、
これらも既に指摘されていたジェンダー問題である3。
「避難所の運営に女性の声を」「避難所のリーダーに
女性を」という主張は、以前からあったにもかかわら
ず、そうした意見はほとんど顧みられることはなかっ
た。大多数の避難所で、リーダーは男性で、「着替え
をするために、段ボールの衝立がほしい」というよう
な女性の要望は、「避難所のみんなは家族みたいなも
のだから衝立など不要」「衝立の陰でお年寄りなどが
具合が悪くなって倒れていたりしたらどうするんだ」
等という男性リーダーの一喝でおさめられてしまって
いた。誰がリーダーになるかは、避難所の自主的な運
営に任されており、自治体は安易に介入できないし、
すべきでもない。外部の女性団体や女性NPO等が申
し入れすることは、可能ではあるが、その結果、避難
所に居続けざるを得ない当該女性が、そこで非難の的
となることも懸念される。当該女性たちが主体的に世
話役やリーダーを引き受ける態勢が必要であり、その
ためには、常日頃から女性のエンパワメントが不可欠
である。
この時期における女性公務員の声は、これまであま

り取り上げられなかったが、ジェンダー問題を逆照射
するものなので幾つかの例を挙げておきたい。以下は、
S町で行った聞き取りで、複数の市町村の公務員であ
る。

＊避難所のことが担当になった。仮設トイレの世
話で12時間勤務。（あまりに大変で）骨折して
しまった。男性にはそんな仕事はさせられない
と思った。
＊区役所の職員は避難所対応で72時間勤務。
＊娘が発熱したが帰れなかった。
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＊町のために何でもしたいと、膨大な時間と労力
をかけて対応したが、泣かれたり、怒鳴られた
り、叫ばれたりした。

また、T市のある女性職員は「復興は紙ベースでし
か流れてこない。（上からの指示には）女性の支援が
入っていないことに怒りを感じた。気になって仕事に
集中できない」と打ち明けていた。地震・津波発生の
その時と同様、女性公務員は、男性に劣らず激務をこ
なしていたのである。
同時に、災害発生後間もなく、女性たちによる支援
活動が立ち上げられた。その活動内容は多種多様であ
る。これまで、何らかの形でジェンダー問題に関わっ
てきた女性たちがそれぞれたった一人で友人・知人に
声をかけて物資を集め、避難所に届けた例や、被災し
た女性企業家・起業家を支援しようと復興資金や起業
資金を提供する女性団体もあった。そうしたなかで、
大きな力を発揮したのが「みやぎジョネット」である。
これは、従来D.V.・性暴力・離婚問題等の電話相談・
被害女性の保護（シェルター）等の活動を行っていた
NPO法人ハーティ仙台が中心となって立ち上げた「み
やぎ女性復興支援ネットワーク」である。特に女性に
必要不可欠と思われる物資の収集・配布だけでなく、
手工芸サロン等も開設し、被災者の心のケアの一助と
したり、パープル・ホットラインを設けて、災害時に
多発することが危惧されているD.V.や性暴力の相談
にも応じている。
興味深い取り組みとしては「せんたくネット」が挙

げられる。避難所では、洗濯した女性の下着を干すの
がためらわれたり、盗まれたりといったことが起こる。
そこで、女性ボランティアが避難所の女性に代わって
洗濯乾燥して3，4日で持ち主に返却するというユニ
ークな支援である。せんだい男女共同参画財団が仲介
したが、洗濯ボランティアはまたたくまに200人を超
えた。ニーズも多く、仙台だけでなく気仙沼や南三陸
町でもやってほしいという要望が出され、結局、宮城
県内3ヵ所で実施した。
半官半民ともいえる支援活動として、登米市の「え

がおネット」がある。登米市の女性職員が、登米市内
の避難所に支援食料は豊富に届くのに、更衣室も授乳
室もなく、女性たちに必要な物資はほとんど来ないこ
とに憤りを感じ、同市の男女共同参画条例策定委員有
志によびかけて立ち上げた任意団体である。このグル
ープの物資調達方法は見事であった。先ず、被災女性
全員に対し、必要な物品についてきわめて具体的な調
査（下着のサイズまで）を、記入しやすい調査票を用
いて行い、それらを集計して、企業に寄付を呼びかけ
た。その際、グループの後援者として市が関わってい

ることを明確にし、企業が寄付をしやすい環境づくり
を心がけている。その結果、必要な物資を必要な量だ
け確保することが可能となり、被災者ひとりひとりの
ニーズに対応することができたのである。この方法は、
今後、災害の時に大いに参考になると思われる。支援
する側も、無駄なく物資を提供できるし、受ける側も
余ってしまったり、一方で全く届かなかったり、とい
うことがない。このプロジェクトの実施に当たっては、
専門家のアドバイスも受けている。行政だけではでき
ず、任意の市民グループだけでも難しい方策を、両者
のコラボレーションで成し遂げた例である。
他には、とかく支援からこぼれ落ちがちな十代の女
性支援も実施された。被災者支援というと、高齢者や
障害を持つ人々そして乳幼児のいる母親などには配慮
されるが（もちろん、きわめて不十分ではあるが）、
十代の女子は、完全に見落とされてしまう。震災から
半年以上たった10月、MDGガールズプロジェクト 4 
によるティーンズの女子会が開催された。そこでは、
支援対象者として想定している中・高生よりちょっと
だけ年長の大学生や専門学校生が話し相手になりなが
ら、彼女たちに今何が必要かを探り、元気を取り戻し
てもらうというものである。ささやかな支援であるに
もかかわらず、仙台だけでなく、石巻でもという要望
が出て、5ヵ所で開催された。十代の女子たちのニー
ズがこれまでほとんど顧みられなかったことを示すも
のと言えよう。

Ⅳ. 震災発生後の内閣府等の動向

今回の東日本大震災に遭遇し、内閣府の動きは速か
った。発災から5日後の3月16日には「女性や子育て
のニーズを踏まえた災害対応について（避難所等での
生活に関する対応の依頼）」を関係機関に発出してい
る。一週間後の3月18日には宮城県の政府現地対策
本部に職員を派遣し、3月下旬から4月中旬にかけて
相次いで「女性被災者に対する相談窓口の設置および
周知並びに懸念される女性に対する暴力への対応につ
いて」の文書を出したり、男女共同参画局ウェブサイ
トに「東日本大震災への男女共同参画の視点を踏まえ
た被災者支援等について」というページを設置したり
している。復興関係についても4月から6月にかけて
矢継ぎ早に「復興・生活再建への女性の視点：阪神・
淡路大震災の事例」・男女共同参画会議議員提言等の
公表や東日本大震災復興に向けてのシンポジウムを2
度も宮城県で開催するなど精力的に取り組んでいる。
しかしながら、それらの取り組みが被災地・被災者に
どれほど届いたか、というときわめて疑問である。内
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閣府男女共同参画局という部署の性格上、できること
は非常に限られている。関係機関への働きかけ、情報
の提供そしてせいぜいシンポジウムの開催とか相談窓
口の設置といったことに限定されざるを得ない。
そもそも、既に震災前年12月に第三次男女共同参

画基本計画が閣議決定され、「防災における男女共同
参画の推進」は施策の基本的方向とされ、具体的施策
についても策定されていたはずである。平成20年に
決定した防災基本計画にも男女共同参画の視点で防災
体制を確立すべきことが明記されている。にもかかわ
らず、発災直後もその後も両計画の主旨が現場に伝わ
っていたとは言い難い。
また、内閣府とは別に、日本学術会議「災害・復興

と男女共同参画6.11シンポ」実行委員会が主催して
災害・復興に男女共同参画の視点を入れるべきことを
討議し、内閣総理大臣宛に「東日本大震災復興基本方
針への要望」を提出した。この実行委員には、以前か
らジェンダー問題に取り組んでいたさまざまな女性団
体や個人そして全国各地の女性センターなどが名を連
ね、共催者には日本学術会議の人間の安全保障とジェ
ンダー委員会、東北大学GCOE「グローバル時代の男
女共同参画と多文化共生」、海外学術調査「ジェンダ
ーと災害復興ー制度設計と生活再建をめぐる課題に関
する国際比較研究」の3組織が入り、ジェンダー法学
会が後援している。いわば、ジェンダーに関わる学会・
研究者・実践者挙げての取り組みであった。
発災からおよそ9ヶ月、内閣府の関係各機関への働

きかけや上記の「6.11シンポ」の提言等々がその後、
効果を発揮したようには思えない。例えば、5月に設
置された宮城県震災復興会議の委員12人中、女性委
員は1人だけであった。また、仙台市震災復興検討会
議の委員は16人だったが、女性委員は3人しか入っ
ていなかった。復興計画の内容にしても、宮城県の計
画の場合、基本理念前文の最後に「男女共同参画の観
点から女性の参画を促進します」という一行があるだ
けで、基本理念に掲げられた5つの柱にはジェンダー
に関わる文言は全くない。仙台市の計画を見ても、「復
興の基本理念」にも「被災された方々の生活の再建」
にも男女共同参画の記述はない。同計画には「復興に
向けた4つの方向性」5 が掲げられているが、そのう
ちの一つの項目に「復興に当たっては、男女共同参画
の機会を確保しながら」という文言が申し訳程度に挿
入されているだけである。計画の第Ⅱ部「100万人の
復興プロジェクト」の中では、一部男女共同参画に関
わる記述はあるものの、とりわけ、減災にも、経済・
都市活力の創造にも、男女共同参画の視点が不可欠で
あるにもかかわらず、最初に掲げられている概要の部
分では、ジェンダーには全く言及していない。

さらに、7月に仙台市を会場として開催された東北
社会学会では、「社会問題としての東日本大震災」と
いう特別部会を組み、「震災経験の記録と伝達」や
「NPOの支援活動」等、4本の報告があり、その他、
自由報告でも「東日本大震災の社会学」という部会を
設けて「震災時におけるホームレス支援の変容」「激
甚被災地における小経営の存続と再生の可能性」とい
った4本の報告があったが、ジェンダー問題を取り上
げた報告は皆無であった。合計8本の多種多様な角度
からの報告があったにもかかわらず、ジェンダーの視
点からの調査研究は全くなかったのである。9月に開
催された日本社会学会も同様であった。東日本大震災
に関する報告は、一般研究報告のなかで3本、研究活
動委員会のテーマセッションとして6本、合計9本の
報告がなされた。いずれも、力のこもったものばかり
で、とりわけ「東日本大震災をどのような転換点とす
るのか」「防災コミュニティの虚と実」といった、い
わゆる常識を打ち砕くような興味深い報告も多かっ
た。他には、震災時における野宿者の問題、非浸水地
域の役割、NPOの課題、デジタルメディアの果たす
役割等々、東北社会学会と同じく、さまざまな角度か
らさまざまな現実を取り上げていたが、ジェンダー
の視点から東日本大震災を論じた報告は1本もなかっ
た。日本社会学会で、ジェンダーが全く取り上げられ
なかったというのではない。同年の学会では、社会学
教育実践ワークショップを含め、全部で73の部会が
あり、報告数は推定250本前後である。その中で、ジ
ェンダーについては、「性・ジェンダー」「育児と母親」
「女性運動」「生活史」といった部会に囲い込まれてい
るのである。このことは、現在の日本社会のジェンダ
ーに対する態度を反映するものと言えよう。社会学は、
社会のありとあらゆる現実を分析する。今回も、人口
問題から階級と階層、ナショナリズムや社会意識から
介護やマンガ研究など、実に多様な研究報告が活発に
なされた。いずれの事象にもジェンダーが関わってい
るが、ジェンダー問題については別に枠組みをとって
「部会」を構成している。そうしたなかで、東日本大
震災の部会にはジェンダーの視点での報告は全くなか
ったのである。

Ⅴ. 東日本大震災から見えてくる
「災害とジェンダー」

災害勃発のその時、ジェンダー人々の行動に影響し
たかどうかは、まさにその瞬間にどういう「場」にい
たか、による。職場にいた人々は、性別にかかわらず
職責を果たす行動を優先する傾向があったと言えよ
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う。一方、家庭にいた人々のなかにはジェンダーに拘
束されて落命した女性もあった。高齢の義母の世話を
していたある女性は、津波が迫っているから即刻避難
するよう勧告を受け、いったん逃げようとしたものの、
義母を置いて避難するわけにはいかない、と家に戻り、
結局、津波に流されてしまった。実の息子である夫は、
といえば「老母の世話をするのは嫁の役割」として自
分はいちはやく避難できたのである。おそらく当該女
性も避難したかったであろう。しかし、それで助かっ
た時、地域や親族から「動けないお姑さんを置き去り
にするなんて」という非難が集中することが目に見え
ていての行動だったことは容易に推測できる。
東日本大震災から見えてきた第一の問題としては、
発災時、職場では女性たちが男性と同様に行動するに
も関わらず、それは全く見落とされていることである、
そして、多くの仕事の現場において日常的に、根拠も
なく「イザという時、女は頼りにならない」「責任あ
る仕事は女性には任せられない」というジェンダーが
存在することが問題なのである。また、家庭や地域に
おいて女性はケア役割を課せられていることが、災害
時に女性の死者が男性よりも多い理由の一つと考えら
れる。
第二の問題としては、発災直後から、「場」を問わ
ず深刻なジェンダー問題が多発することは既に知られ
ていたにもかかわらず、それが広く社会に周知されて
いなかったことが挙げられる。今回の大震災でも相変
わらず女性に必要な物資の支援には偏りがあり、女性
の要望は「この非常時に何を言ってるんだ」「わがま
まだ」と切り捨てられがちであった。阪神淡路大震災
等の経験も知見も、今回の災害への対応に当たってあ
まり活かされることはなかった。それは、災害時のジ
ェンダー問題について社会全体として、特に一般の多
数の人々が認識も関心も持っていなかったことを示し
ている。内閣府男女共同参画局等の関係機関への働き
かけも隔靴掻痒で、現場にはきちんと届かなかった。
T市のある女性公務員は「国からでも県からでも、緊
急時には『このようにやれ！』と通達なり命令なりし
てもらえれば、もっとしっかり女性支援ができたのに」
とさえ悔しがっていた。一方、女性警察官による避難
所等の巡回や女性自衛官が仮設風呂を運営したことな
ど、女性被災者の安全確保に有効だったし、安心感を
もたらす取り組みも見られた。とりあえず緊急時に重
要なのは、抽象的な「男女共同参画の理念」でも「施
策の方向性」でもない。「ジェンダーの視点に立った
活動の指針」ですらない。今、具体的に何をすべきか
という個々の活動そのものを明示することである。さ
らに言うなら、例えばジェンダーの視点に立った被災
者のニーズ調査の調査票をあらかじめ作っておき「必

ずそれを配布回収すべし」といった具体的マニュアル
でないと、緊急時には役に立たない。
避難所の世話役あるいはリーダーに女性を、という
声も以前からあった。しかし、避難所は、いわば自治
区であり、その運営はそこにいる避難者に任されるこ
とになる。そして、安易に行政や外部の者が介入する
ことは難しい。仙台市のある女性区長はジェンダー問
題の専門家でもあるが「私の区で、とんでもない避難
所の男性リーダーがいるが、どうにもならない。そう
いう避難所が複数ある。」「しかも、そんなリーダーに
限って、支援物資を素早くたくさん集めたとか、避難
者のとりまとめが上手だとか言われてマスコミにまで
もてはやされている」と嘆いていた。こうしたことか
ら第三の問題が見えてくる。イザという時、その場に
いる女性たち自身からリーダーや世話役を買って出る
女性がいなければならない、ということである。それ
には、やはり常日頃から全ての女性のエンパワメント
を図っておかなければならない。いつ、どこで、誰が
災害に遭遇するかわからないからである。女性自身の
エンパワメントがなければ、いかに外部から働きかけ
を行おうとも、災害時には今後もジェンダー問題はな
くならないであろう。発災してからでは遅い。平時か
ら、そして幼少時から女性のエンパワメントを実践し
ておかなければ、災害時になって急に力を発揮できる
ものではない。
先に述べたように、震災発生間もなくから内閣府も
女性関係団体も積極的に「災害とジェンダー」の課題
に取り組んだ。多種多様な女性による女性の支援も展
開されたし、今も展開中である。しかし、残念ながら、
そうした動きは社会全体には広がらなかった。復興会
議の委員数や復興計画等の内容を見ても、一例として
社会学会の動向を見ても、ジェンダー問題への取り組
みはないに等しい。すなわち、第四の問題は、ジェン
ダー問題は男女共同参画を推進する関係団体やそれを
担当する部署に任せておけばよい、といったいわばジ
ェンダー問題の囲い込みが見られたことである。
さらに、第五の問題としては、今回の震災で盛んに
もてはやされている「絆」の危うさである。「絆」が
何を意味するのか不明なまま、それが重要視されるこ
とで、ジェンダー問題となっている可能性も少なくな
い。女性たちの過大な負担の上に「絆」が成り立って
いないかどうか、検証が必要である。これと関連して、
世帯単位での支援金申請にも、女性たち、特に夫から
逃れて生活していたD.V.被害女性たちから困惑の声
が上がっている。世帯という「絆」も、支援金を受け
取れない個人（多くは女性）を生み出す元凶ともなる
ことも認識しておかなければならない。
発災から災害発生前期までのジェンダーに関わる問
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題は、以上の五点が指摘できるが、災害発生後期以降
については、今まだその途中であり、今後実態を調査
しつつ検討しなければならない。現実には、これも既
に指摘されていた通り、発災から半年頃から、せんだ
い男女共同参画財団にもD.V.の相談が増えつつある。
また、震災による失業者は、正規雇用労働者よりも非
正規雇用労働者に多いといわれているが、それは女性
の方が男性よりも多く失業することになる、というこ
とを意味する。さらに、就労支援や起業支援について
も、男性が優遇される傾向があることも知られている
が、同じことが今回も繰り返される危惧は大いにある。
これらも今後の調査が必要な検討課題である。
「災害とジェンダー」を検討するに当たって、今ま
でのところ、十分検証できていないのが、災害時のジ
ェンダー問題を解決することが、復興・生活再建にど
のような影響を及ぼすか、についてである。ジェンダ
ー問題のマイナス面については、女性の人権という観
点から当然克服しなければならないこととしてこれま
でも数多く報告されてきた。しかし、マイナス面の強
調だけではなく、ジェンダー問題克服が、単に女性に
とって当然の人権保障ができるようになる、というこ
とだけではなく、社会全体にとってどのようなプラス
効果をもたらすのか、ということも現実に即した分析
が必要であろう。
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Ⅰ. はじめに 1

1995年1月17日に起こった阪神・淡路大震災は都
市型災害で6,434名もの被災死者をだし日本人の心に
深く刻まれている。東日本大震災はそれを上回る2万
名近い死者と行方不明者であり、M9の地震、大津波
それに続く原子力事故による緊急事態が今なお続き、
終戦に続く日本の転換点と言われ世界に大きな衝撃を
与えた。東北・関東地域の復興は長期にわたって日本
社会全体で取り組むことが必要である。2011年は9月
初旬に台風12号はじめ豪雨災害が各地で起こり、自
然災害が特別なことでなく、災害への備えを日常のま
ちづくりの中で実践することの重要性が人々の意識に
芽生えた一年でもある。この度の災害では防災まちづ
くり、復興まちづくりにおいて女性の参画の重要性が
認識された。
災害後に制定された「東日本大震災復興基本法」で

は第2条（基本理念）2項において次のとおり定めら
れている。

国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の
連携協力並びに全国各地の地方公共団体の相互の
連携協力が確保されるとともに、被災地域の住民
の意向が尊重され、あわせて女性、子ども、障害
者等を含めた多様な国民の意見が反映されるべき
こと。この場合において、被災により本来果たす
べき機能を十全に発揮することができない地方公
共団体があることへの配慮がされるべきこと。

このような基本法に女性が位置づけられるのは重要
なことである。だが、「あわせて女性、子ども、障害

者等を含めた多様な国民」との文言にはこの法律の主
体が男性の視点であることが窺える。女性は主権者で
ありそれは男性と同じ形で明示されることが求められ
る。

復興災害過程には普遍的な課題とともにその社会の
もつ特殊性があぶりだされる。災害後、多くの支援者、
研究者が被災地にはいり東日本大震災からの復旧・復
興に尽力している。このような調査研究は様々な分野・
立場からまとめ、発信されるべきだ。しかし、ジェン
ダーの視点から災害を考察した研究はこれまで殆どな
い。その重要性は米国で1980年代には調査研究がす
すめられていた。しかし、日本では1995年の阪神・
淡路大震災後に女性の視点から当事者の声として発信
が続けられているものの、具体的な調査研究や統計報
告等はなされておらず、地方政府はもとより中央政府
においてはそれらに関する直接的な政策はほとんどと
られなかった。山崎（2003）が自立支援金における
世帯主制度の課題をジェンダーの視点から考察してい
るが、浅野（2007）、山地（2009）らのように学術的
な立場から調査研究がおこなわれるようになったのは
近年のことである。
そこで本稿では防災・災害復興における女性の政策
決定過程への参画を具体化するための法律改正案およ
び政策提言を行う。防災の意思決定機関である防災会
議、専門委員、そして幹事会に女性の参画が無い現状
とそれを解決するための法律改正案を提示する。この
度の災害の経験から地域で実行性のある防災計画を設
計する必要があり、防災計画の行政計画から社会計画
への転換が求められる。そのためにも様々な社会組織
と連携した防災体制を構築することが求められ、それ
らに必要な組織についても検討する。また、甚大な被

山地久美子

女性を防災・復興の
主体とするための施策検討

―防災会議、幹事会そして復興計画策定委員会に　　
　　　　　　　　　男女共同参画を実現するために―
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害を受けた災害では復興計画の策定が求められてお
り、復旧計画・復興計画を災害対策基本法等において
法定化する必要がある。東日本大震災、阪神・淡路大
震災においては復興計画策定や復興計画の進行管理の
ための委員会が各地方公共団体に置かれているが、そ
れら組織における女性の参画状況を検討する。

Ⅱ. 日本の防災・災害復興における
男女共同参画のこれまで

中央政府が男女共同参画の視点で防災の課題を捉え
政策に反映する具体的な災害は、2004年10月23日に
発災した新潟県中越地震である。この災害では村田防
災担当大臣（当時）が現地災害対策本部に「女性の視点」
担当者を派遣することを指示し、男女共同参画局から
1名派遣された。実質的には1か月未満の派遣であっ
たが、男女共同参画局による初めての被災地に赴いて
の調査・支援となった。その後、阪神・淡路大震災で
は女性らがどのような状況であったかヒアリングが行
われ、阪神・淡路大震災と新潟県中越地震の経験をも
とに、国の『第2次男女共同参画基本計画』に「防災
（災害復興含む）」が12分野の中「新しい取組が必要
な分野」として盛り込まれた。この際に「防災」単独
ではなく「（災害復興含む）」が記載されたことの意味
は大きい。これは当時の担当課長が阪神・淡路大震災
復興対策本部にいたことで防災と災害復興では対応が
異なることを熟知しそれを主張したためである（新木
2008、山地2009）。東日本大震災後、2012年2月10
日に復興庁が創設されたことからも、当時の担当課長
の判断は重要であったことがわかる。しかし、都道府
県や市町村の基本計画では「防災（災害復興）」が盛
り込まれていないところが多数みられる。宮城県沖地
震は99%の確率で発災すると言われていたにもかか
わらず、被災三県で記載していたのは岩手のみ、防災
について触れているだけで宮城県と福島県には文言す
ら記載されていない（山地2011b）。仙台市は災害前
から危機意識を持っていたため災害直後の2011年9
月末に基本計画『男女共同参画せんだいプラン2011』
を策定し、そこには防災・災害復興における男女共同
参画の重要性が明記された。

2005年に国の『第2次男女共同参画』に「防災（災
害復興含む）」が明記されたが、2010年12月に閣議
決定した『第3次男女共同参画』の中で「防災（復興）」
はそのまま重要事項として盛り込まれたものの、科学
技術のように独立した項目にはならなかった。そこに
は、防災・復興を独立した項目として事業を提示する
難しさとともに災害は起こらなければわからないとい

う現実がある。2011年3月11日に東日本大震災が発
災し、内閣府男女共同参画局は数多くのアクションを
起こした。3月16日には「女性や子育てのニーズを踏
まえた災害対応について」を被災地に発信し現地へ職
員を派遣した 2。災害直後から男女共同参画局のホー
ムページに「男女共同参画の視点を踏まえた東日本大
震災への対応について」を設置し、継続して被災地の
状況、これまでの災害対策の事例等を掲載している。
さらに、男女共同参画局では11月には「男女共同参
画の視点による震災対応状況調査」を実施しアンケー
ト調査のまとめとヒアリング調査を実施している。こ
れは発災してから緊急期～応急期（応急仮設住宅の入
居）を中心に東日本大震災における男女共同参画の視
点からの被災者支援、仮設住宅、復旧・復興の各段階
での必要な対応を調査したもので、これらの調査結果
をもとに災害対応マニュアルを作成する予定にある。
これらの調査結果とマニュアルは重要である。しかし、
このようなマニュアルが東日本大震災の前にあったら
ずいぶん違った環境があったのではないか。内閣府男
女共同参画局が公表している防災・災害復興における
ジェンダー予算は、2008年、2009年、2010年、2011
年の間0円となっている。その他には2009年から総
務省の女性消防団員事業が計上されている 3。防災・
復興としては東日本大震災後に実施した調査やシンポ
ジウム開催は既存予算の活用であり、防災・復興予算
ではない。阪神・淡路大震災を経験し、地方公共団体
の中でも詳細に防災・復興の重要性を『兵庫県男女共
同参画基本計画』に盛り込んでいた兵庫県の場合も実
際には予算はなく、事業が行われていなかった。内閣
府男女共同参画局は2012年度に向けて予算要求中で
あり、調査研究事業を継続する予定にある。現在、全
国各地で防災・災害復興における男女共同参画の重要
性が高まっており、地方公共団体の『男女共同参画基
本計画』に防災・復興を盛込みたい、あるいは重点事
業としたいという声が挙がっている。内閣府男女共同
参画局によって男女共同参画の視点から防災・復興マ
ニュアルの作成、シンポジウムの実施がなされること
で各地での本分野への具体的な取り組みや予算拡充な
どの展開が期待される。
それでは次に女性が主体として本分野に参画するた

めに何が必要か検討する。

Ⅲ. 女性は防災・災害復興の主体で
ある

日本の防災・災害復興分野は工学系が主となるハー
ド面に重きがおかれてきた。復興過程での生活再建の
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重要性が認識されたのは阪神・淡路大震災以降であ
る。工学系・理系の専攻には男性が多く、そのため防
災は「成人・男子・健常者」（林1996）からの視点で
構築されてきたと言える。しかし、阪神・淡路大震災
の甚大な被害によって復興における生活再建の重要性
が認識され、議員立法による生活再建支援法の制定な
ど市民の生活復興が意識されるようになった。その後
の新潟県中越地震での経験から災害時要援護者（災害
弱者）への対策の必要性が高まり、中央防災会議の『防
災基本計画』では「高齢者、障害者、外国人、乳幼児、
妊産婦」を災害時要援護者として対応の必要性が明記
されている。廣井（2004）によると、災害弱者は「行
動弱者」と「情報弱者」とに分けて考えることができ
る。先の「行動弱者」は高齢者や身体障害者、難病者
など、身体的行動などに制約がある人々のことで、「情
報弱者」とは視聴覚障害者や外国人などの情報収集や
伝達にハンディのある人々をさす。注意すべきはここ
では女性という属性は存在していない。一方で、福祉
分野において女性は社会的弱者と定義されている。福
祉分野における社会的弱者とは、低所得・性別（女性）・
法律的・文化的差別（国籍や人種）・少数派（マイノ
リティ）・アクセスビリティ・情報弱者などが含まれる。
社会的弱者の中の災害弱者はアクセスビリティ・情報
弱者・法律的・文化的差別（国籍や人種）・少数派（マ
イノリティ）が含まれることになり、女性は社会的弱
者ではあるけれども災害弱者ではない（山地2009）。
では女性は日本の防災・災害復興分野でいつから主体
となったのか。それは、2005年7月に中央防災会議の
防災基本計画に「防災への女性の参画・男女のニーズ
の違い等男女双方の視点等に配慮」が明記されること
で実現された。さらに2008年には「防災に関する政
策・方針決定過程及び防災の現場における女性の参画
を拡大し、男女共同参画の視点を取り入れた防災体制
を確立する必要」が追記された。阪神・淡路大震災か
ら17年、2011年12月には東日本大震災を受けたこと
によって津波対策に重点を置いた修正がなされた。男
女共同参画の視点からは避難所や応急仮設住宅での運
営に女性参画と配慮の必要性が明記され、「女性を始
めとする生活者の意見を反映できるよう配慮するもの
とする」と生活復興に重きをおいた内容となっている。
阪神・淡路大震災や中越地震等の経験から避難所運
営への女性の参画や間仕切り等によるプライベート空
間の確保の必要性が指摘されている。だが今も多くの
避難所は男性が主に運営し、間仕切りが設営されてい
ない所もありその対応は多様だ。石巻市の寺避難所で
阪神・淡路を経験した支援者が述べるように「コミュ
ニティが形成されているから、間仕切りは必要ない」
場合もあるだろう。だが、24時間その状態で本当に大

丈夫なのか、声を出せない部分もあるのではないかと
推察する。
何故、このような文言が『防災基本計画』に盛り込
まれる必要があるのか。それは市民生活含め多くの場
において男性のみが主体となって組織・仕組み作り・
意思決定を行うため、女性の声を反映できないからだ。
防災・災害復興の過程では政策など意思決定過程に女
性をいかに参画させるかが喫緊の課題である。
地域をみていると自治会では全国でわずか4.1%が

女性会長であり、このような男性中心の体制は防災で
の自主防災組織や災害復興の様々な過程にも反映され
ている。地域での運営はもとより、様々な意思決定の
場において女性の参画を推進するための工夫が必要な
のである。

Ⅳ. 女性の参画を促進するポジティ
ヴ・アクション（積極的改善措置）

防災・復興は行政と市民がともに取り組んでいくこ
とが重要で、それは男女共同参画の視点からも実施さ
れなければならない。特に防災体制、復興まちづくり
は市民が主体であれども行政との連携を無視すること
はできない。その点からも防災・災害復興関連の法律・
制度・政策には男女共同参画がどれだけ実践されてい
るか、あるいは、参画の仕組みがなされているか検証
する必要がある。
ここでは、次の5つの意思決定機関について考察を

すすめる。まず、一つ目は災害対策基本法に則って設
置される「防災会議」・「防災会議幹事会」・「防災会議
部会」の検討である。防災会議では防災計画が決定さ
れるが、国の中央防災会議では『防災基本計画』、地
方防災会議では『地域防災計画』がそれぞれ決定され
る。次に災害発生後、復興において重要な機関に「復
興計画策定委員会」と「復興計画進行管理委員会」が
ある。阪神・淡路大震災や東日本大震災のような巨大
災害後には地方公共団体において復興計画が策定され
るため、それを取りまとめる「復興計画策定委員会」
が時限的に設置される。策定後には計画の実施・進行
管理を行うための「復興計画進行管理委員会」が設置
され、これらの機関においても女性の参画を促進する
ための仕組が必要となる。
防災会議や国民保護会議の委員の任命においては職

指定とよばれ、法律上に指定された団体（例えば、国
の出先機関、庁内職員や消防団、そして指定地方公共
団体など）の役員や職員が委員として任命される。そ
こでの男女共同参画の課題は、それらの機関や委員に
任命されるポジションには男性が多く、女性が少ない
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ため女性委員が任命されにくいことである。しかし、
2005年頃より防災会議における女性委員参画の低さ
が指摘され始め、内閣府男女共同参画局もその状況を
課題と捉え、2008年には全都道府県および政令指定
都市に対して防災会議委員の状況および『地域防災計
画』における男女共同参画に関する調査を実施してい
る。にもかかわらず女性委員が10％を超える都道府
県防災会議は少なく、それは職指定が課題であるとさ
れる。
現状を改善するためにはポジティヴアクション（積

極的改善措置）を採用する必要がある。近年、スカン
ディナビア諸国はじめ様々な国で政治、企業で性比率
のバランスに配慮するようクオータ制等が法律で定め
られてきている。しかし、日本でも義務規定・努力
規定はあるが罰則規定までは設けられてない。辻村
（2005）によるとポジティヴ・アクションには国や施
策によって（1）厳格、（2）中庸、（3）穏健に分類さ
れるが、日本の態様は穏健なポジティヴ・アクション
として両立支援、生活保護などの支援策・環境整備と
して解釈される。新たに日本社会の課題として、男性・
女性の比率はもとより高齢者や外国人などについても
様々な形で政策決定過程へ参画させることが必要であ
るという代表制論の議論も、検討が必要となってきて
いる（辻村2011）。
これは国会議員、都道府県議員、市町村議員の政
治家に必要なだけではなく、国や地方自治法202条、
138条に該当する審議会や委員会にも同じことが言え
る。男女共同参画社会基本法の施行後、様々な取組に
よって女性委員の比率は上がってきている。だが、一
部の審議・委員会、例えば理工系を中心とする委員会
では女性委員の任用が難しい分野があり、特例を設け
ている場合もある。島根県では2003年に制定された
「島根県附属機関等の設置及び構成員の選任等に関す
る条例」により「構成員の男女の均等な登用」第3条
において「男女のいずれか一方の構成員の数が、構成
員の総数の10分の4未満とならないように努めるも
のとする」と規定されている。しかし、そこには「執
行機関は、附属機関等を組織する委員その他の構成員
の男女の均等な登用を推進するため、法令又は他の条
例に特別の定めがある場合を除き」と定められており、
防災会議や都市計画審議会、水防協議会など専門性が
高く職指定の多い委員会では男女比率の特例を認めて
いる（山地2009）。
先進国の中でも政策決定過程における女性の参画が
遅れている日本社会では、男性に偏らないよう委員構
成を考えなければならない。ここで求められるのは男
女の構成比率のとれた附属機関構成をつくりあげるた
めの工夫であり、委員の任命方法、専門家の選出、こ

れらを検討し工夫することで適材適所として男女共同
参画を実現することができるのである。そのためには
男女の構成比率が極端にとれていない附属機関につい
ては、ポジティヴ・アクションを導入する必要がある。
それは防災体制、災害復興過程においても求められる。
そこで、次章では防災会議等の課題と法律改正案につ
いて検討する。

Ⅴ. 「中央防災会議・地方防災会議」・
「防災会議幹事会」そして「防
災会議部会」の法律改正案

1.	防災会議の課題と『防災基本計画』修正案

中央防災会議の所掌事務は災害対策基本法において
（1）防災基本計画を作成、及びその実施を推進、（2）
緊急措置に関する計画を作成し、その実施を推進、（3）
防災に関する重要事項を審議すること、そして（4）
（3）に規定する重要事項に関し、意見を述べること、
と定められている。これは地方防災会議においても同
様であり、防災体制の最高意思決定機関には人口の半
分を構成する女性が防災・復興における政策決定過程
に主体的に参画する必要がある。しかしながら、その
重要性にもかかわらず全国の防災会議で女性委員は平
均4.1％となっており、数ある審議会等の中でも有数
の女性比率が低い会議の一つである。東京都や大阪府、
神奈川県、兵庫県、福岡県など政令都市が位置する都
府県においても女性委員0人という状況がある 4。
そのためここでは、男女共同参画社会基本法（1999
年6月23日法律第78号）第5条（政策等の立案及び
決定への共同参画）「男女共同参画社会の形成は、男
女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公
共団体における政策又は民間の団体における方針の立
案及び決定に共同して参画する機会が確保されること
を旨として、行われなければならない」との理念から
男女共同参画社会の形成の促進に関する施策として防
災体制における積極的改善措置を講じることが必要
だ。女性委員が課題視されてきたにもかかわらず、遅々
と進まない状況に変化をもたらすためには具体的な方
策をもって対応するべきだ。
中央防災会議・地方防災会議は災害対策基本法に則
って設置され、中央防災会議4つの重要政策会議（①
経済財政諮問会議、②総合科学技術会議、③中央防災
会議、④男女共同参画会議）の一つである。災害対策
基本法は5000名を超える被災死者の出た伊勢湾台風
後に体系化した災害対策を構築するために制定された
法律で実務法となっている。中央防災会議は災害対策
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基本法「第12条中央防災会議の組織」によって内閣
総理大臣を会長に下の表1の通り定められている。中
央防災会議の事務局は内閣府政策統括官（防災担当）
が担当し、2001年の中央省庁等改革に伴って中央防
災会議の組織改正が行われ、委員の任期は2年である。
2012年2月10日の復興庁創設に伴い閣僚の定数が復
興庁設置の10年の間、18名以内に変更となった 5。そ
のため、災害対策施行令改正によって中央防災会議
の委員定数は復興庁の廃止まで26名とされた。27名
（中央防災会議会長を含めて）の内、女性委員は厚生
労働大臣1名、学識経験者1名となっている（2012年
2月現在）。国の委員会等では女性委員の任用は委員
全体の3分の1（33.3％）を目指すこととなっている
が、中央防災会議の構成と男女比率は下のとおりで、
2012年2月時点での女性委員の比率は会長を含み7%
である。
指定公共機関の長として委員となっているのは日本
銀行総裁、日本赤十字社社長、日本放送協会会長、日
本電信電話株式会社社長で全員が男性である。いずれ
の組織の長、日本銀行総裁（1882年～）、日本赤十字
社社長（1887年～）、日本放送協会会長（1926年～）、
日本電信電話株式会社社長（1952年～）もこれまで
女性がトップに就任したことはない。学識経験者4名
のうち2名は実質的に職指定扱いであるが、1名は全
国知事会の災害対策委員長、もう1名は日本消防協会
の理事長と、いずれの組織でもこれまでに女性がトッ
プに就いたことはない。この他は学識経験者2名の枠

で、そこでは女性委員と男性委員がそれぞれ就任して
いる。
中央防災会議の女性委員比率は日本社会の政策決定
過程における女性の参画状況を象徴している。中央防
災会議、地方防災会議での女性委員率（全国平均4.1％）
の低さはこれまで国会、地方議会において指摘されそ
の方策の必要性が明らかになっているが、これまでに
法改正はなされていない 6。地方防災会議に女性委員
の参画を実現するための具体的な提案は山崎（2008）、
山地（2009）らが行っているだけである。地方防災
会議において委員の任命は、都道府県・市町村の条
例に基づき防災担当部局の判断にゆだねられている。
2008年の『防災基本計画』修正で追記された「防災
に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における
女性の参画を拡大」するとの記述は『地域防災計画』
においては未記載な地方公共団体が散見される。「政
策決定過程」が何を指すかも明確ではないため防災体
制の最高意思決定機関である防災会議が含まれると明
示すべきであり、下の表2のとおり『防災基本計画』
の修正を提案する。

2.	防災会議下部組織と委員の課題

防災会議において女性委員の参画の必要性はこれま
でに指摘され女性の登用努力義務の対象である。しか
し、専門委員、幹事会はその役割の重要性にもかかわ
らずそれぞれ殆ど議論されてきたことがない。いずれ

表1　中央防災会議の委員構成と女性委員比率

中央防災会議（2012年2月） 女性委員

会長 内閣総理大臣 0名 （0%）

委員

防災担当大臣、防災担当大臣以外の全閣僚（18名以内） 1名 （5%）

指定公共機関の長（4名） 0名 （0%）

学識経験者（4名） 1名（25%）

27名中2名 （7%）

表2

2011年修正 修正提案

地域における生活者の多様な視点を反映した
防災対策の実施により地域の防災力向上を図
るため、防災に関する政策・方針決定過程及
び防災の現場における女性の参画を拡大し、
男女共同参画の視点を取り入れた防災体制を
確立する必要がある。

地域における生活者の多様な視点を反映した防災
対策の実施により地域の防災力向上を図るため、
防災会議をはじめとする防災・復興に関する政策・
方針決定過程及び防災の現場における女性の参画
を拡大し、男女共同参画の視点を取り入れた防災
体制を確立する必要がある。
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も中央防災会議・都道府県防災会議にて設置が義務付
けられていて、防災会議運営においてその役割は甚大
である。専門委員としては求められる専門性が女性委
員の登用を阻むとされる。幹事においては中央防災会
議では法で定められた役職（いわゆる職指定）である
こと、都道府県防災会議においては防災会議に定めら
れた各号委員組織の職員であることが女性委員の登用
が少ない要因である。しかしながら一番の要因は、政
府内での職指定あるいは、地方防災会議での下部組織
としての位置づけによって女性委員登用努力義務の対
象の附属機関となっていないためだ。
専門委員の役割は専門の事項を調査し、「多種多様

な災害、様々な政策手法などを扱うため、技術的・専
門的サポートを得る観点から、専門調査会を活用でき
るようにする」ことである7。災害対策基本法では第
12条第6項において「中央防災会議に、専門の事項を
調査させるため、専門委員を置くことができる」、第
7項で関係行政機関及び指定公共機関の職員並びに学
識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する
ことになる。都道府県防災会議では条例によって部会
を置くことができ、部会の委員及び専門委員は、会長
が指名することになっている（災害対策基本法施行令
第7条（都道府県防災会議の組織及び運営の基準）第
4項および第5項）。
幹事会は中央防災会議において第12条（中央防災
会議の組織）第8項において「中央防災会議に、幹事
を置き、内閣官房の職員又は指定行政機関の長（国務
大臣を除く）若しくはその職員のうちから、内閣総理
大臣が任命する」と規定されている。また、都道府県
防災会議の幹事会においては災害対策基本法施行令第
7条（都道府県防災会議の組織及び運営の基準）第1
号にて「都道府県防災会議に、幹事を置く」と定めら
れており、市町村防災会議では幹事会設置についての
規定はないものの都道府県防災会議に準じて置くこと
ができる。
中央防災会議での幹事会の役割は「中央防災会議の

所掌事務について、会長および委員を助ける」（災害
対策基本法第12条第8項）と定められている。幹事
会が中央防災会議の下部組織として果たす役割は極め
て重要で、2000年の内閣府設置時に、関係府省庁等
間の連絡、調整及び中央防災会議決定の実施等のため
幹事会を設置することになった 8。
幹事会において防災に関する様々な事柄について実
質的な検討が行われ、その内容をもって中央防災会議
にて最終議論、決定が行われることになる。これは都
道府県防災会議においても同様である。このような重
要な役割を担う防災会議幹事会で何故、これまで女性
参画の必要性が議論されてこなかったのか疑問が残

る。その理由として考えられるのは、中央防災会議に
おいては幹事が中央防災会議幹事会設置要綱（2001
年1月22日）および中央防災会議幹事会運営規定（2001
年1月22日）によって会長の内閣府大臣政務官（防
災担当）をはじめ幹事の定数および職が厳密に定めら
れ、幹事会顧問（内閣危機管理監）、幹事会副会長（内
閣府政策統括官（防災担当））・（消防庁次長）、そして
幹事35人（内閣府大臣官房審議官（防災担当）ほか、
指定）となっているためだ。さらに、幹事会の下には
主事会議が設置され各府庁省の課長級職員が主事50
人（内閣府政策統括官付参事官（防災総括担当）ほか）
として設置されている。府省課室長相当職以上である
指定職俸給表適用職員及び行政職の男女比率は97.4：
2.6であり、幹事会・主事会にて指定される職に女性
が就いている確率は極めて低い。
国の防災を中央防災会議の下部組織として議論する
役割を担っている専門委員、幹事会、主事においても
女性の参画が重要である。そのため、法制化によって
具体的な方策をもってそれを実現化することが求めら
れる。

3.	災害対策基本法の改正案

ここでは下のとおり、中央防災会議、都道府県防災
会議、そして市町村防災会議にたいしてそれぞれ法律
改正を提案する。改正には災害対策基本法の改正（甲
案）、災害対策基本法施行令の改正（乙案）、あるいは
男女共同参画社会基本法第8条に照らして男女共同参
画を促進すること（丙案）が考えられる。
中央防災会議、都道府県防災会議、市町村防災会議
は法律、政令においてそれぞれ定められているため、
整合性に配慮しなければならない。市町村防災会議に
は幹事会、部会の規定がないが、災害対策基本法第
16条第6項によって都道府県防災会議の組織および所
掌事務の例に準じて、当該市町村の条例で定めること
ができる。多くの市町村で部会、専門委員会を置くよ
う条例によって定めているが、幹事会については指定
都市や中核市等に設置していることが多い。
災害対策基本法（甲案）、災害対策基本法施行令（乙
案）、男女共同参画社会基本法（丙案）、いずれの法律・
政令で定めるのが適切であるか、喫緊の課題として議
論せねばならない。災害対策基本法の改正によって男
女の構成比率に関する項目を置くとの案は、東日本大
震災以降隆盛した男女共同参画推進の中で、堂本暁子
氏をはじめとする「『災害・復興と男女共同参画』6.11
シンポジウム」実行委員会によって政府に提言が出さ
れている（大沢・堂本・山地、2011）。しかし、ポジ
ティヴ・アクションを検討する上で重要なのは、男女
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比率が著しく不均衡な審議会等は防災会議の他に国民
保護や都市計画、経済関係にも多数みられることだ。
防災会議での女性委員参画の低さは日本社会の縮図で
あり、他の審議会等にも影響をもたせる形で検討する
ことが必要だ。

4.	多様性の観点から今後必要な防災体制の検討

都道府県防災会議は法律上の規定によって学識経験
者や専門家を幅広く任命することができないと指摘さ
れる。一方で、市町村防災会議は多くの市町村におい

表3-1

中央防災会議　改正案

防災会議
専門委員
幹事会　

甲案

災害対策基本法第12条（中央防災会議の組織）の第10項を第11項とし、第9項を第10項とし、
第8項を第9項とし、第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項を第6項とし、第4項
を第5項とし、同上第3項の次に次の1項を加える
4男女のいずれか一方の数が委員総数の10分の3未満であってはならない

乙案
災害対策基本法施行令　第3条 （中央防災会議の委員及び専門委員）中に「第6項」を設け、
次の1項を加える
6男女のいずれか一方の数が委員総数の10分の3未満であってはならない

丙案

男女共同参画社会基本法　第8条に照らし
内閣府設置法第18条に基づき内閣府に設置されている４つの重要政策会議（①経済財政諮問
会議、②総合科学技術会議、③中央防災会議、④男女共同参画会議）をはじめ男女の委員構成
が著しく不均衡な審議会等についてはその下部組織を含め、解消されるまで開催を認めない等
の罰則対象とする

表3-2

都道府県防災会議　改正案

防災会議
専門委員
幹事会　

甲案
災害対策基本法第15条（都道府県防災会議の組織）の第8項を第9項とし、第7項を第8項とし、
第6項を第7項とし、第5項を第6項とし、第4項の次に次の1項を加える。
5男女のいずれか一方の数が委員総数の10分の3未満であってはならない

乙案

災害対策基本法施行令第7条（都道府県防災会議の組織及び運営の基準）の第9項を第10項と
し、第8項を第9項とし、第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項を第6項とし、第4
項を第5項とし、第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項を第2項とし、次の1項を
加える
1男女のいずれか一方の数が委員総数の10分の3未満であってはならない

丙案
男女共同参画社会基本法　第8条に照らし、都道府県の条例において男女の委員構成が著しく
不均衡な審議会等についてはその下部組織を含め、解消されるまで開催を認めない等の罰則対
象とする

表3-3

市町村防災会議　改正案

防災会議

甲案
災害対策基本法第16条の第6項を第7項とし、第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3
項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える
1男女のいずれか一方の数が委員総数の10分の3未満であってはならない

丙案
男女共同参画社会基本法　第8条に照らし、市町村の条例において男女の委員構成が著しく不
均衡な審議会等についてはその下部組織を含め、解消されるまで開催を認めない等の罰則対象
とする
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て防災会議条例に「市長が特に必要と認める者」等の
号を設置しているため、防災体制に多様な団体を登用
することが可能である。それゆえ、都道府県防災会議
には下のように学識経験者および防災体制に必要とみ
とめられる者を任命できるよう法律を改正すべきであ
る。

表4

防災会議へ
の学識経験
者の参画　

災害対策基本法第15条（都道府県防
災会議の組織）第5項の第7号の次に
次の1号を加える
8学識経験者および防災体制に必要と
みとめ当該都道府県の知事が任命する
者

防災体制において女性を主権者と位置付けその参画
を促進することが必須である。さらに現代社会の多様
性を代表する様々な団体を参画させることが求められ
る（山崎2008、山地2009）。都道府県防災会議、地
方防災会議にどのように女性の参画を拡大するか、こ
れまでの調査研究、全国での講演等で頻繁に尋ねられ
たのは「女性の視点をいれるとはどういうことなの
か？」、「どのようにすれば女性委員をいれることがで
きるのか？」の2点である。各地方公共団体が他の都
道府県・市町村の防災会議で女性委員の参画状況や、
どのような団体が委員となっているのか調査している
こともある。都道府県防災会議は、条例で各号委員の
定数を定めている場合が多く、新たに指定地方公共機
関や指定地方公共団体を指定するには条例改正を避け
る傾向が見受けられる。近年では地方防災会議におい
て庁内（都道府県防災会議は5号委員）の委員数を減
らし、庁内の職員は防災会議幹事会、あるいは庁内の
別の組織で対応し、外部委員の枠を増やしている場合
がある。しかし、各号毎に条例で定められている場合
があるため、災害対策基本法によって地方防災会議に
おいて学識経験者や都道府県知事が必要と認める者、
などが委員として認められた場合、条例改正が必要と
なる地方公共団体は数多くあると考えられる。男女
共同参画の立場から女性委員比率を4割とするために
は、『防災計画』の社会的位置付けを含む様々な検討
が必要で、東日本大震災を受け、新たな防災体制の構
築が急務である。次章では社会計画としての『防災計
画』とその体制について検討する。

Ⅵ. 新しい『防災計画』と市民の参画
〜行政計画から社会計画へ

1.	『防災基本計画』の2011年修正が示す市民
と多様性

2011年12月に出された『防災基本計画』修正では
多様性を反映した防災体制構築の必要性が明記され
た。それらの文言は「消防団組織」「地域コミュニテ
ィの防災体制の充実」「医療」「女性」、「通信」、「ラジ
オ（コミュニティＦＭ放送を含む）」、「在日・訪日外
国人が増加」「家庭動物」「燃料」、「帰宅困難者対策」
などがある。女性に関して明記された項目は2005年
修正、2008年修正、そして2011年修正、これまでに
3回あり、各修正は資料1にまとめている。2011年修
正で注目すべきは第1編 総則において「国、公共機
関及び地方公共団体は、社会情勢の変化に伴う災害脆
弱性の高まりについて十分配慮しつつ防災対策を推進
するものとする」そして、「地域における生活者の多
様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災
力向上を図る」が明記されたことだ。資料1にみるよ
うに、それまでは「男女双方の視点に配慮した防災を
進めるため」であったものが「地域における生活者の
多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防
災力向上を図るため」に書き換えられたのは、女性が
主権者として防災体制に主体的に参加する必要性と共
に、社会の多様性に応じた防災体制構築の必要性が明
示されたと理解することができる。
東日本大震災を受けて修正された『防災基本計画』

で明示された「生活者の多様な視点」と新たに加わっ
た文言を踏まえると表5に挙げた組織が今後防災体制
において重要な役割を担うことになると考えられる。
この度の修正は市民の生活視点からもなされており、
行政計画から社会計画へとその転換を図ることができ
るのではないか。東日本大震災の経験から自主防災組
織の重要性が認識されてきており、市民を代表する組
織との連携を含めた防災計画とすることが必要となる。
表5に挙げた団体は、いずれかの都道府県防災会議
の指定公共機関あるいは市町村防災会議において「市
長が特に必要と認める者」として委員になっている組
織である。例えば、コミュニティFMは四日市市防災
会議の委員および幹事である。北九州市防災会議で
は社会の多様性に対応するため看護協会や市民防災
会総連合の他に北九州国際交流団体ネットワーク会
長、NPO法人北九州子育ち・親育ちエンパワメント
センターBeeが委員となっている。さらに、男女共同
参画の視点では北九州市婦人会連絡協議会長、財団法
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人アジア女性交流・研究フォーラム理事長、北九州市
男女共同参画審議会長と3つの団体が委員となってい
る。なおここで挙げた北九州市の委員7名は女性であ
る（2011年調査）。
先に述べたように、2011年の『防災基本計画』修
正によって避難所や応急仮設住宅における女性の視点
での配慮の必要性が記載された。これは防災体制そし
て、災害後には女性への特別な支援が必要であること
を示している。近年は女性への支援として女性団体を
防災会議の委員に登用している。例えば、札幌市は地
域防災計画の中で防災会議の委員の役割を明文化して
おり、札幌市女性団体連絡協議会の求められる役割は
「（1）災害時における女性被災者の生活支援について
協力すること」と明示されているほか、社団法人北海
道看護協会会長、札幌市女性団体連絡協議会会長、社
団法人札幌消費者協会会長、札幌市ボランティア連絡
協議会副会長が全員女性である。
女性支援の団体としてはこのほかに男女共同参画セ

ンターが果たす役割が期待される。阪神・淡路大震災
では兵庫県女性センター（当時）が女性支援に重要な
役割を果たした（清原2006）。兵庫県は次の防災会議
開催時に兵庫県立男女共同参画センター長が5号委員
に任命されることが決まっている。男女共同参画セン
ターは現在都道府県に50、市町村に337設置されてい
る。東日本大震災において被災地の各センターがどの
ような役割を担ったのか全国女性会館協議会は2011
年に調査を実施している 9。これら調査結果からも男
女共同参画センターはこれまでに被災時課題とされて

きた相談業務、DV対策、性暴力対策、女性の就労支
援の側面から『地域防災計画』においてその役割を明
示し、防災会議委員として防災体制に一定の役割を果
たすことが求められる。ただし、男女共同参画センタ
ーの運営形態は各地方公共団体によって異なるため、
災害時において全てのセンターが同じ役割を担うよう
規定するには難しい面があり、その点は考慮する必要
がある。
災害時要援護者については、2005年3月に新潟県

中越地震の経験を受け「災害時要援護者の避難支援ガ
イドライン」が国によって取りまとめられていて、市
町村を中心に自治会・町内会、民生委員らの協力を得
て「災害時要援護者名簿」の作成が各地で推進されて
いるため、自治会・町内会連合会や民生委員にも防災
会議委員として防災体制の構築に役割を果たすことが
求められる。

2.	防災会議委員の登用には組織の職員も可能

多様な視点で防災体制を構築するため、防災会議へ
の新たな委員の任命は、女性委員の登用の機会ともな
る。その際に確認すべきは、防災会議の委員任命につ
いてはその職が「会長」等、組織のトップであるよう
指定されていないことである。中央防災会議では災害
対策基本法第12条第5項において指定公共機関の委
員は各組織の代表者であることが指定されている。し
かし都道府県防災会議は第15条第5項第7号において
指定公共機関や指定地方公共機関の役員又は職員であ

表5　『防災基本計画』において防災体制に必要と考えられる団体等

分　　　野 団　　　体　　　等

医療関係 看護協会、薬剤師会、ほか

ボランティア 社会福祉協議会、日本赤十字社、ほか

地域団体 自治会・町内会連合会、自主防災組織協議会、ほか

女性関係団体
男女共同参画センター、男女共同参画審議会、女性団体連絡協議会、婦人連合会、
女性財団、婦人防火クラブ、女性消防団、ほか

子ども、学校 PTA連合会、保育園・幼稚園関係、ほか

高齢者・障がい者 民生委員、各施設、ほか

メディア コミュニティFM、ほか

外国人・国際交流 国際交流協会、ほか

観光 観光交流協会、ほか

物資流通 消費者協会、ほか

家庭動物 獣医師会、ほか
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るよう定められているだけであり、そのためトップ
以外で防災に関して決定権のある役職に就いている
者、あるいは役職のない職員であっても、委員登用が
可能である。鳥取県は平井知事および片山前知事の取
組みによって防災会議の女性委員が9名登用されてい
て、女性委員の比率は都道府県の中で一番高く16.6%
となっている。登用に際しては数々の工夫がされてお
り、指定公共機関（第7号）である日本銀行では、一
般の女性職員が委員となっている（山地2009）。さら
に、第5号委員として県庁内において女性職員が7名
任命されていて、その内複数の委員については、部署
移動があっても委員を解かれずそのまま任命されてい
る。富山県防災会議においても5号委員の内、女性が
2名、同様の形式で任命されている。災害対策基本法
第15条第5項第5号では「知事がその部内の職員のう
ちから指名する者」となっているため、このような任
命方法は可能なのである。その他、富山県では第7号
委員に富山県薬剤師会が指定地方公共機関となってい
て、そこでは女性理事が委員となっている。防災会議
に任命される委員には決定権を持つ立場にいることが
必要との意見があるが、そのために組織の長であるこ
とは必ずしも必要ない。第4章、第5章で示したように、
防災会議委員の男女構成比率のバランスを保ちポジテ
ィヴ・アクションの実行のためには、防災担当の工夫
と防災会議委員となる組織との調整を経ることで可能
となり、それはここで述べた取組みが示している。次
章では災害が起きた後、復興過程におけるポジティヴ・
アクションの必要性とその課題について検討する。

Ⅶ. 復興計画策定委員会等への女性
の参画促進に向けて

1.	復興計画策定委員会等の根拠規定と現状

災害対策基本法には災害復旧・復興に関する条文が
定められていないため、災害復旧・復興に関する施策
は、それぞれの分野を所掌する行政の縦割りの形で事
業形式で行われてきた。しかし、被害が甚大な場合に
は地方公共団体によって総合的に復旧・復興計画が策
定される。過去の災害では、1983年の三宅島噴火の
『三宅島阿古地区復興計画』、1991年雲仙・普賢岳噴
火災害での『雲仙・普賢岳噴火災害島原市復興計画』、
1993年北海道南西沖地震の『奥尻町災害復興計画』、
1995年阪神・淡路大震災の被災地である兵庫県、神
戸市、芦屋市、西宮市の復興計画などが挙げられる。
復興計画の策定は復旧・復興を単体の事業ではなく、
生活再建、産業の回復、雇用の創出、地域振興等を含

め、地域全体の復興の在り方を明確化し、市民、市町
村、都道府県、国それぞれの理解と協力を得て効果的
な復興事業の推進を図ることが目的とされる。
先に述べたとおり、復旧・復興計画の策定は法律で
は定められていないが、災害対策基本法に直接の根拠
を持つ法定計画とするようその必要性が議論されてい
る（生田2010）。
現在、内閣府防災担当では「災害対策法制のあり方
に関する研究会」（平成23年9月12日～）と「防災対
策推進検討会議」（平成23年10月28日～）において
災害対策基本法はじめとする災害関連法制度の見直し
が検討されていて、本稿に関連する部分には、「11.災
害対策基本法における防災（予防、応急、復旧、復興）
の理念の明確化」、「14.地方防災会議の組織の見直し」、
「17.『災害復旧計画制度』の法定化」、「18.『災害復
興計画制度』の法定化」が挙げられる 10。
東日本大震災では被災6県（青森・岩手・宮城・福島・
茨城・千葉）において43市町村が復興計画を策定済
みあるいは策定中である 11。復興計画を策定するため
には、被災地方公共団体において行政・専門家・市民
らによる検討委員会が設置される 12。復興計画の策定
はその後の復旧・復興を決定するため被災後の迅速な
対応が求められ、3か月～半年ほどでの策定を求めら
れる。東日本大震災においては被害が甚大で広範囲で
あるため、国の方針や予算が決まらず、策定に1年近
くかかった地方公共団体もある。そのため3か月～半
年の間に「復興ビジョン」のような形で一度概案を出
した市町村も多い。
間もなく3月11日の震災・津波から1年が経つ。こ

の時期には全ての被災地方公共団体の復興計画決定が
待たれており、現在進んでいるのが、復興計画の進行
管理である。復興計画が行政、専門家、市民によって
策定されるように、復興計画の進行管理は専門家、市
民もともに行うことが求められる。阪神・淡路大震災
では神戸市や兵庫県において復興計画進行管理委員会
が設置され、5年、10年、15年と継続して復興の検
証と総括を行っている。
復興計画策定委員会、その後の復興計画進行管理委
員会は、公的な立場で復興まちづくりに大きな役割を
果たしている。復興計画策定は、検討委員会の他に、
ワーキング・グループやパブリック・コメント等様々
な形で市民の声を吸い上げ、反映することが必要だ。
本稿で議論するのは、復興まちづくりに女性がどのよ
うに参画しているか、という点である。具体的には、
復興計画策定や復興計画の進行管理等、政策や方針決
定過程の場に女性がどのように主体的に参画できてい
るのか、さらに市民の多様性がいかに反映されている
のか、である。復興計画策定は、その重要性から調査
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表6　東日本大震災被災市（一部）の復興計画策定委員会等（2011年7月～12年2月調査）
　　　	 （努力義務：女性委員の参画努力義務対象の委員会）

都道
府県

市・町 委員会等の名称 委員等
女性
比率

努力
義務

目標値 総数 （男）（女） 設置根拠 設置期限

宮城県

石巻市

石巻市震災復興ビジョン
有識者懇談会

専門家  18% × ― 11  9 2 なし
2回

開催のみ

石巻市復興基本計画市民
検討委員会

市民  13% ● 30% 29 25 4 設置要綱
2012年

3月31日

気仙沼市

気仙沼市震災復興市民委
員会

市民  18% × ― 11  9 2 設置要綱 期限なし

気仙沼市震災復興会議

全体
市長
副市長
専門家
市民

  0%
100%
100%

  0%
  0%

× ―

15
 1
 1
 7
 6

15
 1
 1
 7
 6

0
0
0
0
0

設置要綱 期限なし

仙台市
仙台市震災復興推進本部
会議

全体
専門家
経済界
市民

 18% 
  0%
  0%

100%

● 35%

16
12
 2
 2

13
11
 2
 0

3
1
0
2

設置要綱
復興計画
策定日

南三陸町

南三陸町震災復興計画策
定会議

全体
専門家
経済界
国・県

  0%
  0%
  0%
  0%

× ―

 9
 6
 1
 2

 9
 6
 1
 2

0
0
0
0

設置要綱 2年間

南三陸町震災復興町民会
議

市民  12% × ― 24 21 3 設置要綱
復興計画
策定日

岩手県 釜石市

釜石市復興まちづくり委
員会

市民  17% ● 40% 45 37 8 設置要綱
復興計画
策定日

釜石市復興まちづくり委
員会
アドバイザー会議

専門家   0% × ―  6 6 0
まちづくり
委員会設置
要綱第5条

復興計画
策定日

釜石市復興プロジェクト
会議

全体
専門家
市民

 17%
  0%
 30%

× ―
17

4
13

14
 4
10

3
0
3

設置要綱
復興計画
策定日

千葉県 旭市 旭市復興計画検討委員会

全体
専門家
審議会
団体代表
行政機関
市民

 10%
  0%

100%
  0%
  0%
 12%

19
 2
 1
 6
 2
 8

 2
 1
 6
 2
 8

0
1
0
0
1

なし
復興計画
策定日

研究がなされてきており、どのように市民が参画し、
意見を反映する仕組みづくりが行われているか着目し
た研究もある。しかし、個人の属性に着目し、女性の
参画についての調査研究はこれまでなされていない。

2.	東日本大震災復興計画策定委員会の現状と課
題

本稿では東日本大震災後に復興計画を策定した43
市町の中から、6市町を選び復興計画策定委員会にお
ける女性の参画状況を調査した。6市町にはこれまで
2回（2011年7月・12月）現地調査を実施した石巻市、
気仙沼市、仙台市、南三陸町の4市町と岩手県釜石市
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と千葉県旭市の2市である。福島県は原子力事故災害
による長期避難者が数万人におよぶため今回の調査に
は含んでいない。調査を実施した地方公共団体の復興
計画策定経緯はホームページ上に掲載されており情報
の入手は可能である。それらの情報を基に現地調査で
のヒアリングと電話によるヒアリング調査を行った。
復興計画策定委員会のあり方は地方公共団体によっ
て多様であるが、ここでは行政単独で庁内に置いた委
員会は含めていない。今回の調査では行政・専門家・
市民によって構成されている委員会（気仙沼市震災復
興会議）、市民のみで構成されている委員会（石巻市
復興基本計画市民検討委員会、気仙沼市震災復興市民
委員会、南三陸震災復興町民会議、釜石市復興まちづ
くり委員会）、あるいは専門家と市民で構成される委
員会（仙台市震災復興推進本部会議、旭市復興計画検
討委員会、釜石市復興プロジェクト会議）そして、専
門家らのみからなる委員会（石巻市震災復興ビジョン
有識者懇談会、南三陸町震災復興計画策定会議、釜石
市復興まちづくり委員会アドバイザー会議）の4つを
対象としている。各委員会の構成員および女性委員の
比率をまとめたのが表6である。
表6では女性委員比率が20%を超えている委員会は

ない。女性比率が高いのは気仙沼市震災復興市民委員
会と仙台市震災復興推進本部会議、石巻市震災復興ビ

ジョン有識者懇談会の18%で、次に17%の釜石市復
興まちづくり委員会および釜石市復興プロジェクト会
議となっている。女性委員が0%の委員会が3つあり、
それは気仙沼市震災復興会議、南三陸町震災復興計画
策定会議、釜石市復興まちづくり委員会アドバイザー
会議である。委員会の構成から考察すると、女性比率
は「市民のみ」あるいは「市民（専門家含む）」の委
員構成でより高く、女性委員比率が0%の委員会はい
ずれも「専門家のみ」の構成となっている。女性委員
は復興計画策定に市民委員として関わっているが、専
門家としてはあまり関与していないということにな
る。専門家（大学教員）を含む7つの委員会に女性委
員が入っているのは、石巻市震災復興ビジョン有識者
懇談会と仙台市震災復興推進本部会議であるが、石巻
市震災復興ビジョン有識者懇談会は5月に2回開催さ
れたのみであり、設置要綱のない懇談会の位置づけで
ある。そのため、6つの市町の策定委員会の中で専門
家の女性委員は仙台市震災復興推進本部会議の1名の
みである。
一方で、市民が主体の委員会では女性委員を増やす
取り組みが行われている。石巻市震災復興基本計画市
民検討委員会の場合には女性委員は保育所の園長と民
生児童委員各1名、さらに地区代表2名の計4名がいる。
これは石巻市が市内8地区の代表選出の際、各地区

表7　阪神・淡路大震災被災市（一部）の復興計画策定委員会等	 （努力義務：女性委員の参画努力義務対象の委員会）

都道
府県

市・町 委員会等の名称 委員等
女性
比率

努力義務
（仮定）

総数 （男） （女） 設置根拠 設置期限

兵庫県

神戸市

神戸市復興計画検討委員会

専門家
委員会
分科会１
分科会2
分科会3

  3%
  0%
  0%
  0%

×
27

7
7
7

26
7
7
7

1
0
0
0

神戸市復興計画審議会

全体
専門家
市会議員
民間団体
経済界
労働界
関係機関
市職員

  7%
  2%
 16%
 20%
  0%
  0%
  0%
  0%

●

100
40

6
25
12

6
8
3

93
39

5
20
12

6
8
3

7
1
1
5
0
0
0
0

条例
期限なし
（条例有）

芦屋市
芦屋市震災復興計画検討委
員会

全体
専門家
市助役
市会議員
兵庫県
経済界
団体・市民

 12%
 20%
  0%
  0%
  0%
  0%
 20%

16
6
1
1
1
2
5

14
5
1
1
1
2
4

2
1
0
0
0
0
1

設置要綱
期限なし
（終了）

西宮市 西宮市復興計画学識者会議 専門家   0% 11 11 0 なし なし
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に「女性を選出して欲しい」との要望を伝えて、女性
が委員になるよう工夫したためである（山地2011a）。
なお、復興計画策定委員会では市民代表でも地域の経
済・産業界はじめ地域団体が主になるため、そのポジ
ションにない女性委員の任命は難しく、千葉県浦安市
の委員会のように女性が商工会議所の会頭として委員
に入っていることは特筆すべきであろう。また、釜石
市のように総合計画審議会の委員が復興計画策定委員
となる場合がある。それは、復興計画は地方公共団体
のあらゆる施策と関連していて、総合計画との整合性
が必要となるためだ。気仙沼市震災復興会議は専門家
と総合計画審議会の委員から構成されているが、審議
会の会長・副会長および部会長が指名されているため、
女性委員は0名となっている。市町村によっては女性
団体の代表が市民委員としてはいっている委員会もあ
る。本調査の対象ではないが、女川町は「女川町婦人
会長」（12名中女性委員1名）、陸前高田市では「陸前
高田市地域女性団体協議会」・「陸前高田商工会女性部」
（50名中2名）、大船渡市においては「大船渡市女性団
体連絡協議会」・「気仙沼医師会」（28名中2名）が女
性である。
専門家としての女性委員が少ない理由として最初に
挙げられるのは、復興計画では復旧に重きがおかれる
ため、防災・工学系の研究者の参画が求められている
点だ。ヒアリングで市民への依頼および専門家への依
頼には、表8と表9のような理由がそれぞれ複数の地
方公共団体で挙げられた。さらに、防災・工学系分野
にも少なからず女性研究者がいるにもかかわらず委員
に女性がいない理由として、災害前からの市町政への

関わりの希薄さが挙げられた。仙台市では地元の東北
大学から8名の研究者（工学、医学、農学、法学、経済）
が参画しているが、全員男性委員である。果たして一
人として適任の女性研究者がいないとは考えにくい。
また、高崎経済大学の男性教員は東北大学出身者であ
り、被災地に詳しいからと委員を委嘱されたが、女性
にも仙台出身で、復興計画策定に必要な見識を持つ研
究者がいるのではないだろうか。そのほか、専門家に
依頼の際には、災害前からまちづくりはじめ市政に関
わっていたことが理由として挙げられている。さらに、
委員あるいは既知の専門家に新たに紹介を依頼した場
合には、男性は男性を紹介する事が多いため、雪だる
ま式で男性が増えていくことが指摘できる。
これらをまとめて考えた際、復興計画策定委員会に
積極的に女性委員参画を促すためには、複数の施策が
必要だ。第一に、復興計画策定委員会を条例によって
設置することが求められる。東日本大震災では、仙台
市をはじめ市町村の策定委員会が設置要綱あるいは内
規で設置されている。災害直後に条例を制定するのが
困難な時期であること、また時限設置の委員会形式と
なっていることなどから、要綱での設置となってい
る。第二に、復興計画策定委員会が設置要綱で置かれ
た場合、その委員会を附属機関と同様の委員会として
扱い、女性委員の登用を30%以上（国は40%、地方
公共団体によっては30～40%）とすることを努力義
務化して、女性委員の委嘱を増やすべきである。表6
にあるように、今回の調査では、女性委員の登用努力
義務の対象となる復興計画策定委員会は、石巻市復興
基本計画市民検討委員会、仙台市震災復興推進本部会

表8

市　　　　　民

活発な団体活動 災害が起こる前から審議会や懇談会等に関わり、市政に詳しいため依頼

地元への縁 地元出身者に依頼

総合計画との連携・整合性 復興計画と総合計画との連携、関連性から総合計画審議会委員に依頼

表9

専　　門　　家

旧知の専門家 災害が起こる前から審議会や懇談会等に関わり、市政に詳しいため依頼

地元への縁 地元出身者、地元の大学、研究機関などに依頼

専門性 防災・工学系の研究者・研究員が多くなった

専門家の紹介 旧知の専門家に紹介を依頼

経験のある専門家 災害復興の経験（阪神・淡路大震災、新潟県中越地震）ほか

支援者 災害直後から支援に入っている
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議、釜石市復興まちづくり委員会、旭市復興計画検討
委員会のみである。気仙沼市の場合、気仙沼市震災復
興市民委員会・気仙沼市震災復興会議、南三陸町の南
三陸町震災復興計画策定会議と南三陸町震災復興町民
会議の、いずれもが対象とはなっていない。気仙沼市
で対象となるのは条例に基づいて設置された委員会等
のみであり、復興計画策定委員会は要綱で設置されて
いるため対象とならない。また、釜石市のように釜石
市復興まちづくり委員会を上位機関と位置づけ、その
ほか下部組織に該当する委員会等を対象としない場合
もある。また、南三陸町は災害による庁舎被害が甚大
であるため過去の委員会等の対象状況の調査自体が必
要となっている。
今回の調査の中では女性委員登用の必要性を認識し
ていてもそれを実現することができなかったとの回答
がある。委員選任の際に女性参画の工夫をしたと回答
したのは、石巻市と釜石市のみであった。1995年の
阪神・淡路大震災では、神戸市が「神戸市復興計画審
議会」を条例によって設置していて、2009年の兵庫
県佐用町の水害においても「佐用町災害復興計画検討
委員会」は条例で定められている。東京都の場合は、
東京都震災復興本部の設置に関する条例によって復興
計画の策定を定めることができる。災害後に議会の決
議が必要な条例による設置は困難であるとの意見もあ
る。将来、災害対策基本法において復旧・復興計画の

策定が法定化された場合、市町村は政令にもとづいて
設置する可能性が高いため、災害対策の一つとして各
地方公共団体はこの二つの事項について早期に検討す
べきである。

3.	復興計画進行管理と女性参画の工夫

阪神・淡路大震災の復興計画策定員会では、表7に
あるように神戸市が3%と7%、芦屋市が12%、西宮
市が0%と女性委員の登用は少なかった。しかし、そ
の後の復興計画進行管理では、1996年に設置された
神戸市復興推進懇話会で21%と状況が異なってくる。
阪神・淡路大震災が起こった1995年は、北京女性会
議が開催された年でもある。男女共同参画社会基本法
の制定は4年後の1999年であり、当時、女性委員登
用の目標数値があったわけではない。女性の参画が進
んだのは災害から1年経ち、男性中心の委員会に女性
委員の必要性が認識された結果だと捉えてよいのでは
ないか。さらに神戸市復興推進懇話会とそれに続く神
戸市復興・活性化推進懇話会では、外国人やまちづく
りコンサルタントが委員として入っている。また、兵
庫県は災害の翌年2月には「外国人県民復興会議」を
設置し、芦屋市は国際交流協会を委員とすることで、
外国人の声を反映する仕組みづくりがなされている。
東日本大震災の被災地では市町村の復興計画がよう

表10　東日本大震災被災市（一部）の復興計画進行管理委員会等（2012年１～2月調査）
（努力義務：女性委員の参画努力義務対象の委員会）

都道
府県

市・町 委員会等の名称 委員等
女性
比率

努力
義務

目標値 総数 （男）（女） 設置根拠 設置期限

宮城県

石巻市 検討中 ― 未定 ― ― ― ― ― ―

気仙沼市

（継続） 気仙沼市震災復
興市民委員会

市民 18% × ― 11 9 2 設置要綱 期限なし

（継続） 気仙沼市震災復
興会議

全体
市長
副市長
専門家
市民

  0%
100%
100%

  0%
  0%

× ―

15
 1
 1
 7
 6

15
 1
 1
 7
 6

0
0
0
0
0

設置要綱 期限なし

検討中 ― ― 未定 ― ― ― ― ― ―

仙台市 今後検討 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

南三陸町 検討中 ― ― 未定 ― ― ― ― ― ―

岩手県 釜石市

（継続） 総合計画振興審
議会

市民 17% ● 40% 45 37 8 条例 期限なし

検討中
進行管理委員会

（女性・子ども中心）
― ― 未定 ― ― ― ― ― ―

千葉県 旭市 検討中 ― ― 未定 ― ― ― ― ― ―
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やく出そろったところである。防災・減災、高台移転
問題などのハード面、産業のソフト面と難題が山積で
あるが復旧・復興は急ピッチで進められている。行
政・専門家・市民は、復興計画がどのように進んでい
るのか進行管理に努めるべきだ。阪神・淡路大震災
後、芦屋市・西宮市では継続した進行管理委員会は設
置されなかったが、それぞれ芦屋市が10年、西宮市
が6年の検証を行っている。東日本大震災の被災地で
は、釜石市で総合計画振興審議会が進行管理を引き継
いでいる。さらに、復興計画の策定において女性の意
見を取り入れる仕組みが弱かったとの反省から、女性
そして子ども中心の委員会を別途設置することが検討
されている。気仙沼市では、2つの復興計画策定委員
会は今後も継続し、別途、進行管理委員会の設置を検
討中である。今回の調査では仙台市が今後検討すると
の回答の他、石巻市、南三陸町、旭市においても内部
で進行管理委員会設置が議論されている。今後東日本
大震災の被災地ではなんらかの形で復興計画の進行管
理がおこなわれるであろう。その際に配慮すべきは女
性の参画、多様性の反映である。復興計画策定時は委
員会の設置、計画の策定に迅速さが求められ、それら
への配慮を可能とする状況になかった地方公共団体が
ある。災害からほぼ1年を経て、復興まちづくりを推
進するためには、専門家、市民を問わず、女性の参画
と地域の多様性の反映が求められる。復興計画進行管
理委員会は設置要綱あるいは内規で定められることが
予想されるが、復興計画策定委員会も女性委員の登用

を30%以上（国は40%、地方公共団体によっては30
～40%）とする努力義務の対象委員会とすべきである。

Ⅷ. おわりに

これまで日本、台湾、米国での被災地調査において
女性は様々な形で復興まちづくりにおいて活躍してい
ることが明らかになった。しかし、女性達を意思決定
機関や地域の組織の中でみることは少ない。フンク
（2004）は阪神・淡路大震災後の復興まちづくりで区
画整理に関わった88組織のまちづくり協議会の内、
女性リーダーのいる協議会は5つのみであったと指摘
する。まちづくり協議会は世帯単位毎に加入するため、
男性が表にたち、女性は裏方に徹するという構図が存
在した。地域の自治会等においては参加が世帯単位の
ため、登録は世帯主である男性の名前でされるものの、
実際には妻である女性が活動しているとの声もある。
これら女性自身による活動は、女性個人が表にたつ事
が必要ではないか。これまで述べたように防災・復興
分野に女性の参画を一層進めるには、日常のまちづく
りに女性が様々な立場で参加できるよう具体的な仕組
みづくりが必要である。それは専門家でも市民でも同
じことがいえる。
防災会議、防災会議幹事会、専門委員会等は防災体
制構築のための意思決定機関である。さらに復興計画
策定委員会と復興計画進行管理委員会は災害後の復興

表11　阪神・淡路大震災被災市（一部）の復興計画進行管理委員会等（2012年1～2月調査）
（努力義務：女性委員の参画努力義務対象の委員会）

都道
府県

市・町 委員会等の名称 委員等
女性
比率

努力
義務

（仮定）
総数 （男）（女） 設置根拠 設置期限

兵庫県

神戸市

神戸市復興推進懇話会

全体
専門家
経済界
アドバイザー
市民

 21%
  5%
  0%
 33%
 62%

●

33
19

3
3
8

26
18
 3
 2
 3

7
1
0
1
5

設置要綱
1996年8月～

1998年3月

神戸市復興・活性化推進懇
話会

全体
専門家
経済界
市民

 15%
  7%
  0%
 50%

●

26
15

5
6

22
14

 
 

4
1
0
3

設置要綱 2012年3月31日

芦屋市
芦屋市まち・人・くらし活
性化推進懇話会

全体
専門家
市民

 40%
 42%
37%

15
7
8

 9
 4
 5

6
3
3
設置要綱 2005年3月31日

西宮市 震災復興６年の総括（冊子）
専門家
新聞社
民間団体

  0%
  0%
―

11
 4

不明

11
 4
―

0
0
―

なし 2001年4月
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まちづくりの方針を決定する意思決定機関である。こ
れらの政策決定機関に主権者としての女性の参画を促
進することが重要なのである。本稿で考察したように、
防災会議の設置と運用は法律によって定められている
ため、女性の参画を促進するには法令の改正と『防災
基本計画』の修正が求められる。ここでは防災計画を
防災体制構築のために地方防災会議の委員として求め
られる組織や機関を提示した。
第7章では、復興計画策定委員会と復興計画進行管

理委員会における女性参画を促進するための方策を提
案した。東日本大震災の被災地方公共団体では、復興
計画策定委員会が条例ではなく、設置要綱で定められ
ている。復旧計画・復興計画が災害対策基本法などに
よって法定化されれば、策定委員会は条例で設置する
ことになる。条例設置の付属機関は男女の構成比率の
バランスをとることが努力義務となり、委員の選任に
おいても配慮がなされることになる。仙台市は2011
年9月決定の『男女共同参画せんだいプラン2011』に
おいて、「男女共同参画の視点に立った震災復興計画
の策定」と明示している。しかし、仙台市の復興計画
策定員会の女性比率は18%、専門家としては12名中
女性は1名のみで、復興計画進行管理委員会の設置も
まだ決定していない状況にある。復興計画は市民の生
活に直接かかわっており、多様な分野からの参画が必
要で、進行管理委員の適任者は必ずいるはずである。
復興計画進行管理委員会を設置することになった場合
には、委員の男女構成比率に配慮すべきであり、それ
には担当部局の努力が必要だ。本稿では東日本大震災
で復興計画が策定された6つの市町の調査結果に基づ
いているが、今後は復興計画を策定した43市町村全
ての復興計画策定委員会の委員選定過程と委員の男女
構成比率、そして復興計画進行管理委員会の設置状況
について調査を実施し、さらに考察を深める。
最後に、市民の手による復興計画の進行管理委員会

の設置を提示する。阪神・淡路大震災では「被災者復
興支援会議」が兵庫県の呼びかけによって第三者機関
として発足し、メンバーは専門家、医師、経済界、行
政職員らで構成された。会議は第三者機関としながら
も現場を重視し、被災者の声を聞くため応急仮設住宅
はじめ各地での「移動いどばた会議」やフォーラムを
積極的に開催し、それらでの議論をもとに提言を行っ
た。会議は3期に分かれ、震災直後の7月から10年後
の17年3月まで継続しており、メンバーは3期でそれ
ぞれ交代し、メンバーの女性の比率は「被災者復興支
援会議 I」24名中5名（20.8%）、「被災者復興支援会
議 II」15名中4名（26.6%）、そして「被災者復興支
援会議 III」18名中2名（11.1%）であった。東日本大
震災の復興において「被災者復興支援会議」の設置を

実現できるのであれば、女性委員の比率は30%以上
を超えることが求められ、さらには高齢者や障害者、
外国人など多様な人々の声を反映できるよう調整する
ことが必要だ。
東日本大震災の被災地では「復興が遅れている」と
の声が聞かれ、市民が震災前の生活を取り戻している
とは言えない。個人の生活再建、地域の再建、復興計
画の進行管理、それぞれ段階は異なるが様々な形で専
門家や市民が直接関わっていくことになる。2012年2
月10日には復興庁が正式に発足した。しかし、復興
庁の幹部は1名が女性でほか全員男性であり、今後は
防災・復興担当への女性職員配置の必要性について調
査が求められる。復興庁の内部組織としては、東日本
大震災対策本部に2011年10月1日付で住民支援系に
設置された男女共同参画班が、そのまま設置されてい
る。今後男女共同参画班が内閣府男女共同参画局らと
ともに、どのような形で復興における男女共同参画を
制度設計し、推進していくのか、各地方公共団体の動
きと併せて注視しなければならない。
復興まちづくりは既に始まっている。地域や行政は
女性が参画できる仕組み作りを工夫しなければならな
い。同時に、女性自身が自ら手を挙げ、復興まちづく
りへの参画に向けて努めなければ、災害復興における
男女共同参画は実現できないであろう。

参考文献
浅野幸子2007「地域防災活動における女性の活躍とこれから」『災
害社会学入門』弘文堂

阿部康孝1996『大震災の法と政策』日本評論社
生田長人2010『防災の方と仕組み』東信堂
伊藤雅春・小林郁雄ほか2011『都市計画とまちづくりがわかる本』
彰国社

太田敏一・牧紀男・林春男2008「神戸市復興計画策定過程の評価と
考察」『地域安全学会論文集』10： 215-224

太田敏一・ジョンソンローリー・牧紀男・林春男2010「大災害後の
復興計画策定過程－神戸市とニューオーリンズの計画策定過程
の比較を中心として」『地域安全学会論文集』13： 335-345

大沢真理・堂本暁子・山地久美子編『「災害・復興と男女共同参画」6.11
シンポジウム～災害・復興に男女共同参画の視点を』GCOE「グ
ローバル化時代の男女共同参画と多文化共生」東京大学社会科
学研究所4、ISIリサーチシーリズ46

片山善博・津久井進2007『災害復興とそのミッション』クリエイツ
かもがわ

木村拓郎ほか「特集：復興計画と自治体」『自治研』2011年11月
清原桂子2006「防災・災害復興に活かす女性の視点・女性の力」『国
立女性教育会館研究ジャーナル』1:.33-39.

近藤民代2008「巨大都市災害後の復興計画づくりを考える－カトリ
ーナ災害の被災地から何を学べるか－」『減災』3：44-52

辻村みよ子2005『自治体と男女共同参画─政策と課題』（自治体議
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資料1　　防災基本計画（中央防災会議）における男女共同参画（抜粋）
2005年・2008年・2011年修正

第1編 総則・第2編 地震災害対策編・第3編 津波災害対策編・第4編 風水害対策編・第5編 火山災害対策編・
第6編 雪害対策編・第15編 その他の災害に共通する対策編

2005年7月修正 2008年2月修正 2011年12月修正

第1編 総則　第3章 防災をめぐる社会構造の変化と対応

●住民意識及び生活環境の変化とし
て、近隣扶助の意識の低下がみられ
るため、コミュニティ、自主防災組
織等の強化が必要である。さらに、
障害者、高齢者等の災害時要援護者
や女性の参画を含めた多くの住民参
加による定期的防災訓練、防災思想
の徹底等を図る必要がある。

●住民意識及び生活環境の変化とし
て、近隣扶助の意識の低下がみられ
るため、コミュニティ、自主防災組
織等の強化が必要である。さらに、
障害者、高齢者等の災害時要援護者
を含めた多くの住民参加による定期
的防災訓練、防災思想の徹底等を図
る必要がある。
●男女双方の視点に配慮した防災を
進めるため、防災に関する政策・方
針決定過程及び防災の現場における
女性の参画を拡大し、男女共同参画
の視点を取り入れた防災体制を確立
する必要がある。

（略）
●（略）地域における生活者の多様
な視点を反映した防災対策の実施に
より地域の防災力向上を図るため，
防災に関する政策・方針決定過程及
び防災の現場における女性の参画を
拡大し，男女共同参画の視点を取り
入れた防災体制を確立する必要があ
る。

第2編 地震災害対策編　第1章 災害予防　第3節 国民の防災活動の促進　（4）防災知識の普及，訓練における災
害時要援護者等への配慮

●防災知識の普及，訓練を実施する
際，高齢者，障害者，外国人，乳幼
児，妊産婦等災害時要援護者に十分
配慮し，地域において災害時要援護
者を支援する体制が整備されるよう
努めるとともに，被災時の男女のニ
ーズの違い等男女双方の視点に十分
配慮するよう努めるものとする。

同左 同左

第2編 地震災害対策編　第1章 災害予防　第3節 国民の防災活動の促進　（3）国民の防災活動の環境整備

●地方公共団体は，自主防災組織の
育成，強化を図るものとする。この
ため，組織の核となるリーダーに対
して研修を実施するなどにより，こ
れらの組織の日常化，訓練の実施を
促すものとする。その際，女性の参
画の促進に努めるものとする。

同左

地方公共団体は，自主防災組織の育
成，強化を図り，消防団とこれらの
組織との連携等を通じて地域コミュ
ニティの防災体制の充実を図るもの
とする。また研修の実施などによる
防災リーダーの育成，多様な世代が
参加できるような環境の整備などに
より，これらの組織の日常化，訓練
の実施を促すものとする。その際，
女性の参画の促進に努めるものとす
る。
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2005年7月修正 2008年2月修正 2011年12月修正

第2編 地震災害対策編　第2章 災害応急対策　第5節 避難収容及び情報提供活動　（2）避難場所の運営管理

●地方公共団体は，避難場所におけ
る生活環境に注意を払い，常に良好
なものとするよう努めるものとす
る。また，避難の長期化等必要に応
じてプライバシーの確保，男女のニ
ーズの違い等男女双方の視点等に配
慮するものとする。

同左

●地方公共団体は，避難場所におけ
る生活環境に注意を払い，常に良好
なものとするよう努めるものとす
る。そのため，食事供与の状況，ト
イレの設置状況等の把握に努め，必
要な対策を講じるものとする。また，
避難の長期化等必要に応じて，プラ
イバシーの確保状況，入浴施設設置
の有無及び利用頻度，洗濯等の頻度，
医師や看護師等による巡回の頻度，
暑さ・寒さ対策の必要性，ごみ処理
の状況など，避難者の健康状態や避
難場所の衛生状態の把握に努め，必
要な措置を講じるよう努めるものと
する。また，必要に応じ，避難場所
における家庭動物のためのスペース
の確保に努めるものとする。
●地方公共団体は，避難場所の運営
における女性の参画を推進するとと
もに，男女のニーズの違い等男女双
方の視点等に配慮するものとする。
特に，女性専用の物干し場，更衣室，
授乳室の設置や生理用品，女性用下
着の女性による配布，避難場所にお
ける安全性の確保など，女性や子育
て家庭のニーズに配慮した避難場所
の運営に努めるものとする。

第2編 地震災害対策編 第2章 災害応急対策　第5節 避難収容及び情報提供活動　（3）応急仮設住宅の運営管理

●地方公共団体は，各応急仮設住宅
の適切な運営管理を行うものとす
る。この際，応急仮設住宅における
安心・安全の確保，孤独死や引きこ
もりなどを防止するための心のケ
ア，入居者によるコミュニティの形
成及び運営に努めるもとともに，女
性の参画を推進し，女性を始めとす
る生活者の意見を反映できるよう配
慮するものとする。また，必要に応
じて，応急仮設住宅における家庭動
物の受入れに配慮するものとする。
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GCOE辻村みよ子（拠点リーダー）氏、水野紀子（サブ拠点リ
ーダー）氏、堂本暁子（前千葉県知事）氏、原ひろ子（城西大
学客員教授）氏、永井幸寿（弁護士）氏、津久井進（弁護士）氏、
山崎栄一（大分大学准教授）氏には示唆に富んだ貴重な意見を
いただいた。また、東北大学GCOE三隅多恵子（研究企画マネ
ージャー）氏にはプロジェクト間の研究交流に多大なご支援を
いただいた。ここに記して深謝する。

次の方々の調査へのご協力に感謝しここに記す。
内閣府男女共同参画局
総務省消防庁国民保護、防災課
宮城県
　　　 石巻市復興対策室、企画部市民協働推進課、産業部 

商工観光課
　　　 気仙沼市企画部 企画政策課、まちづくり推進課 男女

共生推進室
　　　仙台市震災復興本部震災復興室
　　　南三陸町復興企画課　
岩手県釜石市総務企画部総合政策課、復興推進本部都市整
備推進室
千葉県旭市企画政策課企画調整班
兵庫県
　　　芦屋市政策企画室
　　　 神戸市財政局行政監察部行政経営課、企画調整局企

画調整部総合計画課、市民参画推進局 男女共同参画
課

　　　西宮市総合企画局企画総括室政策推進グループ
　木村拓郎（一般社団法人 減災・復興支援機構理事長）氏
　小林郁雄（神戸山手大学教授）氏

  2 筆者が3月14日に提示した大臣宛の要望書およびその後の提案
書（3月16日と21日）にも対応を示し、担当者とは3月19日に
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面談し意見交換をしている。
  3 2009年から総務省が女性消防団の予算を挙げているがこれは既
存の「女性消防団員大会」の実施費用が外郭団体から総務省へ
の直接の経費に変更となったもの。

  4 兵庫県は次年度開催される防災会議において兵庫県立男女共同
参画センター（イーブン）センター長（庁内）、財団法人兵庫県
看護協会（指定地方公共団体）会長が女性委員として入ること
が予定されている。

  5 第5条　内閣法の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
2復興庁が廃止されるまでの間における第二条第二項の規定の
適用については、同項中「14人」とあるのは「15人」と、同項
ただし書中「17人」とあるのは「18人」とする（復興庁設置法
　2011年法律第125号）。

  6 例えば、第177回国会東日本大震災復興特別委員会第2号、岡
崎トミ子参議院議員の質問と菅直人総理大臣（当時）の答弁（抜
粋）。2011年6月14日。http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangi
in/177/0152/17706140152002a.html　

  7 「重要政策に関する会議の専門委員等の在り方等について（案）」
中央省庁等改革推進本部顧問会議　第17回議事概要（2000年
4月20日（木））。

  8 同上。
  9 「東日本大震災に関連しての活動に関するアンケート調査」特定
非営利活動法人全国女性会館協議会（会員館88施設中、82施設。
回収率93.2％）。

 10 「災害対策法制のあり方に関する研究会―中間論点整理（案）―」 
（2011年12月6日）。http://www.bousai.go.jp/chubou/suishinkaigi/
3/2-2.pdf　

 11 東日本大震災対策本部資料「復旧の現状と復興への取組」2012
年1月23日東日本大震災復興対策本部事務局。

 12 2010年『復興マニュアル』内閣府（防災担当）作成。
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Ⅰ. はじめに 1

災害の歴史の中で1995年1月17日に起こった阪神・
淡路大震災は甚大な被害の中で様々な日本社会のひず
みを課題としてあぶりだした。16年後の2011年3月
11日に起こった東日本大震災とそれに続く津波災害、
原子力発電所の事故は、それまでの災害の景色を塗り
替えるほどの複合災害となり、災害被害ということだ
けではなく、これからの人間の生き方・世界観を考え
る機会となった。
阪神・淡路大震災、東日本大震災の被災から復興の
中で見落としてはならないのは、日本に生活する外国
人の存在だ。阪神・淡路大震災発災時、そこに透けて
見えたのは関東大震災（1923年）後の朝鮮人大虐殺
の記憶である。この悲劇の要因の一つは情報の欠如に
よる風評があったと考えられる。では、それから72
年後に起こった阪神・淡路大震災では外国人への対応
がどうだったのか。そしてその16年後の東日本大震
災ではどうだったのか。
井口（2007）が多文化共生という言葉が一般的に

使用されるようになったのは阪神・淡路大震災後と指
摘するように、阪神・淡路大震災における外国人支援
を振り返ることは日本の多文化共生の歴史を考えるこ
とにつながる。そこで、本稿では筆者自身が阪神・
淡路大震災の被災者・支援者として地域に住む外国人
とともに行ったFMわぃわぃでの母語放送およびたか
とり救援基地での活動を述べる。その後、東日本大震
災後、被災地の災害臨時FM局への支援を通じて母語
による多言語放送をツールとした外国人支援に基づい
た、災害時の多文化共生に関する知見を紹介し多文化
共生社会の構築に向けたコミュニティラジオの役割を

提示する。

Ⅱ. 阪神・淡路大震災とコミュニテ
ィメディア

1.	マスメディアとコミュニティメディアの役割

阪神・淡路大震災はコミュニティメディアの重要性
が明らかになった最初の災害と言える。コミュニティ
メディアの放送エリアは小規模であるもののその地域
の居住者とって必要な情報を自分たちの言葉で伝える
ことで、この点がマスメディアとの決定的な違いとい
えよう。マスメディアとコミュニティメディアの違い、
そしてマスメディアの限界とコミュニティメディアの
役割についてはニュース番組「News23」のキャスタ
ーであった故筑紫哲也氏が震災から8年後にたかとり
救援基地を直接訪れ述べた言葉に凝縮されている。

ぼくら震災報道を当日から来てね、やったんだけ
ど、一番の反省はそこなんですよね。世界に向か
って大変なことが起きてますよ！っていうことは
一生懸命伝えた。だけどここに住んでいる人たち
にとって大事な情報というのをいわゆるマスコミ
っていうのはあんまり伝えなかった。ほんとは、
そこに住んでいる人にとっては、いつまで自分の
家のこの水をもたせれば次の水が来るのか、食料
をもらってその次は、いつ来る？っていうことが
重要。これがわからないマスコミの取材ばっかし
くるもんだから住民の人たちと相当ぶつかったん
ですよ。つまり迷惑な存在なんですよ。人の不幸
につけこんでなんか商売しているっていうくらい

特定非営利活動法人エフエムわいわい
総合プロデューサー　金　　千秋

「阪神・淡路大震災から東日本大震災へ
多文化共生の経験をつなぐ」

―地域における多言語放送が多文化共生社会構築に果たせる可能性―

実 践 報 告
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に思われて…で、何が足りなかったと言えば，ま
さにそういう震災と生活の情報ですよね。だから
震災報道というのは僕らの仕事の中で大きな反省
はその点なんです。外側に向かっての情報は伝え
た。でもそこにいる人たちための情報を伝えるメ
ディアではなかった。そのなかでここだとかいろ
んなところが努力されましたよね。（たかとりコ
ミュニティセンター　たかとり 10年誌編集委員
会、2005）

この言葉を証明するかのように、東日本大震災後
には被災三県（岩手県・宮城県・福島県）に18、茨
城県に1つの臨時災害放送局が設立された 2。さらに、
2011年12月27日に中央防災会議が決定した『防災基
本計画』では、新たに防災緊急時の情報伝達の手段と
して「ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む）」の文
言が入りその役割の重要性が明示された。
それでは阪神・淡路大震災時にどのように市民主体
のコミュニティラジオ局「FMわぃわぃ」が設立され
たのか、その対象が誰であったのか次節で紹介したい。

2.	阪神・淡路大震災と災害弱者への情報提供保障

FMわぃわぃは阪神・淡路大震災直後、地域情報を
多言語で放送したFMヨボセヨとFMユーメンを母体
としている。当時の日本では外国人に対する情報提供
保障の概念がほとんどなかったが、その必要性から市
民が自ら無免許の海賊ラジオ放送を始めたのが最初で
ある。通常、災害時には臨時災害放送局が設立される。
臨時災害放送局とは被災地の自治体が申請し総務省の
判断によって免許の発行と周波数が割り当てられ、放
送の担当者としては行政職員が当たることとなる。阪
神・淡路大震災時にも兵庫県が臨時災害放送局を設置
したが、そこでは日本語のみが提供され、必要な情報
を入手できにくいいわゆる災害弱者の視点が抜けおち
ていた。廣井（2004）によると災害弱者には「行動
弱者」と「情報弱者」がある。行動弱者とは高齢者や
身体障害者、難病者など、身体的行動などに制約があ
る人々のことをさし、情報弱者とは視聴覚障害者や外
国人などの情報収集や伝達にハンディのある人々をさ
している。現代社会では「多様性」が重視されるよう
になったが、阪神・淡路大震災当時はそのような社会
状況にはなかった。日本では国籍によって区別される
が、時にはそれによって差別が生じ、災害時において
は多言語情報の入手が困難でそのため急激な状況の変
化に対応できないということが起こり得た。例えば、
国籍条項は生命の重さにも影響を与えることをNGO
「神戸外国人救援ネット」（飛田雄一代表）による震災

時オーバーステイであった被災外国人への医療費支援
活動が証明している。言語だけが障壁となっている外
国人の場合、情報が入手できれば災害弱者とはならず
支援者になり得ることは第2章で述べる民団女性の炊
き出し支援からもみる事ができる。このように外国人
を地域の人材としてみるためには、日常的にその存在
を明示化し地域の中に共に暮らす環境づくりが必要と
なる。社会の中で国籍や言語をもって線引き（区別）
をするのではなく、外国人も地域の人材であるとの認
識を社会に醸成することが急務である。日本に定住し
ている外国籍住民は今や200万人を超えている。在日
コリアン人や華僑など、日本に定住するオールドカマ
ーと呼ばれる人々に加え、1990年以降は日系人や外
国人配偶者を中心としたニューカマーと呼ばれる人々
が増加していて、定住化傾向は顕著になりつつある。
外国人人口の着実な増加は多様な文化や言語背景を
持つ人々が、地域社会の構成員として生活する現状を
表している。その一方で、外国人を受け入れるための
制度整備はなかなか進まず、特に在住外国人にとって
「言葉の壁」は深刻な問題と言えよう。生活上の問題
に直面した時に、日本語ができないため、必要な情報
へのアクセスできず、制度や支援を受けられないこと
もある。これは全ての人々が等しく有するべき生存権
が保障されていないことであり、人権の侵害である。
日本社会はすでにこれらの日本国籍を有しない人々も
社会の構成員として受け容れている。それら社会の構
成をなしている人々を、言語や国籍のあるなしで線引
きをするという行為は差別というべきであろう。言語、
国籍などの制度だけの問題のみならず、留意しなくて
はならないのは心の問題である。根拠のない差別、情
報の欠如からくる差別、これらを解消するには他者に
関する知識とそれを多様性として受け容れる出会いの
場が必要なのだ。互いに顔の見える関係を、時間をか
けて繰り返し経験する仕組みを創ることが必要だ。近
年、学校教育では多文化共生社会に関する課題を取り
上げるようになり子どもたちには良い機会となってい
る。その他に必要なのは市民生活レベルでの多文化共
生への取組みである。そのためにはコミュニティ放送
局がそのコミュニケーションの一つのツールとなり得
ることをFMわぃわぃの歴史と活動が証明している。

Ⅲ. FMヨボセヨ、FMユーメンと
その役割

1.	長田区の多様性と外国人居住者

阪神・淡路大震災直後の混乱した最中になぜ、神戸
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市長田区でFMヨボセヨが生まれたのか、それには国
際都市を標榜する神戸に位置する長田区の人口とその
経済・文化的背景が影響している。2011年、神戸市
内の外国人登録者数44,038人の内、韓国・朝鮮籍は
20,492人で半数近くを占めている。阪神・淡路大震
災前の1994年には長田区の外国人居住者数（28か国、
10,382人）は，中央区（10,764人）についで多かっ
た。その詳細は韓国・朝鮮籍が9,286人、ついで中国
籍が503人、ベトナム籍が478人となっている。震災
後、外国人籍住民の数は減少し、2011年7月に長田区
の外国人居住者数は7,152人で韓国・朝鮮籍が5,427
人と減少する中でベトナム籍が885人、中国籍が656
人に増えベトナム籍、中国籍、フィリピン籍の人の比
率が高まってきている。（神戸市人口統計）神戸長田
は1960年代に工業地域として栄えたが、衰退した今
も「靴のまち長田」と呼ばれるようケミカル・シュー
ズ産業が維持されている。シューズ業では在日コリア
ンが経営者として活躍しそこで働くのは多国籍の外国
人という一つの構造がある。このように長田区は歴史
的にオールドカマーである在日コリアン、そしてニュ
ーカマーに位置するベトナム人やフィリピン人が混住
する地域なのである。

2.	関東大震災時の風評被害の記憶がよぎった、
阪神・淡路大震災

阪神・淡路大震災の発災は長田区に住む在日コリ
アンに関東大震災の記憶をよみがえらせた。1923年9
月1日午前11時58分、相模湾を震源地とするマグニ
チュード7.9の巨大地震が、関東地方を襲った。世に
言う関東大震災である。死者・行方不明者は合わせて
10万人以上と言われている。関東大震災では発災後、
朝鮮人大虐殺と呼ばれる人的災害が起きた。当時、様々
な噂が飛びかったが、人々が信じたのが日本社会で虐
げられてきた朝鮮人「不逞鮮人（朝鮮人への差別用語）」
が震災を千載一遇のチャンスとして日本人に対する逆
襲を行うと言う噂だ 3。この関東大震災での被害の記
憶は日本社会ではあまり議論されないが在日コリアン
の中では綿々と語りつがれている。
阪神・淡路大震災直後、長田の大火災の模様はマス
メディアによって世界中に配信された。それを見た大
阪府生野区に住む在日コリアンたちが、長田区在日コ
リアンへの支援のため在日本大韓民国民団（以下、民
団）や在日本朝鮮人総聯合会（以下、総連）と連絡を
とりあった。それは民団と総連が在日コリアンの情報
が集まっているはずの場所であったからだ。しかし、
民団の把握していた在日コリアンの安否情報は正確と
はいえなかった。そこには日本社会における在日コリ

アンの複雑な事情が絡んでいる。在日歴の長いコリア
ンたちは地域の一員として日常的に防災訓練に参加し
災害時の対応方法として避難所も知っていたため阪
神・淡路大震災の発災後すぐに地域の小学校に避難し
た人が多い。しかし、避難所での名簿に記載、申請し
たのはいわゆる日本名の「通称」であり、本名＝韓国・
朝鮮名を書いた人が少なかったのである。そのため民
団や総連では在日コリアンの避難状況を把握すること
ができなかった。
日常の近所付き合いの中で彼らが在日コリアンであ
るということは知られているにもかかわらず、避難所
の名簿に本名（韓国・朝鮮名）を書くことに躊躇し、
通称である日本名を書いて出したコリアンの存在は何
を意味するのであろうか。これは、1995年当時、日
本社会が多文化共生を標榜できる社会ではなかったと
いうことだ。日本名で避難所登録した彼らの心の内は
おそらく、避難所で外国人（在日コリアン）であるこ
とが明白になったときに、何らかの不利益を蒙るので
はないか、という不安がよぎったのではないか。さら
に、在日一世のおばあさんたちの中には自分自身の名
字を知らない人、日本の漢字そしてハングルでさえ書
いたり読んだりすることのできない人が少なからずい
た。ここでは日本におけるマイノリティの中のマイノ
リティ、在日コリアンの高齢の女性の存在を知ること
ができる。このような在日コリアンの置かれた社会的
状況が影響し、初期に彼らの安否情報を正確に知るこ
とができにくかったといわれている。

3.	被災者として得た教訓　情報とコミュニケー
ションの重要性

阪神・淡路大震災が起こったのは1995年1月17日
火曜日午前5時46分、雪の多かった年の連休明けで
あった。筆者の自宅は須磨区の須磨寺に近く、旧西国
街道に面した街道筋の築100年の民家を改装したもの
だった。発災時、下から突き上げるような一撃に飛び
起きた。暗闇の中、なんとか街道筋に出てみると地域
の人々が自宅前の駐車場に三々五々と集まっていた。
西国街道沿いは瓦礫の山でもはや道とはいえない状態
であり、見渡す限り家々が崩れ落ち、瓦礫の中でその
地域は孤立状態になっていた。
誰もが「何が起きたのか？」、「どうすればいいの

か？」と不安げに顔を見回すのみの状況であったが、
そのうち南に位置する国道二号線あたりから爆発音が
何度も聞こえ、遠く黒い煙が上がるのが見えてきた。
後に、交差点に隣接するラジコンカーやラジコン飛行
機で有名な模型屋の地下倉庫内にあったエンジンオイ
ルなど揮発性液体に引火して爆発、炎上したと聞いた。
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地域の中では崩れたまま誰も外に出てこない家々に声
かけが始まり、そのうち地元の消防団員がチェーンソ
ーを持って、壊れた家屋から自力脱出できない人々の
救出を開始した。しかし消防団員ですら慣れない作業
に救出は困難を極めていた。その後、近隣で建設業を
営む在日コリアンの知人がパワーショベルと機材を持
って現れ次々と家屋に閉じ込められた人や下敷きにな
った人々を引き出してくれた。このような救命支援は
自身には無理と判断した人々は、駐車場や崩れた家の
そばに集められてきた毛布に身を包んで安静にするよ
りほかはなかった。このときの時間の経過はよく思い
出せないが、長い長い一日であり、あっという間の一
日でもあったように思う。
多くの車は無事だったが道路は瓦礫で埋まり使用不
可能な状況で、誰もが徒歩のみの行動を強いられた。
電話もつながらないこのような状況の中で知ったのは
家族や知り合いの安否と正確な情報が如何に重要か、
ということだ。人々は出会った人と無事を喜び互いに
持っている情報を口伝てで交換し合った。また崩れた
家の瓦礫の中に杭を立て、「無事」の書置きを残した、
実はこのことは後々大きな情報伝達であったと気づく
ことになった。安否確認に来た友人・知人たちが、残
された「無事」と記載された書置きを見て、涙して喜
んでくれたと何ヶ月後かに聞いた。瓦礫の中の杭は、
自分が生存しているという情報をそれを手に入れたい
と思う人に伝えることができたのだ。その残された「生
存」・「無事」という書置きに、それを見た人が「見た」
という書置きを何らかの形で残すとそれは双方向の情
報交換になる。ここでは自分の足跡を何らかの形で残
す、ということの大切さを知った。1995年当時は携
帯電話の使用が一般的ではなかったため、手書きで残
す方法がとられたのだと考えられがちであるが、実は
今でも「書置き」は重要な役割がある。それは携帯電
話等の情報は個人対個人であり、情報を得たからとい
って他方への広がりへと繋がらないためだ。災害が起
こり情報が遮断されたら人々は混乱する。必要な情報
が手に入らないからだ。必要とする情報を手に入れら
れないと、人々の不安は増幅する。そこで、被災した
人は自分が無事である印を残す、家族を、知人を探し
に来た人は自分が誰を探しているのか、それぞれが現
場に自分の足跡を残す。その足跡が残されているのを
見た人によってさらにその情報が広がるのだ。そして
その情報は自分の理解できる言語である必要がある。
阪神・淡路大震災で学んだもう一つのことは、日常
的に地域の人々と接点を持つことがとても重要だとい
うことだ。被災した地元地域に娘・両親そして犬と住
む外国人家族がいた。娘は日本語が話せたが両親は全
く話すことができなかったと記憶する。そのためか、

普段、地域の誰と会っても挨拶すらしなかった。そし
て震災が起きた。瓦礫と化したその家の前で、大声で
泣き叫ぶ母親と瓦礫を取り除いている沈んだ顔つきの
父親を見たとき、近隣の誰もが不安な思いでその家の
前に集まった。泣き叫んでいる母親の言葉がわからな
い。その時ヨーロッパを出自にする人が「娘がこの瓦
礫の下にいる。手伝って欲しい。」と英語に翻訳し集
まっている人に伝えてくれた。すると、あっという間
に10人を超える人々が素手で父親に加勢し、コタツ
で寝ていたため一命を取り留めた娘を瓦礫の中から救
い出すことができた。この場合はヨーロッパ人の助け
によって事なきを得たが日本語のわからない地域住民
がいた場合、日本人側からのアプローチはもちろん必
要であるが、外国人自身が地域の住民として地元の
人々となんらかのコミュニケーションをはかるのは大
切な事なのだ。

1995年1月17日
燃えるカトリックたかとり教会
（たかとり救援基地提供）

4.	 FMサランの支援で始まったFMヨボセヨ

長田区は震災以前から高齢化率が高く、独居高齢者
も多かった。低所得者と外国人居住者は「文化住宅」
とよばれる低廉な木造住宅の密集地域（戦前に建てら
れたものが48.8％）に住んでいたと言われており、そ
れらの住宅は激震によって全壊し長田区の被災死者は
921人に上った 4。
災害直後からマスメディアによって流される長田区
の黒煙が立ち込める様子をみて、大阪市生野区にある
ミニFM局「FMサラン」のメンバーたちが長田区へ
救援に駆けつけてくれた。FMサランは在日コリアン
が多く暮らす大阪市生野区において在日コリアンの手
によって1993年に開局されたミニFM局である。FM
サランのスタッフ数名が被災した長田区に住む仲間の
支援のため震災2日後の1月19日に生野区から50cc
のバイクを10時間近く走らせ長田まで駆けつけてき
てくれた。彼らが最初にとった行動は旧知の在日コリ
アンの安否確認であった。しかし、先に述べたよう、
避難所では本名ではなく通称名で届けが出されている
ため現状を把握できていないという事実を知った。大
阪から支援に駆け付けた彼らは、「非常時に本名を隠
す」行為の奥にある被災コリアンの不安を察知した。
そこで不安感を拭うための一つの手段としてラジオに
よる発信を提案したのである。これは生野区でFMサ
ランを放送する経験からくる提案であった。避難所で
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不安な思いを抱いている仲間達に、ラジオ放送という
ツールによって「あなたたちのことを見守る人々がい
る」というメッセージを送り、被災コリアンが必要と
する正確な情報を伝えるためにラジオ放送を実施しよ
うというものであった。その提案を受け新長田駅の北
側に位置する民団西神戸支部の3階にすぐに生野区か
ら器材と送信機が持ち込まれ、発災から2週間足らず、
1月30日にラジオ番組が無許可の海賊放送として開始
された。

3階の窓辺に置かれた長机にマイクとラジカセ、CD
デッキを置いただけのシンプルなラジオ局は「ヨボセ
ヨ～～」という呼びかけがその最初であった。「ヨボセ
ヨ」とは人に呼びかけるときの韓国・朝鮮語であるが、
番組がこの呼びかけから始まったことから放送は「FM
ヨボセヨ」と呼ばれるようになった。1995年1月29日
の深夜、今から放送が開始されると聞き、JR新長田か
ら2駅離れた一時避難させていただいたマンションの
ベランダから民団のほうにラジオを向けラジオから流
れてくるアリランに「聞こえる、聞こえる」と、感動
し涙したことを鮮明に記憶している。その日はライフ
ラインが寸断され、照明のない暗闇の中で一晩中ろう
そくの灯りでラジオから流れる音楽に耳を傾けた。そ
れは知らないどこか遠くの放送局から流れる音楽では
なく、よく知る人々が、知っている場所で、被災者に
よる、被災者のために流す音楽であった。その音が確
かに視聴者に届き、他の被災地のどこかで聞いている
誰かと繋がっているという感覚が、そのとき咲いてい
た黄梅の香りとともにしびれるほど胸を締め付けた。

民団西神戸のFMヨボセヨを訪問
したFMユーメンスタッフ
（たかとり救援基地提供）

5.	外国人は地域社会の構成員である

被災地では“小さな”メディア、つまり被災者と同
じ目線の情報が災害後の支援には重要だと気づいた在
日コリアンたちによって情報発信機能としてFMヨボ
セヨが設立した。FMヨボセヨは周波数77.5メガヘルツ、
一日3回、朝・昼・晩90分ずつの放送番組で放送は日
本語と韓国・朝鮮語の2言語で震災情報と韓国・朝鮮
の音楽を放送した。韓国・朝鮮語を話さず日本語が母
語になっている在日コリアン二世や三世にとっては日
本語のみの放送でも支障はなかったかもしれない。し
かし、あえて韓国・朝鮮語での放送にこだわったのは、
「この放送局は、在日コリアンの放送局」というメッセ
ージになっていたからだ。日本に住む「日本人」では

ない者が誰もが聞くことのできるラジオ放送を韓国・
朝鮮語で放送するのには日本社会への小さな、でもあ
る重要な決意をもって「私たちは違う言語を持つ外国
人だ」ということを表明することでもあった。

FMヨボセヨの放送内容は在日コリアン向けの情報
に偏らず、被災地の誰にとっても貴重な情報であった
ことは重要な点である。在日コリアンが運営するラジ
オ放送ではあるが、同じ被災者である日本人と分かち
合う必要のある貴重な情報を流すこと、その重要性を
認識するのは放送に携わる在日コリアンにとって「日
本社会に役立つ」という自分たち自身への誇らしさに
も繋がった。FMヨボセヨ放送が開始してから避難所
の在日コリアンの不安感を薄紙がはがれるように少な
くなり落ち着いていった。現場ではスタッフ自らが炊
き出しを行いながら、物資配給や炊き出しの情報、罹
災証明や義捐金の手続きなどの情報を発信していた。
その中で筆者自身が経験したひとつのエピソードをあ
げておこう。
ある日3階の放送ブースで音楽CDを交換していた

ところ、下の炊き出しのボランティアをしていた女性
が息を切らして駆け上がってきた。

今ね、キムチチゲの炊き出しをしていたら、一
人の女性が近づいてきて『私は日本人ですが、こ
の炊き出しをいただいてもいいですか?』と聞く
の。『少し辛いけど、どうぞどうぞ』って言った
らちょっと恥ずかしそうだったけれど、うれしそ
うに、キムチチゲのお椀を持っていったわ。

阪神・淡路大震災の前は今のように韓国料理は一般
的でなく「韓国・朝鮮の人の食べ物」と区別されてい
る頃で、その時代にこのエピソードは大きな意味をも
っている。外国人はいわゆる「災害要援護者＝災害弱
者」というカテゴリーに入っているが、実際には地域
の力（人材）として役立っているということだ。この
在日コリアン女性のうれしそうな、そして少し誇らし
そうな様子が筆者の心に深く残っている。支援される
側としてだけではなく、社会の構成員として地域の力
になっていることを実感するとき人は大きく輝くので
ある。

6.	民族放送FMヨボセヨから多言語放送FMユ
ーメンへ

FMヨボセヨの放送を続けるうちにスタッフたちは
自分達とは異なる環境の外国人へ意識を持つようにな
った。それはボートピープルに代表する難民として日
本にやってきたベトナム人の被災状況であった。彼ら
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は学校の避難所や公園のテントで日本人たちと摩擦を
生じさせながら共同生活を送っていた。この摩擦は言
語的な壁、そして自分達とは異なる日本文化との軋轢
から起こっていた。長田区を中心とするケミカル業界
で経営側にいた在日コリアンは労働者であったベトナ
ム人たちが言葉の壁や文化の違いから日常的なトラブ
ルを起こす可能性を理解していた。彼らベトナム人の
日本社会との壁は日本語や文化、制度に対する理解の
欠如が原因で、そのままでは日本生活に慣れないベト
ナム人の行動が日本人の心の中に壁をつくりだし、「ベ
トナム人と一緒にいると困る」といった排除の傾向を
強め、ベトナム人全般へのレッテルが貼られることが
予測された。ベトナム人の経験は在日コリアン一世に
とっては数十年前に日本に来た当時の自分たちの姿で
あり、在日二世にとっては子どもの頃見た日本人から
隠したい親の姿を髣髴とさせるものであった。
ベトナム人たちが置かれている社会的環境を理解し

たFMヨボセヨのスタッフはその解決策の一つとして
ベトナム人信者が多く通い、ベトナム人支援組織も立
ちあがっていたカトリックたかとり教会の神父、神田
裕氏にベトナム語でのラジオ放送を提案した。震災か
ら2ヶ月近く経った95年3月ベトナム語の放送の提案
は受け入れられ「被災ベトナム人救援連絡会」のなか
に「FM設立準備会」が発足した。3月20日には生野
区のFMサランを訪ね、放送に関する研修を受け、送
信機はじめとする機材の全面協力を得て3月28日か
ら試験放送を開始した。
新しいラジオ局の名前はFMサランの「サラン」が

韓国語で「愛」を意味することにヒントを得て、ベト
ナム語の聖書の一節「互いに愛し合いなさい」を意味
する「ユーメン」をとってFMユーメンとした。被災
地にいち早く駆けつけたFMサランのメンバーが、被
災地にいる自分達の仲間のために「心の安寧と正しい
情報を」という思いで支援し、始まった情報発信活動
FMヨボセヨ、そして、FMヨボセヨのメンバーが自
分達とは異なる社会状況にある人々（ベトナム人）へ
支援の必要を認識したことでFMユーメンへと輪が展
開していった。この外国人による外国人の支援の広が
りは平面的な展開ではなく、まちが多様なものが詰ま
った複合体であることを理解するために必須のプロセ
スであり、FMユーメンの開始はその後の「まちづく
り」のツールとして電波を活用する上で大きなターニ
ングポイントであった。

ボランティアの建てた
FMユーメンスタジオ
（たかとり救援基地提供）

7.	 FMユーメンが果たしたまちづくりの新たな
意義

FMユーメンの開局セレモニーはFMヨボセヨが震
災直後の怒涛のような流れの中でいつのまにか放送を
開始した時とは様々な意味で異なった。それはFMユ
ーメンは「被災ベトナム人救援連絡会」という支援の
ために駆けつけた支援者達によって地域の中で姿の見
えにくい外国人を前面に引き出すための手段の一つと
して、この放送局の開局が位置づけられたと言える。
甚大な被害で外国人居住者に行政が手の周りきらない
中で、地域に住む日本語がよく理解できない人々のた
めの情報提供を目的とし、多言語での情報発信を市民
自身が行うということを社会に強くアピールする、そ
のことに照準を当てた開局であった。震災という大き
な災害で行政の支援なしに市民が放送局を開局すると
いうそれまでの社会では想像しがたいものを成し遂げ
たのである。これはその後の神戸の市民活動の活発化
や成熟した市民社会を目指すその方向性と合致したも
のであった。なにより、まちづくりは市民が主体であ
ってこそ初めて成り立つことを明示する開局となっ
た。当日のプレスリリース「ベトナム人及び地域住民
向けミニFM放送局開設のお知らせ」には、FMユー
メンの位置づけが端的に示されている。

被災ベトナム人救援連絡会は，ベトナム人への
緊急時の情報発信を第一の目的に据えた、神戸市
長田区発の地域密着型の情報メディアとしてミニ
FM放送局を開局することになりました。さらに
ベトナム人だけでなく，在日コリアンやフィリピ
ン人など長田に暮らす他の外国人も視野に入れ，
マイノリティと日本人社会との溝を埋め、外国人
が神戸市民としてこれまで以上に地域に融合して
いくことができる「交流メディア」にしていく考
えです。（金治、2008）

この放送局の求めるところは、被災地の被災者が抱
える問題解決であり、それをラジオ局のスタッフたち
が共通認識として持った上での開局であった。一方で、
FMヨボセヨは日本社会における在日外国人問題を意
識した上で組織するラジオ局であり、在日コリアンを
主体とした当事者団体の放送局として生まれた。FM
ユーメンは地域の問題解決を目的にした市民運動が主
体であり地域に住むベトナム人や外国人支援に立ち上
がった日本人が中心メンバーであった。日本の地域社
会における問題点を正すことを意識してのラジオ放送
という意味で共通の目的を持ってはいるが、設立の出
発点が違うことで生まれる空気感の違いがFMヨボセ
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ヨに当初からかかわる筆者には感じられた。

Ⅳ. 震災から生まれたもの、まちづ
くりのツールとしてのコミュニ
ティ放送局FMわぃわぃ

1.	二つの多言語放送局が合体、FMわぃわぃへ

震災後、FMヨボセヨとたかとり救援基地を本拠と
したFMユーメンという二つの多言語放送局が誕生し
た。二つの局は後に合併し、筆者がたかとり救援基地
にボランティアとして参加するようになったときから
民族問題と多文化共生ということの違いと折り合いを
考えるようになった。
春になり、復旧・復興のスピードは加速し人々の生
活は避難所から応急仮設住宅へ、発災・応急対策から
生活再建へとステージは移った。生活再建のステージ
は考えかたの様々な違いや経済格差などが顕著になり
始める時期である。震災から5ヶ月を迎えようとした
時期にFMユーメンの中にFMヨボセヨとの合併話が
持ち上がった。その理由にはFMヨボセヨが放送を行
っていた民団西神戸支部が被災時に損傷を受けた建物
の改修工事に入るため、改修期間中は民団からの放送
ができなくなるというのが第一の理由だ。さらには
FMヨボセヨの放送に参加していた在日コリアンたち
は生活再建のため放送ボランティア活動を継続するこ
とが困難になったことも挙げられる。在日コリアンた
ちが生活再建のため利益を生み出さないボランティア
活動を継続することが難しいという社会的状況は、日
本社会における彼ら彼女らの経済的基盤の弱さを表し
ている。一方で、FMユーメンを運営するたかとり救
援基地には全国から支援が届き、さらに教会信者を中
心とした安定した支援があった。
その後、FMユーメンとFMヨボセヨはさまざまな

想いが重なるなかで合併した。新しいラジオ局の名
前はそれぞれ「ヨボセヨ」の頭文字「Y」と「ユーメ
ン」の頭文字「Y」を合わせ、さらに日本語で「みん
なで共にわいわいやる」という思いを繋いで「FMわ
ぃわぃ」と名づけられた。合併の日は震災から半年後、
1995年7月17日に決められ、この前夜祭では、FMわ
ぃわぃのイベントで今や定番となった多様な国々の音
楽の演奏と多文化な料理がふるまわれた。ここに記す
べきは、この前夜祭に長田区長をはじめ神戸市・兵庫
県から職員が多数参加していたことだ。FMわぃわぃ
はこの時点においても国の認可を得ない海賊放送局で
あった。それにもかかわらず前夜祭に県や市から行政
職員が多数参加されたことは、被災地での復興まちづ

くりにおいてこの放送局が果たすべき役割が、行政職
員の中にも期待感をもって受け入れられたことを示唆
している。
実はFMわぃわぃの開局前に複数の行政職員が何度

もたかとり救援基地を訪れていた。明らかに海賊放送
で法律違反であるこのラジオ局を、地域の人々もまた
行政職員も応援していた背景には震災という特殊の状
況であるほか、「新たな時代」への神戸市民の期待に
応えるものをこの放送局は持っていたと考えられる。
筆者自身、自宅全壊、さらに生活の糧である店舗の全
壊という現実がありながらFMわぃわぃへボランティ
アとして通い続けることができたのは、メディアへの
期待感というより何か新しい未来を予感させるもの
が、ここに存在していたからである。震災によって破
壊された都市に見たのはその脆弱さであった。そこで
は既存の枠組みにとらわれず新たなものを生み出し、
創造してゆく必要性を肌で感じることができた。同じ
事を感じる人々が災害後の神戸のまちに市民活動を展
開させたのだ。FMわぃわぃもメディアとして誕生し
たというより、発信力を持った市民活動団体であった
からこそ、多方面の人々から支持を集めることとなっ
たのであろう。震災前は行政が市民の生活すべてをカ
バーすることができる、そしてカバーしなくてはなら
ないと考え、市民もそれを希望していた。しかし、震
災によって行政にもカバー仕切れない部分があること
が露呈してしまった。そのような社会状況の中では行
政とボランティア・NPOとが、それぞれの得意分野
を受け持つというやりかたがよい場合があるし、協働
した方がよい場合もあることを学んだ。

2.	正式認可とFMわぃわぃの新たなスタート

FMわぃわぃの放送担当者は積極的にまちに出て生
活再建に力を尽くしている地元の人々やボランティア
の声を集めてまわり、その生の声を放送した。ボラン
ティアたちは地域活動を展開していくなかで国籍・民
族の違い、障害の有無、年齢、性別、経済的格差など
震災で見えてきた問題は、実は震災前からあった問題
であり、それらを解決するためには新たな自分たちの
住みたいまちを創るという「復興まちづくり」という
ものに参画しなくてはならないということに気がつい
た。自らが力を尽くして活動しなくては、自分たちが
住みたいまちは生まれないのだ。「自分達の住みよい、
住み続けたいまちづくり」を語るツール、それがコミ
ュニティ放送局であり、FMわぃわぃの使命なのだと
確信した。まちづくりがFMわぃわぃの使命ならば災
害情報を流す防災無線のような情報提供だけがFMわ
ぃわぃの目的ではない。長い時間をかけて、一緒に地
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域のまちづくりを実践する放送局となるためには、正
式免許をもち、じっくり腰をすえて、まちづくりに取
り掛からねばならないと決心した。海賊放送局FMわ
ぃわぃは、震災の年の12月5日に無線局免許申請書
を郵政大臣（当時）に提出、阪神・淡路大震災から1
年後、1996年1月17日に正式認可され、コミュニテ
ィ放送局「エフエムわぃわぃ」が開局した。申請時、
近畿電気通信監理局（当時）は柔軟に対応してくれ、
ＦＭわぃわぃが震災後の非常事態の中で地域社会にい
かに貢献してきたかについて深く理解している旨表明
し、正式認可の早期取得を支援してくれた 5。

FMわぃわぃ正式開局
（たかとり救援基地提供）

Ⅴ. FMわぃわぃの災害及び外国人
支援の展開

1.	臨時災害放送局とコミュニティFM

臨時災害放送局とは、放送法第3条の5に規定され
る「臨時かつ一時の目的のための放送」（臨時目的放
送）のうち、「暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火
事その他による災害が発生した場合に、その被害を軽
減するために役立つこと」（放送法施行規則第1条の5
第2項第2号）を目的とする放送を行うことを指す。「臨
時災害放送局」の語は電波法関係審査基準による。地
震、火山の噴火によって甚大な被害が発生した場合に
開設され、被災した地域に各種情報（自治体からの災
害関連情報、避難場所、救援物資、仮設住宅、ライフ
ライン復旧状況など）を提供している。先に述べたよ
うに1995年の阪神淡路大震災において、初めて兵庫
県に災害臨時放送局が置かれたが、情報発信のみを目
的としていたため、FMわぃわぃのようなまちづくり
の一翼を担うということはなかった。

FMわぃわぃでは阪神・淡路大震災後、被災各地で
の支援活動を続けている。2004年10月23日に発災し
た新潟県中越沖地震では災害情報を長岡市からFAX
で送信を受け、それを多言語に翻訳し音声データにし
た上で被災地の「FMながおか」に提供し、現地で放
送するという連携体制で対応した。その縁で今もFM
ながおかとFMわぃわぃは強い絆で結ばれている。こ
の経験は各地での被災地支援に有効であり、東日本大
震災でも被災地に住む外国人への情報支援のため様々
な連携によって継続した支援を実施している。

2.	 FMわぃわぃが実践・支援する多文化共生と
まちづくり

阪神淡路大震災の起こった1995年当時は多言語で
情報発進する社会基盤がなく、その必要性すらも認識
されていなかった。そのため、多くの情報が日本語で
提供され外国人らは確な情報を入手できず困難にみま
われた。その経験から、外国人が日常、そして非常時
にも日本人と同じように情報を得る権利があることを
顕在化する必要があった。FMわぃわぃはその考えを
基に「一人ひとりが住みやすいまちづくり」を目指し
て市民自身の手で設立された。阪神・淡路大震災にお
いて一定の役割を終えた後も多言語での番組放送を
続け、カトリックたかとり教会とともに歩むNPO法
人たかとりコミュニティセンターの仲間たちと継続し
てまちづくり活動を実践してきた。その中で、外国人
に向け彼らの母語で情報を届けるだけではなく、同じ
言語を母国語とする者同士が情報交換できる「場」と
するための様々なプロジェクトが生まれてきた。それ
は、人々が放送あるいは放送の現場を安心できる場所
として捉え人と人がつながる場、さらにその場をエン
パワーメントにつながるように工夫していく試みで
あり、多文化共生の社会構築の考え方である（吉富、
2008）。
そのような活動を実践しながらも、国内外で災害が
発災した際には、現地にかけつけるあるいは神戸から
臨時災害放送の支援を行ってきた。ここでは東日本大
震災後、被災地への多言語情報提供支援とその後のエ
ンパワーメント支援について紹介したい。

Ⅵ. FMわぃわぃの多文化共生とま
ちづくり、そして東日本大震災

1.	東日本大震災とインターネットを通じた新し
い支援

災害時の情報発信・収集の方法は阪神・淡路大震災
当時の1995年と現代では大きく変わってきた。その
最たる違いは携帯電話とインターネットの普及であ
る。今回東日本大震災ではTwitter、Facebookなどの
コミュニケーションネットワークやソーシャル・ネッ
トワーキング・サービスが様々な形で利用され情報の
環境は大きく変わった。しかしながら、水道・電気・
電話のライフラインが瞬時に寸断され、被災当事者は
何日間も状況を把握できなかったことはよく知られて
いて、緊急時に被災者が正確な情報を即時に得るには
行政が正確な情報を提供し、それを様々な情報と一緒
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に発信する臨時災害放送の果たす役割が重要であるこ
とが今回の災害でも確認された。

FMわぃわぃは2011年3月11日の東日本大震災発
災直後、午後3時過ぎからオフィスでの支援を開始し
た。ここで確認したいのは、FMわぃわぃが果たす最
初の役割は現地に駆け付けての救出、救援ではないと
いうことだ。阪神・淡路大震災当時は被災者自身によ
る民間災害ラジオ放送を立ち上げたが、あれから17
年が経ち、今は総務省主導で立ちあがる災害臨時放
送局への後方支援がより有用だと判断している。そ
のためFMわぃわぃが得た災害情報を多言語センター
FACILのメンバーらによって多言語化し、それを地
上波とインターネット放送で24時間放送し続けると
いう支援を3月31日まで続けた。4月からは放送時間
を通常に戻しこれまでに培っていた現地とのネットワ
ークを通じてこれからどのような支援が必要になるか
情報収集を実施した。その後、阪神・淡路大震災当時
からのたかとり救援基地の仲間、そして国内外の災害
支援で繋がったパートナー団体らとともに支援方法を
検討し、2011年4月から新たに現地の放送局と連携し
た支援活動を開始することとなった。これまでに11
局の臨時災害放送局を支援してきたが、その具体的な
内容は次の8項目で放送コンテンツの提供および災害
時に求められる放送局運営について理解を深めてもら
うための教育訓練等の支援なども含まれている。

（1）被災外国人向け多言語音声情報の提供
（2）ラジオ受信機の配布
（3）私のラジオを届けてね！キャンペーンの実施
（4）臨時災害FM局への機材支援
（6）大槌町（岩手県）臨時災害FM局の立ち上げ支援
（7）災害の経験と知識の共有支援
　　　宮城県名取市臨時災害FM局「なとらじ801」
　　　宮城県亘理町臨時災害FM局「FMあおぞら」
　　　宮城県南三陸町臨時災害FM局「みなさんFM」
　　　 福島県南相馬市臨時災害FM局「みなみそうま

災害エフエム」　ほか
（8） 気仙沼（宮城県）のフィリピン人女性グループの

ラジオ番組制作支援

2.	「FMわぃわぃの東日本大震災被災地支援の

現状 6

FMわぃわぃは母語が日本語でない外国人を視聴対
象者に向けた支援を念頭にしているため、情報提供時
には災害・復興に関する一般的な情報とあわせて、外
国人のみが必要とする情報も提供するよう配慮した。
災害後に必要な情報とは、例えば罹災証明書発行、義

援金、生活福祉資金貸付金などの情報がある。さらに
東日本大震災では原発事故に関する情報提供が重要だ
と判断した。外国人が特に必要な情報として在留資格
認定証明書の有効期間の延長を含め、査証に関する情
報、あるいは雇用の相談窓口情報などを選択した。災
害当初はリアルタイムな情報を提供することに苦慮し
たが、時間の経過に沿って情報提供の方法に変化をも
たせるよう心掛け、6つの言語で発信し、その種類は
被災地に居住する外国人の多様性を調査した上で決定
した。

発
信
言
語

やさしい日本語

中国語（マンダリン）

韓国・朝鮮語

タガログ語

英語

ポルトガル語

特
に
配
慮
し
た
内
容

津波や原発事故に関する正確な情報

災害伝言ダイヤルの使用方法など安否確認に関する情報

罹災証明書発行、義援金、被災者生活支援法などの情報

在留資格認定証明書の有効期間など査証関連情報

医療や多言語相談窓口の案内に関する生活情報

3.	 FMわぃわぃのラジオ放送やニュースレター・
Facebookでの配信

放送局からの発信は発信側と受け手の双方向である
ことを心がけるべきである。実践例としては東日本大
震災後のFMわぃわぃの番組「SALSALATINA」が
ある。「SALSALATINA」はFMわぃわぃの番組で毎
週水曜日20時～21時に生放送している。この番組の
中でスタッフが被災地へ情報収集に出かけた際に出会
ったスペイン語圏の女性との電話中継を開始した。内
容はその女性が母語（スペイン語）で被災地の状況や
思いを自分の言葉で語るというものである。この女性
は漁業を営む日本人男性の配偶者で普段は家庭でも地
域でも日本語を使用しながら生活している。だが、こ
の番組では自分の思いをそのまま母語で語れるように
構成し、それは不安な状況の中にいた彼女の救いとな
ったと後に聞いた。ホームページ上にはFMわぃわぃ
が多言語化した災害関連情報をテキストにしたものと
音声とを併せてアップした。更に、FMわぃわぃが通
常放送している外国語番組においてインターネット放
送で番組提供をしていることを利用し様々な情報を発
信した。さらに、この番組はFacebookを利用しての
発信にも努めた。番組の内容をスペイン語で発信する



「阪神・淡路大震災から東日本大震災へ
多文化共生の経験をつなぐ」 045

特集 2-2

ことで、被災地内外の日本在住スペイン語圏の人々を
中心に被災地の状況を伝えるのみならず、万一、被災
した場合に備えて日本社会での災害対応（例えば、避
難所や仮設応急住宅の生活、炊き出しの方法など）を
伝授する役割を果たした。この番組によって被災外国
人女性が入った避難所、そしてその後の仮設応急住宅
にはスペイン語圏の人々からの支援物資が届けられ
た。ラジオでの音声発信、テキスト化された文字と
Facebookによるその応用が情報発信としての役割を
果たした事例の一つである 7。

SALSA	LATINAの番組風景
（FMわぃわぃ提供）

4.	被災地に住むフィリピン人女性のラジオ番組
制作支援

東北地域では水産加工場で働く外国人研修生の存在
がよく知られているが、気仙沼で支援を展開する中で
日本人男性の配偶者として国際結婚によって日本に来
た女性達が少なからずいることを知った。彼女らの出
身国は主にフィリピン・韓国・中国であるが、日本文
化を理解し「やさしい日本語」を使用しながら家庭内
はもちろん、地域との関わりも積極的に行っていた。
彼女たちの社会環境は阪神・淡路大震災当時に課題と
なったベトナム人や工業地域に家族単位で集住する日
系ブラジル人らと大きく異なる。普段から地域社会に
馴染み、「○○家の嫁」として家族間、地域間で手厚
く守られている8。しかし、彼女たちが自身を「外国人」
としての顔を見せないところに逆に心のケアの必要を
感じた。そこでフィリピン出身女性達に日本社会に入
ってから日常は使用することがない母語・タガログ語
での番組づくりを提案した。彼女たちはその提案に賛
同し、筆者もFMわぃわぃのスタッフとしてその後支
援のために何度も現地に足を運んだ。
たかとり救援基地での調整の結果、この支援プロジ
ェクトは多言語センターFACIL（理事長：吉富志津代）
が中心となって実施することになり、弱者として受け
身で社会に埋没される傾向にある外国人としてではな
く、地域社会の主体者の一人として、有用な人材とし
て顕在化するための取り組みとして位置づけられた。
活動としては最初に2011年6月25日に気仙沼に赴き、
フィリピン人コミュニティのリーダーである女性宅を
フィリピン人女性たちが集まる拠点とすることにして
ラジオ番組収録用の機材を搬入した。その家には外国
人被災者に向けた緊急支援物資が届くようになってい

ったが、救援物資を受け取り分配するなどの実務面だ
けでなく、彼女たちの思いを母語で、自分自身で語る
心のケアを兼ねた番組をつくれるような環境となるよ
うに努めた。さらに、彼女たちへの継続したサポート
として地元の国際交流協会に協力依頼をし、合同で番
組制作に関する研修会を実施した。彼女たち自身が何
度も練習を重ねた後に、7月31日に気仙沼市を再度訪
問し放送用の第一回ラジオ番組の制作に至った。番組
は、神戸に持ち帰り8月12日と26日の2回、FMわぃ
わぃの番組として放送した。
しかし、この番組制作の目的はFMわぃわぃで放送

を行うことではない。被災フィリピン人女性たちが自
身の生活空間において、彼女たちの存在を顕在化させ
ることが目的なのである。そこでフィリピン人女性た
ちの日常の行動範囲内で、さらに地元でFMの可聴領
域にある災害臨時FM局での放送を企画した。その後
南三陸災害FMと気仙沼災害FM、そして花巻コミュ
ニティFMへ被災地の訪問時にできる限り顔をだし彼
女たちの番組を放送する機会の提供を依頼し協力を
得た。これはFMわぃわぃの提供する多言語コンテン
ツ（この場合はタガログ語）を放送してもらうことが
目的ではないこと、被災地域に住む、多言語話者を地
域社会の資本として活用することが地域の多様性のニ
ーズに答え、「まちの復興・再建」の一助となること、
それがコミュニティメディアとしての地域に存在する
意味があること、などを繰り返し伝えた結果である。
この試みは被災地域で受け入れられ、2012年3月に
は気仙沼災害FMで「バヤニハン気仙沼RADIO」と
して始動する。番組制作時の様子は次のとおりである。

●　地震と津波による恐怖や被災後の苦労など
　　の体験の共有⇔心の安寧・いやし
●　母語であるタガログ語と日本語で進行
　　⇔地域の人々への配慮
●　行政情報の公開⇔必要不可欠な情報
●　日ごろの悩み相談⇔心の安寧・いやし
●　地域への発信⇔自分たちの存在発信9

バヤニハン気仙沼RADIO収録
（多言語センターFACIL提供）

5.	阪神・淡路大震災・東日本大震災で異なった
朝鮮学校関係者からの談話

今回の東日本大震災の被災地支援の中で、阪神・淡
路大震災と異なると感じたことの一つに朝鮮学校の存



046

7 2012.3

在がある。神戸市長田区には在日コリアンが沢山住ん
でいることは先に述べたとおりで、東日本大震災の被
災地支援においても長田区の在日コリアンの姿はすぐ
に見えてきた。例えば、神戸朝日病院（院長：金守良）
を中心に募金活動が行われ物資とともに被災地に送ら
れた。神戸と被災地の在日コリアンとの交流としては
毎年開催される統一マダンに全壊となった学校法人宮
城朝鮮学園東北朝鮮初中高級学校の尹鐘哲学校長を招
待し交流を深めて、FMわぃわぃの番組にも出演いた
だいた 10。

東北朝鮮小・中級学校校長の
FMわぃわぃ出演風景
（FMわぃわぃ提供）

FMわぃわぃは東日本大震災での支援を展開する中
で仙台市国際交流協会と連携を深めていった。その活
動の中で仙台地域のラジオ局に在日コリアンが出演で
きることになり、その出演をきっかけに地域で在日コ
リアンの姿を顕在化してゆく方法を模索した 11。

日本各地からの応援メッセージ
を宮城県庁へ
（在日日本朝鮮青年同盟提供）

在日コリアン青年団体である、在日本朝鮮青年同盟
（チョチョン）が行う＜感謝を伝える自転車訪問＞の
みなさんの番組出演も実施している。
それらの活動の中で在日コリアンの方々から日本社
会の一員でありながらも特別な地位にあることを実感
する様々な話を聞いた。例えば、福島県では今回の災
害で初めて朝鮮学校が避難所として認定され、学校再
建では被災地の外国人学校再建には激甚災害指定に伴
う補助を含む緊急支援に違いがあることも話題に上っ
た。在日朝鮮宮城県朝鮮商工会の鄭弘美さんは女性の
立場から在日コリアン社会では決定権は男性にあると
の意見を述べた12。この事は災害時に現れる課題は特
殊な事ではなく、日常に存在している課題が顕在化す
るのである。そのことは阪神・淡路大震災の経験も東
日本大震災での経験も同じであることを教えてくれて
いる。

6.	コミュニティメディアとジェンダー～災害臨
時FM放送局でみたもの

ジェンダーと災害復興研究会 に参加するようにな

り、小さなコミュニティラジオの番組としては取り上
げられる問題が、大きなメディアの中で顕在化してゆ
かない理由を探るようになった。マスメディアで顕在
化されない障害のひとつに、メディアの中の女性比率
が圧倒的に少なく、かつ決定権を持つ人もまた決定的
に少ないということに気づき始めた 13。被災地で嘆き
悲しむ女性、失意に沈む高齢者たち、そして救助活動
に励む若く力強い男性自衛官というものがクローズア
ップされれば、助けるのは若く力強い男性で、その指
示に従って炊き出しをし、人々の世話をするのは女性
たちという図式が知らず知らずのうちに、全国の人々
の中に組み込まれるのではないだろうか。被災地や復
興の過程というのは、生活が一番重要な部分ではない
のか。子どもを見守り、高齢者の状況を把握し、毎日
の食事を考え、洗濯をいかにするか、ということが一
番重要な視点である。それをイメージできる人が被災
地の復興計画を策定する中で中心にいるべきではない
のか。しかし実際は洗濯や料理、高齢者介護の経験の
無い人がその会議に出ている。メディアにもそれは言
える。コミュニティFMにおいても、そして今回の被
災地東日本にできた災害臨時FM放送局においても同
様で業務の中で原稿を読む、総合司会のアシスタント
をする、案内役をするのは女性の役目であり、企画を
つくる、決定するのは男性である。この構図はメディ
アの顕著な図式でありここには特に危機感を持って対
応をしていかなければならないと考える。

Ⅶ. まとめにかえて

東日本大震災の被災地域では外国人の集住地域が存
在しなかったため、FMわぃわぃのようなコミュニテ
ィラジオをツールとした支援活動は自然発生しなかっ
た。しかし、被災地各地で支援活動をする中、何故、
FMわぃわぃのような支援活動が重要なのかを知って
もらう機会が着実に増えてきている。例えば、2012
年1月27日に宮城県名取市でコミュニティラジオワ
ークショップが開催され、そこでは外国人と日本人の
日常的な連携が地域はもとより日本社会にとって大き
な力でありそのために地域に根付いたコミュニティメ
ディアが一つのツールになり得ることを伝えることが
できた。
ＦＭわぃわぃのスタッフが東北の被災地支援に赴き
ラジオ番組を作成する目的は遠く離れた神戸のまちで
FMわぃわぃの番組として発信するためではない。彼・
彼女らが住む場所で日本人とは異なる文化・社会背景、
異なる言語を使用する存在があるのだと知らせるた
め、自ら発信することへの支援が重要なのだ。被災地
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の外国人たちは母語で発信を続け、それが日常となる
ように復興まちづくりに関わっていくことが必要だと
気づきはじめている。ＦＭわぃわぃはこれからも東日
本大震災の被災地支援を継続していく予定である。そ
こでのＦＭわぃわぃの役割は阪神・淡路大震災を契機
にＦＭヨボセヨとＦＭユーメン、そしてたかとり救援
基地ができ、その後市民活動の場としてのたかとりコ
ミュニティセンターへと展開したように、東日本大震
災の被災地に外国人と日本人が一緒に復興まちづくり
を推進するための基盤をコミュニティラジオというツ
ールを使って後方支援することだと捉えている。今後
もその社会的使命を果たしていきたい。
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Ⅰ. はじめに

平和の問題を人権の視点から捉える試みとして、日
本国憲法前文の「平和的生存権」に注目し、ジェンダ
ーの視点から「人権としての平和」を考察する論稿を
いくつか公表してきた 1。その後、2011年3月11日の
東日本大震災と福島第一原発事故によって多くの住民
が生命や生活基盤を失い、悲惨な生活を余儀なくされ
た。そのため憲法25条の生存権に注目が集まり 2、13
条の個人の尊重や幸福追求権、生命権にも関心が寄せ
られている。
「グローバル時代の男女共同参画と多文化共生」を
テーマとする本グローバルCOEでも、災害とジェン
ダー、災害復興と男女共同参画、被災地外国人の人権
保障と多文化共生など、多くの検討課題を認識して活
動してきた。日本学術会議での「災害・復興と男女共
同参画」シンポジウム（2011年6月11日）、ジェンダ
ー法学会プレ企画「災害とジェンダー」（同年12月2
日）、月例研究会「災害復興におけるジェンダーと多
文化共生」（同年12月9日）の共催などもその一環で
あり、本誌の特集もその成果の一部である 3。個人的
にも、これらの企画でのコメントや講演などで、憲法
学の立場から検討を加える機会を得た 4。
そこで以下では、平和的生存権を中心にした比較憲
法的検討によって日本国憲法の先駆性を確認したの
ち、憲法25条や13条を根拠とした生存権・環境権・
生命権論などの有効性について検討し、ジェンダー視
点から震災復興の課題を考察することにしよう 5。

Ⅱ. 「人権としての平和」論の展開

最初に、平和の問題を人権として捉える視点を提示
する。それは、21世紀を真に「人権の世紀」にするには、
最大の人権侵害行為といえる戦争を廃絶し、世界の平
和を実現するための課題を検討しなければならないと
考えるからである。そのためには、従来のような「国
家権力の発動としての戦争」、その否定としての平和
という見方ではなく、平和と人権との関係に焦点をあ
てて「人権としての平和」として理論構築する必要が
ある 6。
日本の憲法学界では、1960年代から星野安三郎・

深瀬忠一教授らによって憲法前文に定められた平和的
生存権に焦点が当てられ、その後、1990年代後半から、
山内敏弘教授らによって13条をもとに生命権に基礎
を置く理論構成が提示されてきた 7。
また、国連を中心としたいわゆる国際人権の土俵で
も、1968年のテヘラン世界人権会議、1979年の女性
差別撤廃条約、1985年の「ナイロビ将来戦略」等の
国際文書のなかで、平和と人権の相互依存関係が確
認され、国連の「人民の平和への権利」に関する決
議［1985年］や「人間の安全保障」論につながった 8。
例えば、女性差別撤廃条約前文の第10パラグラフ以
下では、平和が男女の権利の完全な共有に不可欠であ
ることを確認することによって、「平和なければ人権
なし」の原則を明示した。また、「ナイロビ将来戦略」
では反対に、「平和は・・・すべての基本的人権の享
受により・・・促進」される、と述べて「人権なけ
れば平和なし」の原則を再度明らかにし、平和の概念
について重要な示唆を与えた。
さらに1982年の「平和のための女性の参画に関す

辻村みよ子

「人権としての平和」と生存権
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る宣言」では、女性の権利の十分な享受と平和におけ
る女性の参加促進こそが、世界平和と国際協力に貢献
する、という内容を明らかにし、「男女共同参画なけ
れば、平和なし」、「平和なければ男女共同参画なし」、
という原則を明確にしていた。これらの過程では、人
権、平和、ジェンダーの相互依存関係が確認されたと
いえる。

Ⅲ. 平和的生存権の意義と構造

1.	「平和への権利」の展開と平和的生存権の意義

日本国憲法前文の「平和的生存権」は、ルーズヴェ
ルトの「4つの自由」の教書（1941年）や大西洋憲章
に依拠したと考えられてきた。しかしこれらの文書で
は、欠乏・恐怖からの自由と平和的生存を掲げるだけ
であったのに対して、ヒロシマ・ナガサキの経験をふ
まえて制定された1946年の日本国憲法前文では、「全
世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和
のうちに生存する権利を有する」として平和的生存権
を権利として確立した。この点で、国際条約における
「平和への権利」論の先取りとしての意味を認めるこ
とができよう。
さらに日本国憲法では、国際条約上の「平和への権

利」が自衛戦争の放棄をも含めた戦争の全面否定に基
づいていないのと異なって、憲法第9条で戦争の全面
放棄と非武装を掲げたことによってその意味内容が具
体化されている。こうして、前文と9条が結合される
ことによって、日本国民の政府に対する平和請求権・
戦争拒否権としての（狭義の）「平和的生存権」が保
障されたと解することができる。そのうえ憲法第3章
13条の生命権・25条の生存権等の保障と相まって、
その権利が、「平和で安全な環境のなかで、健康で文
化的な生活を送り、生きる権利」として、広範な外延
をもつことになった。これによって、核兵器の使用・
持込み・製造などを拒否し、さらには原子力政策に関
わるリスクによって生命や生存を脅かされない安全な
環境の維持を要求する権利、という側面も含まれると
解することができるであろう。
反面、憲法前文では、平和的生存権の主体が「全世

界の国民」とされているため、実定憲法下の裁判規範
性を消極的に解させる傾向にもつながり、権利主体や
権利内容をめぐって多くの理論的課題が残存すること
になった。

2.	平和的生存権の裁判規範性

従来の憲法学説では、前文自体や平和的生存権の裁
判規範性を否定する見解が多数であったが、最近では
肯定説も有力である。肯定説では、この権利を法的権
利として捉えるが、法的根拠や主体については見解が
分かれている（権利の構造論については後述）。判例
では、長沼ナイキ基地訴訟一審判決やイラク派兵違憲
訴訟控訴審判決（下記）が裁判規範性を認めた以外は、
長沼ナイキ基地訴訟控訴審、百里基地訴訟一審・控訴
審・上告審などいずれも裁判規範性を認めてこなかっ
た9。これらの根拠は、おもに抽象的概念であること
や前文の裁判規範性の否定であったが、今日では、と
くに2008年4月17日のイラク派兵違憲訴訟名古屋高
裁判決 10の出現によって、説得力を失いつつあるよう
にみえる。
イラク派兵違憲訴訟は、レバノン駐在の特命全権大

使であった原告が、国に対して、イラク特措法に基づ
いてイラクに自衛隊を派遣したことが憲法9条に違反
するとして、違憲の確認と派遣差止め、さらに平和的
生存権の侵害として、国家賠償法による損害賠償1万
円を請求した事例である。一審の名古屋地裁判決は、
確認と差止めの訴えは不適法として却下し、損害賠償
請求については請求を棄却したため、控訴人が控訴し
た。名古屋高裁判決（青山裁判長）は、結論は、原審
と同様であるため控訴を棄却したが、理由の中で、平
和的生存権の裁判規範性を認め、イラク派兵の違憲性
を認めた画期的なものであった。
この判決では、平和的生存権を「すべての基本的人
権の基礎にあってその共有を可能ならしめる基底的権
利」とし、「具体的権利性が肯定される場合がある」
と認めたことに大きな意義が認められる。判決は、「憲
法9条に違反する戦争の遂行等への加担・協力を強制
されるような場合には、・・・裁判所に救済を求め
ることができ・・・その限りで、平和的生存権には
具体的権利性がある」と明確に指摘した。ここでは、
抽象的概念であること等を根拠に権利性を否定してき
た従来の見解について「平和的生存権のみ、平和概念
の抽象性等のためにその法的権利性や具体的権利性の
可能性が否定されなければならない理由はない」とし
て一蹴している点が注目される。
また、上記のような理解を前提にすれば、法的権利
性も裁判規範性も認めることが可能と思われる11。こ
の裁判で鑑定書を書いた小林武教授も指摘するよう
に、前文で平和的生存権を定め、9条で平和の内容を
確定したうえで「この平和主義の理念が第3章の掲げ
る基本的人権の意味を指導するという構造 12」が、し
だいに明らかにされつつあるといえよう 13。
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3.	平和的生存権の権利構造

平和的生存権は、それ自体が人権として定立されて
いるために、平和の問題を人権論に組み込むための重
要な概念である。世界の平和主義に理論的基礎を与え
るものとして、今後も重要なポイントであり続けると
思われる。これは、国家が戦争を開始した場合の国民
の差止請求権としての「平和確保に対する国民の権利」
や、国家のために他国の人民の生命・身体を傷つけさ
せられない権利、すなわち「国家によって人殺しを強
制されない権利」、あるいは、思想・良心の自由にも
とづく良心的兵役拒否の権利などとして構成すること
ができるからである。
もっとも、憲法学説では、平和的生存権の法的権利
性については、消極説がなおも多数である14。さらに
法的権利性を承認する積極説でも、その法的根拠につ
いて見解が以下のように分かれている。①前文を主た
る根拠とするもの（浦田賢治説など）、②9条が客観
的な制度的保障の意味をもつとして9条を根拠とする
もの（浦部法穂説など）のほか、③憲法前文・9条の
ほか13条、憲法第3章の諸条項によって複合的に保
障された権利として捉える見解（深瀬忠一説）、④前
文を直接の根拠規定としたうえで13条・9条を含めて
広く捉える見解（山内敏弘説ほか）15である。私見では、
日本国憲法に明記されている以上、その法的権利性を
承認して「平和的手段によって平和状態を維持・享受
する権利 16」と解し、根拠については③ないし④説を
妥当と考える。
ただしその場合には、憲法前文が「全世界の国民」

の権利とした平和的生存権（広義）と、（前文と結合
した）9条・13条から抽出される個人の実定的権利と
しての平和的生存権（狭義）との分離が必要となる。
核時代の現代にあっては、一国の起こした戦争や

核兵器開発（それに伴う事故）等によって、地球規
模の破滅や全世界の諸国民の虐殺を招来すること
が可能であり、そのゆえ一層、「全世界の国民」を
権利主体とした広義の平和的生存権の意義が大きい
といえる。実際に、このような悲惨な事態に遭遇
しないよう、国際連合や国際法が大きな役割を果た
しており、各国の戦争や核兵器、あるいは原子力の
利用方法について国際的に監視し、要求するのは当
然のことである。このように考えれば、世界的・
人類的規模の視点にたった広義の平和的生存権を日
本国憲法前文に掲げたことは（一部の論者がそれ
を理由に前文の裁判規範力を否定するのとは裏腹に）、
現代においてこそ、必要性・妥当性を有するものと言
うことができよう。
また、狭義の平和的生存権については、9条の戦争

放棄規定のほか、日本国憲法13条の生命・自由・幸
福追求に対する個人の権利や25条の生存権、環境権
などの保障と一体化して捉えることにより、日本国民
ないしは個人（国内に居住する外国人も含む）を権利
主体として捉えることが可能となる。戦争の全面的放
棄を前提とする生命・自由への侵害の排除と平和的環
境の維持、平和的環境での生存を請求する権利等を主
たる内容とする権利（自由権的性格と請求権的性格を
あわせもつもの）として、その構造を理解することが
できよう。
同時に、憲法13条の解釈にあたっても、前文の「平

和的生存権」と9条の戦争否定の内容と整合的に解釈
することが要請され、「公共の福祉」の内容に国防・
有事への対応等を含ませることで人権制約を正当化す
ることは許されないと解すべきであろう。
日本の憲法学説では、平和的生存権の主体について、

a）国民・個人と解する立場（深瀬忠一・山内敏弘説
ほか）、b）民族とする立場（長谷川正安説）、c）個人
と民族の両者（影山日出弥・浦田賢治説）に分かれる
と解されてきたが 17、上記のような広義・狭義の区別
を加えることで、権利主体も明確にすることができる
と思われる。すなわち広義・狭義に区別する私見を前
提とすれば、狭義の平和的生存権について、これを個
人の権利と捉えるa）説が妥当となる。

4.	平和や安全に関する憲法規定の諸類型

上記のような見方を補強するために、比較憲法的研
究が重要な意味をもつ。1946年の日本国憲法制定時
には諸国の憲法は侵略戦争の放棄を掲げていたにすぎ
ないが、日本国憲法が戦力不保持と完全な戦争放棄を
明示した点で、「世界に名誉ある地位を占める」画期
的意味をもっていたからである。しかし、その後、新
たに独立したアジア・アフリカ・中南米諸国の憲法の
なかに平和主義条項をもつものが増え、現在では、成
文憲法を有する180以上の諸国のうち、120カ国以上
で、平和に関連する憲法規定をもつに至っていること
が知られている 18。諸国の憲法の平和条項は、概ね以
下の7つに分類することが可能である 19。

①抽象的な平和条項を置く国―フィンランド、イン
ド、パキスタンなど
2000年3月施行のフィンランドの新憲法では「フ
ィンランドは、平和と人権保障、および社会の発展の
ための国際協力に参加する」と定める。
また、インド憲法（1949年制定・現行）では、第4

編の国家政策の基本原則に関する第51条で、国の責
務の1つとして、「国際平和および安全を促進するこ
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と」「諸国民との、正当にして名誉ある関係を維持す
ること」「国際間の紛争を仲裁により過帰結するよう
に努めること」等を定める。

②侵略戦争・征服戦争の放棄を明示する国―フラン
ス、ドイツ、大韓民国など
侵略戦争・征服戦争の放棄を規定した憲法には、

1791年のフランス憲法をはじめ、多くの憲法が存在
する。なかでも第二次大戦後に制定された憲法では、
フランス第4共和制［1946年］憲法前文で「フラン
ス共和国は、征服を目的とするいかなる戦争も企図せ
ず、かつ、いかなる人民の自由に対しても、決して武
力を行使しない」と規定したように、征服戦争を放棄
した憲法が多い。ドイツでは、1949年制定のドイツ
連邦共和国基本法第26条1項で、「諸国民の平和的共
同生活を妨げ・・侵略戦争の遂行を準備するのに役
立ち、そのような意図をもってなされる行為は違憲で
ある。これらの行為は処罰される」と定め、刑法典で
は第80条に侵略戦争準備罪をおいて、終身もしくは
10年以下の自由刑を科している。

③国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し、国
際協調を明示する国―イタリア・ハンガリーなど
イタリアでも、1947年憲法の第11条で「イタリアは、

他の人民の自由を侵害する手段および国際紛争を解決
する方法としての戦争を否認する」と規定している。
さらに「イタリアは、他国と等しい条件の下で、各国
の間に平和と正義を確保する制度に必要な主権の制限
に同意する。イタリアは、この目的を目指す国際組織
を推進し、助成する」として国際機関への主権移譲等
を認めているが、他方では兵役義務や戦争に関する規
定をおいている。
また、ハンガリー共和国憲法でも、第6条1項で、「ハ

ンガリー共和国は、諸国間の紛争解決の手段としての
戦争を否定し、他国の独立または領土保全に対する武
力の使用および武力による威嚇を行わない。」とし、
同2項で「ハンガリー共和国は、世界のすべての人々
およびすべての国家との協調に努める」とを宣言して
いる。しかし、他方、第29条2項では、大統領に軍
隊の指揮権を認め、第8章に「軍隊および警察」につ
いての規定（第40A－C条）をおいている。さらに、
第70条H条には、国防と徴兵の規定を明記している。
このように見ると実態は②の類型に近いといわざるを
えないであろう。

④中立政策を明示する国―スイス、オーストリアなど
オーストリアでは1920年憲法を改正した1929年憲
法が基本的に現行憲法として機能しているが、1975

年に第9a条に総合的国防目標規定が追加され、国防
の任務のなかに「永世中立を擁護し防衛することであ
る」と明記された。
スイスでは、1999年制定の現行憲法（2000年1月

から施行）前文に「独立および平和を強化するために」
という文言はあっても、中立の言葉は使用されていな
い。「スイスは、軍をもつ。軍は、基本的に、非専業
原則に基づいてこれを組織する」（第58条1項）とし
て、軍隊の保持を憲法上明示した。さらに第59条で、
「スイス人男性はすべて軍事役務を遂行する義務をお
う。市民的代替役務については、法律でこれを定める」
「スイス人女性については、軍事役務は自由意思に委
ねる」として、性別により、扱いを異にしている。兵
役とジェンダーの問題は今後も検討を要するテーマと
なろう。
なお、中立政策を採用して、憲法上に中立が示され
ている国には、ほかに、カンボジア、マルタ、モルド
バなどがあり、外国軍の駐留の禁止も明示されている。

⑤核兵器等の禁止を明示する国―パラオ、フィリピ
ン、コロンビアなど
核兵器の恐怖をふまえ、核軍縮の国際的機運が生

じた1980年代以降に制定された太平洋沿岸諸国、中
南米諸国等の憲法には、核・生物・化学兵器の禁止
を明記したものが登場した。南太平洋のパラオでは、
1981年憲法第113条で、また南米のパラグアイでは
1992年の憲法第8条2項で、コロンビアでは1991年
憲法の第81条で、「化学兵器、生物兵器または核兵器
の持ち込み、所有および使用は、核および有毒廃棄物
の国内への持ち込みと同様に、禁止される」という規
定がおかれた。さらにこれらの規定が、健康な環境を
享受すべき環境権の観念と結びついていることが注目
される。これこそ、21世紀の世界の憲法課題を示す
ものといえよう。

⑥軍隊の不保持を明示する国―コスタリカ
軍隊をもたない国として注目されているのが、中米
の小国コスタリカである。1949年11月7日制定の憲
法第12条1項で「常設制度としての軍隊は禁止される」
として常備軍を廃止し、2項で警備および公共秩序の
維持のために必要な警察隊を置くことを定めた。また、
3項では大陸協定（実際には米州機構、米州援助条約
等）の要請、または自衛の必要があるときは、軍隊の
保持も可能とされているが、実際には、コスタリカで
は軍隊は設置されず、治安と国境警備にあたる市民警
察隊（Civil Guard）のみで対応してきた。これによ
って教育・福祉予算の比率を高めることができ、識字
率・平均寿命等において途上国では最高水準を維持
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し、非武装・中立宣言を行って中米和平に貢献したア
リアス大統領がノーベル平和賞を受賞している。なお
今日では、隣国パナマなど、軍隊をもたない国が世界
に27カ国あることが知られており、その平和主義の
実践と課題を学ぶことができる 20。

⑦戦争放棄・戦力不保持を明示する国―日本
以上のような検討からすれば、憲法の条文上で戦争
放棄・戦力不保持と平和的生存権をともに明示する国
として、日本が、他国とは異なる位置にあることが理
解される。諸国の憲法における平和条項を比較しても、
日本のそれが特別の位置にあることを否定することは
困難であると思われる。
しかし、いうまでもなく、実態は憲法規定から大き
くかけ離れている。2011年度防衛費の額ではアメリ
カ・中国についで世界第3位の地位にあり 21、軍隊と
しての自衛隊が、日米安全保障条約のもとで海外派遣
されている実態がある。世界の多数の国が平和条項を
憲法に明記し非核や軍縮の方向性を明らかにしている
現在であるからこそ、日本国憲法がそのもっとも徹底
した理想型を世界に示していることの意味を重視すべ
きであろう。

Ⅳ. 憲法25条・13条と生存権・環
境権・生命権

1.	諸権利の関係

平和的生存権の周辺に位置する種々の人権（「外延」）
についても、「人権としての平和」論構築の観点から
明らかにすることが必要となる。この点では、例えば、
13条から（侵害排除請求権としての）生命権、幸福
追求権、環境権、25条から（社会権＝請求権として
の）生命権、環境権、生存権が導き出せるであろう。
このほか、14条・24条の平等権、19条（思想良心の
自由）・20条（信教の自由）から良心的兵役拒否権、
国家により殺傷を強制されない権利、信仰に基づく平
和希求）、21条（表現の自由）から国家の行為に対す
る批判の自由等 22、31条以下の適正手続保障、さらに
15条の参政権の保障から、主権者の意思決定権行使
による平和と安全の維持、主権者国民〔市民〕の権利
としての平和・安全維持権等を主張・構想することも
可能となろう。以下、生存権・環境権・生命権につい
て検討する。

2.	生存権・環境権・生命権

（1）生存権―その比較憲法的・憲法史的意義

生存権は、第二世代の人権といわれる社会権の中
心をなすが、歴史的には、ワイマール憲法（1919年）
によって、「経済生活の秩序は、すべての人に、人た
るに値する生存を保障することをめざす正義の諸原理
に適合するものでなければならない」（第151条）と
定められた。この憲法では、すべてのドイツ人に「経
済的労働によってその生活の糧を得る機会」や「必要
な生計のための配慮」を保障したが（第163条）、当
時は判例・通説によってプログラム規定と解され、憲
法上の社会権が実効的に保障されたわけではなかっ
た。現行のドイツ連邦共和国基本法では、第20条で「ド
イツ連邦共和国は、民主的で社会的な連邦国家である」
と定め、第28条で「ラントにおける憲法的秩序は、・・・
共和的・民主的・社会的な法治国家の諸原則に適合し
ていなければならない」として、社会国家の理念を表
明するにとどめ、生存権規定はおいていない 23。
他方、第二次大戦後のフランス1946年憲法の前文
では、数多くの社会権規定をおいた。「国は、個人お
よび家族に対して、それらの発達に必要な条件を確保
する」、「国は、すべての人、とりわけ子ども、母親、
老年の労働者に対して、健康の保護、物質的な安全、
休息および余暇を保障する。その年齢、肉体的・精神
的状態、経済的状態のために労働しえなくなった人は
すべて、生存にふさわしい手段を公共体から受給する
権利をもつ」として、生存権に基づく生活保障受給権
や、国の義務を定めた。このほか「国は、全国的な災
禍から生じた負担について、すべてのフランスの連帯
と平等を宣言する」として連帯の観念を強調し、公教
育の無償や機会均等の保障、庇護の権利なども保障し
た。このような1946年憲法前文は、現行の1958年憲
法前文を介在させることによって、現行憲法としての
規範性が認められている。

1947年制定のイタリア憲法でも、第29条から47条
までに豊富な社会権規定が置かれ、とくに家族の保護、
子に対する親の権利・義務、婚外子の保護、健康権の
保障などが定められた。
これに対して日本では、1946年2月の憲法草案制

定過程では、べアテ・シロタ作成の原案に、妊婦や子
どもの医療費の無償や社会保障の確立が定められた
が 24、多くが小委員会の段階で削除された後、マッカ
ーサー草案24条〔当時〕に社会保障の確立が定めら
れた。同年6月に衆議院に提出された草案にも社会保
障制度について定められただけであったが、同年7月
2日の帝国議会での委員会審議で、社会党の黒田寿男
が、権利としての生存権の規定を要求した。また、社
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会党の草案に「すべて国民は健康にして文化的水準の
生活を営む権利を有する」を掲げており、同年8月1
日からの憲法改正小委員会〔芦田委員会〕で、森戸辰
男らが、具体的規定の挿入を要求し、8月21日の小委
員会で決定された。こうして同年8月24日の衆議院
本会議で第25条に移されて、貴族院でも認められて、
生存権規定が成立した。
憲法制定直後の学説では、民法学者の我妻栄の論

文「基本的人権」や著書『新憲法と基本的人権』25の
なかで自由権的基本権と生存権的基本権を区別して後
者を重視した。これによってプログラム規定説を通説
化する道が開かれ、以後、国家の政治的・道義的義務
にすぎない、というプログラム規定説が主流となっ
た 26。
憲法学界では、1960年の朝日訴訟一審違憲判決以
後、抽象的権利説が通説になった。これは、国に法律
や予算を通じて生存権を保障する法的義務があると解
する見解である。法律の存在を前提とし、憲法25条
自体からは請求権は発生しないという考え方であり、
法律が不十分である場合に違憲とできないなど限界が
あった。これに対して、具体的権利説は、立法府不作
為の違憲確認訴訟が可能となると解するものである
が、少数説にとどまっている。
判例は、周知の通り、朝日訴訟最高裁判決で、プロ
グラム規定説に近い立場（ただし、司法審査を認めて
いることから抽象的権利説とも解し得る）が示され、
広い行政裁量が認められた 27。また堀木訴訟最高裁判
決等によって広範な立法裁量が認められ 28、最高裁で
は違憲判断を求めることが困難な状況が続いてきた。
しかし、このような学説判例の展開にも拘わらず、

生存権訴訟には、特別の機能があるようにみえる。高
見勝利教授が、2011年5月の朝日新聞記事で指摘して
いるように、戦後の復興のシンボルのような位置づけ
にあったからである 29。実際に、朝日訴訟や堀木訴訟
など、全国患者同盟や障害者の団体など、いわば、社
会的弱者が立ち上がって訴訟を支援し、自分たちの力
で、生存権を実現しようとして点で特徴がある。また、
その過程で、朝日訴訟の第1審浅沼判決など、下級審
の裁判官たちも、憲法の生存権の実現に向けて前向き
に取り組んだ経緯がある 30。
このように、判例・通説にも拘わらず、憲法25条
の趣旨、生存権の現代的意義を重視して、国家に対し
て、立法や法の執行を要求してゆく、運動論的な原理
が内包されているといえよう。
したがって、震災復興支援についても、「25条だけ

で必ず再建を支援しなければならないという指針は得
られない 31」という問題があるにせよ、25条の定める
「健康で文化的な生活」の保障を目指して国家が生活

再建まで支援できるように、主権者が立法を促すこと
は可能である。現行法律が不十分な場合、または立法
不作為が認められる場合には、法律や立法不作為の違
憲確認、さらには損害賠償を求めるという訴訟も重要
な意味を持つと思われる。要は、25条の精神を十分
に実現できるように、立法府等に働き掛け、監視する
ことが重要になろう。
とくに、今回の大震災・津波被害発生後の避難所生
活が9カ月近くにも及んだこと、食事や生活物資の給
付、避難所の間仕切りなどプライヴァシーを確保する
措置の不備などを考慮するならば、先進国として恥ず
べき水準の対応であり、国際人権保障の観点からして
も、憲法25条違反の対応であったことが指摘されて
いる。なかでも女性被災者のプライヴァシーへの配慮
や、妊娠中の女性や子育て中の女性への配慮の欠如（粉
ミルク、生理用品等の物資の不足）が顕著であった。
それを指摘し、実際に配慮する行政機関・公的機関の
不在、地方・地域の政治や地域生活の意思決定機関へ
の女性の参画の欠如など、重視すべき問題は非常に多
かったと言わざるをえない。
いずれにしても、震災被災者や原発事故による避難
者の現状は、憲法25条の保障に反する状況であるこ
とについて認識を新たにすべきであろう。
さらに最近では、25条を単独で社会権規定として

捉えるのではなく、自由権的な性格をあわせもった規
定としてとらえる傾向がある。生活保護受給者の貯蓄
や物品購入など、自律的な運用を認める傾向がこれに
あたる 32。このような理解に立つ場合には、震災復興
や放射能汚染の中で健康で文化的な生活を求める権利
は、社会権として、具体的給付請求、違憲確認請求等
を行うだけでなく、これを妨げる諸要因の除去（除染
など）を、自由権としての妨害排除請求権の形で請求
することが重要となろう。

（2）環境権―13条と25条を根拠規定とする

　　　　　　　新しい人権

憲法25条は、生存権だけでなく、良好な環境を享
受する権利としての環境権の根拠規定でもあり、この
権利は、13条と25条の双方で保障されていると解す
ることができる。
とくに日本では、1960年代の高度成長期以降、大

気汚染・水質汚濁・騒音・振動などの公害や環境破壊
が進行したことをうけて、1970年代以降しだいに環
境権が権利として主張された。大阪空港公害訴訟一審・
控訴審判決等は「個人の生命、身体、精神および生活
に関する利益は……その総体を人格権ということがで
き〔る〕」として、憲法13条の人格権を認めたが、最
高裁では環境権の援用に消極的な立場である。
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学説では、これを憲法上の法的権利として承認する
立場が近時では有力であり、「健康で快適な生活を維
持する条件としての良い環境を享受し、これを支配す
る権利」のように解されている。このうち良好な環境
の享受を妨げられないという側面では自由権であり、
憲法13条の幸福追求権の一内容としての人格権によ
る理論構成が可能である。他方で、環境権を実現する
には国や地方公共団体等の積極的な施策を請求する権
利でなければならないため、その面では社会権として
性格づけられる。このように環境権の根拠を、憲法
13条・25条の一方もしくは両方に求める見解が存在
し、（a）25条根拠説、（b）13条根拠説、（c）13条・
25条競合説に分かれている。健康が害されない生活
環境の保全という法的利益を前提として請求権的に構
成する限りは憲法25条を根拠とすることができるが、
もともと一定水準の生活環境を維持し、形成すること
を幸福追求権の内容として捉えるならば、憲法25条・
13条をともに根拠とする競合説が妥当といえよう 33。
このような理解を前提とする場合には、福島第一原
発による放射能汚染によって近隣住民や国民の環境権
が害されたことを理由として、自由権としての妨害排
除請求権のほか、社会権として、生活環境の保全のた
めの給付や具体的対応策を求める権利（除染や事故対
策を求める権利）を主張することができる。社会権的
構成のみでは請求が困難になる場合も、併せて、自由
権として健康が害されない良好な環境の保全を求める
権利と構成することで、損害賠償が認定される可能性
が高いといえよう。判例でも、環境権概念を明示する
か否かは別として、過去の損害については、近年の公
害訴訟（新横田基地訴訟等）において高額の認定例が
続いており34、原子力発電所の建設差止を求める訴訟
でも、志賀原発2号機の運転差止訴訟で「周辺住民の
人格権侵害の具体的危険は受忍限度を超えている」と
して差止が認められた例がある 35。福島第一原発事故
に対する損害認定や、各地の原子力発電所再開差止訴
訟等でも積極的な判決が出されることが期待される。
なお、国際法の観点からしても、海洋法などの国際
環境法において国際環境の保護と保全のために種々の
規制が存在しており、国家には「自国領域の使用に際
して他国の領域や国際法上の権利を侵害しないように
注意する義務を負うという『領域使用の管理責任』が
ある 36」。放射能物質の海洋投棄などによる国際的な
被害の発生を防止する義務が国家にはあり、これを請
求する権利を理論的・実践的に確立することが求めら
れる。

（3）生命権―国際規範として承認された固有の人権

憲法13条は「生命、自由、及び幸福追求に対する

国民の権利」が最大限の尊重を必要とすることを定め
ており、行政や立法は、国民の生命を守るために、防
災や復興などを重視すべきと主張する場合の根拠条文
になると考えられる。
前文の平和的生存権は、戦争等によって平和的な環
境のなかで生きる権利を侵害されないことを内容とす
る権利と解することができるのに対して、13条の生
命権は、さらに、これを具体化して、安全な環境の中
で生きる権利を侵害されないことを内容とする自由権
的な権利として構築することができよう。
もっとも、憲法学の通説は、13条後段の権利（生命、

自由、及び幸福追求権）について、「人格的生存に必
要不可欠な権利・自由を包摂する包括的な権利」と解
し 37、生命・自由・幸福追求権の三者の関係について
は、これらを区別せず統一的に包括的権利としての幸
福追求権のように捉えてきた。しかし、最近ではおの
おの異なる規範的内容をもつと解する見解も出現して
おり 38、とくに、すべての人権の核心に生命権をおく
上田勝美教授の見解 39や平和的生存権を基礎づける意
味で生命権を重視する山内敏弘教授の見解が注目され
る 40。山内説では、国際人権規約自由権規約（B規約）
6条、あるいはヨーロッパ人権条約2条など、国際人
権保障および地域的人権保障の展開とともに、生命に
対する権利が、とくに死刑制度との関係で、基本的人
権として確立されていることが根拠の一つとされてい
る。
ここではさらに、18歳未満の者の生命権について、

日本も1994年に批准した子ども（児童）の権利条約
6条が、「締約国は、すべての児童が生命に対する固
有の権利を有することを認める（1項）」、「締約国は、
児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確
保する（2項）」＜外務省訳＞のように保障している
ことを追加しておこう。日本が批准しているこれらの
国際人権規約や子どもの権利条約は、国民が生命権を
主張する場合の法的根拠規定を構成するものであり、
「生命に対する権利」はすでに国際的に承認された人
権であることを示している。
この生命権は、これまでは死刑廃止や子どもの権利
擁護の観点のほか、戦争や平和的生存権との関係で「戦
争によって生命を脅かされない権利」として捉えられ
て自由権的（妨害排除請求権的）構成が与えられてき
た。しかし今後は、政府の原子力政策や核兵器製造・
持込み・使用等によって、生命を脅かす危険を招来し
ないように請求する権利としての請求権的構成を明確
にすることが求められており、権利の具体的内容を一
層の明確化することが理論的課題となろう。
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Ⅴ. 平和・安全とジェンダー

平和や安全の問題をジェンダーの視点から再検討す
ることも、今後の理論的課題である。人権とジェンダ
ーの関係についてはすでに別稿で繰り返し検討したた
め省略するが 41、女性差別撤廃条約や1995年の北京
綱領等で女性に対する人権保障が強調され、女性に対
する暴力の撤廃が問題になってきた。その背景には
1990年代から「女性の権利は人権である」という形
で議論された女性の人権論の展開があった。
反面、女性の自己決定権や職業選択の自由等を根拠
とする軍隊への参加が増加して、女性兵士の人権問題
が出現した。実際、欧米諸国では軍隊内の「女性の戦
闘職種解禁」が進み、女性兵士をめぐって「フェミニ
ズムの分断」をもたらすことになった。とくにアメリ
カでは、NOW（全米女性機構）などのフェミニズム
運動の本流が、リベラル・フェミニズムの立場から軍
隊への女性の参加を要求し、湾岸戦争時には「女性に
も戦闘参加の自由を」と叫んで女性兵士の職種を拡大
させた（参戦女性兵士は4万人・12％に及んだ）。こ
れに対する反対論は、第二波フェミニズムに属する諸
派、例えば母性主義を前提とするエコロジカル・フェ
ミニストや、女性解放の視点を反戦・平和と結びつけ
るラディカル・フェミニストなどによって支持された。
しかし徴兵制から志願兵制への移行や軍備のハイテク
化のもとで、NOWに反対する人々が「女は平和愛好
者だとするジェンダー本質主義に依拠しない反戦の論
理の構築 42」を迫られることになった。
これは、セックスワーカーの場合などと同様に、ジ
ェンダーと人権の関係においてフェミニズムとリベラ
リズムが対立する争点でもあり、女性兵士をめぐる問
題は「フェミニズムの難問」として解決困難な問題を
提起している。とくに、従来は、平和（戦争・軍隊）
とジェンダーとの関係をめぐって、戦争の被害者・犠
牲者としての女性の人権侵害やグローバリゼーション
や開発による「女性の貧困化」、女性の抑圧などが論
じられてきた。これらももちろん重要な論点であるが、
女性兵士をめぐる問題は、平和と人権、ジェンダーの
三者構造の中心に位置する問題といえる。
また、憲法論との関係では、徴兵制をめぐる憲法規
定が問題となる。例えば、現行スイス憲法（2001年1
月施行）59条は、「スイス人男性はすべて、軍事役務
を遂行する義務をおう（1項）」、「スイス人女性につ
いては、軍事役務は自由意思に委ねる（2項）」と定め、
性差による別異取扱いを認めている。ドイツでも、男
子については18歳から軍隊等の役務を負うのに対し、
女子については、18歳から55歳まで医療施設等で徴

用できることのほか「女性はいかなる場合にも、武器
をもってする役務を給付してはならない」という規定
があった。これに対して、女性電気技師から提訴があ
り、欧州裁判所がEUの職業平等取扱指令違反を認定
したため、2000年12月に基本法が改正されて「女性
はいかなる場合にも、武器をもってする役務を義務づ
けられてはならない」と修正され、志願による戦闘参
加が認められた経緯がある。女性を一般的に戦闘職種
から排除していたドイツ国内法の諸規定をEU指令違
反と断じたのは2000年11月11日の欧州司法裁判所ク
ライル（Kreil）判決であり、ここでは、女性の職業
選択の自由という人権が根拠とされた。
この例も、上記のような女性の職業選択の自由、あ
るいはフェミニズムとリベラリズムとの関係に関わる
問題であるといえよう。また、男性のみに徴兵を認め
る理由として、母性保護の観点から生命の再生産とい
う性役割をもつ女性の「母体の健康」を守るためとい
う理由があるとすれば、再考を要する点があるであろ
う。湾岸戦争下の米軍のイラク攻撃時の劣化ウラン弾
が障害児の出生に影響したことなどを想起すれば、戦
争から女性だけを保護する理由がないことは明らかで
あり、現代では、戦闘行為等によって生命・身体を害
されない権利や、戦争への協力を拒否する権利は、女
性だけでなく男性にもある、といわなければならない
からである 43。
もし、このような議論が成り立つとすれば、戦争や
核兵器開発、原子力政策等による身体的被害等の人権
侵害（加害）行為から保護される権利（国家に対する
保護請求権）、平和で安全な環境のなかで生きる権利
などの主体として、男女が同等であることが導かれる。
この点でも、平和とジェンダー、安全とジェンダー等
の問題へのジェンダー人権論44からの理論的再検討が
不可欠であり、災害とジェンダー、安全・安心な社会
における男女共同参画問題等に関する検討が急務とな
ろう。

Ⅵ. おわりに―災害復興とジェン
ダーに関する今後の検討課題

上記の検討をもとに、最後に、今後の災害復興とジ
ェンダーに関連する課題について、2点を指摘してお
こう。
第1は、憲法の基本原理としての基本的人権尊重、

国民主権、平和主義の間には、それぞれ相互依存的な
関係があり、人権を実現するために国民主権があるこ
とである。主権者を構成する男女は、人権保障や平和
の確保のために「担い手」となるべく政治的権力を行
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使することが必要である 45。とくに、平和や安全の「担
い手」としての主権者市民がその役割を十分果たすた
めには、選挙等の主権行使の機会に、平和主義や安全
にかかわる政策について主権者が意思決定できる選択
肢が明確に提示されていることが大前提となる。
この観点からすれば、今後は、災害復興や都市計画、
原子力政策や安全保障についても主権者が十分な議論
を尽くし、自らの主権者としての地位と主権行使にお
いて、自らの人権と平和を実現する責務を果たすこと
が重要である。この点では、福島原発が位置する双葉
郡の8つの自治体のうち、5つの自治体の首長（町長）
が無投票で選ばれ、大熊町の町議14人も富岡町の町
議16人も、全員無投票で選ばれていたという事実は
重要であろう。実際に民主主義や国民主権が正常に機
能していないところで国民の安全を揺るがす事故が起
こったということを直視すべきであり、この機会に、
日本の民主主義の脆弱性について再認識しなければな
らないであろう 46。
第2に、その意味でも、国会や地方議会、あるいは、
災害の復興会議や地域の防災会議等に、主権者である
男女がともに参加できる制度や男女共同参画が実現さ
れてなければならない。真の男女共同参画とは、いう
までもなく、メンバーに（アリバイとして）女性が1
～2人加わることでなく、男女が同数である人口や選
挙人団の構成を可能な限り正確に反映することが望ま
しい。実際、東日本大震災の被災地でも、自治体や地
区の長は殆どが男性であり、この地域はとくに女性議
員などが極めて少ないという事実がある（市議会の
女性議員比率の全国平均が2010年12月現在12.8％で
あるのに対して、青森県6.7％、岩手県6.7％、宮城県
10.2％、福島県7.0％47）。また、男女共同参画推進条
例の制定率なども非常に低い（2010年4月現在の市町
村の条例制定率平均が26.2％であるのに対して、青森
県2.5％、岩手県11.5％、宮城県・福島県22％48）と
いう実態があり、日頃から地域の男女共同参画を一層
推進することが課題である。
上記6.11シンポジウムでも、避難所の運営や復興

計画策定が男性中心であること、意思決定過程・政策
決定過程に女性の参画が少ないことが繰り返し指摘さ
れた 49。本誌掲載の遠藤恵子せんだい男女共同参画財
団理事長の報告でも、日頃からの女性のエンパワーメ
ントの必要性が強調されるとおりである。
今後、新たなコミュニティづくりをしてゆかなけれ
ばならないこの時にこそ、ポジティヴ・アクション（積
極的格差是正措置）などの手法も用いて 50男女共同参
画を積極的に推進し、男女の市民が担い手となる本来
の国民主権〔市民主権 51〕を実現してゆく必要がある
といえよう。

また、2011年6月に成立した東日本大震災復興基本
法（法律76号）第2条の基本理念に「女性、子ども、
障害者等を含めた多様な国民の意見が反映されるべき
こと」という文言が含まれたことを歓迎する傾向もあ
るが、他方で、「女性、子ども、障害者等」という括
り方については、批判的に検討しておくことが重要で
ある。すなわち、被災者の人権が問題になるところで
は女性、子ども、障害者等を含めた「災害弱者」を一
まとめにして扱うことが仮に妥当だとしても、「国民
の意見の反映」といういわば主権が問題になるところ
では、女性は弱者として扱われるべきではない52。先
述のように男女は同等な主権の担い手であり、男女同
等に、いわば50%の発言権を有する存在として位置
付けられなければならない。この意味でも、上記第1
点で指摘した男女同等な主権行使論の再認識が必要で
あろう。
本稿で概観した平和的生存権、生存権、環境権、生
命権等の権利論とジェンダーとの関係をふまえて、男
女共同参画の取組みや理論構築を加速することが急務
である。
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Ⅰ. はじめに

戦後日韓関係は、冷戦の国際体制と冷戦に照応する
形で出来上がった日韓の国内政治の影響力が交錯する
中で展開した。大筋でまとめれば、戦後日韓関係は、
冷戦期において米ソ対立の国際政治に強く影響され展
開し、冷戦後においては冷戦期に潜伏していた国内政
治上の要求が顕在化することによって新しい段階に入
り今日に至っている、と一般に理解されてきた。即ち、
冷戦期において、米国の対ソ戦略上の要求を受ける形
で反共の前哨と後方基地と化した韓国と日本は、歴史
問題をめぐり葛藤しながらも、安全保障と経済の利益
を共有する形で協力関係を維持していたが、冷戦が崩
壊することによって、歴史問題が前面に浮上し、協力
関係の弛緩と葛藤の反復を特徴とする新しい関係に変
容した、という理解である。このような見方は日韓関
係を論じるうえで常識ともいえる1。しかし、この常
識的な理解は次のような三つの点が補完される必要が
あると思われる。

1.	国際環境と国内政治、そして政治家

第一は、東アジアの国際体制についての補完である。
日本の敗戦によって、帝国日本が主導した帝国主義体
制が崩壊した。東アジアの諸国は脱帝国主義の課題に
取り組むことになるが、冷戦の到来によって、帝国主
義体制は完全に払拭されず、冷戦体制に覆われた形で
継続することになり、東アジアは「ポスト・コロニア
ル」な状態とも呼べるような時代を迎える。これに加
えて、東アジアの冷戦体制についても改めて考え直す
必要がある。周知のように東アジアの冷戦は、朝鮮戦

争という熱戦を戦ったこと、そしてその戦争が「休戦」
という形で持続することになり、冷戦体制は休戦体制
に変容した。本稿では以上の点に留意し、東アジアに
はグローバルに展開した冷戦体制のサブ・システムと
して、帝国主義体制と休戦体制が潜伏するような形で
日韓関係の展開に影響を及ぼしていたという点を念頭
に置き、日韓関係の把握を試みる。
第二に、日韓の相互関係と国内政治のあり方との関
係についても、補完が必要であろう。韓国の場合、新
生国として強烈なナショナリズムが国内政治の方向を
左右したが、政権の追求するナショナリズムの差が対
日政策に影響した。韓国においてナショナリズムは自
主化と近代化という二つの課題を追求するナショナリ
ズムに分裂し、相殺する関係にあった。自主化を追及
すると対日政策は歴史問題を中心に展開し日韓関係は
葛藤する反面、近代化を追求すると対日政策は経済を
中心に展開し日韓関係は緊密になる2。一方、日本の
場合は、日米安保をめぐる対立が国内政治の展開に大
きな意味を持っていたが、この対立が日韓関係に及ぼ
した影響を考えてみる必要がある。日米安保を容認す
るグループは日韓関係を重視し、安保に批判的なグル
ープは韓国重視政策に反対した。日米安保を容認する
グループの中でも保守本流は韓国と共有する経済的利
益を重視し、保守傍流は韓国の安全保障上の役割を重
視した。前者が追求したのは、韓国の経済的安定と発
展が韓国の安全保障のため重要であると考えた上で、
韓国との経済協力の推進を日本の安全につなげる政策
であり、後者が追求したのは、韓国と日本の安全保障
を直接連携させる政策であった 3。軽武装・経済主義
の保守本流が対韓政策においては経済協力優先論を主
張し、改憲・政治主義の保守傍流が安保協力優先論を
主張した。岸信介など「親韓派」と呼ばれた政治家の

南　　基正

戦後日韓関係の展開
―冷戦、ナショナリズム、リーダーシップの相互作用―



戦後日韓関係の展開 063

多くは保守傍流の流れに属していた。このような日韓
両国の国内政治の展開が日韓関係に影響を及ぼし、時
には引力として作用し、時には反発力として作用して
いた。
第三点目として指摘すべきは、政治家のリーダシッ
プの捕らえ方と関連する。冒頭で提示した「常識的」
理解は、日韓関係を取り巻く環境がすでに与えられた
ものとする考え方を暗に反映している。これまで日韓
関係の変容と関連して、政治家のリーダシップは、常
に与えられた国際環境、即ち冷戦という国際体制にど
のように適応すべきか、あるいは冷戦という条件をど
う利用するか、という角度から捕らえられてきた。し
かし、日韓関係を梃子にして、この地域の国際環境に
変容をもたらし、自らが望ましいと思う国際秩序の構
築を試みるところに、真の意味で、政治家のリーダシ
ップが発揮されるのであろう。特に、冷戦が崩壊し国
際秩序が流動化した時期、政治家個人のリーダシップ
が問われた。

2.	時期区分

次に日韓関係の時期区分を試みる。戦後世界史は、
冷戦と冷戦前後の三つの時期に分け論ずることができ
るが、日韓関係もこの大きな流れの中で展開した。従
って戦後日韓関係の時期区分においても、冷戦以前、
冷戦、冷戦後の三つの時期を設定することができる。
この中で他の時期より相対的に長く続いた冷戦期を
三つの時期に分けて考えてみる必要がある。日本と韓
国がともに米国と同盟関係にあったということから、
しかも両国とも米国と非対称的な同盟関係にあったこ
とから、米国の主導する東アジア国際体制に大きな影
響を受けていた。冷戦初期において米国は、東アジア
において日本を反共の砦とし、韓国・台湾・東南アジ
アを日本に連結することで反共戦線の安定化を図っ
た。この米国の政策は日韓国交正常化で一つの結果を
結んだといえる。しかし60年代後半ニクソンが登場
し、泥沼に陥っていたベトナムからの栄誉ある撤退政
策を推進し、続いて70年代に入り中国との和解を推
進するようになると、東アジアの冷戦体制は大きく揺
らいだ。デタントと米中和解の時期である。ソ連のア
フガニスタン侵攻は東アジアにおける緊張緩和の流れ
に終止符を打つ事件であった。新冷戦の到来である。
従って、東アジアの冷戦は、反共戦線安定化の冷戦初
期、米中和解の冷戦中期、新冷戦の冷戦後期と三つの
時期を経て展開した。
国内政治の展開も日韓関係の時期区分にかかわって
くる。このとき、特に韓国の国内政治の展開が日韓関
係に及ぼした影響が大きかったことを考慮すべきであ

る。その理由のひとつは、日韓関係の性格ともかかわ
るが、様々な側面において両国関係には非対称性が見
られ、多くの場合、韓国が先にアクションを起こし、
日本は受身の立場で日韓関係を調律したという点に起
因する。これに加え、冷戦期、日本の政治がいわゆる
「55年体制」として展開し比較的に安定的な自民党政
治が長く続いた反面、韓国は学生革命、軍事クーデタ
ー、大統領の暗殺などによる政治変動が激しく、前政
権に代わって登場した新政権は悉く対日政策の是正を
掲げ国民の支持を得ようとした。したがって、韓国の
政権交代をひとつの区切りとして日韓関係の時期区分
を試みることは不自然ではない。
以上を踏まえ、日韓関係の時期区分を試みる。第一
期は、冷戦構造が確定する以前の時期にあたり、日本
の敗戦により朝鮮が解放され、共に米軍の占領下に置
かれ、米国の戦後処理政策に圧倒的な影響を受けなが
ら、初期の条件が作られる時期である。敗戦・解放の
1945年からサンフランシスコ講和条約締結の1951年
までがこの時期に該当する。第二期は、冷戦期にあた
り、朝鮮戦争の最中、日韓会談が始まり、休戦体制の
影響を受けながら、日韓国交正常化を経て、日韓関係
の内容が詰められる時期である。1951年から1980年
代後半の長い時期がこれに当たる。この第二期はまた、
先の理由で、冷戦初期、冷戦中期、冷戦後期の三つの
小時期に分けることができる。第三期は、脱冷戦期と
呼ばれる時期であり、韓国の民主化と冷戦の崩壊によ
って、日韓関係が構造的変容の時期を迎えてから現在
までの時期である。
ただ、至極当然のように見えるこのような時期区分
論にも補完すべき点がある。即ち、冷戦の前後を統括
した視点の必要性である。日本の戦後史を「貫戦史
（trans-war history）」の視点から捉えようとする試み
があるが 4、それに加えて、冷戦を挟みその前後を断
絶より連続の視点からとらえる必要があるように思わ
れる。このような問題意識に立ち、日韓関係の展開を
「貫冷戦史（trans-cold war history）」、即ち「冷戦の以
前と以後を貫く歴史」の視点から把握することを試み
る。これまで、日韓関係は主に冷戦期に集中し語られ
てきた。しかし、このようなナレーションは、冷戦が
本格化するまで、初期の条件が作られる時期における
日韓関係を「無」として想定してしまう傾向を生む。
したがって、本稿では朝鮮の解放から戦争勃発によっ
て冷戦構図が本格化するまでの間をも考慮に入れて、
日韓関係を概観する。また、これまでの研究で脱冷戦
期における日韓関係は冷戦期との断絶に注目して論じ
られてきたが、冷戦期との連続の視点で補うことによ
って、日韓関係について奥行きのある理解が得られよ
う。
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Ⅱ. 第一期：敗戦と解放、戦争と講
和のなかの日韓関係

1.	日本の敗戦と朝鮮の解放

第二次世界大戦が終わり、世界的な帝国主義体制の
崩壊が始まった。東アジアにおいては帝国日本が敗戦
したことによって植民地朝鮮は解放された。日本と朝
鮮が新しい歴史を迎えるためには、帝国―植民地関係
を解消し、脱帝国―脱植民地の課題に取り組むことが 
要求された。しかし、それは即座に行われなかった。
朝鮮の解放は第二次世界大戦で日本が敗戦したこと
によってもたらされたものであった。1943年12月、
カイロに集まった米英中の首脳たちは戦争終結後の朝
鮮の地位について議論し、カイロ宣言において「前期
三大国ハ朝鮮ノ人民ノ奴隷状態ヲ留意シ軅テ朝鮮ヲ自
由且独立のモタラシムルノ決意ヲ有ス」ことが確認さ
れた。ポツダム宣言ではカイロ宣言の履行が確認され、
日本がポツダム宣言を受け入れることによって朝鮮は
解放されたのである。しかし、「軅テ（原文では、in 
due course）」の意味、即ち朝鮮独立への具体的な手
続きについて連合国間に最終的な合意がないまま、朝
鮮半島は米ソによる分割占領を迎え、そのまま分断政
権が生まれることになった。
朝鮮半島の分割は日本が分割を免れたことと対をな
す結果であった。当初、米国は対日占領政策を構想す
る過程で連合国による分割共同占領と直接統治の方案
を深刻に考慮していた。1945年8月8日、マッカーサ
ー司令部のブラックリスト作戦は日本に対する直接統
治を念頭においたものであり、統合戦争計画委員会
（JWPC）の日本領土に対する最終的占領案である政
策文書385/1は分割占領案を勧告していた。8月16日、
スターリンは北海道北部に対するソ連の占領を要求し
た。しかし8月18日、トルーマン大統領は、スター
リンの要求を拒否し、分割占領を回避することを勧告
する国務省案であるSWNCC70/5を承認した。8月22
日、トルーマン大統領はSWNCC150/3を承認し、統
治方式において日本政府を介した間接統治方式を最終
的に承認した 5。その代わり、朝鮮においては米ソに
よる分割占領と南朝鮮における米国の直接統治方式が
適用された。日本における単独占領・間接統治と朝鮮
における分割占領・直接統治はセットになっていた 6。
以上のような経緯で、日本と朝鮮が共に連合国の占
領統治を受けるようになり、日本と朝鮮は直接向かい
合うことなく連合国を介して対面することになった。
日本と朝鮮は直接交渉をもって帝国―植民地関係を解
消することができず、アメリカの占領（朝鮮半島の北
部ではソ連の占領）のもとで脱帝国と脱植民地化を図

ることとなった。従って、その両過程はそれぞれ別々
のもののように進展し、アメリカの東アジア政策に大
きく影響されるようになった。そして、日本と朝鮮が
直接向かい合うことなく時間が流れていくうちに、米
国の東アジア政策は冷戦の進展に影響され、帝国主義
克服の課題は留保されるようになっていった。帝国主
義体制は冷戦体制のなかに隠蔽されたのである。

2.	朝鮮戦争とサンフランシスコ講和

米国は朝鮮戦争が勃発すると対日講和の動きを本格
化させた。米国務省は日本の基地の自由な使用に固執
し講和に消極的だった軍部を抑え早期講和に乗り出し
た。米国は当初、対日講和への韓国の署名国参加を真
剣に考慮していた。南北朝鮮に政府が樹立される以前
の1947年3月にマッカーサーは「来る対日講和条約
に朝鮮も代表を送ることになるだろう」と公言してい
たし、大韓民国政府の誕生後には、ムチオ初代駐韓米
大使が本国に韓国の参加を進言していた 7。これを受
け、米国政府はその方針で臨んでいた。更に、韓国に
対日講和条約署名国の位置を与えることによって、朝
鮮戦争を戦う韓国民を勇気付け、韓国を政治的にサポ
ートする効果が期待できることも考慮された。

1951年1月26日、朝鮮戦争を戦っていた李承晩大
統領は「対日講和会議に対する韓国政府の方針」を発
表し、講和会議参加への希望を表明した。中国人民志
願軍の第二次総攻勢によって再度ソウルを追われてい
る時期であった。「方針」では、1904年から1910年
まで旧韓国と日本との間で締結された全ての条約･協
定の廃棄が講和条約で確認されるべきであると要求し
ているが、他方、不合理な賠償を要求しないことも確
約していた。1949年3月に韓国政府が完成させた『対
日賠償要求調書』において、現物返還を除いても21
億ドルの賠償を要求することができると算定していた
にも関わらずのことであった。何よりもそれは寛大な
対日条約を想定していた米国側に配慮したためであっ
た。李承晩政権は、賠償による経済的利益よりも、署
名国の地位を得るという政治的利益をより重視してい
た。
しかし李承晩の意図は挫折した。中華人民共和国の
招聘を要求していたイギリスの反対もあったが、韓国
の招聘に日本は強力に反対した。韓国が日本と戦争状
態になかったことに加え、「もし韓国が署名すれば、
100万人の在日朝鮮人が連合国人として補償を受ける
権利を取得することになり不都合である」ということ
がその理由であった 8。米国は日本の意見を受け入れ、
韓国は講和会議にオブザーバーとして参加したもの
の、講和条約の署名国の地位を得ることはできなかっ
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た。署名国のリストから外れたことについて、韓国は
外相声明を出し、「迫ってきた日本との平和条約にお
いて韓国の参加を排除したことは非合理性が犯す非道
さの極まり」であると非難し、「平和は隣国から始ま
るにもかかわらず、日本の最も近い隣国が除外され、
敵意は調節されずに残り、敵意を深める未来の攻撃的
意図は制御されないままである」と不満をあらわにし
た9。
それでも韓国はアメリカに使節団を派遣するなど、
意見を伝えようと努力した。その中でももっとも力を
注いだのが、解放後の朝鮮における日本の公共･私有
財産の没収を確定した米軍政庁法令33号「朝鮮内に
ある日本人財産権取得に関する件」の効力を確認する
ことであった。韓国の要請を受け、米国が作成を主導
した対日講和条約の最終草案には、第4条のb項とし
て「日本国は（朝鮮において）合衆国軍事当局により、
又はその指令に従ってなされた日本国及びその国民の
財産処理の効力を承認する」という文章が含まれた。
日本はこれを承認した。国会で第4条の意味を問わ

れた西村熊雄外務相条約局長は、第4条が「日韓間で
話し合いをする場合、日本にとっては（範囲や効果な
ど）大いに制約されることになる条項でございまして
面白くないと存じております」と答えている。日韓交
渉において在韓日本人財産の請求権を放棄したことを
前提としなければならない現実を考えての答弁であっ
たと思われる。しかし、後述するように、日本は日韓
交渉の第一次会談からいわゆる「逆請求権」を要求し、
韓国側を当惑させた。
韓国側はそのほかにもいくつかの要望を米国側に伝
えたが、第4条b項を得るに終わっている。そして韓
国がサンフランシスコ講和条約に署名できなかったた
め、国交樹立問題を含め、その他の事項に関しては日
韓両国間の交渉で決めていくことになった。

Ⅲ. 第二期（1）：冷戦初期―休戦体
制の下の1965年体制の成立

1.	李承晩と自主化ナショナリズムの時期

日韓会談は 1951年 10月から 1965年 6月まで、14
年にわたる波乱と難航のマラソン交渉になった。14
年間7次にわたる交渉では、歴史の清算を要求する韓
国と、懸案の法律的解決に固執する日本が対立し続け
たが、お互いを引き合わせ最終的に合意に至らせたの
は、安全保障の論理であった。そしてそれはアメリカ
の望むことでもあった。朝鮮戦争勃発という事態に乗
じてロール・バックを試みた米国だが、中国の参戦で

失敗し、朝鮮戦争が休戦で収束した結果、冷戦は長期
化することが予想された。米国は反共の前哨であり、
朝鮮戦争を経て「戦場国家」10とも呼べるような国家
体制に変貌した韓国と、朝鮮戦争を通じて米軍の基地
としての役割を演じ、「基地国家」11と化していた日
本を結ぶことによって、東アジアにおける地域統合を
完成し、反共戦線の安定化を図っていた。一方、李承
晩は過剰な「戦場国家」意識に立ち、日本に対して反
共戦線での共同行動を要求したが、軽武装経済主義路
線に立っていた吉田茂はこれを拒否した。李承晩にと
ってそれは背信行為であり、そこからくる喪失感は対
日「自主化ナショナリズム」の達成により補われなけ
ればならなかった。
李承晩は日本との対話の前提として何よりもまず、
日本の謝罪と日韓間平等関係の確認を要求した。日韓
会談を前にして李承晩が日本に対してもっとも強力に
要求していたのは、「過去の過ちに対する悔恨」と「現
在と将来にわたり我々を公正に相手するという新しい
決意と具体的建設的証拠」であった12。なかでも、韓
国側が示した「新しい決意と具体的建設的証拠」とは
請求権問題の解決であった。しかし会談に臨む日本側
は請求権問題を日韓会談の議題にすることにさえ消極
的であったばかりか、日本側は韓国に対して日本も請
求権を要求することができると主張した。日本の逆請
求権主張に対して李承晩は当然反発し、日本に対する
懲罰に出た。いわゆる「平和線（李承晩ライン）」を
侵犯した日本漁船の拿捕を命令し、漁民に対する刑事
処罰まで想定した捕獲審判令を公布するなど一連の強
硬政策に出たのである。これが日韓間の漁業紛争を本
格化させる契機になった。このような雰囲気のなかで
1953年10月に行われた第三次日韓会談は、第二回会
議の席上で、いわゆる「久保田妄言」が突出したと伝
えられると韓国の対日世論が悪化し、日本側も対立の
姿勢を崩さなかったため結局、会談は決裂してしまっ
た。以後、李承晩政権での日韓会談は、1960年4月
の学生革命によって、政権を追われるまでいかなる具
体的な進展を見ることができなかった。李承晩政権期
は、強力な「自主化ナショナリズム」の時代であった。

2.	近代化ナショナリズムの追求と日韓国交正常化

学生革命後、同年8月23日に出発した張勉政権は
対日外交の正常化を緊急の課題として設定した。8月
27日の就任後、初めての施政演説で張勉総理は「日
韓両国の外交関係を正常化するため両国間の会談を再
開することと在日同胞の経済的支援及び教育に関する
指導などを積極化すること、同胞の資本を国内に導入
する道を切り開くことが急務の一つ」であると強調し



066

7 2012.3

た 13。日韓国交正常化は張勉の持論であった。張勉は
すでに、1956年に副大統領に就任直後の新聞会見に
おいて日韓関係正常化への熱意を表明したことがあっ
た。張勉政権は第二共和国の最重要課題として経済再
建をあげ、経済第一主義を政策スローガンとして掲げ
た。日韓国交正常化はそのために達成すべき最大の外
交課題であった。総理就任式での施政方針演説では六
項目の政策要綱が発表されたが、その第一に、「日韓
両国間の外交関係正常化のための会談再開」があげら
れたほどであった14。また張勉政府は、日韓経済協力
体制の樹立について頻繁に言及し、張勉政府の下で採
択された第一次経済開発計画五カ年計画（62-66年）
には相当額に及ぶ日本からの援助と借款が想定されて
いた。このように張勉政権下では「自主化ナショナリ
ズム」から「近代化ナショナリズム」への転換が図ら
れた。この目的を実現するために張勉時期には植民地
期に「日本による近代化」を経験した人物たちが復帰
してきた。
一方、日本の外務省でも国交正常化が可視化したと
の判断の下、具体的な問題解決のための交渉戦略が立
てられた。李承晩時期、日韓間においてもっとも大き
な問題として浮上した財産請求権問題は「棚上げする
ことが適切」であり、「過去の補償としてではなく韓
国の将来の経済に寄与するという趣旨であればある種
の経済協力を実施する意味」があるとして、経済協力
資金方式での妥結を目標として設定していた。日本で
は張勉政権の発足を「知日内閣」の登場として歓迎す
る雰囲気があり、親韓派グループが積極的に動いてい
た15。こうして韓国の親日人脈と日本の親韓派グルー
プの結託による国交正常化は目前に迫っているように
思われたが、1961年5月の軍事クーデターによって
会談は中断した。
朴正熙はクーデターの大義名分を経済再建に求め
た。そのため日本の資金が必要であった朴正熙は日本
に対する「自主化ナショナリズム」を押さえ、日本に
よる「近代化」を目指したのである。朴正熙の時代に
は、張勉政権期によりも強力な「近代化ナショナリズ
ム」が支配していた。朴正熙は国交正常化妥結の意義
を説明しながら、自ら次のように言っている。すなわ
ち、朴は、65年6月、日韓会談妥結に接して発表した
談話において、「我々の自由と独立を守護し明日の祖
国のためにできることがあるとしたら、難しいことで
はあるが過去の感情を洗い流すことこそが真の心で祖
国を愛する道」であるといっている 16。ここで「明日
の祖国のためできること」とは「祖国近代化」を意味
していた。
このような韓国の国内事情に加え、米国も日韓の国
交正常化に積極的であった。1960年代初め、米国は

中国の動向に神経を尖らせ、ベトナムでの情勢悪化に
苦しんでいた。1961年には中朝友好協力条約が成立
し、64年には中国が核実験に成功した。ここで、日
韓間の安定的な関係樹立が急務として浮上した。米国
に代わり、日本が韓国支援を担うよう求めたのである。
それは米地上軍を撤退させるという長期的計画に基づ
くものであった。米国は日韓国交正常化を支持し、支
援した。
朴正熙政権に入り、日韓交渉は大きく進展した。第

6次及び第7次会談を通じて請求権問題は経済協力方
式で妥結し、韓国併合条約など過去の条約については
その不法性如何を言及せず、ただその効力が停止した
と無効を宣言するに留まった。無効の時期をどこに
設定するかについても論争はあったものの、「もはや
（already）」という曖昧な表現をわざわざ使うことで
議論の破綻を回避したが、この言葉は両国政府がそれ
ぞれ国内の反対勢力を説得するときに用いる便宜的な
装置として機能してきた。そして、1965年に日韓国
交正常化は達成されるが、これは「戦場国家」と「基
地国家」の連携を意味していた。その経済的表現は経
済戦場国家と生産基地国家の提携であった。アジア
において独立と革命、内戦で綴られた「政治の時代」
50年代が過ぎ、60年代においては開発と経済成長で
覆われた「経済の時代」へと顕著な変化が見られたが、
日韓国交正常化は、この1965年から1975年までの「転
換の10年」の始まりと軌を同じくする出来事であっ
た 17。

Ⅳ. 第二期（2）：冷戦中期―米中和
解のなかの日韓関係

1.	冷戦変容期の東北アジア

さらに、60年代後半になると、ニクソンの登場
で米国のアジア政策が大きく変わろうとしていた。
1968年、ジョンソン政権に変わって登場したニクソ
ン政権は「ベトナムからの名誉ある撤退」を基本戦略
として採択し、翌年の1969年にはグアム・ドクトリ
ンを発表してアジアにおける直接的軍事介入を回避す
る方針を打ち立てた。同年ヘルシンキでは米ソの間で
第一次戦略兵器制限交渉（SALT1）が始まり、世界
政治はデタントと知られる時期に入った。
しかし、朝鮮半島では、1968年からむしろ緊張が

高まった。1968年1月21日には、武装ゲリラによる
青瓦台襲撃事件が起こり、二日後の1月23日には、
米国海軍の情報収集艦であるプエブロ号が北朝鮮に拿
捕される事件が発生した。翌年の1969年4月15日に
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は、北朝鮮のミグ戦闘機が米国のEC-121偵察機を撃
墜させる事件が起こった。相次ぐ、北朝鮮の徴発に対
し、朴正熙は米国に対して共同の報復作戦に出ること
を要求したが、米国はこれを拒否した。韓国は米国の
防衛公約に疑問を感じるようになった。そこで米国と
しては「戦場国家」と「基地国家」の連携が揺らぎの
ないものであることを韓国に確認させる必要があっ
た。1969年、ニクソン大統領と佐藤首相は、日米共
同声明後に発せられた共同声明で、「韓国条項」を含
めることで、韓国の安保不安に答えようとした。佐藤
首相は、朝鮮半島で緊張が持続している条件の下で「韓
国の安保が日本の安保に緊要である」と言及したので
ある。また、共同声明では沖縄の米軍基地を韓国の防
衛のために活用することにも同意した18。
このような日本の政策は1970年代に入り、変化を
見せた。1971年7月、ニクソン大統領はテレビ演説
を通じ、中国訪問計画を明かした。日本の頭越しで始
まった米中和解のプロセスに日本はショックを受けた
が、すぐにこれに順応し日中国交正常化に乗り出した。
1972年1月、佐藤首相とニクソン大統領との共同声
明では、「韓国条項」が削除された。「韓国条項」に象
徴される日韓の安保連携を取り消すことは、中国、ソ
連、北朝鮮へのメッセージであった。中国と国交を正
常化し、ソ連と平和条約を締結し、北朝鮮と関係改善
を進めることは戦後日本外交の残された課題であっ
た。1972年、田中内閣の下で、日本は米中和解の流
れにのって中国との国交を正常化した。1971年9月、
キシンジャーの中国訪問で米中関係が動き始めると、
9月に金日成は朝日新聞のインタビューを通じて、日
本との交流拡大を呼びかけた。日中が国交を成立され
ると、北朝鮮は更に柔軟な姿勢を見せ、従来のように
日韓基本条約の破棄を前提とせず、日朝関係改善を呼
びかけた 19。このような北朝鮮の積極的な態度に呼応
し、日本は北朝鮮との国交正常化を視野に入れた行動
を取り始めた。田中内閣の木村俊夫外相は、韓国の唯
一合法性を否定し、北朝鮮との国交正常化を暗示した。
1972年に日本は北朝鮮と貿易覚書を締結し、日朝間
の貿易量が急増した 20。1973年9月には日本は、韓国
が派兵して戦っている相手の北ベトナムとも外交関係
を樹立した。米中和解と日中国交正常化により、休戦
体制は弛緩し、それによって「戦場国家」と「基地国
家」の連携も不確実なものになっていった。韓国は孤
立感を深め「自主防衛」政策を進めた。また、米国の
安保公約における後退は、韓国にして国内体制の取締
りを強化させる理由となり、維新体制を宣布する口実
となった。維新体制の宣布によって、それでなくても
脆弱であった韓国の民主主義は最終的に廃棄処分され
た。このような時代を背景に、金大中拉致事件と文世

光による朴大統領暗殺未遂事件が起きた。日韓関係は
二つの事件をめぐりギクシャクした。

2.	金大中拉致事件と朴大統領暗殺未遂事件

1971年4月の大統領選挙で善戦し朴正熙を緊張さ
せた金大中は、1972年に「維新」憲法を宣言し朴正
熙政権が独裁体制を強めると、日米を行き来しながら
政権批判活動を続けていた。特に金大中は日本の有職
者に対して韓国の現実に関心を持つよう呼びかけた。
朴政権への支持で一貫していた自民党のなかでも木村
武雄前建設相、赤城宗徳前農相などが金大中氏の活動
に関心を表明し始めた。自民党内でアジア･アフリカ
研究会を組織し、責任者として会を率いていた宇都宮
徳馬も金大中の活動を接し、韓国政治に対し批判的関
心を持つようになった 21。拉致事件は韓民統（韓国民
主回復統一促進国民会議）日本支部の結成のため三度
目の来日中であった73年8月8日に起きた。東京で拉
致された金大中は、6日後の13日、ソウルの自宅前で
拉致犯行グループから解放され自宅に戻ったが、9月
5日になり、金大中が拉致されたホテルの部屋で駐日
韓国大使館員・金東雲のものとみられる指紋が発見さ
れ、金大中拉致事件は新しい局面を迎えた 22。韓国大
使館員が事件に関わったとすると、事件は韓国の国家
機関による犯罪であり、日本の主権を侵害した深刻な
事態に発展しかねない状況であった。日韓国交正常化
後の蜜月時代は揺らぎ、日韓関係は危機に陥ったが、
特使外交により政治決着が試みられた。11月1日、金
溶植外相は後宮虎郎駐韓大使と会談し、金東雲に対す
る捜査を継続する、金大中氏の日本滞在中の言動に対
し責任を問わない、金鍾泌国務総理が訪日し田中首相
と面談する際に日本の政府と国民に遺憾の意を表明す
る、などを条件に事件の決着を提案した。翌日、二階
堂進官房長官は談話を発表し、韓国側の提案を評価し
た。同日、金鍾泌総理が朴大統領の親書を携帯して訪
日し、田中首相と会談して政治決着が図られた。しか
し、金東雲の処分についての日韓間の意見は不一致し
たままになり、翌年に起こった朴大統領暗殺未遂事件
の解決を巡る交渉で、金大中問題は再浮上した 23。
金大中事件発生からちょうど一年後の1974年8月

15日、ソウルの光復節（解放記念日）の記念式場で、
在日韓国青年の文世光が演説中の朴大統領を狙撃する
事件が発生した。朴大統領は演壇の下に隠れ無事だっ
たが、大統領夫人が流れ弾に打たれ死去した。二日後
の17日、韓国の捜査本部は、狙撃事件の背後に朝鮮
総連があると発表した。文世光に対しては、10月19
日に死刑判決が下され、2ヵ月後の12月20日に死刑
が執行された。金大中拉致事件で窮地に立たされた韓
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国は、朴大統領暗殺未遂事件が起きると日本政府を激
烈に非難し、反攻にでた。9月6日、金東祚外相が後
宮大使を呼び、日本政府が事件の責任を認め韓国民に
謝罪し、捜査に協力すると共に、朝鮮総連を含め反韓
国活動を行う団体を徹底的に取り締まることを要求し
た。これを受け、9月19日には、椎名悦三郎・自民党
副総裁が田中首相の書簡を携帯し訪韓した。書簡は事
件発生に対して謝罪し、再発防止のための努力、捜査
への協力、反韓国活動の取り締まりなどを約束する内
容のものであった。朝鮮総連を明記し解散させるべき
だとする韓国の立場との隔たりがあり、書簡の内容は
韓国政府としては不満の残るものであったが、韓国政
府がこれを受け入れたことで、朴大統領狙撃事件を
めぐってこじれた日韓関係は収拾局面に向かい始め
た24。その背後には日韓関係の弱化が北朝鮮に利する
という戦略的判断が作用していた。

1975年4月、サイゴンが陥落し、ベトナムが共産化
したことで、東アジアの安保環境はさらに悪化してい
た。韓国はもちろん極度に緊張したが、日本のなかで
も、「次は韓国か」という危機感が高まった。「釜山赤
旗論」が再浮上したのである。日本にとっての韓国の
戦略的重要性が再度、認識された。1975年8月、フォ
ード－三木会談で、69年の「韓国条項」が復活した。「韓
国の安保は朝鮮半島の平和維持に必須であり、これは
日本の含む東アジアの平和と安定に必要である」こと
が確認された。同時に、金大中拉致事件と朴大統領狙
撃事件で葛藤した日韓関係はこれで収拾した。日韓両
政府は、二つの事件を「ワン・セット」にして、両方
ともこれ以上問題にしない、ということを約束し、決
着をつけたのである25。

3.	政府の癒着と市民の連帯

他方、日韓国交正常化が成立すると、日韓間には様々
なチャンネルの協力関係が出来上がった。国交正常化
交渉中の1957年12月、岸信介内閣の時に「日韓文化
協会」が設立され辛うじて両国の民間協力の窓口にな
っていたが、国交正常化後には「日韓協力委員会」、「日
韓民間経済合同委員会」、「日韓国会議員懇談会」など
の組織が立ち上げられ、準政府間、民間レベルの協力
チャンネルとして機能した。これらの組織は国交正常
化後の日韓関係を安定化する上で一定の役割を果たし
たが、その反面「韓国ロビー」の温床となり、日韓関
係を「黒い癒着」の谷間に陥れる要因にもなった26。
またこれらの組織は朴正熙政権内部の人物と日本の
業者が結託し政治資金を捻出するルートとしても利用
され、韓国国民に日本が韓国の権威主義的統治に協
力し政治腐敗を助長していという印象を与えていた。

1970年12月19日の『朝鮮日報』は社説において、日
韓両国が協力の新しい関係を確立し関係を強化してい
るように見えるが、利益を得ているのは一部の政治家
と商人たちだけであり、一般市民は決して満足のでき
るようなものではないと書き、日韓関係の現状を批判
した。韓国における民主化運動は自然に反日運動の性
格をも帯びるようになった。民主化運動が弾圧される
ようになると、日韓癒着を批判する反日デモの形を借
り朴政権への批判運動が続けられた。
日韓の政府間に癒着構造が深まる反面、日韓の市民
間には連帯運動が展開された。日本と韓国の市民たち
は、日韓国交正常化交渉に共に反対したが、韓国の市
民運動が反朴正熙・反日運動の高揚として組織された
のに対し、日本の日韓会談反対運動は安保闘争の延長
として展開され、両国の市民運動が共鳴することはな
かった。両国の市民運動はもっぱら国内政治の論理に
依拠しており、更には、日本の平和運動側に韓国の反
日民族主義への理解が欠けていたこともあり、両国の
市民運動はすれ違うことが多かった27。しかし、1973
年8月に起きた金大中拉致事件を通じて、日本の市民
たちの間では韓国の民主化運動と連帯しようとする動
きが起きた。その中心には「日本の対韓政策を正し、
韓国民主化闘争に連帯する日本連絡会議（1974年4
月結成。略称、日韓連帯連絡会議）」があった 28。日
韓連帯連絡会議を中心に展開された運動は冷戦が作り
出すイデオロギー対立から離れ、人権運動として展開
されたこと、韓国ナショナリズムへの積極的評価に立
脚し、日本の植民支配への反省と日本企業の韓国進出
を批判したことなど、過去の運動より変化・発展した
と評価できる。しかし、韓国政府への辛辣な批判に比
べて異様にも見える北朝鮮に対する意図的な沈黙や朴
正熙政権の志向する「近代化ナショナリズム」への没
理解などは、現実認識の誤謬とも指摘され、反共民主
主義と近代化を熱望した韓国国民から不信感を抱かれ
る契機にもなった29。このような限界にもかかわらず、
金大中拉致事件を契機に日本の市民社会で生まれた一
連の動きは、冷戦終焉後に始まる、日韓関係における
「市民の時代」の幕開けを準備するものとしての意義
をもつものであった。

Ⅴ. 第二期（3）：冷戦後期―新冷戦
と日韓関係

1.	短い「ソウルの春」と日韓関係

1979年10月、朴大統領が側近であり中央情報部長
であった金載圭に暗殺され、維新体制は崩壊した。ソ
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ウルに民主化の春が訪れた。しかし、79年12月12日、
下克上の軍事反乱を起こし軍部内の権力を掌握した新
軍部勢力は80年5月17日、非常戒厳令拡大措置をとり、
民主主義を要求する勢力を弾圧し、民主化運動の中心
にあった野党指導者の金泳三、金大中の両氏などを逮
捕・軟禁した。これに抗議して立ち上がったのが光州
民主化抗争であった。しかし抗争は、5月27日、光州
市内に突入した軍によって鎮圧され、短かった「ソウ
ルの春」が終わった。光州の市民抗争を抑えた後、新
軍部勢力の中心であった全斗煥は大統領に就任し、韓
国は再び、軍部による権威主義統治の時代に入った。
非常戒厳令拡大措置によって逮捕されていた金大中
は、「内乱陰謀事件」の首謀者として軍法会議に立た
された。光州民主化運動の背後であることに加え、「韓
民統」の議長に就任したというのが罪名であり、これ
が国家保安法1条1項の「反国家団体首魁」嫌疑にか
かり死刑が宣告された。これは、金大中拉致事件を政
治決着で収拾した時、韓国政府は金大中氏の日本滞在
中の政治活動について問題視しないとした約束を違反
するものであったため、日本政府は事態を注視した。
日本政府は朴大統領の死去の直後、政治の空白をもっ
とも恐れ、韓国の安定化に関心を持っていた。民主化
より安定化を望んでいたのである。12・12の「粛軍
クーデター」の時も、民主化に期待した米国がこれを
批判したが、日本はむしろ安心し、新しく登場した新
軍部勢力と正常な関係を維持し、その後も政治的協力
を惜しまなかった。特に、日本は1979年12月から80
年5月にかけて、6度にわたり、日本の情報機関の諜
報だとして、北朝鮮による韓国への侵攻可能性につい
て情報を提供していたという指摘もある 30。
しかし、金大中氏に死刑が宣告されると、日韓市民
連帯運動にかかわった日本の市民たちは「金大中救出
運動」を組織的に展開し、日本政府を圧迫した。鈴木
首相は金大中への死刑宣告の直後、死刑が執行されれ
ば両国関係に好ましくない影響を与える、と憂慮を表
明した。伊東外相も、韓国が1973年の協定を違反し
た場合、外交関係に深刻な不和を招くことになると警
告した。韓国最高裁が1980年11月3日、金大中に死
刑を宣告すると、日本は抗議の度合いを更に強めたが、
韓国の全斗煥政権はこのような日本の態度を「植民地
的行動の残滓」と非難した。このような金大中問題を
めぐる日韓間の対立は米国の仲介によって妥結した。
米国政府は1981年2月に予定された全斗煥－レーガ
ン首脳会談の条件として金大中に対する死刑判決を見
直すことを要求した。死刑宣告は25年の懲役刑に減
刑し、金大中が渡米することで事件は落着した 31。ソ
連のアフガン侵攻によって始まっていた新冷戦の影響
をここで確認することができる。

2.	安保経済協力と「日韓新時代」の幕開け

一方で、経済戦場国家と生産基地国家の結びつきは
「安保経協」を通じて再確認された。金大中問題が収
まると、1981年8月に全斗煥政権は60億ドルの借款
を日本政府に要求し、鈴木政権を驚かせた。全斗煥は
安全保障と経済協力を直接関連させた。1981年の韓
米首脳会談でレーガン大統領は韓国に対する安保公約
を再確認し、ソ連に対する日米韓の統合戦線が重要で
あることを強調した。韓国の立場から見て、冷戦の前
哨で戦っている韓国に自らの安全保障の多くを依存し
ている日本は、韓国が果たしている戦争抑止の努力に
対して応分の支払いをしなければならないと考えられ
た。それは、韓国が日本に対し安全を提供し、日本は
韓国に経済支援を行うという、同盟国同士の対等な立
場での義務―権利関係のようなものと認識された。
歴史教科諸問題が絡み、交渉は長期化したが、中曽
根内閣の登場で安保借款問題は急進展した。中曽根
は米国の新冷戦政策に日本を同調させた。中曽根は
首相就任後初めての海外訪問の地として韓国を選び、
1981年1月に訪韓した。この場で、中曽根は日本の
朝鮮に対する植民地支配について「遺憾」を表明し、
両首脳は40億ドルの借款協定に合意した。「日韓新時
代」の幕開けだった。
全斗煥政権とそれに継ぐ盧泰愚政権は朴正熙の「近
代化信仰」を継承した。全斗煥の近代化信仰は「先進
祖国創造」というスローガンに現れた。その一方で、
全斗煥政権は、クーデターの正当性を訴えるためにも
「過去からの断絶」を知らしめる必要性に迫られた。
その結果、朴政権時代に対日外交を指揮していた人物
は交代を余儀なくされ、日韓癒着を可能にしたパイプ
は閉ざされてしまったのである。新しく登場した世代
は、クーデターの中核勢力であった陸軍士官学校11
期を中心としたもので、彼らは士官学校在学時代から、
自分たちこそ真の第一期であるとの自意識の下、強い
団結力を誇示してきた世代であった。彼らが新しく登
用した官僚たちは、彼らと同様に解放後に成長し、ハ
ングル民族主義の下で教育を受け、特に日本に対する
民族意識が強い特徴を共有していた。もちろん、植民
地時代に皇国臣民教育を受けた前世代とは違って、日
本に対する鬱屈した感情もなかった 32。当然、日本に
対する要求も政策も、強硬なものであった。しかし、
全斗煥の場合は以前と違い、被害者の立場からの要求
ではなかった。むしろ、韓国が日本の経済成長のため
の安全を提供しているという、恩恵を与える立場から
の要求であった。安保経済協力の要求がその表れであ
った。日本国内では安全保障問題と経済協力の問題を
関連させることに対する議論が沸騰したが、日本政府
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としては歴史清算の要求より反応しやすかった要求で
あったと思われる。
一方、この時期、歴史問題をめぐってはどのような
状況であったのだろうか。1982年、日韓関係は第一
次歴史教科諸問題で揺れ動いたが、全斗煥政権の韓国
はこの問題を「反日」ではなく「克日」の課題として
解決すべきとして、日本に対する強硬な行動を自制し
国内向けの処理を試みた。86年夏には日本の代表的
保守系団体「日本を守る国民会議」の作った教科書を
日本文部省が合格を認めるという事態が起こった。こ
れは韓国にとって82年の教科書問題以上に深刻な事
案であり、韓国併合を合理化した「藤尾妄言」と重な
ったことで韓国国内の対日強硬世論はいつになく高ま
ったが、日韓間紛争の激烈さにおいては82年度の教
科書紛争より弱かったと評価されている。このような
形で全斗煥・盧泰愚政権期においては両政権が追求し
た「近代化ナショナリズム」のなかで、日韓協力の構
図が基本的に維持されていた。

Ⅵ. 脱冷戦期―脱帝国主義体制・脱
休戦体制の模索

1.	金泳三政権と「歴史の立て直し」

1989年にベルリンの壁が崩壊し、続いて91年にソ
連が解体され、冷戦が終焉した。世界的な脱冷戦の時
代が始まった。しかし脱冷戦のもつ意味は地域によっ
て異なった。東アジアにおいては、冷戦体制が取り去
られた後、冷戦体制に覆われ隠蔽されていた帝国主義
体制と休戦体制が姿を現したのである。冷戦後、日韓
関係が歴史問題をめぐり、以前にも増して頻繁に葛藤
したこと、そして北朝鮮の核開発問題をめぐり朝鮮半
島情勢が緊張したことは、このような東アジアの国際
システムの変化に起因するものであった。
同時に、韓国では民主化の流れが本格化した。87

年6月の民主化革命は、組織化した学生運動に、それ
まで続けられていた社会運動が結合した上、「ネクタ
イ部隊」といわれた大勢の市民たちが参画して成功し
たものであった。この流れを汲み、民主化の始まりと
ともに大挙して登場した市民団体は、「文民政府」と
呼ばれた金泳三政権と、「国民の政府」と呼ばれた金
大中政権を経てその影響力を増大させ、さらには「参
与政府」をスローガンに掲げた盧武鉉政権に至っては
市民団体の中興期を迎え、韓国の市民社会は飛躍的に
発展した。同時に、日韓関係に及ぼす韓国市民運動の
影響力は増大した。特に、1965年の請求権協定を根
拠に、日韓政府間で「解決済み」とされた個人補償問

題に取り組み始め、日本の市民団体とも連帯したこと
で、韓国の民主化を契機に、日韓関係は「構造的変容
期」を迎えた。

90年代初め「従軍慰安婦」問題が浮上し、95年に
日本で「国会決議」をめぐる一連の反発行動が韓国
に伝わると日韓関係は急激に冷え込んだ。このよう
な事態に対して金泳三大統領は「（繰り返される日本
の）悪癖を治してやる」と激しい言葉を使いながら
激烈に対応した 33。そんななか迎えた日韓国交正常化
30周年の1995年には日韓間において公式の協力を通
じたいかなる交流イベントも実施されることはなかっ
た。むしろ、解放50周年を記念して8月15日に朝鮮
総督府の建物を壊す解体のイベントが行われた。金泳
三政府は過去の「軍部独裁の清算」とともに、軍部独
裁政権が推進してきた「日本による近代化」路線に修
正を加えた。これに対して、細川内閣から村山内閣に
いたるまで非自民党総理に率いられた政権のなかでは
韓国側からの「歴史清算」要求に呼応するグループも
現れたが、むしろ自民党内部においてはこれに反発す
る勢力が組織化する結果を招来した。これは「自主化
ナショナリズム」の下での「懲罰―反発」構図の変形
された再来であった。金泳三政府の対日強硬策は日本
国内において対韓協力を訴えるグループの弱化につな
がり、これが1997年には韓国の経済金融危機を収拾
不可能な事態にまで追い込み、いわゆる「IMF事態」
を招来する遠因になったという指摘もある。

2.	金大中政権と休戦体制克服の試み

金大中政権は金泳三政権の対日強硬策を修正し、98
年に小渕首相との間で署名され発表された「21世紀
にむけた新しい日韓パートナーシップ宣言」を契機に
日韓関係は戦後最高の蜜月時代を迎えた。「新パート
ナーシップ宣言」は日本が過去の歴史に触れ謝罪した
のを受け、韓国は過去の問題について「不問」に付す
ばかりでなく、更には、日本の戦後における民主主義
と平和のための努力を積極的に評価するというところ
まで進んだものであった34。
金大中政権は「国民的な協力の新時代」の達成を新
しい目標として掲げた。新パートナーシップ宣言は、
戦後、初めて日本政府が韓国民に対して植民地支配の
反省とお詫びを表明した文書でもあったが、韓国国民
の戦後日本に対する認識を改めて示したところに画期
的な意味があった。それは、金大中の持論であった。
金大中は1995年、大統領になる以前に行われた、日
本記者クラブでの演説で、韓国民は「日本がなしとげ
た戦後50年間の民主主義、平和憲法、世界最大規模
の対外経済支援、軍事費の自発的な制限、非核三原則
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の選択、そして何よりも多数の日本の国民が二度と過
去は繰り返さないという決意を心に秘めているという
事実を十分に知っていない」と指摘し、「戦後の日本
がなしとげたさまざまな肯定的な業績に対しても正当
に評価し、尊敬する度量と誠実さをもたねばならない」
と評価していた35。
新パートナーシップ宣言が出された1998年に、金
大中政権が国内の世論の反発を押し切り、新日韓漁業
協定を締結したことは、1997年の金融危機を打開す
るために日本の協力が必要であったという、戦略的判
断が働いた結果でもあったが、未来志向型日韓関係の
構築に強い意志を持つ大統領の政治リーダシップの発
揮があってこそ可能であった 36。
さらに、金大中政権は韓国の歴史上初めて、脱「戦

場国家」化を図った政権であった。2000年の南北首
脳会談はそれを象徴する出来事であった。そのため、
「戦場国家」と「基地国家」の連携として意味を持っ
ていた日韓関係にも変化が必要であった。休戦体制克
服の課題に日本と共に取り組むことを呼びかけたので
ある。金大中政権は日朝国交正常化を積極的に評価し、
後押しした。
一方、金大中政権の北朝鮮に対する積極政策として
の「太陽政策」は一種の「北朝鮮近代化プロジェクト」
であった。その意味で「太陽政策」は、外勢を排除し
民族の団結を最優先する統一志向の「自主化ナショナ
リズム」の戦略であったというよりは、南北朝鮮を併
せた「国民経済」の創出とそのための産業化に重きを
おく「近代化ナショナリズム」の戦略であったといえ
る。そのため、もう一度日本の協力が必要とされたの
である。従って、金大中政権は日朝関係の改善とその
ための日本の努力に対して期待する態度を崩すことは
なかった。この意味で、金大中政権の対日政策は、南
北朝鮮を統合した民族の「近代化」を成し遂げるため
の「近代化ナショナリズム」を掲げたなかで、韓国は
歴史問題について柔軟に対処し、日本は朝鮮半島の経
済発展への「協力」を模索するという、「不問―協力」
関係の復活・変形を意図したものであったといえる。

Ⅶ. おわりに

これまでが、1945年から金大中政権までの日韓関
係の展開についての素描であるが、盧武鉉政権の対日
政策も基本的に金大中政権の対日政策と同じ構想の上
で展開した。しかし、民主化をいっそう進める上で、
過去の歴史からの断絶を強く推し進めた結果、歴史問
題で日本と葛藤する度合いは強くなった。帝国―植民
地関係の国内的清算を試みた結果、日韓関係にその影

響が及んだのである。また、脱「戦場国家」化の努力
の一環として南北和解の動きも加速化した。一方、日
本では日本人拉致問題をめぐり、北朝鮮に対して厳し
い政策が取られた。このことも、日韓間に影響し、両
国関係は史上最悪とまで言われる状態に陥っていっ
た。反面、政府間関係が冷え込む中、人々の往来と交
流は飛躍的に進んだ。「韓流」がもたらした結果であ
った。また、金大中政権の下で日本の大衆文化が解放
されて以来、韓国の市民は日本の大衆文化を「普通に」
楽しみ始めた。この時期の日韓関係は、政府間の葛藤
と、市民交流の増大として特徴付けられる。
実用主義を掲げ登場した李明博政権は、盧武鉉政権
で悪化した日韓関係の修正を試みた。北朝鮮に対する
歩調も日本政府に歩み寄るようになった。北朝鮮に対
する厳格なアプローチを表明した李明博政権としては
当然の展開であった。しかし、その影響で南北朝鮮の
緊張は高まった。解体しつつあった休戦体制が再現し
たなかで、天安艦事件が起きた。沖縄の米軍基地問題
で窮地に立たされていた鳩山政権は、天安艦事件で北
朝鮮を強く批判する韓国の立場に理解を示し、沖縄の
現状維持の必要性がそこにあるような態度を見せた。
「戦場国家」―「基地国家」の連携はここに再び確認
された。
以上の議論を、＜はじめに＞において提起した問題
意識に沿って要約・整理すると次のようにまとめるこ
とができる。第一に、東アジアの国際体制と日韓関係
の展開との相関関係である。戦後、東アジアには冷戦
というグローバルな国際体制の下に、サブシステムと
して二つの地域体制（regional system）が存在した。
一つは東アジア帝国主義体制の残存であり、もう一つ
は朝鮮戦争休戦体制の新しい登場である。戦後の東ア
ジア国際政治はこの三つの重層的システムのなかで動
いていたのであり、日韓関係もそれに影響され展開し
た。戦後の日韓関係は、冷戦が本格化する前からすで
に、帝国主義体制の完全な払拭を確認できないまま展
開し、その結果、現在も日韓関係のなかに「帝国―植
民地関係」の再現をみることができる。また休戦体制
の下、日本と韓国はそれぞれ、「基地国家」と「戦場
国家」になり、両国の関係は「基地―戦場関係」の様
相をもって展開した。朝鮮戦争が休戦のまま続く限り、
日韓関係においてこのような特徴は簡単に消え去らな
いだろう。
第二に、日韓両国の国内政治と日韓関係の相関性に

ついては次のようにまとめることができよう。まず、
韓国の政治の展開と日韓関係である。戦後韓国の政治
は19世紀末に失敗した民族国家樹立の課題を完遂す
ることを目標にしたが、それはナショナリズムの高揚
を動力としていた。韓国がナショナリズムを追求する
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中で「自主化」に重きをおく政権が登場すると日韓関
係はギクシャクし、「近代化」を推し進める政権が登
場すると日韓関係は緊密になった。他方、日本におい
ては日米安保にどのようなスタンスをとるかが国内政
治の展開で一つの軸となっていたが、日米安保に積極
的なグループは韓国の分断志向の政権に接近し、これ
に批判的なグループは韓国の統一志向の動きに連動し
ていたといえる。
第三に、政治家のリーダーシップの問題である。金
大中政権は、グローバルな脱冷戦の動きに呼応し、東
アジア休戦体制の収束を試みた。そのために、北朝鮮
と日本への同時和解を試みたのである。休戦体制を平
和体制に移行させるためには、南北和解と同時に、「基
地」と「戦場」の連携として意味を持っていた日韓関
係にも変化が必要であったからである。そして金大中
はその変化が日朝関係にも波及することを期待した。
それは韓国がイニシアティヴをとり、南北、日韓、日
朝の三つの両者関係を同時に動かすことによって東ア
ジアの国際体制を変化させようとしたグランド・デザ
インでった。2003年の第一回六者協議の開催は1998
年の日韓新パートナーシップ宣言から始まり、2000
年の南北首脳会談を経て、2002年の日朝首脳会談に
続く連鎖作用の結果であった。これは日韓関係の変化
が国際関係の変容を促した始めての事例であり、国際
環境に日韓関係が拘束されてきた歴史を裏返した展開
であった。
他方、2010年は韓国併合の1910年から100年目の

年であったが、帝国―植民地関係の最終的清算を訴え
る動きが活発化した。日韓知識人声明がその代表的な
例である。声明においては、併合条約が「韓国国民の
意思に反して」強制されたことを明確に指摘し、日本
の帝国主義的行動を批判した 37。2010年の8月に出さ
れた菅直人首相の談話は、従軍慰安婦問題についての
言及がないなどとして、韓国側からその物足りなさを
指摘する声もあったが、東アジアにおける帝国主義克
服の課題に取り組んだものとして評価できよう。
それでも日韓関係は、当分、最終的な脱帝国主義体
制への努力と、脱休戦体制への模索という二重の課題
をめぐって展開するであろう。両国において想像力に
富むリーダーシップが求められる所以である。
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Ⅰ. はじめに

ウエルフェア（厚生）という意味で高齢者の福祉を
直接に定義することは容易ではない。本研究では、国
連の高齢者の社会状況、福祉、社会発展と人権に関す
る報告書と日本の高齢社会対策基本法第2条に挙げら
れている基本理念をベースとして、高齢者の心身の健
康、経済生活、社会生活、個人生活、安全・安心5つ
の分野について合計15の既存統計を都道府県別に整
理し、高齢者の福祉をスコア化して、指標を求めるこ
とが目的である。

Ⅱ. 先行研究

1.	指標によるアプローチの立ち遅れ

国際的に先進国を中心に社会に高齢者が増加する中
で、本研究ではその高齢者がどのような状況にあるの
かについて多面的に調査した統計を用いて一覧できる
指数を検索した。しかし、今回、有効な既存指標を見
いだすことはできなかった。高齢者の福祉が質的にも
量的にも重要度を増す中で、その高齢者の状況を比較
可能な形で把握する指標は当然求められることとな
る。例えば、公衆衛生や健康政策を立案、推進、そし
て効果を確認するにあたって、寿命や疾病率等の数的
なデータは極めて重要な指標といえる。したがって、
貧困や男女平等などの他の政策課題において既に国際
的な指数が開発されていることからすると、高齢者福
祉に関しての数的なアプローチは遅れていると言わざ
るを得ない。

2.	国連人権委員会による調査報告

ここでは、高齢者の福祉に関する数少ないアプロ
ーチを先行研究として紹介する。はじめに、国連に
よる高齢者の状況に関する国際調査報告があげられ
る。 こ れ は“Current Status of the Social Situation, 
Well-Being, Participation in Development and Rights 
of Older Persons Worldwide.”と題された2010年のレ
ポートで、現段階ではDraftとして公表されている。
このことは、本分野の研究がまだ途上段階にあること
を示唆していると言える。この調査では、国連の人権
委員会で取りまとめられたものであり、高齢者を取り
巻く環境について「人権」の観点からアプローチされ
ている。このレポートでは、高齢者の状況を把握する
にあたって、注目するべき観点が多々あげられている。
詳細は付録1に挙げるとおりであるが、そこには

1． 高齢者の人口（demographics of older age）とし
て人口数、男女比、居住状況、

2． 高齢者の経済・労働参加・所得と社会保障
（economic status, labour force participation, 
income and security）、

3． 高齢者の健康と保健サービスへのアクセス
（health and access to health care）、

4． 高 齢 者 の 社 会 参 加 と 認 識（social, civil 
participation attitudes towards older persons and 
perceptions of old age）、そして、

5． 高齢者の人権（human rights of older persons ）

の5つの主要項目が提示されている。本研究では、次
にあげる日本の高齢社会対策基本法の理念と照らし合
わせて、この国連調査報告で触れられているいくつか

吉田　　浩 1
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―多世代が共生する高齢社会における政策指標―
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の項目も、指標づくりの要素として取り入れることと
した。

3.	日本の高齢社会対策基本法での理念

上では国連による高齢者の状況把握に対する国際的
なアプローチをとりあげた。次に、日本国内での高齢
者福祉に対する基本的理念を取り上げる。現在、日本
は世界で最も急速かつ高水準で高齢化が進行しつつあ
る国である。その日本においては、高齢者福祉をどの
ように推進していくべきであると規定されているので
あろうか。このことを確認するため、本研究では高齢
社会対策基本法（平成7年制定）を見ることとする。
高齢社会対策基本法では、その目的として、

第 1条　 この法律は、我が国における急速な高齢化
の進展が経済社会の変化と相まって、国民
生活に広範な影響を及ぼしている状況に
かんがみ、高齢化の進展に適切に対処する
ための施策（以下「高齢社会対策」という。）
に関し、基本理念を定め、並びに国及び地
方公共団体の責務等を明らかにするとと
もに、高齢社会対策の基本となる事項を定
めること等により、高齢社会対策を総合的
に推進し、もって経済社会の健全な発展及
び国民生活の安定向上を図ることを目的
とする。

ことがあげられている。ここで、「基本理念を定め」「高
齢社会対策の基本となる事項を定める」とうたわれて
いることは、この高齢社会対策基本法が、本研究にお
ける重要な示唆が含まれることを意味すると言える。
そこで、この高齢社会対策基本法に示されている高
齢社会対策のための基本理念を見ることにする。高齢
社会対策基本法第2条では、

第 2条　 高齢社会対策は、次の各号に掲げる社会が
構築されることを基本理念として、行われ
なければならない。

一　国民が生涯にわたって就業その他の多様な
社会的活動に参加する機会が確保される公正
で活力ある社会
二　国民が生涯にわたって社会を構成する重要
な一員として尊重され、地域社会が自立と連
帯の精神に立脚して形成される社会
三　国民が生涯にわたって健やかで充実した生
活を営むことができる豊かな社会

という形で、高齢社会対策の基本理念が提示されて
いる。これをみると、実現するべき高齢社会として
は、第1に就業をはじめとした社会参加が実現できる
こと、第2に社会を構成するメンバーとして地域が協
力していること、第3に健康で生活が充実しているこ
とがあげられている。そこで本研究では、先に挙げた
国連（2010）およびこの高齢社会対策基本法第2条に
示された理念に基づき、高齢者の心身の健康、経済生
活、社会生活、個人生活、安全・安心の5つの観点から、
高齢者の状況を統計的に把握する指標を構築すること
とした。

4.	高齢者のQOLに対するアプローチ

これまでは、高齢者を取り巻く状況について社会的・
政策的な側面からのアプローチを検討してきた。しか
し、一般的に高齢者の福祉（ウェルフェア）に数的に
アプローチするといった場合に、高齢者の心理的な満
足度を調査するいわゆるQOL（Quality of Life）の指
数もしばしば注目される。そこで、本研究ではWHO
による精神的・心理的な満足度調査に関する先行研究
もサーベイすることとした。WHOでは、すでに一般
的な満足度指標としてWHOQOLという指標を開発
している。その後WHOでは2005年にこれを高齢者
に焦点を絞って適用するWHOQOL-OLDと呼ばれる
指標の研究を進めてきた。これは世界22拠点7400人
以上の高齢者にアンケート調査を行って有効な心理測
定項目を抽出するプロジェクトであった。この研究は
国際的、専門的に重要な研究であると言えるが、ま
だWHOによって試算を行う段階に到達した状況であ
る。表1には、WHOによって抽出された24の質問項
目が示されている。これを見ると。WHOQOL-OLD
による高齢者のウェルフェアへのアプローチは、かな
り個人的な満足感による調査で、社会的な政策のデザ
インにそのままでは転用しにくい側面を持っている。



076

7 2012.3

Ⅲ. 指標の構成

前項までの検討結果を踏まえ、本項では具体的に高
齢者の福祉を測定するための指標の構成要素について
検討を行う。以下では、高齢者の心身の健康、経済生
活、社会生活、個人生活、安全・安心の5つの項目に
ついて、個別の構成要素を提示する。

1.	高齢者の心身の健康

初めに、高齢者の心身の健康状態を社会的に把握す
るための指標を検討する。ここでは、
・A1 高齢者有訴者率として厚生労働省の『国民

生活基礎調査』の結果より都道府県別に健
康に不調を訴える65歳以上の割合を集計す
ることとする。

・A2 高齢者寿命として厚生労働省『生命表』に
より65歳の平均余命を算出する。

・A3 高齢者の心の状態として厚生労働省『国民
生活基礎調査』より、65歳以上の高齢者の
こころの状態が不調である者の割合。

2.	高齢者の経済生活

次に、高齢者の経済状況を把握するための社会的指
標を検討する。
・B1 高齢者世帯の消費とこれを賄う収入を総務

省『全国消費実態調査』の夫65歳以上妻60
歳以上の2人暮らしの世帯のデータを用い
て評価した。

・B2 高齢者世帯の消費と余命対比での高齢者世
帯金融資産を借り入れ分を控除した純資産
でB1と同じ資料から計算した。

・B3 高齢者世帯の持ち家率をB1と同じ総務省
『全国消費実態調査』から評価した。B2は
金融資産であったがB3は実物資産の評価と
なる。

3.	高齢者の社会参加

次に、高齢者の社会参加の状況を把握する統計指標
を検討する。
・C1 高齢者世帯の就業についてはB1と同様の総

務省『全国消費実態調査』から2人世帯内
での平均就業人数を採用した。

表1　WHOQOL-OLDによる高齢者QOL調査項目

Table 14. Final set of Items for WHOQOL-OLD Module

Facet 25: Sensory Abilities α＝0.84
F251
F252
F253
F254
Facet 26: Autonomy α＝0.72
F261
F262
F263
F264
Facet 27: Past. Present and Future Activities α＝0.74
F271
F273
F274
F275
Facet 28: Social Participation α＝0.79
F281
F282
F284
F287
Facet 29: Death and Dying α＝0.84
F292
F293
F294
F295 Fear pain before death
Facet 30: Intimacy α＝0.88
F302
F303
F304
F307

Impairments to senses affect daily life
Rate sensory functioning
Loss of sensory abilities affect participation in activities
Problems with sensory functioning affect ability to interact

Freedom to make own decisions
Feel in control of your future
Able to do things you’d like to
People around you are respectful of your freedom

Happy with things to look forward to
Satisfied with opportunities to continue achieving
Received the recognition you deserve in life
Satisfied with what you’ve achieved in life

Satisfied with the way you use your time
Satisfied with level of activity
Have enough to do each day
Satisfied with opportunity to participate in community

Concerned about the way you will die
Afraid of not being able to control death
Scared of dying

Feel a sense of companionship in life
Experience love in your life
Opportunities to love
Opportunities to be loved

注：Mick	et	al.（2005）表14より転載。
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・C2 高齢者のボランティア行動者率は総務省『社
会生活基本調査』から行動者率を採用した。

・C3 高齢者の地方自治への参加として全国都道
府県議会議長会資料から議員の平均年齢を
地域人口の平均年齢で除したものを採用し
た。

4.	高齢者の個人生活

次に、高齢者の個人生活の充実度を把握するための
社会的指標を県とする。
・D1 高齢者世帯の配偶者との離婚死別経験を総

務省『国勢調査』を通じて都道府県別に把
握した。

・D2 高齢者地域定住率として、総務省『国勢調査』
を使って、5年前と同じ住所に住み続けてい
る高齢者の比率を計算した。

・D3 高齢者のレジャー行動者率として1泊2日以
上の国内旅行を行動者率を総務省『社会生
活基本調査』から求めた。

5.	高齢者の安全・安心

・D1 高齢者にとっての医療施設・スタッフの存
在を厚生労働省『医療施設調査』を用いて
高齢者人口千人あたりの病院・診療所、医
師数・看護師数より作成し、都道府県別に
求めた。

・D2 高齢者の交通事故死傷者率を警視庁資料よ
り都道府県別に求めた。

・D3 人口あたりの振り込め詐欺を内閣府が各都
道府県警察に照会した資料をより作成され
内閣府『国民生活白書』に公表されたもの
を採用した。

Ⅳ．指標算出結果

1.	指標推計結果マッピング

前項までの準備に基づき、5分野15指標を用いて算
出した日本の都道府県別の高齢者福祉指標の結果は以
下のとおりである。なお、指標の詳細な内訳と地域別
の数値結果は付録3に示されている。

2.	結果の解釈

今回は指標のための15の構成要素統計に基づき、
全国の都道府県でのスコア（0.00から1.00まで）の
大小を比較した。その結果、スコアが0.80以上の高
い地域は島根県、福井県、北海道、石川県など主に日
本海側の道と県あった。スコアの大きな地域から全
体をⅠ～Ⅴの5グループに分けると、トレンドのスコ
アの大きい方の2グループ（ⅠおよびⅡ ;0.75より大）
は東日本中心とした都道府県で、スコアの小さい方の
2グループ（ⅣおよびⅤ ;0.74より小）は西日本、南
日本であった。
今回、都道府県別に高齢者の福祉指数を測定したこ
とで、

注：筆者推計結果。スコアが高い（色の濃い）地域ほど福祉度が高いことを意味する。

図1　都道府県別の高齢者福祉指数結果
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1． 高齢社会の公共政策の重点をどこに置くべきか
を地域別に数値ではっきりと把握できる透明性
だけでなく、

2． どの地域のどの指数を優先して改善するべきで
あるかという政策の効率性、

3． 高齢者福祉に地域間の格差があってはならない
という公平性、

の観点からも有効に活用できる統計資料であると言え
る。
さらに、多文化共生における意義は以下のように考
えられる。従来の政策における指標では、例えば貧困
者と富裕者、男性と女性といった対立的または入れ替
わりのない関係の間でのポジションの測定が行われて
きた。しかし、すべての国民はやがて高齢者となるこ
とを考慮すれば、我々は現在の高齢者と共に将来の高
齢者（自分）とも共生していく必要があり、その意味
でもこの高齢者をとりまく環境を把握するための指数
を政策的に有効に活用することが望まれる。
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付録1　国連（2010）による高齢者を取り巻く状況に関する検討項目

I.  DEMOGRAPHICS OF OLDER AGE
Where do older persons live? 
Gender difference, marital status and living arrangements 
Marital status
Living arrangements  
Trends in living arrangements  
Household headship  
Living conditions
Older migrants and impacts of migration  
Older persons in emergency situations  

II. ECONOMIC STATUS, LABOUR FORCE PARTICIPATION, INCOME AND SECURITY
Labour force participation of older persons  
Working conditions of older persons
Age discrimination in employment 
Retirement 
Poverty and income security in old age 
Sources of income  
Consumption  
Pension systems and coverage
Access to financial services and credit
Intergenerational transfers

III. HEALTH AND ACCESS TO HEALTH CARE 
Health and survival of older persons
Chronic diseases and impairments  
Trends in chronic conditions and impairments
Mental health
HIV and AIDS 
Overweight and obesity 
Access to health care
Long-term care 
Neglect, abuse and violence 

IV. SOCIAL, CIVIL PARTICIPATION ATTITUDES TOWARDS OLDER PERSONS AND PERCEPTIONS 
OF OLD AGE 
Societal attitudes to old age
Education and literacy 
Organizations of older persons  
Political influence of older persons  

V.  HUMAN RIGHTS OF OLDER PERSONS 
International human rights principles and standards  
Non-discrimination
Vulnerabilities and special protection measures  
Special measures for specific groups  
The right to social security, and the issue of social protection
The right to health and the right to adequate housing
Final remarks  

注：国連（2010）報告書、目次より抜粋作成。
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付録2　都道府県別高齢者福祉指数の統計データについて

Ⅰ. 統計の作成過程について

本研究で用いた統計は、以下に挙げるE3を除き、全て
政府統計の情報窓口 http://www.e-stat.go.jp/ によって公衆
に公表されたものを収集、整理したものである。
指標は、A.心身の健康、B.経済生活、C.社会生活、D.個
人生活、E.生活上の安全の5つの大項目から構成されてお
り、各項目は3つずつの小項目からなる。

A.	心身の健康

A1. 高齢有訴者
●定義： 65歳以上の高齢者の都道府県別の平均余命を

示す。ここでは男女別の平均余命の単純算術平
均を求め、これを使用している。

●統計名：平成19年『国民生活基礎調査』健康（第4巻）
●作成者：厚生労働省
●調査年度：2007年
　参考リンク：
　　http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/20-19.html
　　http://www.e-stat.go.jp/estat/html/GL02100101.html
　注： 健康に関する調査は『国民生活基礎調査』の大調

査で行われておりこれは3年おきである。最近の
調査は平成22年であるが、これの、都道府県別
高齢者の有訴者率は集計中であった。

A2. 高齢者の余命
●定義： 都道府県別の65歳以上の高齢者の余命を示す。
●統計名：平成17年『生命表』
●作成者：厚生労働省
●調査年度：2005年
　参考リンク： 
　　http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/tdfk05/
　　http://www.e-stat.go.jp/estat/html/GL02100101.html
　注： 生命表は5年おきの『国勢調査』（総務省）の結

果を受け、推計されるため、統計が入手可能とな
るのに時間を要する。都道府県別の結果が得られ
るには、そこからさらに時間を要する。今回使用
した資料は、指数作成時点では最新のものであっ
た。（なお、寿命は数年間で急激変化することは
少ないと考えられる。）

A3. 高齢者の心の状態
●定義： 65歳以上の高齢者のうち、下記6種類のこころ

の状態について1種類以上の状態に「いつも」
または「ときどき」あてはまると回答した者の
総数に対する比率。

●統計名： 平成19年『国民生活基礎調査』 健康（第4巻） 
閲覧公表

●作成者：厚生労働省
●調査年度：2007年
　参考リンク： 
　　http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/tdfk05/
　　http://www.e-stat.go.jp/estat/html/GL02100101.html
　注：  6種類の心の状態
　　　　1. 神経過敏に感じましたか
　　　　2．絶望的だと感じましたか
　　　　3．そわそわ、落ち着かなく感じましたか
　　　　4． 気分が沈み込んで、何が起こっても気が晴

れないように感じましたか
　　　　5．何をするのも骨折りだと感じましたか
　　　　6．自分は価値のない人間だと感じましたか
 あてはまりに関する5種類の選択肢
　　　　1．いつも
　　　　2．たいてい
　　　　3．ときどき
　　　　4．少しだけ
　　　　5．まったくない
　　　 　集計においては、選択不詳（13％～14％存在）

は除く。

B.	経済生活

B1. 高齢者の消費を賄う所得
●定義： 都道府県別の65歳以上の高齢者世帯の収入を

年間消費で除して求めた値。
●統計名： 平成21年『全国消費実態調査』 第 9 表 高齢

者世帯区分 , 地域別1世帯当たり1か月間の
収入と支出

●作成者：総務省
●時期：2009年
　参考リンク： 
　　http://www.stat.go.jp/data/zensho/2009/index.htm
　　http://www.e-stat.go.jp/estat/html/GL02100101.html
　注： ここでは、高齢者夫婦世帯（夫65歳以上 ,妻60

歳以上の夫婦のみの世帯）の年間収入（千円）÷（消
費支出（月・円）×12/1,000）にて指標作成。経済
学的には、単純に収入だけを見るのではなく、消
費をどれだけカバーできるかで見なければ意味が
ないので。

B2. 高齢者の消費・寿命対比純金融資産
●定義： 都道府県別の65歳以上の高齢者世帯のネット

の金融資産を年間消費と余命を考慮して評価し
た値。
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●統計名： 平成21年『全国消費実態調査』 第 9 表 高齢
者世帯区分 , 地域別1世帯当たり1か月間の
収入と支出の表による

●作成者：総務省
●時期：2009年
　参考リンク： 
　　http://www.stat.go.jp/data/zensho/2009/index.htm
　　http://www.e-stat.go.jp/estat/html/GL02100101.html
　注： ここでは、はじめに高齢者夫婦世帯（夫65歳以上 ,

妻60歳以上の夫婦のみの世帯）について
 　貯蓄現在高（千円）－負債現在高（千円）
　　　によって純金融資産をNAを求め、次に、
 　 NA÷（（消費支出（月・円）×12）/1,000）×0.5

×余命（年）
　　　 によって現在保有している純金融資産が余命を考

慮した消費支出をどの程度カバーする水準にある
かを算出した。高齢者は一般に退職しているケー
スが多いので、収入は（年金受給を除いて）少な
くなる。しかし既に金融資産を持っていれば、そ
の金額を加味しなければ、老後の消費生活を賄う
経済状態を正しく評価できないので、本指標を作
成。
※上記算式で0.5を掛け合わせているのは、生涯
現在と同じ消費支出が続くとは考えられないこ
と、また死亡するまでにすべての金融資産を使
い切るとも限らないためである。ただし、最終
的には相対指標で指数を作成して入りので、こ
の0.5の値は結果に影響を与えない。ここでは、
高齢者夫婦世帯（夫65歳以上 ,妻60歳以上の
夫婦のみの世帯）のデータを使っている。

B3. 高齢者持家率
●定義： 都道府県別の65歳以上の高齢者世帯の持ち家

率。
●統計名： 平成21年『全国消費実態調査』 第 9 表 高齢

者世帯区分 , 地域別1世帯当たり1か月間の
収入と支出の表による

●作成者：総務省
●時期：2009年
　参考リンク： 
　　http://www.stat.go.jp/data/zensho/2009/index.htm
　　http://www.e-stat.go.jp/estat/html/GL02100101.html
　注： ここでは、年間のフロー収入、老後生活を賄う純

金融資産に加えて、持ち家率で実物資産に関する
経済状態を把握することを企図した。ここでは、
高齢者夫婦世帯（夫65歳以上 ,妻60歳以上の夫
婦のみの世帯）のデータを使っている。

C.	社会生活

C1. 高齢者就業率
●定義： 都道府県別の65歳以上の高齢者世帯の有業人

員。
●統計名： 平成21年『全国消費実態調査』 第 9 表 高齢

者世帯区分 , 地域別1世帯当たり1か月間の
収入と支出の表による、有業人員。

●作成者：総務省
●時期：2009年
　参考リンク： 
　　http://www.stat.go.jp/data/zensho/2009/index.htm
　　http://www.e-stat.go.jp/estat/html/GL02100101.html
　注： ここでは、高齢者夫婦世帯（夫65歳以上 ,妻60

歳以上の夫婦のみの世帯）のデータを使っている
ので、有業人員÷世帯人員が就業率になるが、世
帯人員は2と決まっているので、そのままの値を
用いている。

C2. 高齢者のボランティア活動
●定義： 都道府県別の65歳以上の高齢者世帯ボランテ

ィア活動行動者率。
●統計名： 平成18年『社会生活基本調査』 第 30 表 男女，

年齢，情報通信関連機器の使用の状況，ボラ
ンティア活動の種類別行動者数及び行動者率
－全国*，都道府県，14地域，8大都市圏・
8大都市圏以外，都市階級による。

●作成者：総務省
●時期：2006年
　参考リンク： 
　　http://www.stat.go.jp/data/shakai/2006/
　　http://www.e-stat.go.jp/estat/html/GL02100101.html
　注： 『社会生活基本調査』（総務省）は5年ごとに国民

の時間の利用にと生活行動に関して行われる調査
である。次回の調査が平成23年10月であるため、
利用可能なもっとも最近の平成18年のデータを
用いた。表30は情報通信関連機器の使用の状況
が掲載されているが、ここでは情報通信関連機器
の使用の状況にかかわりなく65歳以上の総数の
統計数値を使用している。ボランティアの活動内
容は11種類に分類されているが、ここでは種類
を問わずに総数を使用している。

C3. 高齢者の参政
●定義： 都道府県別の県議会における議員の平均年齢を

地域の人口の平均年齢で除して、相対的に評価
したもの。

●統計名： 全国都道府県議会議員年齢別一覧表 （平成22
年7月1日現在）

　　　　　総務省推計人口　平成21年10月
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●作成者：全国都道府県議会議長会
●時期：議員は2010年　推計人口は2009年
　参考リンク：
　　 http://www.gichokai.gr.jp/
　　http://www.stat.go.jp/data/jinsui/
　注： 高齢者の政治参加として、都道府県別の県議会に

おける議員への高齢者参加を取り上げた。地域の
年齢構成を考えずに、単純に、議員の平均年齢が
高いかどうかでは判断できない。このため、最
も近い推計結果である2009年推計人口による都
道府県別平均年齢で除して、地域の平均年齢（年
齢人口構成）が議会の年齢構成にどのように表
れているのかを評価した。ここでは、高齢者の
welfareの観点から作成しているので、より大き
な数値を是としている。

D.	個人生活

D1. 高齢者の離婚・死別率
●定義： 都道府県別で65歳以上で離婚・死別の経験が

ある者の総数（配偶関係）に占める割合。総数
には配偶関係不詳も含む。

●統計名： 平成22年『国勢調査』抽出速報集計（2011
年6月29日公表）　第2-2表　配偶関係（3区
分），年齢（5歳階級），男女別15歳以上人口
（総数及び日本人） － 全国，都道府県。

●作成者：総務省
●時期：2010年
　参考リンク： 
　　http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/index.htm
　　http://www.e-stat.go.jp/estat/html/GL02100101.html
　注： かつて行われた個人の心理的なダメージに関する

エピソードの調査では、もっともストレス値の高
いエピソードが配偶者との離別（スケール100）、
第2位が離婚（スケール73）であったことが知ら
れている。Holmes, T.H. and Rahe R.H. （1967）. 
“The Social Readjustment Rating Scale,” Journal 
of Psychosomatic Research, Vol.11, No.2, pp.213-
218. 

D2. 高齢者の地域定住率
●定義： 都道府県別で65歳以上5年前も現住所に住ん

でいた人の比率。
●統計名 ：平成22年『国勢調査』抽出速報集計（2011

年6月29日公表）　第24表　現住都道府県によ
る5年前の常住地，年齢（5歳階級），男女別人
口（転入）（転出－特掲）－ 全国，都道府県 （続き）

●作成者：総務省
●時期：2010年

　参考リンク：
 　　http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/index.htm
　　http://www.e-stat.go.jp/estat/html/GL02100101.html
　注： 高齢者が住み慣れた地域に継続して住むことがで

きる状況を表す指標を意味する。

D3. 高齢者のレジャー行動率
●定義： 都道府県別の65歳以上の高齢者世帯のレジャ

ー活動行動者率。
●統計名： 平成18年『社会生活基本調査』、第 38 表 男

女，ふだんの就業状態，年齢・自家用車の有
無，旅行・行楽の種類別行動者数及び行動者
率－全国*，都道府県，14地域，8大都市圏・
8大都市圏以外，都市階級。

●作成者：総務省
●時期：2006年
　参考リンク： 
　　http://www.stat.go.jp/data/shakai/2006/
　　http://www.e-stat.go.jp/estat/html/GL02100101.html
　注： 表38はふだんの就業状態，自家用車の有無別に

結果が掲載されているが、ここではそれらにかか
わりなく65歳以上の総数の統計数値を使用して
いる。レジャー活動内容はさまざまに分類されて
いるが、ここでは代表として「1泊2日以上の国
内旅行」の数値を使用している。

E.	安心・安全な生活

E1. 高齢者にとっての医療環境
●定義： 都道府県別の65歳以上の高齢者人口あたりの

医療施設、医師・看護師数。
●統計名： 平成20年『医療施設（動態・静態）調査・

病院報告』
　○ 今回はe-statの「都道府県・市区町村のすがた」よ

り加工整理済みの統計を使用。
●作成者：厚生労働省
●時期：2008年
　参考リンク： 
　　 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/08/

index.html
　　http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/80-1.html
　　http://www.e-stat.go.jp/estat/html/GL02100101.html
　　　 （↑下部の2基幹統計から探す（統計名一覧）を

参照。）
　注： 一般病院数（施設）x1,一般診療所数（施設）x2,

医師数（人）x3,看護師数（人）x4より、医療環
境指数y = 4√Π‾（xi）の形の相乗（幾何）平均を作
成し、これを2009年の推計人口より得られる65
歳以上人口pの1000人あたりの指数 I = （y/p）×
1000として作成。
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E2. 高齢者交通事故死傷者率
●定義： 都道府県別の65歳以上の高齢者の交通事故死

傷者率。
●統計名：『交通統計，交通事故統計年報』
　○ 今回はe-statの「都道府県・市区町村のすがた」よ
り加工整理済みの統計を使用。

●作成者：警察庁交通局交通企画課
●時期：2009年
　注： 65歳以上の交通事故死傷者数xを　2009年の推

計人口より得られる65歳以上人口、pの1000人
あたりの指数、I = （x/p）×1000として作成。

　参考リンク： 
　　http://www.npa.go.jp/toukei/koutuu48/toukei.htm
　　 http://www.e-stat.go.jp/SG1/chiiki/

ToukeiDataSelectDispatchAction.do

E3. 振込詐欺認知件数
●定義： 人口1000人あたりの振り込め詐欺認知件数。
●統計名：内閣府『国民生活白書』
●作成者：内閣府
●時期：2007年
　注： 内閣府資料注によれば、1. 都道府県別の認知件

数は、2007年は各都道府県警察へのヒアリング、
ホームページ、新聞報道を基に内閣府が集計し
たものである。都道府県別の人口は、2007年の
2008年とも総務省「人口推計」による2007年10
月1日現在の総人口。2. 人口千人当たり認知件数
は、都道府県別の振り込め詐欺の認知件数を各都
道府県の人口で除して算出したとしている。なお、
原統計が年齢別被害者数という形でないので、こ
こでは多くの被害者が高齢者であるという実情と
推定（『国民生活白書』第2-1-28表　オレオレ詐欺、
還付金等詐欺の被害者は60歳代以上の女性に多
い）にもとづいて、人口1000人あたりの振り込
め詐欺認知件数を高齢者人口当たりの振り込み詐
欺被害率と代用して用いている。

Ⅱ. 統計の加工から指標まで

● ここでは、はじめに各項目のスコア sjの単純算術（相
加）平均をとった
　　○ 指標A（= （Σsj）/15）と
　掛け合わせて幾何（相乗）平均を取った
　　○ 指標B（=15√（‾Π‾sj‾‾））
　を用意した。
● 次にさらにこのA, Bの2つ指標の
　　○ 相加平均（= （A + B）/2）と
　　○ 相乗平均（= √（A‾‾+‾‾B‾‾））を
それぞれ求め、両方の結果で地域の順序を確認したと

ころ、同じ順序が得られため、この結果を最終結果と
して採用した。

●数値例による相加平均と相乗平均の比較

ケース I II III IV V 備考

指標1: s1 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

指標2: s2 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0

相加平均 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 総合計を重視

相乗平均 2.2 2.8 3.0 2.8 2.2 バランスを重視

● 相加平均の指標は、各指標項目が代替的である傾向
を持っている。例え指標1で0.1ポイント小さくても、
指標2で0.1ポイント大きければ、両者は相殺しあう
ことになる（下の表の相加平均は指標のばらつき、偏
り具合にかかわりなく3ポイント）。しかし、相乗平
均の場合は、ある指標の値が小さいと他の指標が大き
いだけではカバーできず、全体の点数が低くなる傾向
がある。（下の例の表の IやV のケース。）

E3.以外のe-statで入手可能な個々の原統計における
項目定義は、

　　 http://www.e-stat.go.jp/SG1/chiiki/FileStream.
do?file=koumoku.html

　を参照。
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付録3　都道府県別の高齢者福祉指数

A 心身の健康 B 経済状況 C 社会参加
総合 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3
項目 健康状態 寿命 こころ 所得 資産 住居 就業 ボランディア 参政

順 スコア 有訴者 余命 心の状態 所得 純金融資産 持家率 有業人員 ボランティア
活動

県議会
参加

最大スコア 　 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
最小スコア 　 0.70 0.76 0.90 0.54 0.68 0.46 0.72 0.47 0.44 0.75
北海道 3 0.80 0.89 0.96 0.79 0.80 0.65 0.89 0.51 0.67 1.00
青森県 44 0.71 0.87 0.90 0.75 0.82 0.56 1.00 0.56 0.56 0.88
岩手県 14 0.76 0.89 0.94 0.62 0.74 0.54 0.97 0.86 0.73 0.85
宮城県 14 0.76 0.91 0.95 0.70 0.78 0.60 0.98 0.61 0.74 0.85
秋田県 40 0.72 0.87 0.93 0.66 0.70 0.48 0.96 0.59 0.59 0.87
山形県 20 0.75 0.95 0.94 0.85 0.75 0.50 0.98 0.66 0.75 0.83
福島県 20 0.75 0.93 0.93 0.61 0.76 0.62 0.97 0.50 0.76 0.82
茨城県 20 0.75 1.00 0.93 0.64 0.80 0.68 0.98 0.79 0.68 0.75
栃木県 14 0.76 0.97 0.92 0.70 0.84 0.76 0.96 0.74 0.67 0.85
群馬県 14 0.76 0.95 0.94 0.67 0.77 0.66 0.96 0.84 0.79 0.87
埼玉県 27 0.74 0.93 0.94 0.61 0.77 0.79 0.94 0.60 0.75 0.87
千葉県 14 0.76 0.95 0.94 0.81 0.77 0.72 0.91 0.64 0.66 0.91
東京都 20 0.75 0.90 0.96 0.72 0.77 0.69 0.82 0.71 0.62 0.92
神奈川県 11 0.77 0.87 0.96 0.70 0.78 0.76 0.89 0.59 0.71 0.87
新潟県 32 0.73 0.93 0.96 0.64 0.71 0.66 0.99 0.60 0.70 1.00
富山県 5 0.79 0.84 0.96 1.00 0.97 0.65 1.00 0.76 0.83 0.89
石川県 3 0.80 0.90 0.97 0.81 0.77 0.59 0.98 0.89 0.85 0.86
福井県 2 0.82 0.87 0.96 0.68 0.72 0.80 0.97 0.93 0.83 0.87
山梨県 7 0.78 0.97 0.96 0.72 0.79 0.70 0.98 1.00 0.77 0.85
長野県 20 0.75 0.89 0.98 0.69 0.74 0.66 0.94 0.76 0.80 0.89
岐阜県 27 0.74 0.87 0.94 0.69 0.75 0.64 0.94 0.74 0.89 0.85
静岡県 27 0.74 0.91 0.96 0.68 0.84 0.73 0.95 0.74 0.76 0.91
愛知県 7 0.78 0.87 0.94 0.73 0.91 0.92 0.87 0.70 0.63 0.94
三重県 20 0.75 0.85 0.94 0.63 0.86 1.00 0.99 0.81 0.68 1.00
滋賀県 5 0.79 0.85 0.96 0.66 0.76 0.71 0.97 0.81 1.00 0.84
京都府 7 0.78 0.84 0.95 0.62 0.70 0.65 0.90 0.77 0.74 0.92
大阪府 11 0.77 0.82 0.93 0.59 0.82 0.71 0.72 0.63 0.54 0.88
兵庫県 32 0.73 0.83 0.94 0.57 0.78 0.79 0.87 0.56 0.76 0.94
奈良県 7 0.78 0.82 0.95 0.61 0.77 0.69 0.91 0.63 0.79 0.91
和歌山県 44 0.71 0.88 0.93 0.60 0.71 0.81 0.97 0.69 0.64 0.93
鳥取県 14 0.76 0.87 0.95 0.72 0.80 0.63 0.91 0.74 0.86 0.86
島根県 1 0.83 0.83 0.97 0.73 0.80 0.77 0.97 0.83 0.81 0.83
岡山県 32 0.73 0.85 0.97 0.66 0.74 0.69 0.98 0.64 0.85 0.91
広島県 32 0.73 0.76 0.96 0.60 0.79 0.73 0.94 0.66 0.84 0.92
山口県 40 0.72 0.82 0.94 0.68 0.80 0.62 0.93 0.63 0.84 0.91
徳島県 32 0.73 0.83 0.94 0.66 0.78 0.76 0.95 0.69 0.68 0.84
香川県 40 0.72 0.82 0.95 0.67 0.78 0.81 0.97 0.73 0.71 0.86
愛媛県 40 0.72 0.81 0.95 0.75 0.78 0.58 0.94 0.86 0.78 0.91
高知県 32 0.73 0.83 0.96 0.68 0.89 0.68 0.96 0.96 0.67 0.85
福岡県 44 0.71 0.79 0.95 0.56 0.73 0.64 0.87 0.49 0.73 0.81
佐賀県 20 0.75 0.86 0.95 0.74 0.82 0.62 0.93 0.86 0.85 0.96
長崎県 32 0.73 0.81 0.95 0.85 0.82 0.73 0.91 0.47 0.70 0.87
熊本県 27 0.74 0.87 0.97 0.72 0.82 0.68 0.86 0.69 0.78 0.90
大分県 27 0.74 0.88 0.96 0.69 0.68 0.62 0.91 0.60 0.81 0.87
宮崎県 32 0.73 0.88 0.96 0.82 0.86 0.58 0.93 0.76 0.73 0.81
鹿児島県 11 0.77 0.90 0.95 0.78 0.78 0.57 0.95 0.69 0.76 0.85
沖縄県 47 0.70 0.92 1.00 0.54 1.00 0.46 0.95 0.54 0.44 0.85
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D 個人生活 E 安全、安心
総合 D1 D2 D3 E1 E2 E3
項目 結婚 定住 レジャー 医療 交通事故 犯罪被害

順 スコア 離婚死別率 地域定住率 レジャー行動率 医療環境 交通事故死傷 振込詐欺認知
件数

最大スコア 　 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
最小スコア 　 0.70 0.70 0.90 0.27 0.60 0.24 0.15
北海道 3 0.80 0.79 0.91 0.76 0.81 1.00 0.75
青森県 44 0.71 0.70 0.98 0.45 0.68 0.60 0.52
岩手県 14 0.76 0.78 0.98 0.60 0.65 0.83 0.53
宮城県 14 0.76 0.81 0.96 0.86 0.72 0.77 0.33
秋田県 40 0.72 0.75 1.00 0.60 0.61 0.83 0.57
山形県 20 0.75 0.77 0.98 0.77 0.63 0.45 0.53
福島県 20 0.75 0.83 0.99 0.76 0.66 0.54 0.78
茨城県 20 0.75 0.85 0.98 0.81 0.63 0.52 0.32
栃木県 14 0.76 0.79 0.98 0.88 0.71 0.52 0.25
群馬県 14 0.76 0.88 0.98 0.89 0.75 0.33 0.32
埼玉県 27 0.74 1.00 0.95 1.00 0.60 0.50 0.20
千葉県 14 0.76 0.93 0.95 0.88 0.60 0.66 0.29
東京都 20 0.75 0.93 0.91 0.97 0.87 0.80 0.15
神奈川県 11 0.77 0.95 0.92 1.00 0.66 0.70 0.31
新潟県 32 0.73 0.83 0.99 0.85 0.60 0.58 0.27
富山県 5 0.79 0.82 0.99 0.81 0.78 0.52 0.27
石川県 3 0.80 0.79 0.95 0.83 0.87 0.53 0.47
福井県 2 0.82 0.78 0.99 0.83 0.79 0.55 0.82
山梨県 7 0.78 0.80 0.98 0.82 0.71 0.42 0.42
長野県 20 0.75 0.92 1.00 0.88 0.65 0.55 0.24
岐阜県 27 0.74 0.83 0.99 0.80 0.62 0.46 0.27
静岡県 27 0.74 0.86 0.98 0.86 0.62 0.32 0.31
愛知県 7 0.78 0.93 0.96 0.98 0.71 0.44 0.34
三重県 20 0.75 0.88 0.98 0.85 0.67 0.44 0.19
滋賀県 5 0.79 0.89 0.98 0.92 0.75 0.43 0.38
京都府 7 0.78 0.87 0.95 0.85 0.90 0.62 0.54
大阪府 11 0.77 0.88 0.90 0.81 0.84 0.59 0.93
兵庫県 32 0.73 0.87 0.95 0.78 0.78 0.47 0.30
奈良県 7 0.78 0.90 0.98 0.89 0.71 0.55 0.61
和歌山県 44 0.71 0.79 0.98 0.60 0.82 0.39 0.23
鳥取県 14 0.76 0.77 0.98 0.66 0.83 0.76 0.25
島根県 1 0.83 0.77 0.98 0.51 0.76 0.86 1.00
岡山県 32 0.73 0.81 0.97 0.78 0.88 0.37 0.19
広島県 32 0.73 0.83 0.97 0.74 0.87 0.48 0.20
山口県 40 0.72 0.78 0.96 0.69 0.78 0.48 0.28
徳島県 32 0.73 0.77 0.95 0.59 0.98 0.38 0.35
香川県 40 0.72 0.81 0.98 0.66 0.84 0.24 0.25
愛媛県 40 0.72 0.77 0.96 0.54 0.84 0.43 0.27
高知県 32 0.73 0.73 0.95 0.43 0.93 0.51 0.27
福岡県 44 0.71 0.81 0.93 0.80 1.00 0.38 0.31
佐賀県 20 0.75 0.82 0.97 0.69 0.95 0.32 0.30
長崎県 32 0.73 0.79 0.95 0.64 0.94 0.57 0.23
熊本県 27 0.74 0.84 0.96 0.69 0.89 0.45 0.29
大分県 27 0.74 0.83 0.96 0.67 0.87 0.50 0.41
宮崎県 32 0.73 0.76 0.96 0.65 0.88 0.30 0.27
鹿児島県 11 0.77 0.76 0.94 0.49 0.92 0.40 1.00
沖縄県 47 0.70 0.86 0.90 0.27 0.95 0.72 0.40

注： 筆者推計。スコアは、政策的に高い（または低い）方が良い指数は、最高（または最低）地域の観測値をX、各地の観測値をxi

として、xi /X（またはX /xi）として求めた値。
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Ⅰ. はじめに

現在アジア全域に広がっている女性の結婚移民は、
「望ましい移動」と「望ましくない移動」の両面性を
兼ね備えている。結婚移民が論じられる時には、必ず
グローバルな経済的格差や家父長制の中の犠牲者とし
ての結婚移民女性像を浮かび上がらせ、仲介型の「国
際結婚」を人身売買として定義する見方も少なくない。
しかし一方では、仲介型とはいえ、経済後進国又は中
進国の女性達が新たな生活の機会として自己選択した
結婚であるという肯定的側面も認めなければならない
側面もあり、一概に批判的立場を取ることは難しい。
ましてや、受け入れ社会の立場から考えると、自国内
の結婚市場に参入できない男性達の救済や、社会的に
不足している再生産労働分野1の担い手としても結婚
移民女性達の流入を「望ましくない移動」とばかりす
ることはできない。
本稿は、筆者が2009年の冬から現在まで日本の東

北農村部で行っているフィールドワークで収集した韓
国出身の結婚移民女性に対する実地調査のデータを中
心に、結婚移民女性の生活実態の多様化を明らかにし、
それに伴ってどのような社会的対策が必要なのかを論
じることを目的とする。それは、現在結婚移民女性に
対する行政的アプローチが「多文化共生」という定住
外国人対策の一環とされているのに対して、結婚移民
女性は、日本社会の中でジェンダー役割を担う女性と
いうもう一つの側面への重大さを指摘し、結婚移民女
性達のエンパワーメントのためには、「多文化共生」
と「ジェンダー平等」という両イシューへのアプロー
チが必要であることを明確にするためである。
そのため本稿では、まず1節で、アジアの女性達が

結婚移民を選択する背景とそれに関わる先行研究を整
理し、2節では日本における「多文化共生」政策の背
景と地域の中で結婚移民女性達に対する支援の実態を
宮城県の事例から考察する。3節では、東北農村の結
婚移民女性達のライフ・ヒストリーから彼女らの生活
の中でどのような社会的障害があるのかを分析し、4
節で現在の「多文化共生」施策だけではなく、社会的・
制度的ジェンダー平等への必要性とそのための対策を
提示する。
なお、本稿で使用する結婚移民という用語は、移住
を目的とする「国際結婚」全般を称する。今まで日本
の農村の男性とアジア系の外国人女性との異文化間結
婚は「国際結婚」と称され、その女性達を「農村花嫁」
「外国人花嫁」などと表記してきた。ここでは、「花嫁」
という言葉が「日本人の配偶者」としての彼女らの存
在だけを表していることを反省し、女性当事者の主体
性を表すため結婚移民女性という言葉を使用する。な
お、結婚そのものについては、仲介による国際結婚で
あることが確実なケースに関しては「仲介型国際結婚」
という用語を使用し、その区別がつかない資料の引用
においては国際結婚という言葉をそのまま使用する。

Ⅱ. 広がる結婚移民と結婚移民の先
行研究

1.	アジアに広がる女性達の結婚移民

現在、アジアにおいて女性の結婚移民は広がりつつ
ある。90年代始め頃には、主に日本と台湾が受け入
れ国として、フィリピンや韓国、中国、ベトナムが結
婚移民女性の送出国となっていたが、90年代末には
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韓国も受け入れ国と転じ、中国の朝鮮族や東南アジア
からの結婚移民女性を受け入れ始めた。同時に、結婚
移民女性を送り出す国も増え、今では東南アジアだけ
ではなく、モンゴルなどの北アジアやウズベキスタン
といった中央アジアの女性達も結婚移民を行ってい
る。
日本の場合、農村地域の嫁不足を解決するために、

1985年から始まった「ムラの国際結婚 2」をきっかけ
に、国際結婚が増加した。1985年の国際結婚は、全
国で 1万 2,181件あり、そのうち夫日本人・妻外国
人のカップルは7千738件、妻日本人・夫外国人カ
ップルは4千443件であった。それが1990年には全
2万5626件に増え、夫日本人・妻外国人カップルは
20,026件、妻日本人・夫外国人は5,600件と、いわば
「外国人花嫁」が急増していることがわかる。2000年
には、全体の国際結婚件数が3万6263件（夫日本人・
妻外国人：28,326／妻日本人・夫外国人7,937）となり、
2006年には4万4701カップル（夫日本人・妻外国人：
35,993／妻日本人・夫外国人8,708）が国際結婚であ
った。2008年には多少減少し、3万6969件（夫日本人・
妻外国人：28,720／妻日本人・夫外国人8,249）が国
際結婚をしている。少し減少しているものの以然とし
て約3万人以上のカップルが、国際結婚をしている。
国際結婚の離婚率も年々増えており、2000年には1

万2367件だった離婚が、2008年には1万8774件と増
加している 3。離婚後、同じ外国人が日本人と再婚や
再再婚をするケースもあるので、正確な数値を出すこ
とは困難であるが、1975年からの国際結婚件数の統
計を参考にすると、現在までに日本国内には延べ40
万人以上の外国人女性が結婚移民をしていると言え
る 4。
韓国においても、国際結婚の増加現象は同じであ

る。韓国の場合、韓国行政安全部の2011年1月の統
計によると、90日以上国内に滞在している外国人住
民（国籍取得者、不法滞在者を含む）は、1,265,008
名で人口（50,516千名）の2.5％に相当する（2007年
に比較すると23.3％増となっている）。その中で、外
国人労働者は55万2946名と、全外国人住民の43.7％
で、2007年の35.9％に比べると大幅に増加している。
同時期の結婚移民者（国際結婚移民者及び婚姻帰化者）
は21万1458名で、全外国人住民の11.2％に相当し、
前年度に比べ13.3％増加している。また、国際結婚家
庭の子供は15万1154名で、全外国人住民の11.9％を
占めている。国際結婚家庭の子供は、2006年の2万5
千名から07年は4万4千人、08年は5万8千人と毎年
増加しつつある 5。
台湾も日本と同じ時期から、中国本土やベトナム

から結婚移民を受け入れている。1987年から2007年

までの間、国際結婚によって台湾に移住した外国籍
配偶者は累計40万人以上であるとされている（奥島
2008：23）。
このような、結婚移民は今に始まったものではない。
結婚移民は、「戦争花嫁」や「写真花嫁」、「メール・
オーダー・ブライド」のように、時代時代において様々
なかたちで行われてきた。「戦争花嫁」は、駐留して
いた戦勝国の軍人男性と駐留地の女性が結婚をし、終
戦後その軍人を頼って移民する形態の結婚移民であ
り、「写真花嫁」とは、移住した男性が本国の女性と
写真だけでお見合いをして、男性がいる国に女性が渡
っていくことであった。「メール・オーダー・ブライ
ド」は、結婚業者が初めて国際結婚を仲介した事例で
ある。シドニー、メルボルンなどの結婚業者がオース
トラリアなどの男性にフィリピンやインドネシアの女
性リストを見せ、選ばせる。マニラやバリの事務所に
オーダーをして、女性が連絡を受ける。男性が現地を
訪れ、女性に会い、結婚を申し込んで帰国し、女性の
入国を待つというものであった。ところが、男性の中
には女性が気にいらないと一方的に暴力を振い、離婚
し、そしてまた別な女性の呼びよせをくりかえす人も
いた。それが知られたことによって、女性の人権を完
全に無視した結婚として、大問題となった。オースト
ラリア政府もこの問題提起を受け入れて、入管法を改
正し、海外から配偶者を呼べるのは最大2回までとし、
二人目を呼べるのは前の配偶者との離婚や婚約破棄か
ら5年がたってからとした（佐竹・メアリー、2006：
67）。
「メール・オーダー・ブライド」は、国境を超えて、
文化的・社会的背景を異にした見知らぬ男女が仲介業
者の紹介によって結婚し、女性が男性の国に渡って生
活するという点で、現在の「仲介型国際結婚」と同じ
形態の結婚移民とみることができる。しかし、「メール・
オーダー・ブライド」を仲介する業者のマーケットは
西洋の個人男性に向いているが、アジアにおける「仲
介型国際結婚」のマーケットは、嫁不足に悩む東アジ
アの国をターゲットにしている点で大きく異なる。そ
こでは、人権問題が問われながらも厳しく取り締まる
ことができない。暗黙の承認の中で仲介が行われてい
るのである。
勿論、このような東南アジアや東アジア地域におけ
る人々の移動は、仲介型国際結婚だけの現象ではない。
仲介による国際結婚よりも遥かに多い女性達が、家事
労働者として、産業研修生として、さらには介護看護
師として海外の出稼ぎ労働に出ている。といっても、
それぞれが全く異なるカテゴリー上にあるわけではな
い。興行ビザで働きにきた多くのフィリピン女性がパ
ブで出会った日本人男性と結婚する例や、産業研修生



090

7 2012.3

の中国人女性が結婚で日本に留まる例など、労働移住
者が結婚移民者になるケース、結婚移民者が今度は離
婚によって労働移住者になるケースなど、いずれも相
手国の入国制度の中で流動している。結婚移民女性と
他の再生産労働分野の女性と異なる点は、結婚には社
会文化的資本はあまり必要としない事と、さらに移住
国において長く安定的な滞在資格を簡単に得られると
いう点にある。しかし、その代わり、彼女らは「受け
入れ先の男性の配偶者」として、イエの者として、他
の移住よりもより不可視化される存在となっているの
である。

2.	結婚移民に対する議論と日本での先行研究

上述した「戦争花嫁」や　「メール・オーダー・ブ
ライド」に続くアジアにおける結婚移民現象は、それ
こそアジア諸国におけるグローバリゼーションの産物
と言えよう。すでに知られた話であるが、日本におけ
る行政主導的結婚移民―アジアの女性と農村の男性と
のお見合い結婚―の始まりは、1985年山形県の朝日
町からであった。これは、行政が当時問題となってい
た農村の嫁不足の問題を解決するために始めたもので
あり、朝日町での成功は、その後嫁不足で悩んでいた
多くの自治体でも行政主導の国際結婚の斡旋に広がる
結果となった。しかし宿谷が明らかにしているよう
に、朝日町の最初の国際結婚の背後には、民間の国際
結婚斡旋業者JPM（ジャパン・フィリピン・マリッ
ジ）の存在があった。JPMは、カラオケ・ゲーム機
のリース業者とゴルフ用品や事務用品販売業者、そし
て元中学校教頭の3人が始めた組織で、フィリピンで
エビの仲買をしていた教頭の友人がフィリピンの駐在
役をしていた（宿谷1988：44）。東北の農村発信の国
際結婚の背後には、グローバルな市場を相手にしてい

た人々の関与があったのである。
日本におけるアジアの女性と農村の男性とのお見合
い結婚―筆者が言う、いわば結婚移民―に関する研究
は、1980年代後半から1990年代後半までの第1次ブ
ームと2005年以降現在までの第2次ブームとに分類
できる。第1次ブームの時には、嫁不足が深刻な日本
の農村問題を指摘した研究や、「ムラの国際結婚」を
斡旋する行政に対する批判的視点の研究が多かったと
言える。宿谷は、当時の行政による国際結婚斡旋の裏
を暴き、結婚移民女性本人から苦境を聞きつけて記録
し、その中でアジアの女性を犠牲にし、利用している
日本のエゴイズムを批判している（宿谷1988）。また、
本来の姿とは異なる不自然な結婚に行政が関わること
に対する批判（佐藤1989）や、国際結婚女性を地域
の国際化のシンボルとして利用する行政を非難するな
ど（仲野1998）、当時の多くの研究は「ムラの国際結
婚」を否定的に捉える研究が多かったと言える。その
一方、当時山形で精神科医であると同時に、NPOの
メンバーとして結婚移民女性への支援活動をしていた
桑山（1995）の結婚移民女性のストレスに関する研
究は、現在でも結婚移民女性の研究において数多く引
用される文献となっている。桑山の研究は、当時結婚
移民女性の支援体制が充分ではない山形の地域状況の
中で、異文化生活や家族生活に外国人女性が経験する
ストレスの類型を詳しく分析し、地域の中での彼女ら
のケアの必要性を主張したと点で、現在の状況とも通
じる論点が多い。
「ムラの国際結婚」研究の第1次ブームが過ぎると、

2000年から2004年の間、結婚移民の研究は著しく減
少し、研究の空白期間となる。筆者はこの期間を、結
婚移民研究のパラダイム変換期と見ている。この空白
の時期に発刊されたコンスタブルの論文は、経済格差
やハイパガミー（上昇婚）論が、結果的に結婚移民女

表1　日本の国際結婚数の推移

年度 結婚総数 国際結婚件数 夫日本人・妻外国人 妻日本人・夫外国人

2001 799,999 39,727 31,972 6,188
2002 757,331 35,879 27,957 5,353
2003 740,191 36,039 27,881 5,318
2004 720,417 39,511 30,907 5,730
2005 714,265 41,481 33,116 6,066
2006 730,971 44,701 35,993 6,041
2007 719,822 40,272 31,807 5,606
2008 726,106 36,969 28,720 4,558
2009 707,734 34,393 26,747 4,113
2010 700,214 30,207 22,843 3,664
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性に対して先進国の男に自分の運命を受動的に託す可
哀そうな女性という誤った固定観念を作ってしまっ
たと指摘し（コンスタブル2005）、ナカマツも「アジ
アの花嫁さんを母国の犠牲者として描いたことは日本
における生活に対する彼女らの自己決定能力、チャ
レンジ精神、希望を軽視していた」と指摘している
（Nakamatsu 2002：52＝佐竹2011：258～259再引用）。
この時期、ジェンダー研究の中で結婚移民女性を捉え
る見方が、経済システムやジェンダー構造の中で犠牲
者となっている女性から、自分で結婚移民を選択し、
新たな道を開こうとする彼女らの主体性（agency）に
注目が集まるようになったと言える。
その影響から、日本においても2005年以降、日本

国内でも結婚移民当事者達の主体性に着目している研
究が圧倒的に増えた 6。ムラの中で「ワタシ」ではなく、
あえて「ヨメ」を振る舞うことで地域に上手く溶け込
む結婚移民女性のストラテジーの事例を発表した藤田
の論文や（藤田2005）、保守的でジェンダー秩序に厳
しい夫の家族と世代間交渉を行うことで、最終的に主
導権を獲得する結婚移民女性の事例を書いた柳の論文
は（柳2006）、いずれも女性達の主体性を強調したも
のである。しかし、主体性だけを論じることは、やは
り限界がある。当事者に着目するという視点は、文化
人類学者の筆者としては、大いに賛成であるし、本稿
での考察も当事者の視点からである。しかし、当事者
の主体性だけではどうにも解決できない問題が多いの
も事実である。多くの結婚移民女性は、確かに自分の
生活の中で奮闘し続けているが、いざその奮闘に力尽
きた時には、手助けをしてくれる社会的装置を必要と
している。現在、東北の地域社会には、彼女らをバッ
クアップすることができるコミュニティやネットワー
クが非常に限られている。当事者の主体性だけでなく、
当事者をめぐる社会環境の諸問題に対する解決への議
論を進めていくことも大事なのではないだろうか。こ
の問題に関しては、後ほど事例分析の後にまた言及す
る。

Ⅲ. 「多文化共生」プランの波及と
東北地域における「多文化共生」

1.	日本の外国人現況と「多文化共生」

日本には、国家政策としての移民政策はなく、自治
体による外国人政策のみが一人歩きをしてきた（佐竹
2011：34～37）。その中で、初めて政府レベルで外国
人政策として発表されたのが、2006年総務省が発表
した「地域における多文化共生推進プラン」であった。

このプランは、これまで在日韓国・朝鮮人の人権問題
に取り組んできた特定の自治体と90年代以降日系の
外国人労働者を多く受け入れていた一部の地域の他に
も、日本全土に外国人と共生する仕組みを作る必要が
あることを認識させたきっかけとなった。施策の対象
となる外国人には、どのような人々がいるのか。現在
の日本の外国人状況を簡単に紹介する。
日本の外国人登録者数は、2010年末現在 213万

4151人で、日本の総人口の約1.67％を占める。1999
年末の外国人登録者数が155万6113人だったことに
比べると、およそ40％増加したことになる。しかし、
滞在外国人の数がピークだった2008年度末の221万
7426人と比べると、その数は2年間で8万人ほど減っ
ていることになる。それは、2008年度のリーマンシ
ョック以降、日本の景気が回復していないため、多数
の外国人労働者が日本を離れたからである。国籍別に
は、中国が約69万人、韓国・朝鮮が約57万人、ブラ
ジルが約23万人、フィリピンが約21万人ほどである。
戦後、日本に滞在する外国人は、その殆どがいわばオ
ールド・カマーと呼ばれる特別永住者の韓国・朝鮮の
人々だったが、90年以降、中国人の数が徐々に増え
て2007年にはその数が60万人を超えるようになり、
ついに韓国・朝鮮人の数を超えることになった。
滞在資格別に見た場合、2010年末現在、日本の居

住する外国人の45%に相当する約95万人は永住資格
を持っており、そのうち40万人弱は特別永住者であ
る。特別永住者は、高齢化と帰化などでその数が毎年
減少している反面、一般永住者は毎年4~5万人増えて
いる。それは、日本人の配偶者と定住者などが、時間
が経つにつれて永住許可を得るケースが増えているか
らである。永住者の次に、日本には約20万人の留学
者がいて、また、同じぐらいの数の日本人の配偶者が
いる（19万6348人）。定住者は、19万4602人いるが、
その40％は日系ブラジル人である。これら、就労に
制限がない永住資格と定住資格の他、日本で合法的に
就労している外国人は約9%に過ぎない。その中で専
門職 /技術的分野は約15万6千人、産業研修生・機能
実習生及び特定活動に該当する外国人が約9万5千人
程度である。その他、興行や永住者の配偶者、家族滞
在などの資格がある 7。
これらの外国人の多くは、東京、愛知、大阪、神奈
川、埼玉のような大都市地域や、工業団地が集中して
いる関東・東海地域に集住している。例えば、2008
年度末現在、東京都の外国人人口は全体人口の18.1％、
愛知県では人口の10.3％が外国人で、神奈川の場合7.8
％、静岡県は4.7％が外国人人口である 8。その反面、
東北6県の場合は、外国人人口が全体人口の0.55％に
過ぎず、その住居形態も全地域に分散していることか
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ら、外国人点在地域、あるいは散在地域と分類されて
いる。
日本で「多文化共生」という言葉が初めて使われた

のは、1993年川崎市の「おおひん地区街づくり協議会」
が、当時緑化、環境整備と多文化共生の地域づくりが
必要であることを提案、それが新聞に報道されたのが
初めてと言われている（山脇2006：11）。その後、阪
神・淡路大震災の時に被害外国人を支援した市民団体
と外国人地震情報センターが、その年の10月に「多
文化共生センター」を設立、その後に京都、広島、兵庫、
東京などの各地でも相次いで「多文化共生センター」
が設立されることで、「多文化共生」という言葉が市
民社会に定着する一助となった。塩原によると、「共生」
という言葉はそもそも、日本社会でのエスニック・マ
イノリティへの差別をなくして権利を回復しようとす
る運動のなかで、マイノリティの人々とマジョリティ
の「日本人」との間に対話的なつながりを築きたいと
いう運動家・実践者の願いから生まれ広まっていった
言葉であり、1970年代の終わりから使用され始めた
と言う。こうしたマイノリティの人権運動や実践の理
念として使われ始めた「多文化共生」が行政によって
次第に流用され、施策の正当性を担保するためのスロ
ーガンとして領有されつつあるのが現在の状況である
と指摘している（塩原2010：63）。
一方、これらの市民団体の運動や活動とは別に、外
国人が集住していた自治体が集まって、外国人と地域
住民との共生・共存の在り方を議論する動きが出てき
た。それが、「外国人集住都市会議」である。2001年
5月に静岡県の浜松市を中心に、岐阜県、愛知県、群
馬県の13の都市が参加して設立されたこの会議は、
2011年現在28の自治体が参加するようになっている。
当初、この会議は、外国人が地域内の一定地域に集住
して、彼らだけのコミュニティを作っていたことに不
安を覚えた事をきっかけに始まり、外国人を定住地域
の構成員とするためには、必要な権利を付与し、義務
を要求する必要があることに同意し、定住外国人の権
利保障のために必要な教育制度の充実化と医療保険の
改善、外国人登録制度の改善を政府に求めたことから
始まった。これを「浜松宣言」という。
このように、日本における「多文化共生」は、在日

韓国・朝鮮人を中心とするマイノリティの人権と権利
獲得のために働いていた「市民グループ」と、日系南
米人との地域内共生を推進する自治体がそれぞれ「共
生」を主張して、政府に圧力をかける方法で始まった
のである。これらの動きを看過することができなくな
った総務省は、2005年「多文化共生の推進に関する
研究会」を設置し、研究会で提出された報告書を土台
に、2006年5月「地域における多文化共生推進プラン」

を発表したのである。このプランをきっかけに、これ
まで外国人問題に力を入れていた自治体は勿論、殆ど
関心を持つことがなかった地域でも、国際交流業務に
「多文化共生」に関する施策を追加することになった。

2.	東北地方における外国人現況と「多文化共生」
――宮城県を中心に

東北地方においては、80年代末から結婚移民女性
が急激に増えた事をきっかけに、市町村自らが結婚移
民女性の支援を模索してきた自治体もあったが、多く
の市町村は、上述した総務省の「地域における多文化
共生推進プラン」の公表をきっかけに、今までの国際
交流事業に加えて「多文化共生」の施策を組み込むよ
うになった。宮城県もその一つと言える。この節では、
宮城県の「多文化共生」施策を中心に、結婚移民女性
達を始めとする外国人にどのような支援が行われてい
るのかを考察する。

2010年度末の統計によると、宮城県の場合、1万
6101人の外国人が定住している。その内、仙台市に
居住している外国人は約1万人で、その他約6千人ほ
どの外国人は他の34市町村に散在している 9。また、
全外国人の内、一般永住者は3千983人、留学は3千
人強、そして、日本人の配偶者は1千587人となって
いる。日本人の配偶者は結婚後3年から5年で、滞在
資格が日本人の配偶者から永住者に変更できるし、中
には帰化者もいることから、当該地域の結婚移民者の
数は全体外国人の25％ほどではないかと推定されて
いる。
宮城県は、2007年7月、日本の自治体の中では最

初に「多文化共生社会の推進に関する条例」を策定し
た。この条例は、前年度に総務省が発表した「地域に
おける多文化共生推進プラン」の指針を基盤として、
地域内の多文化共生事業の形成と推進に関する基本的
理念を定め、「多文化共生」の実現のために県と事業
者と地域住民に責務があることを明記したものであ
る 10。この条例を基に県は、2009年3月に「宮城県多
文化共生社会推進計画」を作成した。この計画では、
県民の外国人に対する意識の低さや定住外国人のコミ
ュニケーション困難と学習機会の不足、家族問題の増
加と複雑化、活動場所の不足、外国人の一時的増加へ
の対処などを問題点としてあげ、今後5年間取り組む
べき事業への目標数値を明記している。総務省のプラ
ンと比べると、外国人の家族問題を明記し、それに対
処するためには外国人だけではなく、その家族全体に
対する支援が必要であると指摘している点で、宮城県
の外国人の多くが日本人の配偶者という「外国人花嫁」
である現実を反映していると言える。しかし、以下述
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べる実際に施行されている事業の中では、「家族支援」
に当たるものが殆どないのが現状である。
これらの指針の下で、現在県の国際経済・交流課で
は、災害時外国人サポート・ウェブ・システム（EMIS）
構築事業や多文化共生シンポジウム開催事業、市町村
研修会の開催、相談窓口研修事業、審議会・連絡会議
運営事業などを担当している。一方、より外国人住民
と直接関わる事業に関しては、県の外郭団体である財
団法人の宮城県国際交流協会（MIA）に委託している。
宮城県国際交流協会は、職員と外国人相談員を活用し
て、みやぎ外国人相談センター事業と災害時通訳ボラ
ンティア事業、外国籍児童生徒サポート事業を運営し
ており、その他に一般の日本人ボランティアの育成と
活用のために、市町村日本語教室ステップアップ支援
事業や保健・医療・生活通訳サポーター派遣事業など
を行っている。
これらの県のサービスは、勿論結婚移民女性だけが
対象ではない。特に結婚移民女性と関連が高い事業と
しては、宮城県外国人相談センターや外国籍児童生徒
サポート事業があげられる。その利用件数を見ると、
相談センターの利用は、2006年には199件、2007年
には294件、2008年には330件になっているが、相談
の内容の殆どは家庭生活や在留資格に関する相談であ
ったという。また、外国籍児童生徒サポート事業は
2006年から2009年の間に74名の児童に実施されてい
る11。当該地域の結婚移民女性が約4000人だとすると、
その数は決して多くはない 12。
これらの県の動きを基に、石巻市や気仙沼市、登米
市、川崎町などの市町村では、外国人相談窓口や相談
員設置するなどの動きがあるが、実際に市町村で外国
人住民、特に地域の結婚移民女性と一番接しているの
は、地域の「日本語教室」のボランティア達であると
言える。現在宮城県内には、仙台市以外に13の市町
村で日本語教室が開設されている。その殆どは地域の
ボランティアによって、行政が「多文化共生」施策を
始める前から設立されていた。宮城県N市の日本語教
室の場合は、外国での生活経験があった一人の女性が、
コミュニケーションに困っていた結婚移民女性達を助
けるために1998年に日本語教室を開設して以来、続
いている。2008年末、筆者が調査した当時には、10
人のボランティアの先生が、韓国、中国、フィリピン
から来た結婚移民女性20人と、産業研修として滞在
している2名の中国人、そして、結婚移民女性が本国
から連れてきた中学生となる子供一人の指導をしてい
た。日本語教室は、週一回、午前10時から午後3時まで、
各レベル別に行われており、小さい子供を連れてくる
女性達のために託児も並行していた。託児を担当する
ボランティアは、主に託児や保育施設で働いた経験を

持つ、地域の年配の女性達であった。日本語のボラン
ティアの先生達は、教材の選択から指導に必要な道具
制作までを直接行っている。N市からは、場所の提供
と文房具購入ができるほどの予算を支援してもらうだ
けだと言う。教室では、年に定期的に花見や芋煮会な
どの野外活動も行い、年末にはパーティーを行う。必
要な経費は、受講生から会費をもらうこともあるが、
その殆どは、ボランティア達のポケットマネーと地域
の知り合いからの協賛でまかなっている。
各地域の日本語教室は、結婚移民女性の心のより所
となっていることは確かである。筆者が出会った、結
婚移民女性達の多くは、一番信頼できる人として日本
語教室の先生達をあげているし、2011年3月11日の
東日本大震災の時も地域の日本語の先生に助けてもら
ったという声が多かった。しかし、日本語教室の役割
は、主にコミュニケーション支援と日本文化を教える
事でとどまっている。確かに来日して2～3年しか経
っていない多くの結婚移民女性の場合はコミュニケー
ションに困難を覚え、日本語教室を訪ねる。しかし、
ある程度日本の生活に慣れると日本語教室には足を運
べなくなる。中には、嫁ぎ先の家族の理解を得ること
ができずに、最初から日本語教室にさえ通えない結婚
移民女性も多いと言う 13。

Ⅳ. 妻として外国人として
 ― 韓国出身結婚移民女性の事例か

らみる二つの問題

1.	調査の概要と結婚移民女性の多様化

東北の農村地域における「仲介型国際結婚」が始ま
って、もう25年が過ぎている。今も絶えず行われて
いる「仲介型国際結婚」だが、結婚移民を選択した女
性達の生活はどうであろうか。当事者達のライフ・
ヒストリーから結婚の経緯やその後の生活、そして現
在抱えている問題を考察する。筆者がここであげてい
る事例は、その殆どが岩手県南部から宮城県に住んで
いる韓国出身の結婚移民女性からのインタビューが中
心となっている。とはいえ、筆者の調査が韓国人女性
に限定しているわけではない。しかし、やはり調査者
とインフォーマントとの間の使用言語は大変重要であ
り、どうしても同じ母語を使用する間ではラポール（信
頼関係）を形成しやすい。そのような関係上、今回取
り上げる結婚移民女性の事例は韓国人女性に限定して
いる事をご理解いただきたい。
＜表1＞は、筆者が調査してきた中で、1～2年以

上の付き合いを持続しながら、インタビュー調査をし
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ている結婚移民女性達の情報を簡略にまとめたもので
ある。彼女らの来日は、10年を超えている場合から、
来日3年目になっているケースまで多様である。女性
本人が初婚のケースが5件、再婚のケースも5件あり、
再婚で前の夫との間で生まれた子供を連れてきている
女性は2人、初婚で子供を出産しているケースも2人
いる。日本人の夫側は、初婚が殆どで職業は様々であ
るが、どちらかと言えば一次産業従事者と生産現場労
働者が多いと言える。結婚移民女性の共通点は、来日
当時の年齢が30才後半から40代であり、事例にはあ
げてないが、中には50代で結婚移民をしている場合
もあった。
先述した桑山は、当時の山形に嫁いだ外国人花嫁達
の初婚年齢に言及している。例えばフィリピンの女性
は概ね20代前半で日本人男性と結婚しているが、中
国の女性は大体が20代後半から30代前半であり、韓

国からの女性は30代か時には40代の女性が多いとし
ている。また、韓国人女性達に関しては、殆どの女性
がソウル近郊出身で、高学歴とキャリアを有する女性
が多いという。そして、桑山はその理由を、韓国の高
度成長期の中で社会で働いていた女性達が、年をとっ
て会社にいられなくなった時には、すでに婚姻年齢を
過ぎていることから韓国国内で結婚相手を探すことが
できなくなっているという社会的原因から説明してい
る（桑山1995：69）。
＜表1＞で見る韓国出身の国際結婚移民女性の年齢

層を見ても、桑山の分析と同じように年齢が高い。む
しろ、20年前と比べると韓国出身の結婚移民女性の
年齢層は、より高くなっていると見受けられる。初婚
で来日した結婚移民女性の殆どは、韓国国内でキャリ
アウーマンとして働いている内に婚期を逃したケース
であり、韓国社会における雇用のジェンダー差は、中

表1

事
例

来日年・
（当時年齢）

妻の婚姻
形態　　

子ども
（実父・現在住居）

親との同居
夫の仕事・
結婚歴　　

結婚動機 現在

1
2000
（40）

初婚・仲介
業者

無
死亡（最初は
同居）

牧畜・初婚
破産・喪失
感

パート・韓国語講師

2
2000
（40）

初婚・紹介 有（現・同居） 無
不動産業・
再婚

将来・老後 職探し・離婚考慮

3
2001
（43）

再婚・仲介
業者

有（前・一人別
居・一人同居）

無 運転・初婚
経済・子ど
もの将来

ビジネス模索中

4
2004
（43）

初婚・知人
紹介

無
最初は同居・
現在施設入院

引退（元公
務員）・初婚

老後の不安 韓国語講師

5
2006
（39）

初婚・仲介
業者

有（現・同居） 有（別居） 工場・初婚 経済的理由 育児ストレス

6
2006
（46）

再婚・仲介
業者

有（前・別居） 無
工事現場労
働者・初婚

経済的理由
介護→夫死亡→相続
問題→一人暮らし

7
2008
（44）

再婚・仲介
業者

有（前・同居） 無 大工・初婚
経済・子ど
もの将来

2010年離婚
2011年農家の男性
と再婚

8
2008
（39）

初婚・知人
紹介

無 有（別居）
水産関係・
初婚

結婚願望・
日本での新
生活

病気→夫死亡→相続
問題→定住資格→就
労

9
2008
（44）

再婚・仲介
業者

娘一人（前・別
居）

有（同居） 漁業・初婚 経済
水産加工業のパート
タイマー

10
2010
（45）

再婚（夫も
3回 目 ）・
仲介業者

有（前・別居） 有（別居）
会社員・再
婚

経済・新生
活への期待

日本語学校に通学・
ビジネスチャンスを
模索中
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年の独身女性の将来的経済不安につながり、それが結
婚移民を決心する動機となっていることは間違いな
い。離婚後の女性の貧困も結婚移民の動機となってい
る。事例の6と7は、いずれも離婚後、前の夫から養
育費ももらえない状況が続き、その経済的負担で結婚
移民を選択している。しかし、事例2と8、10の場合
は、経済的困窮が結婚移民の直接的理由ではなく、む
しろ日本文化への接触や知人との関係で純粋に新たな
土地での新生活を期待して結婚移民を選択した例もあ
った。
この10人の事例からもわかるように、現在地域に

おける結婚移民女性は、互いに異なる動機と状況の中
にいる。20年前、日本の農村社会が求めていた結婚
移民女性の役割は、一律的に結婚して後継者となる子
供を出産・養育する外国人嫁とママの役割であったが、
現在はそれに加えて、老父母や家族の介護の担い手と
して、あるいは老後の寂しさを分かち合える親密な関
係として「国際結婚」を求める日本人男性が増えてい
ることが言える。このような多様化は、結婚移民女性
の多様なニーズに繋がる。コミュニケーション支援に
重点をおいてきた従来の支援システムだけでは、彼女
らの多様化しているニーズを全部カバーすることはで
きていない。次に彼女らが生活の中でどのようなニー
ズや悩みを持っているのかをライフ・ヒストリーを中
心に考察する。

2.	ライフ・ヒストリーから見る結婚移民女性の
生活

（1）圧し掛かるジェンダー役割―初期段階の事例

桑山は、結婚移民女性の適応過程上のストレスを「初
期適応段階の山場」と「中期適応段階の山場」とし、
「初期」は来日1か月、3か月、6か月にそれぞれ、困
惑と不安、適応の疲れが主なストレスとなり、「中期」
には2年目のホームシックと5年目の移住への再考が
訪れると言う（桑山1995：25～26）。そして桑山は、
それを「5年目の山場」と言っている。結婚移民のス
トレスを考える際に、来日5年は大きな区切りの年と
言えるのかも知れない。新潟県の南魚沼地区の「農村
花嫁」と地域社会の変化を調査した武田も、結婚移民
女性の来日時期とライフ・イベントを分析する際に、
彼女等の適応時期を来日1年から5年目までの第1ラ
ウンドと6年から10年目までの第2ラウンド、そして
10年目以降を第3ラウンドとして設定している（武田
2011：193）。
本稿では、必ずしもこれらの先行研究の分析結果に
従っているわけではないが、便宜上、結婚移民後、5
年までを初期段階とし、5年以降を初期以降とする。

事例の殆どが来日10年未満であったことから、それ
以上の細かい分類はしない（調査は主に2009～2010
年に行なっており、そのため2006年来日者も初期段
階としてとらえている。）

（事例1）Aさん（2006年来日・初婚・表1の5番
の事例）

Aさんは2006年に結婚を目的に来日した。韓
国では、大学で家政科を卒業した。Aさんは、大
学2年の時に日本に短期留学に来たことがある。
計画はとりあえず6カ月間であったが、場合によ
っては長期的に日本で勉強することも考えてい
た。しかし、日本に来て3カ月もならない時に、
韓国から父が亡くなったという連絡を受け、留学
を諦めて帰国した。Aさんには兄弟はいない。母
と子の二人きりの生活が始まった。Aさんは、韓
国の地方郵便局に就職し、その後、公務員という
安定した職場でコツコツ働く日々だった。そんな
Aさんに大きな転機が訪れた。それは、借金だっ
た。とうとう彼女の給料までもが差し押さえにな
る事態になり、そのまま韓国にはいられないと思
い、結婚相談所を訪ねた。
結婚相談所では軽く海外旅行の気分でという
ことで、日本行きの飛行機に乗った。斡旋所で
は、飛行機代は勿論、滞在費として50万ウォン
も出してくれた。Aさんがついたのは、東北のH
市。3階建ての建物に女性が何十人もいた。その
時、Aさんは自分だけは皆がいる大部屋ではなく、
別な階の小部屋につれて行かれたという。お見合
いも2日後にさっそく行われた。相手は、初婚で
Aさんより三つ上のかなり背が高い、がっちりと
したハンサムな男性だった。自動車工場で働いて
いる彼は、年収も悪くない。相手もAさんが気に
いったということで、お見合いは成立。婚姻届も
さっそく出した。夫の親は県外に住んでおり、同
居の心配もなかった。一年後には女の子が生まれ
た。Aさんは、日本語を習うために必死に勉強し
た。町の日本語講座にも通ったが、他の初級の人
とレベルが合わないので、独学で勉強した。また、
夫が途中で短期間単身赴任に行っていた時期を除
き、毎日3段弁当を作って夜間作業をする夫の送
り・迎えをする。日本人の夫は、そんなAさんを
信頼し、彼の給料の全額を彼女に任せている。A
さんは、結婚当時は借家だったが、結婚1年後に
は家を建てた。家を建てる時も夫はすべてを任せ
てくれた。
そんな彼女にも悩みはある。韓国で長い間、仕
事をしていたせいなのか、主婦として家にだけい
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ることには不満がある。常に何かしたい、働きた
いと思っている。しかし、育児中の外国人に仕事
はない。大学で取得した栄養士の免許があるが、
日本ではそれを生かせない。ストレス発散として、
よく訪れるのはパチンコである。近所のお婆さん
たちとの付き合いはあるが、深くはない。友人関
係においても、往来している韓国人の友達がいる
が、性格が合わず、彼女いわくレベルが低いので
あまり付き合いたくはないと言う。
お小遣いを稼ごうと、近所の人に国際結婚を仲
介したが、失敗した経験もあり、今では自分が仲
介したその男性と会わないように避けているとい
う。

（事例 1）は、結婚後子供を出産、育児中の外国人
ママの事例である。Aさん本人も自分のケースを成功
した「国際結婚」という。夫との関係も良好で、給料
のやりくりをするのもAさんである。それにしても、
育児のストレスがある。Aさんが高齢出産だったこと
もあり、同じ子育てママ達とは少々気が合わない。聞
き取り当時は、子育ての情報が充分得られず、悩んで
いた。たまには、子供を家に置いたままパチンコ屋に
行った事もあったという。仕事をしていないため、子
供を保育園にも預けられず、自分一人で一日中子ども
の面倒を見ていなければならないという事に大きな負
担を感じていたようであった。幸い、2011年から幼
稚園に入る事になってからは、少し気が楽になったと
いう。

（事例2）Bさん（2006年来日・再婚・表1の6番）
Bさんは、韓国南部の中小都市の出身である。
彼女は高卒で、結婚も早かった。前の夫は洋服屋
を経営していた。娘が三人いる。長女が小学5年
生の時にソウルに移住した。理由は、子どもの教
育のためであった。しかし、ソウルに移住して以
来、夫は殆ど働かず、おまけに浮気をしていた。
Bさんは、洋服屋でやっていた裁縫の技術で、ソ
ウルの有名な市場で韓服屋の針仕事をした。夫と
はよりを戻すことなく、結局離婚した。離婚後に
も、前の夫からは3人娘の養育費など一銭ももら
えず、針仕事で娘達を育てた。娘達がそれぞれ大
学や短大に入る頃には、家の借金も雪だるまのよ
うに増えていた。針仕事では、生活費ぐらいの稼
ぎしかならなく、学費は借金でまかなっていたの
である。長年の針仕事で体もボロボロになったB
さんは、日本の男性と国際結婚をすることに期待
を寄せることにした。成人した娘達を、社会福祉
団体などの寮に入れ、唯一の財産であるアパート

を引き払って、保証金をもらい、借金の一部を返
済した。
しかし、Bさんにとってお見合いも簡単に成功
しなかった。日本に3カ月滞在している間に相手
を見つけられなければ、また韓国に帰るしかない。
韓国には、もうすでに自分が身を寄せる場所もな
いのだ。三日後には出国しなければならなくなっ
た時に、仲人に連れられて会ったのが今の夫であ
った。すでに日が暮れていたし、お見合いの場所
も暗かった記憶がある。相手の男性は、とても痩
せて、疲れているように見えた。一瞬、病気があ
るのではと思ったが、選択の余地はなかった。B
さんは、彼と婚姻の手続きをした。
夫は、工事現場の労働者だった。中学卒業から、
真面目にコツコツと働いてきた人であった。しか
し、最初日本語が全く分からなかったBさんは彼
の状況が全然わからなかった。彼の状況がわかり
始めたのは1～2年過ぎた頃からだった。夫はず
っと母と住んでいたが、10年ほど前に彼の母が
亡くなり、その後は一人暮らしだった。結婚して
1年間の仕事は、10年間夫が溜めておいたゴミを
捨てることだった。夫は何も教えてくれなかった
ので、ゴミを分別しないでそのまま捨ててしまい、
近所の人とトラブルになることもしばしばあっ
た。Bさんは、その時は自分に嫌がらせをしてい
ると思い、近所の人と喧嘩ばかりしていたと言う。
そんなBさんを見て、夫は怒るばかりだった。し
かし、悪いことだけがあったわけではない、夫は
韓国にまだ残っていた借金を返済してくれた。翌
年には、Bさんと一緒に韓国に行って、娘達と会
ってくれた。
結婚2年目に、夫が作業現場で怪我をする事故

があった。その時から仙台の大きな病院に入退院
を繰り返していた。まだまだ日本語が不充分だっ
たBさんにはその全貌が分からなかった。結婚3
年目になり、どうやら彼の病気が癌であることに
気付いた。
筆者がBさんに初めてあった時に、彼女は夫の
介護をしながら、複雑な自分の心境を現わした。
夫が亡くなる前に何をどのように準備すれば良い
のか。まだ、永住許可をもらっていないのに、い
きなり明日にでも夫が死んでしまったらどうする
のか。そう思いながらも、夫があんな状態なので、
永住申請など自分の事に専念ができないと言って
いた。幸い2010年に彼女は永住許可をもらうこ
とができた。
介護においても、彼女は文化的差異の中で葛藤
していた。病院の説明が殆ど理解できず、もっと
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治療を受けさせてほしいと訴える彼女に対して、
病院側は受けられる放射線治療は全部終わったの
で、病院にいてもこれ以上の治療はできない。こ
れからは緩和病棟に入ることが最善だが、そこは
すぐ入れず、申請してから一カ月は待たなければ
ならないということだった。筆者が通訳として説
明すると、彼女は夫が癌であることは知っていた
が、末期癌であることは初めて知ったと言った。
その後、退院して自宅に戻ったが、Bさんの夫は
2カ月も経たないうちに亡くなってしまった。

Bさんの場合、同じ地域に夫の叔母の家族が住
んでいる。彼女は夫が病気となり、何かと親戚の
助けを求めていたが、韓国での親戚同士とは違っ
て、互いにあまり干渉しないようにしていること
にいつも不満を表していた。夫ともその事で何度
も喧嘩をしていた。夫が亡くなってからは、腹違
いのお姉さんと相続でもめることになった。彼女
が一生懸命に夫の介護をしていたことを知ってい
る夫の叔母も、その時になるとお姉さんのかたを
持つ。結局、彼女は本国の娘と相談し、娘は日本
語通訳をわざわざ韓国から連れてきて、日本の行
政書士とも相談しながら、事態を収拾した。現在、
Bさんは韓国を行ったり来たりしながら生活して
いる。

Bさんの場合、日本語が不充分であることが、様々
な生活の場面でトラブルとなっていた。勿論日本語教
室には通っていたが、40代後半の彼女にとって新た
に言語を習得することは、なかなか難しい。それでも
Bさんは、インターネットで検索して、介護に利用で
きる制度などを調べていた。ある時、Bさんは、夫が
加入していた保険の内容がなかなか理解できず、一人
で悩んでいた。夫の手術の時に、保険がおりなかった
ためだ。保険担当者の女性と何度も話をしたが納得で
きず、夫は同じ地域に住む保険担当女性とトラブルに
なるのを恐れてはっきりいわない。保健会社に電話し
て確かめたいが、彼女の日本語では理解できず筆者が
その役を引き受け、保険会社に電話をしたが、本人に
しか教えられないという内容が多すぎた。結局、彼女
が必要とする情報を得ることができないまま電話を切
るしかなかった。彼女の夫が亡くなって、相続問題が
出てきた時は、コミュニケーションの問題よりも、彼
女を家族として認めていない周囲の人々との戦いだっ
た。Bさんは、しっかりと自分の権利を主張すること
ができたが、結婚移民女性の中では配偶者が亡くなっ
てから、僅かなお金をもらって家を追い出されるケー
スも多いと言う。

（事例3）Eさん（2008年来日・再婚・表1の7番）
Eさんは、再婚で、前の夫との間に小学生の息

子が一人いる。前の夫とは、夫の事業が破産し、
多額の借金から逃れるために別れた。前の夫は、
刑務所で服役中だという。韓国には、母親と妹達
がいるが、頼りにすることはできない。子どもに
も、日本で教育をさせた方が良いと思い、国際結
婚を決心した。勿論、日本語は一言も知らなかっ
た。日本人の夫は、大工であった。背が小さく、
可愛い容貌のEさんに、仲人は綺麗な服を着させ
て、お見合いの場所に連れていった。お見合いの
相手は、Eさんと会う前にすでに3人の女性とお
見合いをしたと言った。Eさんが4人目のお見合
い相手だった。相手は、一目でEさんに惚れたと
言い、OKをした。Eさんからの条件は、安定的
な収入と彼女の子ども受け入れてくれることであ
った。Eさんは、その条件を仲人が相手に話して
くれたと信じていた。
お見合いは成功し、さっそく婚姻手続きをし
た。結婚手続きが終わって、子どもがいる韓国に
戻った。子どもを日本に呼び寄せてくれると待っ
ていたが、夫からは子どもの話は出ず、なぜ戻っ
てこないのか、とだけ質問された。勿論、仲人を
通じての連絡である。結局、夫は結婚前に子ども
の事は何も聞いていないとのことだった。おそら
く、日本人の夫側は、韓国から一向に戻ってこな
い韓国人妻に腹を立てていたことだろう。Eさん
は、子どもを受け入れてくれないのであれば、も
う日本に戻ることはできないと意地を張った。結
局、夫は子どもを受け入れてくれた。息子と再来
日したのは、入籍してから7カ月が過ぎてからだ
った。10才になる子どもは、新しい父親になつ
いていたと周囲の人達は言う。しかし、この夫婦
のギクシャクは終わらなかった。大工の夫は、不
景気であまり稼ぎが良くなく、Eさんは、時には
韓国の家族からお金を送ってもらい、そのお金で
生活をしていたと言う。日本語を少しずつわかる
ようになってくると、郵便物に税金の督促が多い
ことに気付いた。さらに調べたら夫には年金も保
険も何もないことがわかった。Eさんは「夫は、
私を性的道具としか見ていない。なのに、何も保
障もない。夫に未来を託すことはできない」と言
った。Eさんは、結局離婚を要求した。しかし、
夫は応じてくれなかった。離婚してからも日本に
いられるのかどうか、離婚を拒否し続けたら自分
はどうすればいいのかなど、様々な情報が彼女の
周りで錯綜していた。彼女は、不安と精神的不安
定が高潮し、家の中で暴れた。その時、夫は力で



098

7 2012.3

彼女の首を抑えた。その事は、彼女にとって、ま
たもや夫に対する不信感とトラウマとなった。周
りの人々を巻き込んでのドタバタの末、結局Eさ
んは役所に夫をDVで訴え、離婚は成立した。

当時Eさんは情報を求め、筆者を始め、いろいろな
人々に連絡を取っていた。その中には、離婚すれば、
さっそく新しい男を紹介するといって離婚を煽る同郷
の人もいた。彼女の離婚は、仲介の人々にとっては、
もう一度仲介をして、その謝礼をもらえるチャンスに
繋がるからである。そして、Eさん自身もそれをよく
知っていて、離婚を決める前に非常に不安がっていた。
彼女はまだ永住許可がなく、離婚後自分と子どもがま
た韓国に戻ることになるかも知れないという不安と、
離婚後に自分が悪い人達によって利用されるのではな
いかという不安も口にしていた。Eさんは、離婚を決
心する前に何度も筆者にメールや電話をし、離婚後、
自分が日本にいられる方法があるかどうかを知りたが
っていた。筆者は、永住許可がない今離婚すると、仕
事をして就労ビザに変えるか、又は新しい結婚相手と
結婚して、日本人の配偶者になるしか道がない事を説
明した。日本語が不自由な彼女が就労できる可能性は
非常に低い。結局、新たに結婚相手を探すことになる
ことは自明だった。その場合、今の旦那より良い条件
の人に会うとは限らないとアドバイスをした。Eさん
は、「わかっています。また、仲介する彼らがどんな
人なのかもよく知っています。しかし、今の夫のもと
で永住許可をもらうためには、また4～5年を待たな
ければならない。もし韓国に帰る事になっても、もう
3年も彼と一緒にはいたくないです 14。私はもう若く
ないし、これ以上、年をとってしまうと選ばれるチャ
ンスも無くなるのです」と言った。Eさんは、仲介の
世界においては、自分が商品でしかないことをよく認
識していたのである。自分の商品価値がまだある時に
再チャレンジしたいとの事だった。次の年、彼女は農
家の男と再婚した。

結婚初期段階とはいえ、三つのケースはそれぞれ異
なるジェンダー役割が要求されていて、彼女らが抱え
ている悩みやストレスも異なる。彼女らは、地域の日
本語教室に通っていたし、特にBさんやEさんの場合
は夫の病気や離婚と永住申請の問題で行政に何度も助
けを求めていた。しかし、行政が個々人の相談に何度
も付き合うことには限界があった。行政に頼るばかり
では事が進まないと判断したBさんは、夫が病院に入
院していた間、仙台にある宗教団体の韓国人と知り合
い、その団体からの協力を得ていたこともあった。E
さんの場合も、結局は周りの韓国人女性達に頼って、

離婚を決心し、離婚後の生活を営んだ。
結婚初期段階におけるコミュニケーション支援は、
確かに重要であるが、家族間の問題、育児の悩み、介
護のストレスなどこの時期の結婚移民女性が抱えてい
る問題は多様化している。地域の国際交流協会が一つ
の窓口でこれらのすべての問題に対処することは限界
があるのが現実であろう。

（2） 認めてもらえない外国人としてのアイデンティ

ティ―初期段階以降の事例

言語問題が有る程度クリアできれば、結婚移民女性
の問題は解決できるのだろうか。次に、いわば結婚5
年の山場を乗り越えた結婚移民女性のケースを考察す
る。

（事例4）Mさん（2000年来日・当時40代・初婚・
表1の1番）

Mさんはソウル出身で、大学ではフランス文学
を専攻した。大学卒業後に、日系企業のアニメー
ションの会社で働き、その後独立して、自分の会
社を設立した。早くして父を亡くし、30才の時
に母を亡くした。兄弟はいるがそれぞれ結婚して
いるので、未婚の彼女とは関係が薄くなっていた。
そんな時、1997年韓国がアジア通貨危機の影響
を受けた。そして、その余波で彼女の会社も倒産
してしまった。Mさんの年はすでに40才を目前
にしており、新たに別な会社に就職するのも容易
ではなかった。未来への道が見えない中、新聞で
日本の男性と国際結婚を斡旋するという広告を見
た。一応、聞いてみたいという軽い気持ちで、斡
旋所を訪ねた。斡旋所では、軽く日本観光をする
という気持ちで行ってみてはと勧められた。気分
転換を兼ねてと思い、観光客として来日し、お見
合いをした。Mさんは、会社経営の時にも仕事
の関係上、日本人との接触が結構あったので、日
本に対して比較的に親近感をもっていたと言う。
しかし、お見合いの相手の男性は、あまり気に入
らず、結婚までは考えられないと思い、そのまま
韓国に戻った。ところが、お見合いをした相手は
諦めきれず、その後韓国にいるMさんに手紙を
送った。持続的に手紙をもらうことでMさんの
気持ちも少しずつ動かされた。再来日にして、彼
と彼の両親と会った。Mさんは、その時今の夫
よりも、義理の母親の印象がよかったという。M
さんは、その時に家族を作って一緒に住みたいと
思ったという。
結婚して、義理の親と同居生活が始まった。結
婚生活初期は田園生活で満足した。大都会のソウ
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ル出身の自分には新しい体験だった。しかし、一
年後からは都会に行きたいという気持ちが高まっ
た。時には、一人で家族にも言わず仙台や東京ま
で行ったこともある。そんな時、Mさんの味方
になってくれたのは姑だった。しかし、姑は癌で
2004年に80才で突然亡くなり、2005年にたて続
けに義理の父も亡くなった。Mさんは、「義理の
お母さんと一緒に生活した時がここでの生活の中
で一番幸せな時間だった」と振り返る。

8才年上の夫は、けっして悪い人ではないが、
文化的差異を感じる。Mさんはフランスの哲学
者ルソーの言葉を引用しながら、「人を差別する
ことはいけないが、差異は存在する」「私がまだ、
未熟なだけかもしれないが、やはり差異を感じる
のは仕方がない」と、夫とはあまり話しが通じな
いと言った。

3年前からは、地域の人々とも交流をしたいと
思い、近年は町の婦人会にも参加した。しかし、
来日10年にもなると地域の人々はMさんを日本
人と同じように扱う。Mさんは、「いくら長く住
んでいても、私は外国人である。彼らは何もかも
当然と祭りの準備をさせて役割を決めていくが、
私にとっては、やったことがないものばかり。地
域の人々と付き合うのも少々疲れてしまった」と
言い、今年からは婦人会を休んでいると言ってい
た。
今、Mさんの生きがいは、町で韓国語教室の先
生をやっていることである。韓国ドラマが大流行
した後から、たびたび個人的に韓国語を教えてほ
しいという依頼を受けていたが、他国の言葉をそ
う軽い気持ちで習うことができるのかと思い、最
初は断っていたという。しかし、夫と友人とも死
別してうつ病になっていたある隣のお婆さんが、
「冬のソナタ」を見て生きる力を戻していく姿を
見て、何か自分が他の人々の生き甲斐の原動力に
なればと思い、2005年から引き受けてやってい
るとのことである。
もうひとつ付け加えると、彼女の日本名は自分
でつけたと言う。本名の発音が難しく、家族が呼
びにくかったので、自分でつけた。当時は日本の
名前をつけたことだけで、姑がとても喜んでいた。
しかし、今は通名をつけたことを一番後悔してい
ると言う。現在は、韓国語教室をはじめることで、
少しずつ自分の名前を使用するようにしている。

上述した、来日5年以下のケースと比べると、Mさ
んの現在は、ある程度地域社会に溶け込んでいるよう
に思える。義理の両親の介護などいろいろあったが、

現在は、少しずつ韓国語教師としての自分にプライド
を取り戻している。しかし、一方では、地域の自治組
織への参加と挫折、パートとして働いているスーパー
の同僚達との不和など、まだまだ問題はあるようだ。
特に彼女の場合、周囲の人に自分が外国人であること
を忘れないでほしいと強く主張していた。来日10年
もなると、周りの人は自分に日本人と同じ考えと行動
を要求する。しかし、子供がいないMさんにとって、
家庭内以外で日本文化に触れる機会はそう多くはなか
ったのである。今になって、Mさんは自分が日本名
を使い、外国人という色を消していた事を一番後悔す
るという。

Mさんは、地域社会や職場で自分が外国人である
ことを認めてもらいないケースであるが、表1の2番
のSさんの場合は、家族から外国人であるSさんのア
イデンティティを認めてもらえないケースである。

（事例5）Sさん（2000年来日・50代・初婚・表1
の2番）

Sさんも、2000年に結婚移民した。結婚後1年
後には子どもが生まれ、現在は夫と娘の3人暮ら
しである。10才も年の差がある夫は、妻の出身
国である韓国を認めていない。韓国の話になると、
いつも無視され、家の中で韓国料理も殆ど口にし
ない。彼女が作るキムチは、自分だけがこっそり
食べるか、近所の知り合いに配る。娘が大きくな
ったら、今度は娘までもが食卓にキムチが上がる
のを嫌がり、母親を無視するようになった。Sさ
んは、子供に韓国語を覚えさせたいと思ったが、
自我が強くなった娘はもう言う事をきかなくなっ
た。Sさんは、家の中で孤立感を感じ、それを無
くすために子供のPTAの活動に積極的に参加し
ている。しかし、50代となった彼女にはPTAの
活動も大変で、PTAの仲間から心を許す親しい友
人を見つけることは出来ていない。Sさんは、夫
が子供に悪影響を与えていると考え、もう離婚し
たいと思っている。

一方、MさんやSさんとは違って、結婚当時から自
分の本名を使いながら、地域社会の中で活躍している
ケースもいる。

（事例6）Yさん（2004年来日・50代・初婚・表
1の4番）

Yさんは、2004年に知人の紹介で今の夫と結
婚した。Yさんは、韓国の釜山出身で、大学では
日本語日本文学を専攻し、卒業後学校で日本語の
先生をしていた。Yさんの結婚動機は、純粋に老
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後の心配だった。学校の先生とは言え、常勤の仕
事ではなく、年を取るにつれて仕事が持続できる
かどうか、心配になった。しかし、すでに40歳
を過ぎた自分には、良い結婚相手は見つからない
と思い、国際結婚を決心した。Yさんには、母親
と兄弟がいる。特に女兄弟が多いので、一人くら
い海外に出ても良いと思った。日本人の夫は、当
時定年退職を目前にしていた公務員であった。
勿論、最初から夫を100%気にいっていたわけ
ではなかった。「僕を貴方の老後保険にしてくれ」
という言葉に応じた形となった。夫婦間の言語障
害はなかったものの、結婚生活が何でもうまくい
ったわけではなかった。一番大変だったのは、夫
の家族との付き合いだった。目に見えるイジメな
どはないものの、今まで家族の中で存在感が大き
かった夫の姉との付き合いは本当に大変だった。
Yさん自身、長男の嫁としての覚悟の上での結婚
であったが、義理の姉は彼女に「長男の嫁」の座
を許さなかった。親戚の中で、誰かが、家のこ
とに関して義理の姉を通さずにYさんと話をす
ると、義理の姉の嫉妬が始まる。しかし、Yさん
はそんな姉と対立するより、近隣の付き合いや冠
婚葬祭の仕切りなど外国人として対処し難い問題
を、義理の姉に相談するなどし、徐々に良い関係
を築いてきた。今は、親戚もYさんを信頼して、
頼りにして来ると言う。ちなみに、Yさんの義理
の母は、今老人性疾患のため、施設に入院してい
る。

Yさんは、元々日本語が堪能である自分の文化
資本をうまく使い、来日の初期から地域の婦人達
の集まりにも積極的に参加していた。そして、そ
れらの活動はホスト側の日本人達の目に留まり、
地域の国際交流事業の一員として活動する機会が
与えられた。Yさんは、以後地域の国際交流の文
化活動や外国人相談員などを経て、市が地域の多
文化共生のモデル事業として施行している、市の
外国人臨時職員として働いた。関係者は、Yさん
の性格の穏和さや協調性を高く評価し、地域外国
人女性の見本としているという。

事例4のMさんと事例5のSさんとは違って、Yさ
んは最初から日本語能力に問題がなく、そのために、
わざわざ自分を不可視化する必要がなかった。しかし
MさんとSさんの場合は、言葉ができないというコン
プレックスを隠すため、または1日も早く日本に馴染
むために本名ではなく、通名を使用してきた。その事
によって、彼女らは自然と不可視化される存在となっ
たのである。日本人と見た目では識別が難しい韓国や

中国からの結婚移民女性は、来日当初から通称名を使
う事で自分の外国人色を消そうとする。自分自身を不
可視化することで、差別の目から少しでも逃れようと
する戦略的選択とも言えよう。しかし、その事によっ
て、逆に自分の外国人としてのアイデンティティを表
出しにくくなっているのも事実である。結婚移民初期
には気にしていなかった外国人としてのアイデンティ
ティが、移住先で長年にわたる文化摩擦を経験するこ
とによって、再び自分のアイデンティティを取り戻し
たケースは非常に多い。ホスト側には外国人である自
分を受け止めてほしいと思う。Mさんは、自ら外国
人色を消して、日本名を使用したことが一番の失敗だ
ったと後悔する。実際に今でもほとんどの結婚移民女
性は通名を使用しており、同じ結婚移民女性同士でも
本名を知らない場合が多い。日本名を使用したのが、
最大の失敗だったと言うMさんの気持ちを重んじる
必要がある。

Ⅴ. 終わりに―ジェンダー平等と
多文化共生を目指して

ここまで筆者は、日本における結婚移民女性に関す
る現況と先行研究を整理し、東北の地域社会における
多文化共生への取り組みを説明した後、フィールドワ
ークをして得られた結婚移民女性の状況と悩みを提示
した。事例の分析から言えることは、現在の結婚移民
女性は滞在期間から年齢、そして遭遇している状況ま
で実に多様なジェンダー役割の中で奮闘しており、そ
の上外国人としてのアイデンティティの維持に葛藤し
ている事である。そのため、結婚移民初期段階の女性
達には、言語疎通の問題への解決だけではなく、それ
ぞれが請け負っているジェンダー役割とそれに付随す
る問題に対するケアが必要であり、同時に初期段階か
ら可視化された外国人としてあり続ける事が大事であ
ると言える。しかし、現在の「多文化共生」の施策で
は、日本のジェンダー構造に悩む個々人のニーズまで
をカバーする能力はない。
次に紹介するIさんの事例は、日本の「多文化共生」

施策の限界をよく示すものである。

Iさん（40代）は、2007年前に仲介結婚で日本
に来日した結婚移民女性である。初婚で子どもは
いない。Iさんは、2011年の3月11日の東日本大
震災で、夫を亡くした。住んでいたアパートも津
波で浸水し、5月から仮設住宅で独り暮らしをし
ている。義理の父母とは、結婚当初は同居してい
たが、あまり上手くいかず、夫と独立して生活
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していた。亡くなった夫は、年の差（13才年上）
はあったものの、穏やかな性格で Iさんの良き理
解者だった。昨年は、夫と一緒に韓国旅行にも行
った。Iさんは、姑とのトラブルはあったが、夫
とは殆どトラブルがなかったと言う。彼女は、津
波で夫の死亡が確認された後、様々な難関にたた
されていた。遺体の処理や労災処理など、まだ日
本語が不充分な Iさんにとっては、一人で解決で
きない問題が山積していた。県の国際交流協会と
市の日本語教室の関係者の助けを貰えなかった
ら、解決はできなかっただろうと言う。外国人で
あることから労災処理をしてくれない会社、保険
の受取人としての自分の存在を認めない夫の家族
に立ち向かいながら、涙を流す暇もなかった。夫
が亡くなってから Iさんの日本への滞在許可は、
日本人の配偶者から定住者に変わった。夫が生き
ていれば、普通に永住資格をもらうはずだった。
しかし、予期しなかった震災で夫を亡くしてしま
ったことも悔しいのに、不安定な滞在資格である
定住者になってしまった。彼女がもし夫の親と同
居をして、彼らの介護をしているのであれば永住
資格はもらえたのかも知れない。しかし、Iさん
は自分を嫁として認めてくれない義理の親とは同
居したくないと言う。
或る人は、Iさんの話を聞くと、なぜ韓国に戻
らないのかと言う。しかし、Iさんにとって韓国
に戻ることは、また一からのやり直しを意味する。
少なくとも日本では、夫が残した年金などで少な
くとも最低限の生活は可能であり、やはりここが
自分の居場所だと思っている。Iさんは、わざわ
ざ以前住んでいた地区とは離れた仮設住宅に入居
し、元気に過ごしている。仮設住宅では、NGO
で物資配りに来ていた韓国人のボランティアとも
仲良くなり、隣近所とも積極的に付き合っている。
夏の間、彼女の家の玄関は開けっぱなしだった。
近所の子どもやお婆さん達にいつでも声をかけら
れるようにした。自分で情報を収集して、近所の
人々の物資までもらってきて配るなど、今までは
考えられなかった近所付き合いをしている。この
ように前向きに生きようと考えている Iさんであ
るが、滞在資格の関係上、早く仕事を見つければ
ならないと焦る気持ちは仕方がない。

Iさんの場合、災害時においては、確かに行政やボ
ランティアの手厚い協力を得て、様々な困難を乗り越
えることができた。それは、外国人が言語の障害によ
って差別を受けることがないようにという県が試行し
てきた「多文化共生」の理念に則っての支援だった。

そして、そのような日本側の助けは、彼女にとって新
たな「共生」への気持ちとして表れ、震災前には考え
られなかった地域住民との積極的な交わりにつながっ
ているのである。しかし、問題は制度的な差別であっ
た。外国人が受ける制度的差別の前では、「多文化共生」
は無力に等しい。2節で説明したように、日本の「多
文化共生」はあくまでも地域内での共存・共生を美し
く語るだけで、外国人一人一人の人権問題に踏み込む
ことはない。いや、そもそも行政がそこまで外国人一
人一人の問題や要求に対応する必要性はないはずであ
る。
それでは、結婚移民女性の問題にどのようにアプロ
ーチすべきだろうか。それは、「多文化共生」の事業
内容を、短期的な支援ではなく、長期的に彼女等のエ
ンパワーメントを向上させる取り組みに変える必要で
ある。またそれを担う主体は、行政ではなく、彼女等
自身によるものであることが望ましい。つまり「自助
グループ」が必要なのである。関係のない第3者が可
哀そうな女性達を助けるために、というスタンスには、
限界がある。当事者が自ら参加することが必要で、地
域社会の中で自ら居場所を作り、相互助け合う必要が
あるのである。 
東北の結婚移民女性は、長い間自助グループを作る
ことがなかった。それは、結婚移民女性に対する周辺
の否定的視線や、上述したように自ら外国人としての
色を消して日本人社会に適応しようとする意図から、
なかなか同郷同士での助け合いの組織は生まれること
がなかったのである。しかし、全然その希望の陽射し
がないわけではない。
今回の震災を受け、宮城県北部と岩手県南部のフィ
リピン女性達の組織化が進んでいるからである。津波
で、行政も被災し、町全体が無くなるほどの甚大な被
害を受けた当地域では、フィリピン女性のキーパーソ
ンが彼女らを助け、また全国のNPOの支援を繋いで
いた。30年前に結婚移民で当地域に嫁いだRさん（57
才）がその人物である。Rさんは、地域で子どものた
めの英語教室を運営するなど、地域社会の中でもちょ
っとした有名人であった。Rさんは、震災前から「フ
ィリピン人妻の会」を作り、仙北地域のフィリピン人
女性をまとめてきた。今回の震災では、震災直後から
地域でボランティア活動をしながら、地域のフィリピ
ン女性を支えてきた。震災後ボランティア先で出会っ
た人々の仲介で、後に彼女のところには様々な全国の
支援団体から連絡が来ていて、物資が届いた。届いた
支援物資をフィリピン人女性だけではなく、地域の
人々にも配った。6月からは、地域の津波被害で仕事
を失ってしまったフィリピン女性達の就業支援とし
て、東京からのNPOの協力で介護師資格のための教
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室が開かれることになり、現在まで南三陸、気仙沼な
どで教室が運営されている。
そもそも、フィリピン女性の場合は、見た目からも
可視化されやすい結婚移民女性であり、韓国出身や中
国出身の結婚移民女性達とは状況が異なる点はある
が、今回の震災で初めて自助組織の働きが、それぞれ
の自立に役に立っていることから、その波及効果が期
待される。実際に気仙沼地域では、彼女等が主体とな
っている介護資格のための日本語教室に中国や韓国出
身の女性も参加するようになってきた。長年、市で結
婚移民女性達に日本語を教えてきた日本人の職員も、
新たな動きに期待を寄せている。
行政の「多文化共生」施策に頼るだけでは、結婚移

民女性達の主体性は向上されにくい。行政は、長期的
に結婚移民女性のエンパワーメントを養成する事業に
取り組み、結婚移民女性達は、自助組織であれ、共助
組織であれ、彼女等が遭遇している様々な問題を当事
者自らが助け会い、社会に働きかける仕組みを作る必
要がある。震災は、東北に危機的状況をもたらしたが、
一方で新たな「共生」の可能性を提示できるきっかけ
になるのかも知れない。今後の推移に注目する必要が
ある。
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Ⅰ. はじめに

本稿は、日本企業に勤務する8名の女性管理職の事
例を基に、日本の大企業においてマネジメントの中枢
に進出した女性の特性を分析し、今後女性がさらに企
業のマネジメントとして活躍するための方策について
検討する。
現代日本社会において、女性とその職業キャリアに
ついての問題は、国内における深刻な少子化の進展、
1990年初頭から断続的に続く経済環境の悪化に伴う
企業の人事管理制度のより効率と生産性を重視した方
策への転換、そして国際比較の観点からみると未だに
低い雇用・政治の分野における女性の進出度、などの

様々な問題と関連して、働く女性個人のみならず、国
内の企業・経済全般・政治における重要なアジェンダ
のひとつである。このような状況下、企業においては
ポジティブ・アクション、ダイバーシティ・マネジメ
ントの推進など、女性活用の流れはその勢いを増して
きている。
戦後の女性の企業活動への進出を振り返ると、高度
経済成長以来現在まで増加の一途をたどる女性非正規
社員の問題は重要かつ緊急な対応が必要な問題である
一方、正社員女性として働く女性達にとっての重要な
転機のひとつは、1986年の男女雇用機会均等法の施
行であると考える。同法は、努力規定による実効性の
薄さや法施行に伴う企業によるコース別人事管理制度
という新たな差別メカニズムの創出などの様々な批判

石黒久仁子

図1　就業者及び管理的職業従事者に占める女性の割合

資料：男女共同参画局（2007）平成19年版男女共同参画白書。

女性管理職のキャリア形成
―事例からの考察 1―
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もある。しかしながら第二次世界大戦後徐々に形成さ
れた長期安定雇用を前提とした男性基幹社員中心の日
本企業の雇用慣行の中で、多くの場合周辺的労働に従
事し男性とは異なる処遇を受けてきた女性労働者に対
し、男性基幹社員と同様の門戸を開き、雇用の分野に
おける男女差別を、不完全な形ではあるが法的に禁止
したという点で、戦後女性の雇用において重要な変化
をもたらしたと考える。
加えて、経済環境・労働市場の変化に伴う企業にお
ける人事管理政策の変化も、女性の雇用に対し大きな
役割を果たしたと考える。90年代初頭からの日本企
業の業績悪化と国内のみならず国際経済の場での競争

の激化は、人件費抑制を柱とする企業の合理化をもた
らし、従業員の属性ではなく企業への貢献度によって
個別に評価・管理する流れが続いている。その結果、
わずかずつではあるが、1980年代以降徐々に浸透し
つつある女性従業員に対する均等意識とこの流れが相
まって、組織における女性への公正評価、処遇、そし
て新たな職務機会の拡大も進展している。更に企業に
おいては、正規 /非正規従業員ともにより優秀な人材
確保への需要が広まり、必然的に男性よりは相対的に
採用が容易で条件の低い女性に多くの企業が注目し始
め、組織の中核への戦力化への流れが生まれている。
ビジネスの現場で上述のような流れが起こり、そし

図2　役職者に占める女性の割合の推移	 （％）

資料：厚生労働省（各年）賃金構造統計基本調査。

図3　役職別所定内賃金（月額）：男性を100とした時の女性の賃金	 （％）

資料：厚生労働省（各年）賃金構造統計基本調査。
＊	本表は賃金構造統計基本調査から5年刻みでデータを取ったが、1985年の時点では係長、
課長のデータはなく、部長のデータは1990年が初出となる。
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て男女雇用機会均等法施行からすでに四半世紀が経っ
た今でも、日本企業における女性管理職の比率は未だ
低く、女性のマネジメントの中枢部への進出という観
点からは、多くの先進諸外国から水をあけられている
のが現状である（図1）。また、図2が示すように、管
理職各レベルに占める女性の割合は、1980年から比
較すると増加しているとはいえ、そのスピードはま
だ遅く、2010年の時点でも、部長4.2％、課長7.0％、
係長13.7％と低いレベルにある。また、給与レベルを
見ても、それぞれの役職において男女差はいまだに存
在し、女性の給与レベルは男性のそれと同等には達し
ていないことが概観される 2（図3）。尚、同じ賃金構
造統計基本調査のデータを、従業員1000名以上の企
業を対象としたデータと、従業員100名以上の小・中
規模の企業を含むデータを比較した場合、賃金の男女
差においては、大企業データは小・中規模企業のデー
タを含むグループより小さくなるものの、各役職に占
める女性の割合は大企業データにおいてさらに小さく
なり、大企業における女性の役職への進出の度合いは、
中・小規模の企業に比べて進んでいるとは必ずしも言
えないことが概観される 3。
本稿では、このような経済及び雇用環境下で、実際
に日本の大企業の管理職として活躍している女性がど
のような軌跡をたどって現在のポジションに至ったか
を、個人への聞き取り調査から得た質的データを基に
分析し、女性がキャリアを形成していくうえで遭遇す
る障碍と同時に促進要因について考察する。そして本
研究を通じて、女性とマネジメントの分野において新
たな知見を提出することを目標とする。
以下では、まず、企業における女性とキャリア形成
についての先行研究についてレビューし、それら先行
研究から得た知見を基に、本研究で取り上げられる調
査手法について述べる。次に、事例から得た知見を紹
介し、その結果から分析を進める。

Ⅱ. 企業組織における処遇や昇進の
男女格差を巡る議論

組織内の処遇や昇進における男女差を説明するもの
として、経済学やマネジメントの分野では様々な理論・
コンセプトが発表されてきた。代表的なものとして以
下が挙げられる：雇用者の嗜好による差別（Becker, 
1957）、統計的差別（Arrow, 1972; Goldin, 1990, 88; 
Phelps, 1972）、内部労働市場とそれに関連する二重労
働市場の問題（Piore, 1971）、マネジャーのジェンダ
ーによる個人特性の違いと人々の認識（Wilson, 1995; 
Schein, 1994）、異なるグループの人数比に基づく組

織内の機会・パワーの構造（Kanter, 1977）。日本国
内においては、小池（1988、1999）、八代（1980）な
どが、中長期の従業員に対する訓練投資には、平均的
に勤続年数の短い女性は除かれることを指摘する。大
沢（真知子）（1993、109-134）は、日本においては
大企業であるほど内部労働市場が発達し、また企業規
模が大きいほど男女間賃金格差が大きくなる現象を、
1） 企業が女性に補助的役割しか与えず、2） 従って日
本の年功的な賃金制度においては勤続年数の上昇と女
性の生産性に乖離が生じ、3） 結果的に女性の結婚退
職や既婚者の採用抑制を促す雇用管理制度と属人給を
基にする給与体系に問題がある点を指摘する。また、
大沢は日本労働市場の特徴として、間接金融、終身雇
用、年功制に支えられ、安定的に成長を遂げてきた日
本企業における男性の長期勤続が、組織における処遇
の男女差に大きな影響を及ぼしていると指摘する（大
沢、1998、106-145; 148-149）。
これら経済・マネジメントの学説に加え、日本の労
働調査においては、労働経済学・社会学などの様々な
分野の専門家や研究機関が、経済構造と女子労働の変
化、企業における女性の活用、組織における処遇・ポ
ジションの男女差、女性のライフコースと職業など、
各時代において問題となっているテーマの分析に取り
組んできた。
本研究の対象となる女性ホワイトカラーのキャリア
形成に関する1980年代後半からの研究において、処
遇や昇進における男女差を説明したものは大きく以下
に分けられるであろう。1） 業種・企業による職場類
型の相違による業務配分とそれに伴う男女のキャリア
形成の相違（脇坂, 1993；富田, 1991）；2） 企業内総
合職 /一般職のコース分けに代表される人事管理制度
上の問題（小池, 1988）；3） 組織において配分される
業務の男女差およびそれを通じて生じるOJTによる
能力開発機会の差（連合総合生活開発研究所, 1996；
21世紀職業財団, 2000b）；4） 上司の指導や査定、意
欲向上への働きかけの度合いの、部下の性別による差
（八代, 1992；日本労働研究機構, 1997）；5） 女性の家
庭における家族役割と仕事とのバランス（21世紀職
業財団, 2000a）；6） それに関連する育児休業制度など
女子の継続就業をサポートする制度；7） 会社の慣習
的な女性に対する差別（松繁, 1998）。
以上の研究からは、1） 女性の継続就業を助け、意
欲を向上させるうえでの女性への業務配分とそれに伴
う能力開発機会の重要性 ; 2） 人事管理制度のあり方の
相違による女性のキャリア形成過程の相違 ; 3） 結婚や
出産といったライフコースの変化に対応し得る人事管
理制度施策の有無などが、女性の企業でのキャリア形
成の鍵となることに加え、雇用主や男性管理職の、女
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性を活用することへの抵抗が存在することも読み取れ
る。
実際、以下の厚生労働省の調査結果が示すように（図

4）、勤続年数、仕事と家庭責任のバランスをとるこ
と、男性社員を中心とした顧客との関係など、従来か
らの男性中心の企業組織と女性の働き方が合致しない
点や、女性の低い職業意識などを雇用主側は女性を活
用する際の問題点として挙げている。
以上のように、企業とその内部にいる個人や組織内
で性差が生じるメカニズムに焦点をあてた分析に加
え、大沢（真理）（1993）や横山（2002）をはじめと
する多くの研究者が示すように、戦後日本の女性政策
や社会保障制度は、その時々の女性のライフコースに
大きな影響を与えてきたばかりではなく、男性本位の
企業中心の社会を形成し、強化してきたといえる。本
研究は、企業と個人というミクロレベルの分析を目指

すが、働く女性達を取り巻く社会の構造を理解しなが
ら企業における女性を分析することは非常に重要であ
ると思われる。
ここまで、様々な研究分野における企業内の処遇・
昇進に関する男女差と女性活用を妨げる原因と理由に
関する分析をレビューしたが、本稿はそれらの中の特
定の分野・事柄に焦点を当てるのではなく、むしろ組
織において女性のキャリア形成を阻害する要因は複合
的であり、その観点から、当事者である女性自身を中
心に据えて様々な状況を分析する視覚が必要であると
考える。従って、以下で詳しく述べるように、本稿で
は実際に企業で管理職として勤務する女性達への聞き
取りを中心として得たデータを基に、女性達のキャリ
ア形成の過程を分析し考察する。

図4　女性を活用するに当たっての問題点 （複数回答）	 （%）
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資料：厚生労働省（2003）	働く女性の実情。
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Ⅲ  研究の手法

1.	女性とマネジメントに関する実証研究

現代日本の女性とマネジメントの研究の分野では、
優れた実証研究がいくつか挙げられる。Lam（1992）
は西武百貨店の事例を取り上げ、質問票とインタビュ
ーを組み合わせた調査によって人事管理施策について
分析した結果、採用、キャリア開発システム、ジョブ・
ローテーション、教育訓練など、雇用の過程で制度化
された男女差別を見出した。木本（2003）は、百貨
店とスーパーマーケットの二つの事例を基に、マネジ
メントと雇用管理における様々な要素が、女性が管理
職へとキャリアを進めることを妨げている点を指摘し
ている。一方Broadbent（2003）はパートタイム労働
に着目し、正規・パートの雇用の分断を制度化し強化
する過程での政府が果たした強い役割や、労働組合が
女性パートタイム労働者をその活動から排除していっ
た点などを指摘した。このように女性とマネジメント
を取り上げた研究が為されているものの、Kimotoが
指摘するように（2005、31）、男性の労働研究が相当
数の製造業を中心とした実証研究を蓄積しているのに
対し、女性労働に関する研究はまだ少なく、様々な業
界や企業の雇用の過程を丹念に調べていくことが、性
別役割分業を生み出し運用される過程を理解し、そし
て将来の変化を予測するうえで必須となる。

2.	データ収集の方法

前節でレビューした先行研究や実証研究の例を参考
にしながら、本研究では、人々のキャリア形成の過程
は継続的、動的、そして様々な要素が織り合わさった
複合的なプロセスであるという理解と、著者自身が保
持している認識論的立場―人々は出来事や状況を出
生以来蓄積され組み込まれて来た価値観に基づいて解
釈し、様々な知見を得ながら彼らにとっての現実を作
り上げており、人々の行動の背後にある動機や意図に
着目することが重要である―に適する手法を模索し
た。
その結果、本研究においては心理学にみられるよう
な科学的なアプローチや精密な仮説や変数に支えられ
た量的アプローチは適せず、むしろ、女性達がどのよ
うに経験し、感じてきたかを理解する為には、当事者
の声を聞くことが最も適切に思われた。そこで、実際
に企業に勤務する女性管理職を事例として取り上げる
ことが検討され、インタビューを中心に女性達自身の
語りを聞き取っていくこととした。

聞き取りにあたっては、質的調査の中で、特にライ
フ・ヒストリーの手法に大きな影響を受けた。谷が述
べるように、ライフ・ヒストリー（生活史）は「個人

4 4

の一生の記録
4 4 4 4 4 4

、あるいは個人の生活の過去から現在
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

にいたる記録
4 4 4 4 4 4

」（谷、1996、4）であり、自伝、伝記、
日記に加え、近年では口述史の聞き取りが主流の方法
となっている（谷、1996、4）。
本研究では、幼少時からのキャリアに関する意識、

キャリア選択とその後のキャリアの軌跡に焦点をあて
ているものの、長期間にわたる「時間的パースペクテ
ィブ」（谷、1996、6）の中で、調査対象者がどのよ
うに仕事やキャリア、組織の中で日々起こる出来事や
自身の経験を認識しているかという点で、ライフ・ヒ
ストリーの手法は非常に参考になると考えた。加えて、
被調査者との複数時にわたるインタビューやコミュニ
ケーションを通じて、職業キャリアを含めたより広い
生活についての聞き取りを行うことで、その範囲は調
査対象者の生活の中の限られた部分ではあるものの、
ライフ・ヒストリーの手法に準じた方法を目指しデー
タ収集を実施した。
ライフ・ヒストリーの手法やその有効性について

の議論については、Mills, Bertaux, Thompson（例：
Bertaux （ed.）, 1981; Bertaux and Thompson, 1997; 
Mills, 1959）などの研究が挙げられ、ライフ・ヒスト
リーは社会構造や階級といった主題に多用される手法
である。この手法を組織内の人々の行動、キャリア形
成といった題材について用いる点について、Musson 
（1998, 10-15）は、個人が時間と共に彼ら自身の行動
を理由付けし論理付ける方法はライフ・ヒストリーに
よってのみ可能であり、この手法が重視する点は、個
人が自らのレンズを通して彼らの経験に対して意味づ
け・解釈をし、説明付けすることにあり、この方法は
個人の経験の分析についてのみ有効であるのみなら
ず、組織がいかに機能しているか、そして組織内で起
こる出来事の不明瞭さ、不確実さ、そして問題を、個
人が日常レベルでいかに経験し、意思決定していくか
を理解する上でも有効である点を指摘する。また、横
断的調査では得られない、時の経過と共に変化する構
造の、個人へのインプリケーションを理解することも
可能とする（Walby, 1991, 169-170）。
キャリア形成の研究では、キャリアという点では成
功した16名の元女性管理職が職を去るに至った経緯
と事由をライフ・ヒストリーの手法で得たデータを用
いて分析した研究（Marshall, 1995）、40名の男性へ
の個人経歴の聞き取り調査を基に男性のライフサイク
ルを導き出したLevinsonの研究（Levinson, 1978）な
どの例が挙げられるが、数値だけでは得られない、個々
の事例の複雑さや、キャリア形成に関する人々の心情
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の変化を読み取ることを可能としている。
一方、ライフ・ヒストリーの手法が客観たりえない
という問題は、ライフ・ヒストリーの手法において避
けられない課題である。しかし組織で起こる出来事や
個人的な出来事をいかに解釈し、自己のキャリアを形
成し意味づけてきたかという点を考慮した場合、被験
者自身の解釈は大変重要である。また、口述により得
られたデータの信頼性についてThompson （2000）は、
社会調査でさえ個人もしくはその集合の意識を集めた
社会的な認識を含んでおり、その調査の持つ社会的コ
ンテクストからのプレッシャーの影響下にあり、新聞
のレポート、私信、自伝などと比較して絶対的な事実
を示すものではないと主張し、Glucksmann （2000）は、
調査を実施する主体によって、現実の代表性に多くの
ヴァリエーションがあることを指摘する。また、ライ
フ・ヒストリーの手法によって導き出されたデータの
代表性の問題については、実際限られたサンプルから
一定の類型化を求めること、そして個人の主観に基づ
くデータであるが故に、それらデータのみを用いて一
般化を導くことは困難であり、他の様々なデータと
共に分析された時、その効果は最大化される （Walby, 
1991, 167-186）。
このように、ライフ・ヒストリーの手法を基に収集
したデータを用いて個人のキャリア形成の過程を分析
することは、管理職に至った女性のキャリアの軌跡、
そして彼女達の特性を見出すにあたり有効な方法であ
ると考えられ、調査が進められた。

3.	事例の選択

事例の選択は調査を進める上で最も重要なポイント
であり、以下のステップで決定された。

1）　文献及びデータのレビューによって調査対象

企業候補を検討する。ここで基準点として検討された
のは、
‒ 本研究の対象は私企業であること
‒ 組織に女性管理職が存在すること
‒ 人事管理制度を実施していること
‒  企業が1980年前半以前に存在し、1986年の男
女雇用機会均等法で取られた対応による相違点
と共通点について分析できること。

2）　実際に数社に出向き情報収集、同時に女性への
聞き取りを実施し、対象企業の絞込みを行う。9社を
訪問し、人事担当者からの聞き取り実施した。加えて
10名の女性にパイロット・スタディとして聞き取り
調査を行った。産業によって人事管理制度・女性のキ
ャリア形成の軌跡が異なることに加え、同じ産業内で
も企業によって人事管理制度、女性社員の経験に大き
な相違があること、とりわけ外資系企業は上記の点に
ついて明らかな違いがあること、転職経験者の聞き取
りからは、各企業での経験や知識が分断されたもので
あることなどが明らかになった。

3）　上記初期調査を基に、異なる特徴的な人事管理
制度を実施している3社（金融・サービス・製造）を
調査対象に決定し、本格的な調査に取り掛かった。女
性管理職の経験は、それぞれ共通点は見いだせるもの
の、かなりのヴァリエーションがあることから、本調
査では男性社員を含めず、女性管理職の事例のみを選
び、対象事例を比較して分析を進めることに決定した。
サンプル数に関しては、時間的制約の中、サンプル数
を更に増やすことよりも、複数時のインタビューとそ
の他の数次にわたるコミュニケーション（email、セ
ミナー同席、インフォーマルな飲食の機会など）から
導き出される詳細な情報をより優先し、協力を得られ
た8名の事例に限った。

3社と女性管理職への調査は2004年から2007年に

表1　研究対象女性マネジャー	 （データは2007年時点）

企業 名前 入社 勤続 年齢 職位 学歴 家族

A社

M1 1978 29 48 マネジャー 高卒 既婚・一子

M2 1985 23 43 マネジャー 短大卒 未婚

M3 1986 22 44 マネジャー 四大卒 未婚

B社

M4 1985 23 49 副部長 四大卒 未婚

M5 1982 26 52 部長 四大卒 既婚・一子

M6 1982 26 49 部長 四大卒 既婚

C社
M7 1984 24 44 課長 短大卒 未婚

M8 1986 22 44 課長 四大卒 未婚・一子
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かけて実施され、金融A社、サービスB社、製造C社、
における人事管理制度と女性従業員に対する施策の変
遷を分析し、それら制度と施策に対する理解を基に、
合計8名の女性管理職（A社3名・B社3名・C社2名）
に対してインタビュー調査を中心に彼女達のキャリア
形成に関する情報収集・分析を実施した。調査対象期
間は1980年代前半から2007年とした。対象となった
女性達の属性は年齢が43～52歳、勤続22～29年、高卒・
短大卒・四大卒の異なる学歴を持つ。既婚者3名、有
子者3名。2名が早い段階で初職から現勤務先に転職
したのを除き全て新卒で、入社以来同一組織で勤務し
ている。

4.	データの収集・記録と分析の方法

聞き取り調査へのデータ収集と記録は以下の方法で
実施された。

1） 初回インタビューを実施する為の最初のコン
タクトの際に、インタビュー時に話されるおお
まかな内容について伝える（付録参照）。

2） 事前に送付した内容を基に、第一回の聞き取
り調査を実施（半構造化インタビュー、1時間
～3時間）

3） インタビュー内容のトランスクリプトを作成
4） トランスクリプトをインタビュー対象者に送
付、内容を確認、修正がある場合は必要に応じ
て修正依頼

5） 第一回インタビューのトランスクリプトをベ
ースに、第二回インタビューの実施

6） 以降インタビューを重ね、3）と4）の作業を
繰り返す 4。

7） 上記プロセスを経て整えられたインタビュ
ー・トランスクリプトに加え、社内異動の記録、
職位・役職の変化などを記した各自のキャリア・
ヒストリー・テーブルを作成し、本人の確認を
得る 5。

上記のプロセスを経た後、インタビュー・トランス
クリプト、キャリア・ヒストリー・テーブル、その他
のコミュニケーションから得た文書を基にした各自の
キャリアの概要を作成 6し、調査対象の8名の各資料
を読み比べる。その結果、複数名の記録に出現する女
性達のキャリア形成にとって特徴的と思われる事柄に
焦点を当て、前出の先行文献のレビューの議論とも含
めながら分析を進めた。
それぞれの調査対象者の語りとコミュニケーション
から得られたデータは大変興味深く、ひとつひとつ
が仔細な分析の対象となりうるものであった。しか

し、今回8名の女性管理職のキャリア形成の経験につ
いてのデータを得ることができ、本研究ではそれらデ
ータを比較しながら分析することにより、キャリア
形成につながる要素をより明確にすることを目標と
した。限られた人数の女性達の語りと当時の社会・
経済状況から特徴的な部分を見出し分析する手法は、
1930年代から70年代における英国ランカシャー地方
の、女性織工と臨時雇いの女性労働者との間に発生
した労働の、フォーマル /インフォーマルな経済の取
引と、そこに見出されるジェンダー関係に注目した、
Glucksmann（2000）の研究を参考とした。

Ⅳ. 事例研究

1.	企業の人事制度・女性の雇用管理の変化の概
要

本項では女性達のキャリア形成の過程の分析を行
うにあたり、対象となった3社の人事制度と、女性の
雇用管理についての特徴について概観する 7。表2は、
各社のビジネスの概要に加え、 雇用機会均等法施行以
前の制度、 1986年の雇用機会均等法の施行に対する対
応、1990年代の人事制度管理、2000年代に入ってか
らの変化をまとめたものである。
調査対象の3社の例を見ると、いずれの場合も、

1986年の雇用機会均等法の施行は実質的に女性の組
織内でのコアポジションへの進出の決定的な促進材料
とはなっていない。A社では他の多くの金融機関同様、
男女雇用機会均等法施行以前は職務分担の明らかな男
女差があり、女性の積極活用は行われていなかった。
法施行後は総合職制度を取り入れるが、ある人事担当
者が語るように、「他の会社を見ても変えるという必
然性はみられなかった。ただまあポーズで「女性もと
るか」、ということで総合職制度を導入」した。B社
においては、法施行とは関係無く事業確立期にあたる
70年代から男女均等処遇、社員は全て総合職という
スタンスを持ち、社員数でも常に女性が男性を上回っ
ており、法施行時に特に制度を大きく変えることはな
かった。C社では従来から大卒女子を採用していたと
いう実績から、均等法施行による制度の変更はとりた
てて行われなかった。但し実際は女性の勤続は短く、
企業内では担当業務配分・処遇の面で男女差が続いて
いた。
このような状況下、人事制度の変化が女性に対して
影響を持ち始めたのは、1990年代初頭から始まるバ
ブル経済の崩壊による企業業績の悪化に伴う人件費抑
制の動きと人事制度の変更である。
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A社では年功的で業績評価が実質上無い人事制度か
ら、職務給を前提とした等級制度への移行を1990年
代中盤から始め、同じく属性重視から個人の能力・
業績重視の人事制度へと変化した。また、給与がほぼ
自動的に上昇する男性社員の人件費を抱えきれ無くな
り、男性社員の採用を控え女性社員の採用を活発に始
める。また、金融業界においてはトップに位置してい
ないことに加え、金融業界の人気低迷に伴い上位校か
らの男子学生の採用が困難になったことも女性の活用
を推し進めた一因である。そしてA社の女性の処遇に
近年最も大きな影響を及ぼしたのが、会社業績の悪化
に伴う中堅男子層の退職である。早期退職制度の導入
に伴い、若手男性社員（20代後半～30代前半）の多
くが退職し、中間管理職層及びその候補のグループの
多くが抜けてしまった（N字現象）。そこで従前から
勤続を続けスキルを蓄積し始めた女性中堅社員および
その予備軍に脚光が当てられ、2003年以降、積極的

な女性活用が始まる。皮肉ではあるが、2000年を過
ぎた時点でも、女性は男性社員ほど長期的に会社が雇
用を保証する必要が無いと認識されるなど、雇用の面
において男性に比べて低い女性の立場が、女性を活用
する理由のひとつであった。

B社は創業時より成長を遂げており、上述のように
女性活用が70年代から進み、現在は女性活用が非常
に進んでいる。現在は認知度も高い企業に成長したが、
創業から成長期にかけては他の日本大企業に比べると
新卒採用のマーケットにおけるポジションは低く、能
力ある男性の新卒を採用するのは困難であった。業務
内容も子供・女性を対象にしたものが多く、その点か
らも女性であることがいきる分野が多かった。人事担
当者は「とにかく優秀な人材を厚く確保することが第
一だった」と述べる。B社で観察された興味深い点は、
当初の導入の事由に関わらず、一度定着した女性活用
や均等待遇の企業文化や人事管理制度は、B社が大企

表2　研究対象企業

A　社 B　社 C　社

業種 金融 サービス 製造

売上（連結・円・
2005年度）

約1兆円 約3千億円 約5兆円

従業員数（グルー
プ・2005年度）

約16,000名 約12,000名 約160,000名

正社員に占める女
性の割合

約3分の1 （2004） 55.5 % （2006） 15.9 % （2004）

管理職に占める女
性の割合

5.4%（2004） 32.3%（2005） 明確な数値無し。但し、厚生
労働省が発表する数値より低
いと思われる。（人事担当者）

1980年中頃以前 明確な性別人事管理制度の実
施。

1980年代中頃までに、完全
な男女均等待遇、女性サポー
トメジャー整備。

制度上は男女差無し、1970
年代から大卒女子採用、慣行
としては男女差有り。

男女雇用機会均等
法施行（1986）に
対する対応 

コース別人事制度の導入。 法律で要求される水準の待遇
を実現済みのため、特に対応
せず。

すでに均等待遇をしていたと
いう観点から特に対応せず。

1990年代 業績の急激悪化、公的資金の
導入、中堅男性社員の退職、
合併による成果主義導入の遅
れ。

成果主義の導入による更なる
個別管理の推進。

いち早く成果主義を導入し個
別管理を推進した。但し女性
登用の決定的なモチベーショ
ン・契機なし。

2000年代 経営陣の交代、女性の積極登
用・活用推進へ。

更に人事制度改革・整備を推
進、女性社員特有の問題より
も社員全般の問題への対処
へ。

サポートメジャー完備 、人
事制度の更なる改革。
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業に成長した現在も継続し、強化されている。
C社は1990年代前半から意欲的に人事管理制度の
改定を試み、目標管理制度・年俸制・職務給および等
級制度を順次導入、成果主義を進めた。それ以前は人
事制度の運用状況はオープンになっておらず、各職務・
職位で求められる役割についても明確ではなかった。
93年頃より始まる成果主義へのシフトにより、目標、
個人の業績、各職務で求められる役割が明確になり、
社員 -上司間のコミュニケーションが促進されると同
時に、属性による管理の見直しが進められた。これに
より今まで不明瞭であった女性への取扱いが少なくと
も可視できる状況になると共に、より均等な処遇が実
現し、女性の昇進スピードが加速した。
以上のように、調査対象の3社においては、女性活

用の促進要因は必ずしも社会貢献や平等意識などの理
由ではなく、また女性を活用することによって企業業
績を向上させることが主目的でなかったことがうかが
える。女性活用の契機となったのは、むしろ各企業の
経済状況と企業を取り巻く雇用市場の変化に拠るとこ
ろが大きい。A社、B社の例からは、明らかに男性の
採用が困難なことから女性に目を向けざるを得なかっ
たことが女性活用の最も大きなモチベーションだった
ことがうかがえる。これに対し、C社は戦後一貫して
男子新卒の採用市場で高い人気を誇り、従前から大卒
女性を採用していたにも関わらず、現在でも女性活用
にとりわけ積極的で無い点からも、いぜん有名大学卒
の男子学生を中心とした新卒採用市場と、企業の雇用
管理におけるその重要性が概観できる。
しかしそれらの状況が、80年代から徐々に進む雇

用機会均等と女性の就労条件向上への法整備、女性が
仕事を持ち長期勤続をすることへの社会的な意識の高
まり、90年代から議論されている少子高齢化に伴う
女性の就労条件の更なる向上の動きなどと相まって、
徐々にではあるが企業における女性の均等処遇と活用
を促し、雇用市場・組織内での性差による地位の相違
の解消に向かっているのが現状と思われる。

2.	女性管理職のキャリア形成

では、事例の3社で管理職になった女性達はどのよ
うにキャリアを形成していったのであろうか。上述の
企業の論理に翻弄されながらただ勤続を積み重ねてい
ったのであろうか。いかに企業側の変化に対応してい
ったのであろうか。以下に調査対象者の経歴の概要を
示した後、彼女達の語りから得られたいくつかの特徴
について検討する。全体的傾向としてみられたのは、
3社8名の女性管理職達の経験と認識には、上述の企
業の人事制度同様、B社対A社・C社という、明確な

相違がある点である。B社の女性マネジャー達は入職
時の職業継続の意識が非常に明確であることに加え、
その後の経験も、女性であるが故にキャリア形成が妨
げられるような認識が無い。一方、A社・C社の女性
マネジャーからは、組織内の処遇や日々の出来事にお
いて男性と異なる扱いをされたり昇進機会が遅れたり
したためのフラストレーションを経験したことが観察
された。

調査対象者の経歴概要
A社
M1：M1は1959年に生まれ、高校を卒業後1978年に
A社に入社する。家庭の経済状況から、高校卒業後就
職をするよう家族に促され、また“堅いところが良い
から”と家族に勧められ、特に本人の強い志望もなく
金融業界を選択した。入社以降、地方の支店に配属さ
れ、店舗窓口などの業務に就いた。A社がコース別人
事管理制度を導入した際、M1は自動的に一般職に振
り分けられた。1982年に高校時代の同級生と結婚し、
85年（25歳）に長男を出産。当時出産した女性が勤
務を続けることは無かったが、当時の支店長の助けも
あり、出産後もA社に勤め続ける。11年間の支店勤
務後、1988年には東京営業部に移動し、法人部勤務
となる。業務内容に変更は無いものの、組織変更によ
り1993年に本社勤務となる。1997年（39歳）に主任に、
2002年（43歳）に副マネジャーに昇格、2004年に支
店に戻りマネージャーとして業務を統括している。
M2：M2は1964年に生まれる。高校卒業後地元の短
大に進み英語を専攻する。1985年卒業の後A社に入
社。1994年まで東京近郊の支店に勤務し、日常のカ
スタマー・サービスを含む事務処理作業に従事。この
期間1年間近郊のサテライト・オフィスに勤務し、事
務処理作業を超えた、営業を含む様々な業務に従事
する。カスタマー・サービス業務に精通していたが、
1995年に子会社に出向し、2001年に本社に戻るまで
子会社勤務が続く。M2は一般職として採用されたが、
1998年に会社の試験を受けて総合職に転換。しかし
35歳の時に父親が倒れ、自宅で母親と共に看病を続
けていることもあり、地域限定の総合職として働く。
2007年にはグループ・リーダーに昇格し、以降本社
勤務が続く。
M3：M3は1964年生まれ、高校卒業後、国立大学の
教育学部に進学する。1986年、男女雇用機会均等法
施行の年に卒業し、A社に入社。入社時は一般職とし
て採用される。A社は数度の合併を経験し本社所在地
も数度変わっているが、M3は一貫して管理部門に勤
務。 30歳の時（1993年）に総合職転換の試験を受け
るものの、その際は不合格。翌年再チャレンジして合
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格、その翌年、32歳の時に総合職に転換した。部下
はいないものの、マネジャーとして管理職の地位にい
る。
B社
M4：M4は1958年に生まれ国立大学に進学する。大
学在学中よりメディア業界志望で、1981年の卒業時
に希望のメディア業界に進む。しかし業務に魅力を
見出せず、1985年に友人の勧めもありB社に準社員
として転職。以降、1987年に正社員となって以降、B
社でのキャリアを積む。30歳でグループ・リーダー
レベルに昇格、32歳になり更に将来のキャリアにつ
いて考え始めたタイミングで海外転勤となる。4年の
勤務の後本社に帰国。2000年代に入り、管理部門に
異動、以降数度の昇進の後に副部長クラスのポジショ
ンに就いている。
M5：M5は1956年に生まれ、1978年に地方の私大を
卒業。卒業当時は教員を志望していたが、厳しい就職
環境の中一度故郷に戻り、地元の会社でパートタイ
ムとして働き始める。そこで現在の配偶者と出会う。
26歳で結婚すると同時にB社に勤務を開始。当初は
自宅でできる業務を行っていたが、自宅の外で働くこ
とを希望し、支店にて顧客担当の準社員として勤務を
始める。30歳（1985年）で長女を出産した際は、出
産した準社員を継続雇用する慣行は無かったが、支店
長などの助けもあり、勤務を継続する。36歳の時に
セクション・リーダーのポジションで正社員となり、
97年に副支店長に昇格する。更に大きな転機は2004
年の異なる地方支店への転勤（49歳）で、その後の
東京本社での勤務も含め、単身赴任をしている。現在
は部長クラスのポジションに就く。
M6：M6は1959年に生まれる。高校卒業後、学芸員
になることを志望して都内の私立大学に進学。しかし
卒業当時の就職環境は大変厳しく、なかなか就職先を
見つけることができなかったが、最終的にB社に男子
四大卒と同条件で採用される。キャリアの前半は主
にプロダクション関連業務に携わり、1989年（31歳）
にグループ・リーダーとなる。1992年の組織変更に
伴い関係会社に出向し、同時にマネジャーに昇格する。
35歳で結婚し現在に至る。1995年に本社に戻り研究
職としてのキャリアをスタート、部長クラスとなり勤
務を続けている。
C社
M7：M7は1963年生まれ、東京の高校を卒業後1982
年に短大に進学、日本文学を専攻する。1984年に卒
業後C社に入社、東京地区採用の事務職として勤務を
始める。M6は入社以来一貫して人事関連の業務に携
わっている。最初の配属は都内の営業所で、およそ
5,000名の従業員に対する日々の人事サービスを、20

名程の人事部員で担当していた。その後組織変更によ
り、営業からシステム・エンジニアを対象とする人事
サービスに変更となった。M7は人事サービスの中で
も主に給与厚生を担当していた。1990年代に入り、C
社では人事サービスを集約するプロジェクトが進行
し、1997年より実際の作業が開始された。それに伴い、
M7も再度別の東京の支店に異動し、本社担当の人事
業務を行った。最終的にC社の人事サービスは別会社
として独立し、現在は本社からの出向という身分で勤
務をしている。入社当時は短大卒の事務職としての採
用であったが、1997年、13年の勤続の後チーム・リ
ーダーとなり、2005年に正式に本社の幹部社員と同
等のランクに昇格した。コールセンターの管理や人事
サービスの管理者として、常に多くの部下を持ち、現
在では25名程の部下を抱える。
M8：M8は1963年に生まれ、父の仕事の関係で小学
校から高校1年までを海外で過ごす。帰国後東京の高
校に進み、その後私立大学に進学、理系学部を専攻す
る。卒業後C社にシステム・エンジニアとして入社し、
システム担当として2002年より子会社のシステム部
門に勤務、その後本社に戻り IT関連部署の課長とし
て勤めている。M8は入社後9年の勤続の後、アシス
タント・マネジャーレベルに、勤続19年目（41歳）
でマネジャークラスに昇進する。20代半ばで結婚し
たが、離婚を経験し、その後37歳で長女を出産して
いる（出産時及び現在も未婚）。実家の母の助けも得
ながら、働きながら長女を育てている。

以上、M1～M8 の8名の女性管理職の語りを基に、
以下、（1） 母集団の違いと就職機会、（2） 女性に対す
る過去の職場の意識、（3） 昇進・処遇における性差、（4） 
仕事と私生活のバランス、（5） 仕事に対するモチベー
ションの変化と、プロフェッショナルなビジネス・パ
ーソンとしてのアイデンティティの形成、（6） 柔軟か
つ自律的なキャリア形成、（7） 現状維持に対するモチ
ベーション、（8） 組織と人に対する情緒的愛着、（9） 
キャリア形成において“幸運”が果たした役割、の9
つの点について検討する。

（1）母集団の違いと就職機会

調査対象になった女性達のあいだで、入職時の職業
キャリアに対する意識には大きな違いがあり、入社し
た企業により、女性達の母集団に大きな違いがあるこ
とが概観された。
現在女性が活躍しているB社の女性マネジャー3名

は、いずれも男女雇用機会均等法施行以前に入社して
いる。3名とも国内で有数の有名四年制大学を卒業し
ているが、彼女たちの同級生同様、新卒当時は就職先
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を見つけるのに非常に苦労していた。当時は女子の就
職機会、特に四年制大学を卒業した女子の就職機会は
非常に少なく、高学歴の女性は就職先を探すために大
変な苦労をしている。実際に1980年代前半の女子大
卒採用予定ランキングを見ると、電機・小売り・証券
会社などが上位を占め、新卒女子を受け入れる産業・
企業がまだ限られていることが概観できる。
過去における女子学生の就職動向を示すもうひとつ
の例は、上記3名の例とは逆に短大を卒業し、これと
いった職業に対する目標や意欲を持たずに入社したC
社のM8とA社のM2の例である。短大卒の彼女たち
は就職先を見つけるのにそれほどの苦労もせず、数多
くある企業の中から自分の好みに合った企業を選んで
いた。（例：休日が多い、一番最初に内定をもらった、
堅そうな企業で安定していそう。）また、雇用機会均
等法施行の年に入社したC社のM8とA社のM3は大
卒ではあるが、A社の3名のマネジャー達に比べると、
格段に良い就職環境の中からそれぞれの企業に就職し
た。継続就業に対するモチベーションと仕事に対する
コミットメントの度合いについては後述するが、興味
深いことに、B社の女性達が非常に早い段階から全員
職業キャリアを築くことを目指していたのとは反対
に、A社・C社の女性達は皆、2－3年で会社を辞め
ると思っており、このように長くひとつ企業に勤めて
いるとは思わなかったと語っていた。
このように、初職で入職した当時の様子に対する調
査対象者への聞き取りからは、1980年代中ごろまで
の大卒女子に対する厳しい就職環境とそれと正反対の
短大卒女子に対する高い需要がうかがえると同時に、
A社・C社の女性対B社の女性という、キャリア形成
に対する意識の明らかな違いが見受けられた。

（2）女性に対する過去の職場の意識

一般的に、男女雇用機会均等法が施行された1980
年代後半は、女性が企業で仕事をすることに対する職
場の反応はポジティブなものではなかった様子がうか
がえる。

短卒高卒の人は基本的に営業店に配属されました
が、当時はあれだったんですよね、四大卒の女な
んか使えないという頃だったんで、私達は全員本
部に配属されました。そういえば今から思えばそ
ういう偏見があったんですよねえ。使いづらいと
いう。可愛げが無いし、余計な知識みたいなもの
もってるし。高卒の人たちもその年の人に教えな
くてはならないということで、辛かったのではな
いでしょうか。（A社　M3）

……そうですね、何て言うのかな、もうその支店
長が、私が一回何か言った時に、“しょせん女は
使い捨てだから”みたいな、そういうまだ体質で
すよね、昭和の時代って。で、同期で男の子がい
たんですけれども、私のほうが仕事はできるんだ
けれども、その男を上げなきゃいけないからお前
は我慢してくれみたいな、はっきり言われました
もの。“あ、そういう社会だし、私も何もその彼
を押しのいてね、行く？”っていう話になり、で、
私は東京の支店に転勤させられたんですよ。（A
社　M1）

このような男女の役割やキャリアの方向性の性差が明
確で、女性の進出に理解の薄い職場の風潮は、A社・
C社のマネジャー達の発言から多く観察された。しか
しながら、 B社マネジャー達からはこのような点は観
察されず、1980年代中盤の時点で、B社ではすでに
人事制度のみならず、企業文化自体がすでに女性活用
を当然として受け入れられていたことがうかがわれる
（しかしB社に勤める男女社員に、公私における性役
割の意識が全くなかったという訳ではなく、B社にお
いても80年代初めまでは育児休業などの制度もまだ
整備されていなかった。）

（3）昇進・処遇における性差

加えてA社・C社の女性マネジャー達は、大きく人
事制度が変化する1990年代中盤までに、同期大卒男
性社員との明らかな昇進、処遇の差があったことを指
摘した。それら男女差は、一般職で入社した女性の場
合は総合職に転換、もしくは係長レベルに昇進するま
で続く。勤続を積み重ね、職務範囲が広くなりキャリ
アを持つことを意識し始めたにも関わらず、処遇が一
向に追いつかない状況にモチベーションを下げ、自分
達の将来に疑問を感じ、転職を考えながら勤務を続け
る者もいた。例えば、四年制大卒として入社したM8
（C社）は、仕事の領域は男性と全く変わりなく、そ
の意味での不満は持っていないが、ただ企業でのキャ
リアのステップを上がる点に来る度に男性に比べてス
テップを上がることが遅れることに疑問を抱く。A社
のM2は、男性より随分遅れてマネジャーへの昇進試
験を受けた時のことを以下のように語る。

M2：…….その一年後に主事一級の試験があった
の。それに、高得点で合格したの….900点満点で
800点で合格した。すっごい勉強した。だって2
週間の休暇全部それに充てたもん。
質問：そこまで　勉強する意味は？
M2：これ合格しないとマネジャーになれないか
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ら。
質問：男の人達もこれがないとだめ？
M2：うん、男達と一緒に。そこで、初めて男達
と一緒に試験を受けた。ここでようやく男達と肩
を並べて。男達は28歳くらい。
質問：M2さんは当時36歳くらいですね。

M2は高得点で試験に合格したものの、結局その年は
マネジャーになれず、その事由を当時出向していた先
の人事に尋ねたところ、現在その部署にはポストが無
く、試験の点数はあまり関係ないと言われその時点で
昇進できなかった。
女性達の間で特徴的であったのが、1980年代～

1990年代前半まで処遇について男女差のあった上記2
社の女性管理職達の持つ、男女差に対する認識とそれ
への対応である。上述のように一般職で入社し、担当
職域、処遇、昇進機会の差を明らかに認識している、
A社の3名とC社M7に加え、大卒男子と同条件で入
社したC社M8も、少しずつ遅れる昇進における男女
差を感じている。しかし非常に特徴的なのは、彼女達
はそれに対し表だって争ったり諦めて退社することな
く、またその両極の間で不満を公に声にすることも無
く、状況を受け入れながら勤続を重ねスキルの蓄積を
進めてきた。それは表立って組織の中で対立し、退職
してしまうことにより失うもの（組織内の人々との人
間関係の悪化、経済的保障・自己の評判の喪失などに
より、却って自分の状況が悪くなることなどが考えら
れる）のリスクを取ることを避けてきたためという要
因も非常に大きいであろう。
彼女達の語りからは、表立った行動を取っても自己
のキャリア形成を促進する変化は起こらないであろう
という認識、そして企業組織に存在する人事雇用管
理の性別による違いは所与のものとして受け入れて
いくという現実が概観された。例えば前出のM2（A
社）は若い頃に観たアメリカの映画（「チャンス」（The 
Associate （1996）））から得たインスピレーションにつ
いて述べる：

やっぱりその、男性と女性の間には見えない敷居
みたいなのがあって、それをもう要は上手く利用
するっていうか、それを逆手に取るっていうのも
ひとつの方策だなっていうのを感じたのね、その
時。で、対等にやろうとしても駄目で、ま、男性
っていうのは控えめなのが好きだ、とか、そうい
う処世術というか、それは凄く感じたところがあ
るんだよね。だから決して私は今あのー、男性と
対等に何かをしよう、その心の中では、その平等
にして欲しいっていうのは凄く願ってるんだけ

ど、表面的にそれを唱えたことっていうのは無い
んだよね。

M2は現在会社の女性活用プロジェクトの中核メンバ
ーとして活動しているが、現在でも“ダイバーシティ”
という言葉は口に出すが、“女性が”という言葉を使
うのは極力避けているという。また、M3は高い評価
を貰いながらも総合職男子との大きな処遇の差につい
て上司との面接の場で質問したことがあるかという問
いに対し、「無いです。私はあの、上司に対して“良
い子ちゃん”だったんで。」と答える。一方C社のM7は、
女性にあることに加えて短大卒の為、大卒男子と同様
の業務をこなしているにも関わらず処遇がなかなか同
期の男性、大卒女性に追いつかないことに対して不満
を持っていたが、それを公にする事は無かった。後進
の女性達へのアドバイスを聞いた際、変化について長
い目で見て諦めずに進展を待つことを述べる。

アドバイスできるような経験していないような気
がするんですけど、もっと柔軟に臨めば良かった
かな、と思うことがあるので。諦めるよりは、今
できることを柔軟に。待遇の面では不満もありま
したが、そう簡単には変わらないんですね。今で
きることを柔軟にのぞめば良いなと。ひとつ制度
が変わるというのも時間をかけないと変わらない
だろうな、通らないだろうな、ということが、こ
こ数年の実感ですね。やはり諦めないで続けてい
くことが大切だと思います。

彼女達の発言の中には、男性中心の組織で生き残り、
自分を守りながらキャリアを積み重ね変化を待つとい
う、忍耐に支えられたある種のストラテジーとも言え
る態度と行動が見出せる。それは理論や正論では通ら
ない、組織内部に根差す男性、そして彼女達も含む女
性達の意識にある男女差に対し、変化を求めながらも
現実的なレベルで対処していこうとする彼女達なりに
見出した方法ともいえるのではないだろうか。しかし、
このような組織における性差を再生産するような女性
達の態度が、性差のより早い解消を妨げていた、とい
うこともある意味事実であると思われる。
一方、組織内の性差に関する発言はB社女性マネジ

ャー達からは皆無であった。彼女達の語りは純粋に業
務内容に焦点が当てられ、むしろ他社から中途採用で
入ってきた男性社員が、B社において女性が責任ある
仕事を任せられている事に驚きを感じること、そして
その事実を受け入れないと組織での業務遂行に支障を
きたしていた点を指摘する。彼女達の語りの中で女性
であることがキャリアの影響に与える点については、
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私生活の話題が出てきた場合のみである。この点は組
織に根付くジェンダーに対する価値観・規範と、それ
にともない醸成される組織文化が、女性達の組織内で
の行動や考え方に大きな影響を与える事を示唆してい
る。

（4）仕事と私生活のバランス

ワーク・ライフ・バランスは女性と仕事を分析する
うえで問題とされる点のひとつである。しかし本研究
の事例から見出されたのは、むしろ家庭・子供を持つ
女性マネジャー達が感じる、仕事と私生活双方の相乗
効果である。調査対象のうち既婚のマネジャー3名、
そして一子を有するマネジャー1名は、家庭もしくは
子供を持つことが仕事に対して阻害要因になるという
考えを否定し、逆に子育てや家庭を持つ事による仕事
の効率性の上昇を挙げる。特に組織での地位が高くな
り、業務において大きな責任やストレスを持った時、
私生活が別にあるということでスイッチを切り替える
ことの重要性が見られる。インタビュー当時単身赴任
していたM6は以下のように述べた。

えっとですね、会社も凄く忙しい時期、先程も言
いましたけど…、新しい組織の形を作っていった
んですけれども、会社もやっぱり大変なんですけ
れども、うちへ帰ったらその会社のこと一旦置い
といて子育てをするという切り替えがあるという
のは、実は非常にこう、精神的にはいいことだと
私は思ったんですね。まあある程度大きくなると
残業はするし、うちに仕事を持って帰ったりとか
しましたが、とにかく自分の意識を切り替えると
いうのは、忙しければ忙しい程必要なんじゃない
かなって思います。それが私はたまたま子育てで
あったり、家事であったりするんですけれど、も
し独身であったら自分でそれを作っていくと思う
んですね。….今のほうが辛いですね。（笑）

また、M1は子育てのために昇進機会を長らく辞退
し、以下のように子育ての為に確かに昇進のスピード
が遅れたことを認める。

その時は……管理職にまあそこでなったんですけ
れども、そこになるまでの時間も長くかかって。
子供を育てるのに仕事は、“まあこのくらいやっ
ておけばいいんだろう”みたいな、あるじゃない
ですか。そういう、感じの時が。うーん、“子供
育ててるんだからしょうがないよね”っていう諦
めと、ありますね。自分はもっと上に上がれる、
上がってる、我慢して、まあしょうがないですけ

れどね。その時が一番モチベーションが上がらな
いですよね。これで流しておけばいいや、という。
（笑）。それでも仕事は成り立つし。

しかしインタビューをした時点では、息子さんが翌年
独立して家を出ていくことが決まっており、それは今
までで最もモチベーションが下がる出来事だと語る。

M8は、出産し育児休業を取ったことにより自己の
人生観が大きく変わった事に驚き、自分の部下の男性
や未婚の女性にも、育児休業（男性で子供が有る場合）
他、何らかの機会を見つけ自分の人生と職業について
見つめ直す事を勧めている。勿論これには育児休業制
度を取れる会社の制度と組織の体制がありこの点を考
慮にいれる必要がある。M8が出産をしたのはすでに
2000年に入ってからのことで、これはC社において
この時点では少なくとも出産後の勤務継続に対して、
それを妨害するものは無かったということである。
上述のM1の場合は均等法や育児休業法が施行され

る以前に出産をしており、同じくM5もB社でもまだ
育児休業の制度が整備される以前に出産をしている。
彼女達は環境が整備されていない中でとにかく取れる
手段は何でも取り、大変な苦労をしながら子育てを実
践してきたことがうかがわれた。
そしてM1同様、上述のM8は出産し育児休業を取

得することにより2年昇進の機会が遅れたことを述べ
る。子育て中、特に子供が小さい期間はキャリアの形
成が中断されるのは事実である。また、結婚・育児と
仕事との対立を感じた女性達はすでに退職の道を選ん
だであろうという点を考慮に入れると、やはり家庭責
任と仕事の両立は女性にとって大きな障害となりうる
であろう。
しかし女性の証言から印象的だったのは、そのよう
なマイナスに働いた時点があったとしても、長い目で
見ると、尚も子供を持つことによるプラスが強調され
るということである。そして彼女達が自己を語る時、
仕事・家庭・子供全てを含めてひとつのアイデンティ
ティを形成しているという意識はあるものの、それぞ
れの領域は別個のものとして独立しており、お互いが
対立する同一の領域にあるものでは無いという認識を
持っていることが見受けられた。

（5） 仕事に対するモチベーションの変化と、プロフ

ェッショナルなビジネス・パーソンとしてのア

イデンティティの形成

では、そのような女性達自身の継続勤務へのモチベ
ーションや意識はどうだったのだろうか？女性マネジ
ャー達のモチベーションはキャリアの形成に合わせ
大きく変化している。前述のようにB社のマネジャー
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達は入社当初から強い職業意識を持っていた。一方A
社、C社のマネジャー達に見られた特徴的な点のひと
つは、入社当時の仕事に対する低いモチベーションと
意欲である。高卒で入社のM1を除いては、全員が「2
－3年したら結婚したら辞めると思っていた。」と述
べ、M1も、特にキャリアについての志望や仕事に対
する希望なども持っていなかったと語る。しかし彼女
達も仕事を覚えていくうちに徐々に仕事の面白さを覚
えるが、中堅の年ごろになっても処遇がなかなか上が
らないことにフラストレーションを感じ始める。
そのように彼女達が悩み、ある種転機を迎えた時に、
会社の人事制度や女性活用方針の変更が起こり、総合
職への転換、管理職への昇進などが可能になった。長
年の間に蓄積された男性社員との差はそこで一掃され
た訳では無く、その後もスタート地点での処遇の差や、
担当してきた職務範囲の狭さによるOJTの欠如とそ
れに伴う技能形成の遅れはまだ取り戻せていない。し
かし、彼女達のモチベーションは、まずは自分が認め
られ、次のステップに進んだことで大きく回復してい
く。
そして管理職となり活躍する8名の女性達に特徴的

なのは、自分の存在意義を仕事の中に見出し、自分が
力を発揮できる場を長年かけて蓄積してきたという自
負である。彼女達にとって、仕事は自己のアイデンテ
ィティを形作る非常に重要な要素であることが概観さ
れた。

時間的にも、今の人生の中で、生活の中で、自己
実現の手段は仕事なんですよね。（A社 M3）

やっぱり働いている、仕事をしている自分という
のが普通の自分なんですね。で、やっぱりあの、
色んなこう、自分の人生の中の物差しが様々ある
としたら、仕事という尺度も勿論あって、それ以
外に家庭であったりとか、妻であったりとか、家
庭というのも色んなものを含んでいるんですけれ
ども、えっと妻であったりとか、それから地域で
の色んな関わり、それがたまたま私の場合は会社
で地域のつながりがあったっていうのもあるんで
すけれども、あの、そういう意味でも、つながっ
てきた地域であったりとか、そういう色んな物差
しがあって、そのうちのひとつ。ただそのひとつ
というのが凄く大きな一つであるということ。（B
社 M5）

仕事自体はもう20年以上ずっとやっているので、
逆にこういうものが無い生活がどういうものかイ
メージが出来ない。（B社 M6）

A社のM2は、自分の立てた人生企画書に沿い、その
長期的な目標を射程に入れて社内でのキャリアを形成
してきたと述べる。

……まあ生を受けたからには貢献していきたいな
っていうのがある訳じゃない、誰しも。……私の
場合は、あの、あるとき自分でテーマを持ったん
だよね。何がきっかけだったかちょっとよく覚え
てないんだけどね……自分がいるってことそのも
のが他者にどう影響を与えるのか、他者にどう影
響を持ってもらえるのか、それが、その周囲の人
達にどういうモチベーションの向上に繋がるの
かっていうのを自分のテーマとして持っていた訳
よ、ずっと。

（6）柔軟かつ自律的なキャリア形成

しかし、ひとつの組織で長期勤続を続けていくにあ
たっては、毎日、毎年が順調に進んでいくわけではな
い。上述の昇進や処遇における男女差の他に、8名の
女性マネジャーの発言からは、全員が組織において何
らかの不遇と思われる期間を経験していることが観察
された。
ある者は本人にとっては理不尽な理由によって別会
社に異動させられ、その上に当時の上司に総合職転換
の制度について説明されるのを忘れられ、更に他の社
員より昇進が遅れていた。またあるマネジャーは、や
りがいのある仕事をさせてもらえず、大きなフラスト
レーションを抱えていた時期があった。自分の所属す
る部署が廃止されることになり、一時期行き場を失い
かけた者もいた。
一般に日本の企業では専門職として採用されること
は非常に少なく、配属はその時々の会社の組織編成や
組織内部の事情で左右されることが多い。このような
事態は女性社員に限らず起こることであろうが、今回
調査をした女性管理職達は、そのような組織変化に対
し非常に柔軟に対応していていたことが印象的であ
る。企業で長く勤め、一歩一歩キャリアを積み重ねる
ということは、時には不可抗力（本人から見たら）に
よりそのような状況に追い込まれることもある。しか
し、調査に協力してくれた女性管理職達からは、フラ
ストレーションは勿論持ちつつも、そのような時期を
むしろチャンスとしてとらえ、企業内に限らず企業外
にも積極的に目を向けて成長機会を求めて行く柔軟な
行動の特性が見出された。
特に、組織に与えられるものを待つだけでは無く、

自律的にキャリアを開発していくという点は非常に特
徴的である。単純事務作業がOA化、IT化の進行に伴
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って正社員ホワイトカラーの職務として無くなりつつ
ある中、専門的なスキルを持つことは、ホワイトカラ
ーの彼女達にとって組織の中で自己の価値を持たせる
必須条件である。この点、B社の3名のマネジャーと
C社のM2（理系）は、入社当時から目指す職務をあ
る者は非常に強く、またある者は漠然とではあるが抱
いていた。結果的にそれぞれが専門性を持った職務に
就き、業務拡大や会社の成長に伴い企業内で新たな仕
事にチャレンジする機会が常に与えられた。
一方、短大卒で入社したM2、M7の職業に対する

意識は係長レベルに昇進した頃から明確になってきた
が、両者共外部のセミナー・大学などに通い、新たな
スキルの修得に努めている。この点は、キャリアを重
ねる上で制限されていた職務訓練、技能習得の機会の
欠如を埋めるため、また男性のみならず周囲の四大卒
女性社員達に追いつくため、そしてプロフェッショナ
ルとして企業の中で自己の価値を自分の意志で創造し
発揮する機会をつかむための取り組みであると思われ
る。これは各企業で入社後OJTを通じてスキルを構
築していく方法が取られる点、そしてホワイトカラー
の女性、特に事務で入社した女性達にはその機会が最
近までは閉ざされていた点を示唆し、それを埋めるべ
く個人の責任において努力がなされていることがうか
がえる。

（7）現状維持に対するモチベーション

以上のように、キャリア形成の過程で起こる様々な
事柄に対し、女性達が前向きに対処をしてきた姿は印
象的である。しかし、8名の女性マネジャーを組織に
引きつけ、留めていたのは彼女達の忍耐、向上心や努
力だけではない。待遇や処遇に性差が見られたA社C
社のマネジャー達の発言からは、むしろリスクを取ら
ず現状維持することが結局自己の利益になり、結果と
して彼女達の長期勤務を可能にした点は興味深い。
そのひとつは、大企業に勤務することのメリットで
ある。男性に比べて不利であるとはいえ、大企業の待
遇は他の中小企業に比べて概して良い。A社のM1は
高卒で勤め始め、高校時代の同級生と早い時期に結婚
し子供をもうけた。二人が若くして結婚し家庭を築く
にあたって安定した企業に勤めるのは必須であった。
また、同じくA社のM3は、解消されない男女差にフ
ラストレーションを持って一時転職を考えるも、就職
雑誌などでその他の企業の待遇を調べ、転職しても待
遇が下がる可能性があることを知り、転職を踏みとど
まる。C社のM8はひとりで娘を育てているが、母子
家庭の平均収入が全世帯の平均収入の半分にも満たな
い現実を考えると（Ezawa and Fujiwara, 2003, 28）、
将来的なことを考えても大企業の管理職を辞めるとい

う冒険は難しい選択ではないかと考えられる。
また、調査対象となったマネジャー達が、すでに確
立された人間関係や会社特有の業務スキルに安定感を
持ち、外に出て（転職して）新たな環境に入る自信が
無いと感じていると述べているのも印象的な点であ
る。長くひとつの企業に勤めていたため、自分達の持
つスキルは企業特有のもので、別の会社では通用しな
いのではと危惧している発言が数名から聞かれ、また、
長く築き上げてきた人間関係は自分が職務を遂行する
うえでの大切な資産になっており、別の会社に移って
一から新しい人間関係を築く自信は無いという声も多
く聞かれた。このような、一見受動的で、やむなく留
まっていると見える側面も、本稿の冒頭の雇用主のア
ンケートに見られるように、長期勤続が社員を活用す
るうえで重要な日本企業においては、女性管理職候補
を育てるうえでの大切な要因であったと考えられる。

（8）組織と人に対する情緒的愛着

以上のような結果に加え、本調査を通じて特徴的だ
った点が2つある。ひとつは女性マネジャーの中に芽
生えた、長年かけて培われた会社に対する信頼関係・
愛着心と、それによって働く会社への求心力の強さで
ある。そこには、経済的インセンティブ、自己実現な
どでは説明しきれない個人と会社の密接な関係が見出
せる。例えば、A社は1990年代のバブル崩壊以降企
業業績が落ち込み、調査当時すでに2年半賞与が出て
いないという厳しい状況にあった。その状況下でも退
職に至らなかった心情について、3名のマネジャーは、
会社と、一緒に働く人たちに対する愛着を挙げる。例
えばM1はこう語る。

質問：でもこう実績を積み重ねられていても、状
況が悪くなったりっていうことありますよね。伺
っているんですけれども、随分ボーナスが出なか
った時があって、でもそれでも続けてらっしゃる
っていうのは……。
M1：人間なんですよね。人間ですね、だからその、
自分が辞めるのは簡単じゃないですか。諦めるの
も簡単だし。そういうのは良くわかっているんで
すけれども、一緒に頑張って来た仲間っていうの
がいて、で、その男性とか特にそうなんですけれ
ども、やっぱり家族を支えていて、一生懸命やら
なくちゃいけないというそういう、責任が背中に
のしかかるじゃないですか。それを良く見ていて、
“じゃあ私なんか関係ないから”ってね、そこで
辞めて楽な方に行くっていうのは何か虫が好かな
い、許せないっていう。で、ここを踏ん張って、
さあ良くなった、じゃあ私はさよならっていうほ
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うが、格好良いっていうのはおかしいですけれど
も、責任を果たしたって思えるから。例えばその
こうなったのだって会社の責任かもしれないです
けれども、やっぱりどっかにはちょっとは責任は
あるかもしれないじゃないですか。
質問：社員ひとりひとりのところに。
M1：それを考えると、恩を仇で返すじゃないで
すけれども、私は子供を育てるのにね、お金を頂
いていたんで、ここで切り捨てるのはね。まあど
っかで会社が好きなのかもしれないですけれど
も、それはできなかった。辛かったですけれども
ね、辛い時期も結構ありましたけれどもね。ただ
それで割り切れるもんじゃなかった。

このように、彼女達は入社以来接してきた人々との交
流が彼女達の職業人生の中で大変大きい点を指摘す
る。C社の女性達からは会社に対する愛着は見いだせ
なかったが、自分が一緒に働いてきた上司や同僚達と
の結びつきは大切な点だと述べていた。B社において
は、会社の理念や業務内容に強い求心力があることが
うかがえた。あるマネジャーは、キャリア形成にあた
って、トップ・マネジメントへの信頼や、「会社が自
分のキャリアを作ってくれた」という心理的愛着を挙
げた。

（9）キャリア形成において“幸運”が果たした役割

もうひとつの特徴的な点は、女性マネジャーの全員
が「自分はラッキーだった」と語ったことである。社
会科学の調査において偶発性をそのままの意で解釈に
組み込むことは難しいが、全員がそう述べることに、
企業組織でのキャリアを考えた際に無視できない要素
があると考える。そこで何が彼女達にとって偶発的で
キャリア形成を助けたものかを分析してみると、1） 
自分のキャリア形成を支援してくれた上司の存在、2） 
自分に目をつけて異動のチャンスを与えてくれた上
司・人事、3） 仕事に行き詰った時に“拾ってくれた
部署”（別の部署への異動）、4） 別の部署ではあるが
社内で支援をしてくれた先輩、など、制度などで明文
化されていない、個々の人間に依るところである。絶
えず変化をしている企業業績、組織構成や企業方針や、
専門職として特定の部署に特定の職務で入社すること
が少ない日本の組織は、キャリア形成という観点から
すると不確定要素が多く、個人のコントロールが及ば
ない事柄が多い可能性がある。
この偶発性によるキャリア形成の展開については、
被調査者全員が述べることであるが、A社・C社にお
いては特に女性である彼女達にチャンスを与えてくれ
た上司・人事の存在が見てとれる。いかに組織が大き

くなりシステマティックに運営されているように見え
ても、最終的に人を育て動かす（職務の分配・教育・
評価・異動・昇進など）のは上司にかかっているとい
うことである。
そして偶発性を考えた時、それらの出来事が発生し
たタイミングも非常に重要であった。キャリアの形成
において“もし”ということは想像でしかあり得ない
のであるが、“もし”このタイミングで人事異動が起
こらなかったら、“もし”自分をサポートしてくれる
人事・上司・先輩・同僚がいなかったら、“もし”退
職を決意する前にチャンスが訪れなかったら、と、偶
発の事柄とその事柄が起こったタイミングは、個人の
キャリア形成において無視できない事柄と思われる。

Ⅴ. 女性の長期勤続と企業組織内 
キャリア形成

前節では女性管理職のキャリア形成の語りから引き
出された特徴的な項目を概観した。事例からは、1） 
企業が社員に対して与える機会、2） 組織において女
性の勤続と活用を促進するジェンダー規範や価値観、
3） 女性自身がモチベーションを維持し続けることが、
女性達の長期勤続を実現させるうえで重要な要素とな
ることが概観できる。これらの点において、女性に機
会を与え女性活用を推進するB社と一貫して職業キャ
リア形成へのモチベーションが高いそこに勤務する女
性管理職達と、A社・C社の人事施策と女性達の経験
には様々な点で大きな隔たりがあった。しかしながら、
現時点では調査対象の女性達はいずれも40歳代中盤
を超え、自分自身の職業キャリアと現在の状況に誇り
を持つ管理職として勤務を継続している。
日本企業における終身雇用制度の変化の兆しについ
ては近年議論されているとはいえ、今回調査の対象と
なった女性達はいずれも勤続が20年を超え、女性達
の経験から、その勤続の長さが、日本企業組織でキャ
リアを築いていくうえで大変重要であったことは疑い
の余地がないと思われる。そこで、女性マネジャー達
の長期勤続を可能にした要素について以下項目を中心
に更に分析を進めていく：1） モチベーションの転機；
2） 伝統的ジェンダー規範の許容と適合；3） 転職リス
クの回避と長期的視野をベースとした同一企業内での
キャリア形成；4） 更なる考察。

（1）モチベーションの転機

女性自身の同一組織内での継続就業のモチベーショ
ンの変化は、A社・C社の女性達により明確に見られ
るものだった。例えばA社のM1、M2、C社のM7、
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M8は以下のように語る。

質問：あの、お入りになる時にどのくらい勤めた
いとか、そういう希望というのは持っていらっし
ゃいましたか？例えば2－3年勤めたら辞めるの
かな、とか……。
M1：入ったばかりの時にはあまりにも先輩が意
地悪で？
質問：え？
M1：ずっごい先輩が意地悪で、その当時、仕事、
部下がいると自分の仕事が無くなっちゃうのを嫌
うらしく、教えてくれないんですよ。半年くらい
は辛かったですね。結構その頃の先輩達はたちが
悪かったです。
質問：それはやっぱり事務の先輩の方で？
M1：そうそう、あのシスターみたいに、1人の
人に1人ついてくれるんです。その先輩が悪いの
にあたってしまって。……で、2人、私達同期で
入ったんですけれども、2人共泣かされてしまい、
2人でいつもこう帰りに泣きながら。“でも人事
の人が3年勤めなきゃ元が取れないって言ってた
よね”と言いながらやってたんです。
質問：3年勤めないと元が取れないのは会社側で
……。
M1：“だからそこまでは我慢しよう”って、二
人で頑張って。でも10年間で私は色々なところ
をやらされて、で、途中で先輩達が転勤をしてし
まったので、1人で全部まわすことができちゃっ
たんですね。3年目か4年目位には全ての業務を
もうほとんど知っちゃった感じなんですよ。自分
でまわせちゃったっていうか、指示できちゃった
んで、その頃から妙に面白くなっちゃって（笑）。
なんか自分が仕切っちゃっているような、なんか
変な誤解しちゃうんですよね。それで結構やるよ
うになって、そこで結婚したんですね。5年目く
らいの時に結婚しちゃってるんで。
質問：そうですね、先程23歳とおっしゃったん
で、5年目……。
M1：5年で結婚しちゃったんで。結婚した頃は1
人でバリバリやっちゃってましたね。先輩も押し
のけて、動かない先輩を押しのけて自分で仕事を
しちゃう。

M2：えーっとね、94年まででしょ、94年の時に
社内のカスタマー・サービスのコンテストで優勝
したのね。で、それがきっかけでカスタマー・
サービスの指導チームに異動したのね。で、そこ
でまあ全国行脚して指導と言う仕事を初めて伝え

ていくというか、組織運営するというのが初めて
のことだったんだけど。自分の店ってひとつだけ
だったんだけど、色んな店に色んな人がいて、店
に即したことをやっているというか、自分達でや
っていたことが同じように他の店でやっているん
ではなくて、店によって違うことをやっていると
いうのを気がついたというか知ったっていうのか
な。でそこで色んな窓口の人というかカスタマー・
サービスの人たちがいて、そこで本当に献身的に
一生懸命やっている人たち、自分と同じように一
生懸命やっている人たちが“あ、こんなにいっぱ
いいたんだ”っていうところに気がついたのかな。
で、そこで何か更にモチベーションが上がって、
ある資格試験、今国家試験になったんだけど、そ
こで出してる資格の 1級という試験を受けようと
思って、A社ではまだ誰も取っている人がいなく
て、それを受けて合格したのが。こういうのがあ
るというのはみんな知っていて、みんな2級まで
は取っていたんだけど、1級はさすがに難しくて。

質問：就職活動はどのようにされましたか？また
C社にお入りになりましたのはどうしてですか？
M8：いくつか同業他社をまわりましたが、C社
しか採ってくれなかったので。（同業他社）はあ
まりに人が多くていやだと思いました。内定は4
年生の夏位に決まりました。
質問：その時自分ではどの位勤務すると思ってい
ましたか？
M8：面接で聞かれていなかったから、特に言い
ませんでしたが、紹介してくださった方の顔もあ
ったので、すぐ辞めるのは失礼だな、と思いまし
た。3年から5年位かな、と思っていました。また、
当時お付き合いしていた方がいたので、まあそん
なものかな、と思いました。
質問：最初は強い意識がなかったと思いますが、
今は課長さんとして活躍されていらっしゃいま
す。何がモチベーションになったのでしょうか？
M8：仕事をはじめてみたらとても楽しかったん
ですね。大学時代からのお付き合いの方とは遠距
離だったので、辞めて結婚するという話もありま
したが、もう少し働きたいなと思いました。
質問：仕事はどのようなことをされていらっしゃ
いましたか？
M8：新しい仕事で。初めてネットワークを作っ
ていく、今までなかったことをやっていけました。
とても面白くて。いつの間にかリーダーになって
いったという感じです。
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質問：短大に入られて二年間で割とすぐに就職活
動があったと思いますが、その当時自分で就職に
対する志望はありましたか？
M7：普通にどこか企業に入って、OLになるん
だーみたいな感じです。ここまで長く働くことも
全く考えていなかったです。
質問：結局ここまで働いてご活躍されているの
は？何か意識が変わられたことはありますか？
M7：短大で就職した段階では周りもみんなそう
でしたし、そういう感じで就職しました。当時は
結婚したら辞めるのが普通で、私も4－5年した
ら辞めるのかなあ、という感じでした。働いてい
るうちに責任感が芽生えたのと、職場の先輩、と
ても仕事ができる方がいるのですが、その人にず
っとついていってかなり影響を受けました。

このようなモチベーションの変化を示す発言は、A社
C社の女性達からは幾度となく発せられた。彼女達の
モチベーションの最も早い転機は、入社比較的早い時
期（3年から5年くらい）に現れている。腰かけのつ
もりで勤め始めたり、あるマネジャーは「入社の初日
から辞めたかった」という程低いモチベーションであ
ったにも関わらず、仕事の楽しみを発見したり、そし
て自分が業務を全うできる自己効力感と責任感や、組
織に属すロールモデルとなる先輩の存在は、仕事を続
けていくにあたって非常に大きなものであったと思わ
れる。
モチベーションについてはすでに多くの研究が
なされているが、Scheinが要約する（Schein, 1980, 
50-72）、1） 合理的経済仮説；2） 社会的要求仮説（自
己が属する社会に受け入れられ、人々から好まれた
いという要求）；3） 自己実現仮説（高いレベルの業
績を達成したり、創造性を発揮したりすることに
より得られる内発的報酬への機会（達成感と自己
のキャパシティを使用することにより得られる満足））
のモチベーションの中で、3）の自己実現仮説が、女
性達のモチベーションを大きく変え、勤続を続けるに
あたり大きな役割を果たしていることがうかがえる。
また、ロールモデルの重要性ついては近年注目を集
め、多くの企業でメンター制度を設けるなどの取り組
みが行われている。本調査の対象となった女性達が
キャリアの形成を始めた1980年代は、まだ現在のよ
うに女性のキャリアについての社会の注目も高くな
く、彼女達は自分達の行く先がどの方向に向いている
のか、まだ定かでなかったことが推察できる。そのよ
うな中、同じ女性で自分の先をいく、“仕事のできる”
先輩がいたことは、大きな励みになったことと思われ
る。

（2）伝統的ジェンダー規範の許容と適合

組織での長期勤続を実現させる、本調査から見出さ
れたもうひとつのポイントは、伝統的ジェンダー規範
の許容とそれに対する適合である。B社を除く2社で
は、形は違うものの、雇用管理や社員の意識の中にジ
ェンダーに関する伝統的規範が残っていた（A社は過
去明確な性別雇用管理が実施されており、C社では制
度的には性別に対して中立ではあるものの、慣行とし
て性差がまだ存在していた）。前項　（3）昇進・処遇
における性差でも事例を紹介したが、今回調査対象と
なった女性管理職達は、処遇に対するジェンダー差を
受け入れながら、表立って対立することなく、組織で
の日々を送っていた。
彼女達の現在の勤続年数を考えるとそれは非常に
長い期間であり、同時に非常に悲しい現実でもある。
しかしそれは、上野千鶴子氏が2006年にThe Japan 
Timesのインタビューで語るように、現在の日本社会
の実情である（Prideaux, Eric, 2006より。筆者訳）。

Ueno：……日本の社会では、一見中立的で性差
別的で無い慣行やシステムは良く見受けられま
す。でもひとたびそのような伝統やシステムの中
に入ってみると、それらは女性に対して非常に性
差別的に働くのです。
例えば、もしあなたの会社があなたに長時間働
くように要請したとしたら、それは中立的なよう
に見えるかもしれません。でももしあなたに家族
があったら、会社では生き残れないでしょう。そ
ういう慣行や伝統が、女性にとって障碍となるの
です……。
質問：どのような解決策があると思われますか?
Ueno：私の場合は―そして私の同僚や生徒達
にも伝えていますが―もしそんな障碍に遭遇し
た時に抵抗していたら、燃え尽きてしまいますよ。
まずは自分が何を求めているのかを一番に考える
べきです。私たちには限られたエネルギーと時間
しかないのですから、先ずは別の方法を探して、
できることから始めたほうが良いと思います。そ
れが女性にとっての生き残り術です。もし自分の
人生を台無しにしてしまったら、そのコストは大
きすぎます。

本調査の女性達とのインタビューからも、上野氏が
語るようなストラテジーを、組織の他の人々の経験や
自分自身の経験を通して身につけていった様子がうか
がえた。女性活用プロジェクトに属するM2が現在で
も“女性”という言葉を敢えて出さずに“ダイバーシ
ティ”という言葉を使うように、日本の企業社会に現
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存するジェンダー規範を許容しながら、組織の人々が
受け入れられるような形で適合していくことは、そこ
でキャリアを築くことを目指している女性にとっては
必要な姿勢であり行動であったといえるのではないだ
ろうか。

（3） 転職リスクの回避と長期的視野をベースとした

同一企業内でのキャリア形成

上記（2）の点にも関連するが、同一企業内でのキ
ャリア形成を長期的視野でとらえることは、長期勤続
を続けるうえで重要なポイントであった。
例として、昇進や給与といった処遇の男女差に対し
て即座に反応して配置転換を希望する、転職を考える、
といった姿勢や行動は、今回調査対象者となった女性
達からは見出されなかった。
自分が組織で活用されていない、自分が正当に処遇
されていない、と感じた時、女性管理職達の多くは、
組織の外での活動や自己啓発に励んでいた。この点に
ついては、B社に勤務する女性達も同様で、キャリア
における“停滞”時期について以下のように述べてい
る。

質問：ではあの、その時から、また後で伺います
が、今まで一貫してモチベーションは高く続けて
いらっしゃいましたか？
M5：あのですね、….その後管理職になる年とほ
ぼ一緒の年に総務の仕事になったんですね。会社
の中で組織が、組織のマネジメントが拡散したり
中央集権的になったりとか、その時期の丁度狭間
に入って、自分自身の存在意義ですとか、会社の
存在意義ですとか、組織に対して懐疑的になった
時はあります。が、その時は、後で出てくると思
うんですけれど、その時は地域に長くいましたし、
総務という仕事をしていましたから、外に目が向
いた時期なんですね。で、えっと、社内でどうあ
るかとういうよりも、外から見てB社がどう見え
るかというように意識が向いた、というか、そっ
ちの方に変えていったんで、あの、モチベーショ
ンがいつも高かったかと言われるとそうでもない
んですが、自分でそういう風にしてきました。

M5は総務という立場から、組織の外部に積極的に
目を向け、地域の他の企業や組織とのコミュニケーシ
ョンを広げることに自分の活動の方向を向け、モチベ
ーションを保っていた。また、M2やM4においても、
組織での業務責任が減少してしまった時、そのために
自由になった時間を使い、外部のセミナーなどに積極
的に参加をしていた。

しかし早急な結論を出さなかったからと言って、女
性達の全てが転職を考えなかった訳では勿論無い。
M7の場合は、自分のキャリアの行く先が明確になっ
ていない時、転職を考えた。

質問：仕事に対する意欲、意識が特に変化した時
というのは？
M7：昇進したタイミング、出向した時点ですね。
前向きになりました。色々お給料の面で不満はあ
りましたが、頑張ろうと思ったんですね。それ以
前、会社を辞めようかな、と思った時期があって、
土日に学校に通っていました。29歳から30歳。
フラワーデザイナーの資格を取って、何となくこ
のまま働いていてもお給料は上がらないし。ただ、
いざどうしようという時に自分の部署が忙しくな
って。その頃申請システムが紙から電子化されて。
転職しようかなと思っていた時、集約する際導入
にあたっていた事業所で、担当者が準備で忙しく
なったんですね。その時学校が終わってどうしよ
うか、と思いましたが、結局悩みに悩んで。でも「今
辞められては困る」と引き止められて、これが正
直嬉しかったんですね。引き止められたのは上司
の方で。その後まあ昇進して、モチベーションが
低下していたのが上向きになりました。現在の管
理する仕事になって。

M7のケースは、転職を考えたタイミングで業務多
忙になり、同時に組織から必要とされたことにモチベ
ーションを上げている。M2の場合は、出向していた
際になかなか業務の責任も与えられず転職を考え、あ
る企業に実際応募、採用の一歩手前までいく。ここで
転職をしていたとしたらM2のキャリアは全く違う方
向に向かっていたかもしれず、個人のキャリアとして
みた時に、キャリアの新たなステージへのチャンスを
狭めてしまったという解釈も勿論できる。逆に、現在
の組織に残っていたからこそ、その後すぐに本社に呼
び戻され、さまざまな新たな業務にチャレンジする機
会も与えられている。現時点で本人が自己のキャリ
ア形成に納得し満足しているかという点については、
M2においては、大きく満足している様が聞き取りか
らうかがえた。
しかし全体的に見てみると、対象の女性マネジャー
達が一つの組織に長期勤続をしていた背景には、彼女
達が大企業に勤務しており、たとえA社C社に見られ
るように処遇や昇進で性差があったとしても、前項の  
（7） 現状維持に対するモチベーションからもうかがえ
るように、日本社会において相対的に良い労働環境と
待遇（例：給与額、近年になっての育児休業の取得な
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ど）が得られる点が推測できる。そして、企業特有の
技術・能力形成（少なくとも本人達はそう認識してい
る）と人間関係がビジネスを進めるうえで重要な要素
であると全員が述べ、転職をして新たな環境に移るこ
とを躊躇する大きな要因と見受けらえた。結果的に、
彼女達は転職により引き受けなくてはならないリスク
より、現在の環境において長期的視野でキャリアを築
く道を取ったとも考えられる。

（4）更なる考察

以上の女性の長期勤続と企業組織内キャリア形成を
可能にした要素に加え、本調査を通じて特徴的であっ
た点について以下付け加える。
第一に、家庭責任と職業のバランスである。前項  

（4） 仕事と私生活のバランスで概観されたように、現
在子供を持つ3名の女性管理職は、子育ての経験をマ
イナス要素とは捉えず、人生の中の仕事以外の生活に
おける大切な部分で、時に仕事のモチベーションとし
てとらえている。M1、M5の両者は、育児休業など
の施策が整っていない時期に奮闘しながら子育てをし
ているが、二人とも当時の所属長のサポートがあり継
続勤務が可能になった点からして、子供を育てながら
仕事をすることに関する周囲の理解があったことがう
かがえる。また、M8も整った休業取得や所属組織の
理解に加え、実家の母の手伝いなどもあり、多くのサ
ポートを得ながら子育てと仕事を両立していることが
推察される。前述のように、子育てにより就業を諦め
ざるを得なかった女性達が労働市場から撤退してしま
っていることを考慮すると、現在職業キャリアでもあ
る一定の成功を収め、加えて子育ても順調に（本人達
の認識として）終えようとしている、もしくは進行し
ている女性達が、他の働く多くの女性と同様の状況に
あるとは言い難いかもしれない。また、M1、M5の
子供たちが小さい頃の生活パターンを聞くと、時間的
に非常に限られている中で、子育てと仕事をこなして
おり、その為に昇進が遅れたなど、決してポジティブ
なことばかりではない様子が概観されたが、自己に満
足し達成感を抱いている現在から過去を振り返ってみ
ると、そのようなマイナス要因も払しょくされ、良き
思い出として新たに記憶されている点は興味深い。
第二に、本研究を通して意外な発見であったのが、

（8） 組織と人に対する情緒的愛着で記された、女性
達が所属する組織に対して持つ特別の感情である。
Mathewsは日本社会においては、グループに対する
コミットメント（即ち“一体感”）と自己実現の異な
る目的がひとつとなり、グループとの一体感を保持す
ることが過去においては自己実現そのものであった
ことを指摘し（Mathews, 1996, 17-26）、Doreの日本

企業と英国企業の比較調査においても、日本企業に
おける従業員とその家族の企業に対する愛着心の強
さを指摘している（Dore, 1973）。馬場が指摘するよ
うに、Herzberg （1959）の衛生 /動機付け要因の中で
（Herzberg et al, 1959）、日本に限っては対人関係が衛
生要因では無く非常に大切な動機付け要因であるとい
う説に符号しており（馬場、1996、47）、このような
企業に対する愛着が女性マネジャー達の中にも醸成さ
れ、企業に留まる要素となっている点は非常に興味深
い。しかし同時に、情緒的結び付きや個人の組織への
コミットメントは、企業の従業員定着の施策としての
効果を表し、個々人がひとつの企業に長期的に勤続す
る大きな要素とはなるものの、実際は社員の企業への
無償の奉仕につながり、キャリアの可能性を狭めるこ
とも考えられる。日本企業におけるこのようなコミッ
トメントや情緒的結び付きについては理解のうえで本
調査を始めたが、対象の女性達が語る言葉からは、そ
の予備知識や予想をはるかに超えた度合いで、組織に
対する“愛着”がうかがえた。
第三は、事例から見出された“幸運”という女性達
が表すイベントとその“タイミング”の重要性であ
る。上司や人事からのサポートが良いタイミングで行
わなければ、女性達はその組織での勤務を諦め、転職
の可能性を考えていたかもしれない。キャリアを形成
する際、自律的に目標を定めながら努力することは重
要であると思われるが、女性達の経験からは、むし
ろ“偶然にも”、また“幸運にも”、キャリアの転機と
なる様々なイベントが発生している様子が語られた。
Roth（1983, 256）が指摘するように、キャリア形成
は自己の計画や予定のみならず、組織や組織内の別の
人々と構成員の計画や予定とも密接に関係する、相互
依存的なプロセスである。従って、自らを取り巻く様々
な出来事が好ましいタイミングで発生した時、女性達
にとってプラスに働くキャリア形成の機会が与えられ
るのであろう。
以上、日本の大企業においてマネジメントの中枢に
進出した女性達の特徴について、8名の女性管理職の
事例から分析を進めてきた。B社では女性社員の数も
多く、女性活用の人事施策を早い段階から進め、実際
に多くの女性が管理職として活躍している。女性自身
も入職時の厳しい雇用環境にも関わらず、職業キャリ
ア形成のモチベーションを高く保持していた。B社の
ように企業側も女性側も雇用の過程における性差が少
ないケースは、日本企業の中ではまだ少なく、多くの
企業が、A社やC社のような状況にあると考えられる。
その中で特にA社C社の女性達が管理職まで昇進し

た大きな要素は、伝統的ジェンダー規範や処遇の男女
差なども許容しながら、与えられた環境の中で長期的
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視野を持ってキャリアを築くことであった。このよう
に要約すると、その様子は特徴もなく、むしろ様々な
文献で語られる、企業社会でキャリアを築く男性社員
のそれと類似しているようにも思われる。その意味で、
本研究でとりあげられた女性マネジャー達、特にA社・
C社の女性達は、組織内部のジェンダー関係を変更す
ることなく、あくまでも男性主体の企業中心社会の構
造の上部に達しており、他の多くの女性達からみると
やはり例外的な存在なのかもしれない。大沢が指摘す
るように（1993）、長期勤続を前提とした、大企業を
頂点とする企業中心社会の構造はいまだに大きく変わ
っておらず、人々のキャリア形成に大きな影響を与え
ていることがうかがえる。
では、日本のビジネスを取り巻く環境やジェンダー
関係が変化し、女性が活き活きと職業の分野で活躍で
きる社会が近い将来形成されるのだろうか。本研究か
ら二つの可能性が見いだせるのではないだろうか。ひ
とつはB社とその女性達の事例にみられるように、当
初の導入の事由いかんに関わらず、ひとたび定着した
女性活用の施策と企業文化は、その企業に根付いてい
くという点である。日本では男女雇用機会均等法の施
行以降、男女共同参画局の設立と男女共同参画社会基
本法の制定、育児休業や介護休暇の充実、ポジティ
ブ・アクションやワーク・ライフ・バランスの推進な
ど、様々な施策が実施されている。女性が正規社員と
して勤務することにマイナスの影響を与えかねない年
金・税制度についても検討が行われている。これら個々
の取り組みが、将来的には社会の変化への基礎となる
ことが期待される。もうひとつは、逆境に置かれたが
故に実現されたパラダイムの変換と、競争力の強さで
ある。本調査から、機会がほとんど無い中で仕事を見
つけた女性達や不遇の時期を乗り越えてきた女性達に
は、キャリアを築いてきたという自負と強さが感じら
れた。また、B社や近年に入ってからのA社は、やむ
にやまれずに女性活用を強いられてきたが、それゆえ
に新たなマネジメントの方法を生み出し、それが現在
では組織の強みとなっている。社会の中の様々な構造
が変化し、企業・女性という主体がそれぞれの分野で
力をつけることにより、女性が男性同様に活躍できる
ビジネス環境・社会の創造は決して実現不可能ではな
いのではないだろうか。

Ⅵ. おわりに

以上、8名の女性管理職達の事例を中心に、日本の
大企業で管理職に達した女性の特性について分析を行
った。

本調査を開始した際に、“そんな組織に居残ったか
ら昇進できた女性のことを調べて一体何がわかるの
か”との指摘を受けた。しかし、個々人のキャリアの
軌跡をたどると、それぞれの女性達が様々な経験をし、
その広がりは決して他者と比べて優劣をつけられるも
のではないと感じられた。また、彼女達はただ何もせ
ずチャンスが来るのを待っていたわけではなく、長い
年月、色々な経験をして能力や技術を磨いてきた。前
述のように、女性達にロールモデルとなる先輩がいる
ことは後続の女性達にとって非常に意味のあることで
あり、その意味で現在管理職に就いている彼女達が、
キャリアの道筋を長い期間をかけて作ってきたことは
決して無駄ではないであろう。そして何より、もし“組
織にいるだけで昇進できる”という日本組織に対する
認識があるとすれば、その点について事例を基に様々
な角度から分析をすることは、将来的により多くの
人々が職業キャリアを築いていける組織作りに役立つ
のではないだろうか。
実地調査が終了した後、新たに昇進したM2が新職

務や自分のこれまでのキャリアについての数ページに
及ぶレポートを送ってくれた。その中で彼女はこう語
る：

……。谷が深ければ深いほど、山は高い、とある
研究所の所長が言ってましたが、私は、谷の深さ
を余り人には語りませんでしたが、言葉にだせな
いほどの「怒り」が私の中にありました。
部署によって人への見かたが変わる人達への怒

り……本来は上司としてマネージメントしなけれ
ばならないことを私に押しつけて楽をし、称賛も
しなかった上司への怒り、制度が変わって平等に
チャンスを与えることが出来るはずなのに、声す
らもかけず、後で言ったら連休だった、間に合わ
なかったとその気もなかったくせにごまかす上司
への怒り。
これが怒りだったんだと今改めて認識できま
す。
この怒りを私は、外に向けての活動に転換して
いきました。
（中略）
しかし、独立するには、まだまだ、会社の雲行
きが怪しくなればなるほど、私にはやり甲斐のあ
る場になっていくのが不思議ですよね。

彼女のレポートには、会社に対する怒りと愛着、期待、
自分の仕事への失望と意気込みなど、様々な感情が織
り込まれていた。また、企業外でも通用するようなス
キルを見つけるべく努力してきた彼女であるが、それ
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でもできることなら、やはり自分が勤めてきた愛着の
ある会社で活躍したいという思いが強く伝わってきた。
多くの女性達が彼女のように複雑な心境を抱えなが
ら、それでも自分の成長や自分の存在意義に希望を持
ち、ひとつの組織で長く勤続を続けていると思われ
る。女性の人生の選択肢は様々である。今回調査に協
力してくださった女性管理職の方達全てが、個人の選
択の何が正しく、正しくない、また、どの選択がその
他よりも優れているというようなことは決して無いと
語る。しかし、能力を持ち仕事と自分の成長に喜びを
見出し努力する女性達が、少しでも性差による不利を

被ることなく働けるような社会・ビジネス環境・企業
風土が整うことは、社会全体にとっても重要だと思わ
れる。
今回は女性が対象となったが、企業での女性社員の
活躍の例を分析するということは、実はそれ以外の
様々なグループの人達―男性社員、パートタイマー、
外国人、障碍を持つ人々など―についても考えるヒ
ントを与えてくれる。今後更に事例の蓄積を進め、企
業と働く人々の共存、そして人々が活き活きと働ける
マネジメント施策を探求していく必要を痛感する。

付録

資料：インタビュー内容の概要

　お忙しいところ調査にご協力頂きまして、まことにありがとうございます。

　インタビューでは貴殿のキャリア形成の過程を、以下の内容を中心にお差支えの無い範囲でお伺いする予定です。

インタビューでお目にかかります前にお目を通して頂けましたら幸いです。

1．ご家族からの影響などについてお伺いします。

1）	 ご家族はどのような構成でしたでしょうか。

2）	 お父様・お母様のご職業はどのようなものでしたでしょうか。

3）	 キャリアの選択につきまして、ご家族から影響をお受けになった点などありますでしょうか。あるとしまし

たらどなたから、またどのような事柄でしょうか。

2．就職をされる前の状況についてお伺いします。

1）	 最終にご卒業された学校では主に何を専攻なさいましたか。

2）	 就職活動に際してどのような志望・目標を持っていましたか。

3）	 将来の職業形成の為に研修などを受ける、もしくは自己開発をされましたか。

4）	 就職をされる以前の期間で、キャリアの選択につきまして影響を受けた先生・友人・社会での出来事などあ

りますでしょうか。あるとしましたらどのような人物・事柄でしょうか。

3．就職をされた時の状況についてお伺いします。

1）	 現在の会社を就職先として選ばれた理由は何ですか。

2）	 就職前に持っていた志望・目標に沿っていますか。

3）	 採用された際は、職種・担当する業務・勤務地などは決まっていましたか。またそれらを選ばれた理由は何

ですか。

4．貴社での経歴をお伺いします。

1）	 配属・異動・昇進・昇格などの経歴と、そちらで担当されていた業務の概要をお教えください。

2）	 それぞれの変化の中で、仕事に対する意欲が変化した時はありますでしょうか。

3）	 会社の中で受けた教育・訓練はどのようなものがありましたか。またその中で特に役に立ったと思われるも

のはありますか。

4）	 職業生活の中で、自信や誇り、達成感を抱いた仕事はありますか。どのような仕事でしょうか。



126

7 2012.3

5）	 また障碍や問題と感じたことはありますか。それらをどのように乗り越え、対処されたでしょうか。

6）	 仕事をするうえで一番大切にしていたこと、また現在大切にしていることは何でしょうか。

7）	 管理職として仕事を進めるうえで、どのような点が重要だと思われますか。

8）	 今までの貴社での勤務期間を通じて、人事管理制度やそれに関わる会社方針の変更などはありましたか。ま

たそれらは仕事内容や考え方に影響を与えましたか。

9）	 貴社での仕事を通じ、キャリアの選択について影響を受けた上司・先輩・同僚の方や、支援を受けた方々は

いらっしゃいますか。

10）	仕事を通じて、キャリアの選択にあたり重要な転機となる出来事はありましたでしょうか。またそれらはど

のような事柄ですか。

11）	ご自身のこれまでの仕事の経験を振り返り、“こうあればよかった”と思うことはありますか。

5．会社以外での個人的な事柄についてお伺いします。

1）	 入社以来、仕事以外で重要な転機となる個人的な出来事はありましたか。どのような事柄でしょうか。また、

それらはキャリアの選択についてどのような影響を与えたでしょうか。

2）	 会社以外の人間関係の中で、仕事や人生において影響を受けた方々はいらっしゃいますか。

3）	 会社での仕事以外で打ち込んでいらっしゃる活動などはありますか。

4）	 個人の生活・家庭生活と仕事との選択・調和はどのようにはかられてきましたか。

6．人生と仕事について

1）	 人生の中で大切にしている事柄・信条などはありますか。

2）	 仕事とは人生の中でどのような意味・ウエイトを持っているでしょうか。

3）	 また、個人生活や職業生活での重要な出来事や年齢によって、仕事に対する考え方は変化してきたでしょう

か。

4）	 これまでの職業生活・経験をどのようにご自身で評価されるでしょうか。

5）	 今後のキャリアの展望・人生の目標などありましたらお教えください。

7．後進の女性の方たちへのアドバイスがありましたらお聞かせください。

8．その他、キャリア形成の過程で影響を及ぼしたこと、お考えになる点などありましたらお教えください。

以上
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  1 本稿は、Kuniko Ishiguro （2008）, Generating Equal Employment 

Opportunities: Work and Life of Female Managers in Japanese 
Companies, unpublished PhD Thesis, University of Sheffieldで
使用されたデータと分析の一部を使用・改訂して再構成され
た。当該博士論文は、主に事例対象企業の人事管理制度の変
遷のデータと、事例対象女性管理職のキャリア形成の過程に関
するデータの2種類を中心に分析されている。事例対象企業の
人事管理制度の変遷については、Ishiguro （2011）に要約され掲
載。また、当該博士論文を基に以下の学会発表がされている：
『女性管理職のキャリア形成：ライフ・ヒストリー・アプロー
チを用いた事例からの考察』 （産業組織心理学会、2010年9月）、
“A study of Female managers’ Career Development: The Cases 
of Three Japanese companies”（British Sociological Association、
2011年4月）。

  2 一般労働者の役職計では女性の所定内賃金月額は男性のそれの
77.3%となる。

  3 以下、賃金構造統計基本調査より算出したデータ（2010年）。
男性の所定内賃金に対する女性の所定内賃金の割合：従業員
100人以上の企業、部長クラス89.2%、課長クラス83.0%、従
業員1,000人以上の企業、部長クラス91.3%、課長クラス84.0%。
役職に占める女性の割合：従業員100人以上の企業、部長クラ
ス4.9%、課長クラス7.2%、従業員1,000人以上の企業、部長ク
ラス2.6%、課長クラス4.6%。

  4 各被調査者とのフォーマルなインタビューの回数と総時間数は
以下の通り。M1：1回3時間、M2：4回9時間、M3：3回5時間、
M4：3回5時間、M5：3回6.5時間、M6：3回6時間、M7：3
回4時間、M8：4回7.5時間。インタビューに用いられた場所
は、被調査者の勤務先会議室、本稿の執筆者研究室、都内喫
茶店、レストランなど。パイロットインタビューを含めたイン
タビューの詳細はKuniko Ishiguro （2008）, Generating Equal 
Employment Opportunities: Work and Life of Female Managers 
in Japanese Companies, unpublished PhD Thesis, University of 
Sheffield中のAppendix 1 Interviewee （P. 394-399）参照。イ
ンタビュー・トランスクリプトのサンプルは同論文Appendix 5: 
Samples of Interviews （P. 413-435）に掲載。

  5 各被験者のキャリア・ヒストリーは、同上論文のAppendix 2: 

Career History of Female Managers（P. 400-407）に掲載。
  6  同上論文のP. 259-267.
  7 詳細はIshiguro （2011）　参照。
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Ⅰ. はじめに

1.	本研究の目的

本研究の目的は、労働条件の改善が短時間訪問介護
員の労働供給に与える影響を明らかにすることであ
る。このことを明らかにするために、まず短時間訪問
介護員に特徴的な労働条件を考慮した労働供給モデル
を構築し仮説を得る。そして、この仮説を検証するた
め個票データを用いて実証分析を行う。モデルにおい
て考慮する短時間訪問介護員に特徴的な労働条件と
は、介護サービス提供以外の業務に要する時間（非サ
ービス時間）に対する賃金の支払いの有無である。例
えば、介護サービス提供場所間の移動時間や介護サー
ビス提供後の報告書の作成時間等である。またここで、
訪問介護員とは介護保険法の指定を受けた指定訪問介
護事業所で働き、直接介護サービスを提供する者のこ
とである。訪問介護員のうち、1日の所定労働時間又
は1週間の労働日数が常勤労従事者より少ない者を短
時間訪問介護員とする。

2.	本研究の背景

人口の高齢化は介護需要を高め 1、介護サービスの
提供を行う介護従事者 2に対する需要を増大させる。
社会保障国民会議（2008）の試算によれば、戦後の
ベビーブーム世代（「団塊の世代」）が75歳以上高齢
者に到達する2025年の介護従事者の必要数は、211
万人から250万人であるとしている。その一方で、介
護従事者においては有効求人倍率の高さや離職率の高
さ等にあらわれる「介護従事者不足」が問題になって

いる 3。このような状況を受けて政府は、「介護従事者
等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関す
る法律」（平成20年5月28日法律第44号）に基づき、
2009年に介護報酬のプラス改定 4と、介護従事者処遇
改善交付金事業を行った 5。これらの効果を検証する
ために行われた、厚生労働省『介護職員処遇状況等調
査（2009年・2010年）』では、介護従事者の賃金が上
昇したことを示す結果が得られている 6。
しかし、介護従事者の賃金の上昇が介護従事者の労
働供給に与える影響は明らかではない。そこで、本研
究では介護従事者の賃金等の労働条件の改善が労働供
給に与える影響を分析する。本研究では特に介護従事
者のうち訪問介護員の労働供給に焦点をあてて分析を
行う。訪問介護員の労働供給を対象にする理由は、介
護サービスの再編 7により訪問介護員に対する需要が
今後より一層高まる 8反面、訪問介護員数は過去5年
間減少傾向にあり、今後訪問介護員の労働供給不足が
懸念されているためである。また本研究では、労働供
給について、労働時間数を尺度として短時間訪問介
護員の労働供給を分析する。その理由は2つある。第
1に訪問介護員は短時間従事者の比率が高いことと 9、
第2に短時間訪問介護員の労働時間数が他の短時間介
護従事者に比べても少ないこと 10である。これらのこ
とは短時間訪問介護員の労働時間数を増やすことが、
訪問介護員全体の労働供給を増やす上で重要な役割を
果たすことを示している。
短時間訪問介護員の労働時間数を実証的に分析した

先行研究では、家族労働供給モデルに基づいて、賃金
に加えて配偶関係や世帯収入が短時間訪問介護員の労
働供給に与える影響を分析している。これらの研究で
は賃金の上昇が短時間訪問介護員の労働時間数を減ら
すという分析結果が得られている。そのため、これら

大澤　理沙

短時間訪問介護員の
労働供給関数の推定

―労働条件の改善は短時間訪問介護員の　　
労働時間数を増加させるか―
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の研究では、2009年以降行われている介護従事者処
遇改善政策は、短時間訪問介護員の労働供給の増加に
は逆効果であり、短時間訪問介護員の労働供給を増や
すためには、「103万円の壁」と呼ばれる税制・社会
保障制度上の優遇措置を見直すことが有効であると結
論付けている。しかしながら、これらの研究は、税制・
社会保障制度上の優遇措置を受けない者においても、
賃金が労働供給を減らす効果を示しており、研究結果
には疑問の余地がある 11。そこで本研究ではベーシッ
クな労働供給モデルをベースに、賃金や賃金以外の労
働条件が短時間訪問介護員の労働供給に与える影響を
分析する。短時間訪問介護員の労働時間数は一般的な
短時間労働者に比べても特に短い。また、次章で示す
通り、短時間訪問介護員は直行直帰型の勤務形態や月
によって労働時間数にばらつきがあるなど、不安定な
労働であることが指摘されてきた。そのような短時間
訪問介護員の労働の特徴を明示的に考慮して初めて明
らかになる点があると考える。ゆえに本研究では、短
時間訪問介護員の賃金以外の労働条件にも着目して分
析を行う。ここでは賃金以外の労働条件として、非サ
ービス時間に対する賃金の支払いの有無に注目する。
本研究で明らかにしたいことは次の3点である。第

1に賃金の引き上げは短時間訪問介護員の労働供給を

増加させるのかどうかという点である。第2に、賃金
の引き上げはどの程度労働供給を増やすのかどうかと
いう点である。第3に賃金以外の労働条件としてどの
ような要因が労働供給を増やすのかどうかという点で
ある。本研究は、この3つの疑問を明らかにする。本
研究の構成は次のとおりである。第2章で先行研究や
統計を踏まえて短時間訪問介護員の労働の特徴を見た
うえで、第3章で先行研究をサーベイする。第4章で
は非サービス時間の影響を明示的に取り入れた労働供
給モデルを構築し仮説を得る。続く第5章で、このモ
デルに基づいて得られた仮説を検証する。加えて推計
結果をもとに簡単な試算を行い賃金引上げ政策の効果
を検討する。最後に第6章では、結果の要約と本分析
から得られる政策的示唆を述べた後、残された課題を
述べる。

Ⅱ. 短時間訪問介護員の労働供給に
おける特徴

本章では、先行研究や統計を踏まえて短時間訪問介
護員の労働供給の特徴を概観する。

表	1　介護サービス別の介護従事者の構成	 （単位：人）

従事者数
［A］

うち短時間
［B］

常勤換算数
［C］

構成比率
［B］／［A］

労働供給率
［C］／［B］

（1） 訪問介護 384,956 285,283 80,060 74.1% 28.1%
（2） 訪問入浴介護 12,759 6,697 2,325 52.5% 34.7%
（3） 通所介護 159,668 74,307 37,678 46.5% 50.7%
（4） 通所リハビリテーション（老健施設） 27,196 7,106 4,334 26.1% 61.0%
（5） 通所リハビリテーション（医療施設） 20,278 6,638 3,724 32.7% 56.1%
（6） 短期入所生活介護 153,666 30,177 11,784 19.6% 39.0%
（7） 特定施設入居者生活介護 60,836 17,458 9,634 28.7% 55.2%
（8） 夜間対応型訪問介護 851 394 130 46.3% 33.0%
（9） 認知症対応型通所介護 18,631 7,948 3,717 42.7% 46.8%
（10） 小規模多機能型居宅介護 23,395 8,553 4,024 36.6% 47.0%
（11） 認知症対応型共同生活介護 129,688 38,293 18,893 29.5% 49.3%
（12） 地域密着型特定施設生活介護 1,285 266 131 20.7% 49.2%
（13） 地域密着型施設入所者生活介護 4,022 838 455 20.8% 54.3%
（14） 介護老人福祉施設 205,879 42,282 24,562 20.5% 58.1%
（15） 介護老人保健施設 108,607 14,638 8,709 13.5% 59.5%
（16） 介護療養型医療施設 31,284 3,902 2,142 12.5% 54.9%

総数 1,343,001 544,780 212,302 40.6% 39.0%

出所：『平成21年介護サービス施設・事業所調査』をもとに筆者作成。
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1.	短時間訪問介護員の労働供給

ここでは、統計をもとに訪問介護員において短時間
訪問介護員が多く、短時間訪問介護員の労働供給率が
低いことを確認した上で、短時間訪問介護員の労働時
間数の増加が訪問介護員の労働供給の増加にとって重
要な役割を果たすことを示す。ここで、労働供給率と
は、常勤従事者1人当たりの労働時間数を1とした場
合の短時間従事者1人当たりの労働時間数である。
はじめに、訪問介護員において短時間従事者の占め
る割合が高いことを確認する。表1には、介護サービ
ス別の介護従事者の構成が示されている。表1の［A］、
［B］は、それぞれ介護サービス別の介護従事者数総数
と介護従事者のうち短時間従事者数が示されている。
最も多いのはどちらも訪問介護員で、従事者数総数
384,956人（表1［A］（1））と短時間従事者数 285,283
人（表1［B］（1））である。従事者数のうち短時間従事
者が占める割合を示しているのが表中［B］／［A］であ
る。それを見ると、最も高いのが訪問介護の74.1%と
なっており、他の介護サービスと大きな差があること
がわかる。
次に短時間訪問介護員の労働供給率が低いことを確
認する。表1の［C］には短時間介護従事者の常勤換算
従事者数が示されている。常勤換算従事者数とは、短
時間従事者について、その職務に従事した1週間の勤
務時間を当該施設（事業所）の常勤者の通常の1週間
の勤務時間で除し、小数点以下第1位で四捨五入した
数である。これを訪問介護について見ると、短時間訪
問介護員の延べ勤務時間が、常勤訪問介護員80,060
人分の勤務時間であったことがわかる。短時間従事者
数の常勤換算数［C］を短時間従事者［B］で除して得た
値が労働供給率［C］／［B］である。これを見ると、最
も低いのが訪問介護の28.1%である。全体としては、
訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護などの
訪問系の介護サービスで低い値を示す一方、介護老人
福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設な
どの施設系サービスで高い値を示す傾向がある。
最後に、社会保障国民会議（2008）の試算をもとに、

短時間訪問介護員の労働時間数の増加が訪問介護員の
労働供給の増加にとって重要な役割を果たすことを示
す。社会保障国民会議（2008）では、2025年の介護
従事者数の必要数をいくつかのシナリオを設定し試算
を行っている。これによれば、介護サービスの再編を
進めた場合、2025年に必要とされる訪問介護員数は
915,964万人である。それに対して、労働条件の改善
などによって短時間訪問介護員の労働時間が、短時間
介護職員並みに増えた場合、必要とされる訪問介護員
数は525,136万人となるとしている 12。このことから、

短時間訪問介護員の労働時間数が短時間介護職員と同
程度となった場合、2025年における訪問介護員の必
要数は、40万人近く低く抑えることができるという
ことになる。今後は人口高齢化の進展により労働力人
口が減少していくため、短時間訪問介護員の労働供給
率を高めることが、将来の介護労働供給の保持・増大
にとって重要となると言える。

2.	短時間訪問介護員の労働条件の特徴

ここでは、短時間訪問介護員の労働条件の特徴を先
行研究と個票データの単純集計から明らかにする。

1994年に策定された新ゴールドプランでは、訪
問介護員（介護保険制度以前はホームヘルパー）の
目標が 2000年で17万人であった。目標値を設定し
たことは、訪問介護員の労働供給への関心を高め
た 13。新ゴールドプランの策定以降、訪問介護員の
養成が進み、訪問介護員の規模が拡大したが、その
内容は「日本ではホームヘルプ労働に対する低い社
会的評価をベースに、その専門的役割がこれまで正
当に評価されてこなかったうえに、大半が女性、し
かも主婦のパートであるという状況も反映して、劣
悪な労働条件と不安定な待遇のまま放置されてきた。」
（伊藤（2003））と指摘されているように、多くが
短時間従事者によって占められる不安定なものであ
った。また、短時間訪問介護員については「賃金面
では、パートのヘルパーの賃金の大半が時間給の
形態をとっているが、利用者宅への移動時間や待機
時間、さらには報告書の記入時間等の業務に対し
て賃金が支払われないケースが多く、これらの拘
束時間を入れて計算すると時間給はさらに低くなる。」
（伊藤（2003））とあるように、他の短時間介護従事
者とは異なる特徴を持つことが指摘されている。
まず、このような短時間労働を訪問介護サービスの
特徴から見ていく。表2は訪問介護サービスの提供時
間ごとの利用回数を表している。これによれば、1時
間未満のサービスは全体の6割以上を占めており、30
分未満のサービスが3割以上を占めていることがわか
る。
次に、短時間訪問介護員の労働が不安定であること
を検討する。表3は、短時間訪問介護員の労働時間数
が最も多い月と最も少ない月との差を階級別に示した
ものである。これによれば、労働時間数が最も多い月
と最も少ない月との差が30時間以上の者が全体の半
数以上を占めていることがわかる。表4は、利用者の
都合によるキャンセルが発生した場合の賃金の支払い
について表している。これによれば、過去1年間に当
日キャンセルがあったものが約8割であり、補償がな
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表	2　サービス提供時間ごとの利用回数	 （単位：千回）

　 利用回数 構成比

身体介護30分未満 54,553 31.7%
身体介護30分以上1時間未満 20,503 11.9%
生活援助30分以上1時間未満 30,697 17.8%
上記以外 66,510 38.6%
総数 172,263 100.0%

出所：厚生労働省（2010）『平成22年度介護給付費実態調査』より筆者作成。

表	3　労働時間数の最も多い月と最も少ない月との差	 （単位：人）

　 非定型 割合

10時間未満 131 9.5%
10時間以上20時間未満 239 17.4%
20時間以上30時間未満 296 21.5%
30時間以上40時間未満 247 18.0%
40時間以上50時間未満 194 14.1%
50時間以上60時間未満 119 8.7%
60時間以上70時間未満 62 4.5%
70時間以上 87 6.3%
合計 1,375 100.0%

出所：（財）介護労働安定センター「平成18年介護労働実態調査」労働者票より筆者作成。

表5　非サービス時間に対する賃金の支払い	 （単位：事業所）

　 研修・講習時間 移動時間 報告書作成時間 待機時間

全部支払っている 752 39% 452 24% 437 24% 199 11%
一部支払っている 651 34% 435 23% 352 19% 290 16%
支払っていない 501 26% 1,028 54% 1,051 57% 1,317 73%

総数 1,904 100% 1,915 100% 1,840 100% 1,806 100%

出所：（財）介護労働安定センター「平成18年介護労働実態調査」事業所票より筆者作成。

表4　キャンセルにかかわる賃金の支払い	 （単位：人）

　 非定型 割合

過去1年間に事業所・利用者の都合での当日キャンセルはなかった 375 20.6%
特に補償はなかった 845 46.5%
支払われる予定の30％未満の補償があった 85 4.7%
支払われる予定の30％以上60％未満の補償があった 209 11.5%
支払われる予定の60％以上の補償があった 139 7.6%
その他 166 9.1%
合計 1,819 100.0%

出所：（財）介護労働安定センター「平成18年介護労働実態調査」労働者票より筆者作成。
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かったものがほぼ半数である。
最後に非サービス時間に対する賃金の支払いについ
て見ていく。表5には、4種類の非サービス時間に対
する賃金の支払いについて示されている。これによれ
ば、研修・講習時間については、8割近い事業所にお
いて何らかの賃金の支払いがあることがわかる。一方
で、移動時間、報告書作成時間については、半数以上
が全く支払っていないと回答している。非サービス時
間に対する賃金の支払いがないことは、短時間訪問介
護員の実質的な賃金を減少させるため、労働供給に影
響を与えると考えられる。

Ⅲ. 先行研究

ここでは、短時間訪問介護員の労働時間数の決定要
因を分析する前に関連する先行研究をサーベイする。
介護保険制度下の訪問介護員の労働時間数を分析した
研究 14としてはすでに、鈴木（2009）岸田・谷垣（2011）
がある 15ものの、十分な蓄積があるとはいえない状況
である。そのためここでは、訪問介護員同様、医療福
祉サービスの供給者である看護師の労働供給に関する
先行研究をサーベイする。

1.	看護師の労働時間数の決定要因に関する研究

看護師の労働供給についてはShields（2004）が詳
細なサーベイを行っている。ここでは、1990年代以
降のアメリカにおける、看護師を対象とした先行研
究をサーベイする。まず、賃金が労働時間数に与え
る影響について見ていく。Postal questionnaire to RNs 
in Chicago, St. Louis and Kansas City（1981, 1989; 
individual-level）を用いたAult and Rutman（1994）
では、賃金と労働時間数との間に統計的に有意な関
係があることは明らかではなかったとしている。ま
た US National Sample Surveys of Resistered Nurses
（1992, 1996, 2000; individual-level）を用いたChiha 
and Link（2003）でも同様の結論を得ている。一方正
の関係があるものの、賃金弾力性が小さいという結論
を得ているのは、Phillips（1995）、Askildsen et al（2003）
である。弾性値はそれぞれ、1.5%、2.0%となってい
る。このことは、賃金の引き上げによって看護師の労
働時間数を増加させるためには、十分大きな賃金の引
き上げが必要となることを示唆している。これらの研
究から得られた知見は以下の4つにまとめることがで
きる。第1に労働時間数を1日あたり、1週間当たり、
1年間当たりとするかによって、弾性値は異なること
である。特に1週間あたりの労働時間数に対する時間

給の影響は小さい。第2に、労働時間数に対する賃金
の影響は小さいかあるいは影響が明らかではないかで
ある。賃金弾力性はほとんどの研究で0.3程度である
ことが明らかにされている。第3に、賃金の影響につ
いてわずかな研究が、労働供給の後方屈曲を確認して
いる。第4に、配偶者の所得が高いことは看護師の労
働時間を減らすことである。

2.	介護従事者の労働時間数の決定要因に関する
研究

介護保険制度以降の訪問介護員の労働供給を実証的
に分析した研究に鈴木（2010）、岸田・谷垣（2011）
がある。
鈴木（2010）では短時間介護労働者の労働時間数の

決定要因を明らかにするため、（財）介護労働安定セン
ターが2006年に実施した「平成18年度介護労働実態
調査」労働者票を用いて、労働供給関数の推定を行っ
ている。週当たり労働時間数を被説明変数とした回帰
分析の結果、賃金弾力性が－0.336と推計された。こ
のように賃金の上昇が労働時間数を減少させるという
結果が得られた理由として、税制上の優遇措置を挙げ
ている。
さらに鈴木（2010）では、配偶者控除等の税制上

の優遇措置を受けるため労働時間数を抑制しているた
めであるという仮説を設定し、2つの分析による検証
を行っている。1つ目は税制や社会保障制度の影響を
受けやすいと考えられる既婚者とそれ以外のサンプル
とに分けた分析である。その結果、未婚・離死別にお
いても既婚よりは賃金弾力性の絶対値は小さいものの
マイナスの値に推計された。2つ目は、年収が税制上
の優遇措置が受けられる基準となる103万・130万円
となると考えられる月収10万円を境に賃金弾性値が
異なるか否かを分析している。その結果、月収10万
円超サンプルにおいても同様に負で有意であった。こ
のことについて鈴木（2010）では、「企業の扶養手当
等に反応している、同居家族や夫の所得があることに
よる所得効果が大きい、保育所などの労働をバックア
ップする仕組みの整備が遅れているといったことが考
えられるが、本人収入以外の世帯情報が得られない本
稿のデータでは、これ以上、分析を進めることができ
ない。」（p. 437）と解釈している。
短時間訪問介護員が税制上の優遇措置を受けるため
労働時間数を抑制していることについて、岸田・谷垣
（2011）では独自のアンケート調査によって明らかにし
ている。それによれば、短時間訪問介護員うち36.8%
が労働時間数を調整していると回答している。さらに
岸田・谷垣（2011）においてアンケート結果をもとに、
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労働時間数を被説明変数とした重回帰分析を行ってい
る。その結果賃金弾力性は－0.577となっており、鈴
木（2010）同様負の値を示している。説明変数のうち
配偶者の年収をカテゴリー化したダミー変数について
みてみると、配偶者なしを基準とした場合200万円以
上で有意にマイナスの偏回帰係数を得ている。

3.	本研究の位置づけ

日本の短時間訪問介護員の労働供給に関する分析を
おこなった鈴木（2010）、岸田・谷垣（2011）によっ
て得られている知見は次の3つである。第1に、賃金
の上昇は労働供給を減らすこと、第2に配偶者の所得
が労働供給を減らすこと、第3に税制上の優遇措置を
受けるため労働時間数を抑制していることである。
しかし、税制上の優遇措置の影響を受けにくい既婚
者以外のサンプルにおいても賃金弾力性が負の値をと
っていることから、税制上の優遇措置という要因のみ
により賃金弾性値が負であることを説明することには
議論の余地がある。さらに税制の優遇措置を受けるた
めに労働時間数を抑制している者が全体の4割未満で
あることから、短時間訪問介護員全体の賃金弾性値が
負であることについても同様である。
また先行研究では賃金の値が負であることを明らか
にしているが、問題関心として介護労働供給の拡大を
挙げているにもかかわらず、労働供給を増加させる要
因については分析を行っていない。ただし、岸田・谷
垣（2011）では実労働時間数を希望労働時間数にす
るためにサービス提供責任者の雇用管理能力を高める
ことは効果があるとしている。
本研究では以下3点によって、先行研究に新たな知

見を加えるものである。第1に、介護労働供給に影響
を与える要因として、賃金以外の労働条件に着目する。
これまでの研究では、労働経済学の知見に基づいた分
析を行っているものの、一般的な労働者とは異なる短
時間訪問介護員の労働供給における特徴が十分に考慮
されていなかった。そこで本研究では、介護サービス
提供以外の業務時間に対する賃金の支払いの有無が労
働供給に与える影響を分析する。
第2に推計モデルの改良を行う。これまでの分析で

は線形モデルを用いていたが、本研究では混合効果モ
デルを用いた分析を行う。
第3に推計結果をもとに、2009年における介護従者

の賃金の引き上げを通じた労働供給増加政策の検証の
ため簡単な試算を行う。

Ⅳ. モデル

ここでは、ベーシックな労働供給モデルを用いて仮
説を得る（Killingworth, M. and Heckman, J. （1986）、
Blundell and McCurdy（1999））。個々の訪問介護員は
（1）式に示される効用関数を（2）、（3）の制約のもと
最大化する。効用関数は、消費Cと余暇 lによって構
成される。（2）は予算制約を表している。pは消費財
の価格、Iは非労働所得、Lは労働時間、ρは労働時間
に占める賃金の支払いの対象とならない業務時間の割
合である。（3）は時間制約を表している。Tは総利用
可能時間である。

U = C・l, （1）
(1 − ρ)wL + I = pC, （2）
T = L + l. （3）

（1）式を（2）、（3）から（4）が得られる。

L = 
(1 − ρ)wT − I

2(1 − ρ)w
． （4）

（4）式より、以下の関係が導かれる。

∂L
∂w  ＞0． （5）

∂L
∂I  ＜0． （6）

∂L
∂ρ  ＜0． （7）

以上のモデルから労働時間に関して以下のインプリ
ケーションが得られる。第1に、賃金が上がると労働
時間が増えること、第2に非労働所得が増えると労働
供給が減ること、第3に労働時間に占める賃金の支払
いの対象とならない業務時間の割合が高まると労働供
給が減ることである。

Ⅴ. 実証分析

ここでは、モデル分析によって得られた知見をもと
に実証分析を行う。検証する仮説は2つある。第1に、
賃金の上昇は労働供給を高める。第2に賃金の支払い
の対象とならない業務時間が増えるほど、労働供給は
減るという仮説である。
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1.	推定モデル

以下の労働供給関数について推定する。労働時間数
が賃金と労働条件によって説明されるモデルを考え
る。個人属性と事業所属性はコントロール変数である。

Lij = β0 + β1wij + β2 Xij + εij （8）
β0 j = γ00 + γ01ρj + γ02 Zj + u0 j （9）

ここで、添え字は訪問介護員、jは訪問介護事業所
である。Lは労働時間数、wは賃金率、Xは個人属性、
ρは労働条件、Zは事業所属性である。ここでは固定
効果とランダム効果の両方を含む混合効果モデルを用
いて推計を行う 16。切片のみにランダム効果を設定す
る。つまり、切片に事業所間に差があると仮定する。
u0 jはランダム効果、εijは攪乱項である。γ00は切片は
全体平均を示している。

Lij = γ00 + γ01ρj + γ02 Zj + β1wij + 
 β2 Xij + u0 j + εij （10）

（11）を（10）に代入して（12）を得る。前半部のγ00、γ01ρj、
γ02 Zj、β1wij、β2 Xijは固定効果である。後半部のu0 jが
事業所レベルのランダム切片効果、εijが事業所内の訪
問介護員個人レベルのランダム効果を表している。こ
のモデルは切片のみに混合効果を設定しているので、
回帰係数は事業所間で一定であると仮定している。推
定方法は最尤推定法による。

2.	使用するデータと変数

（1）使用するデータ

本研究で用いるデータは、（財）介護労働安定セン
ター『平成18年介護労働実態調査』事業所票である。
この調査は、独立行政法人福祉医療機構のWAMNET
「介護保険事業者名簿（2006年10月1日現在）」に記
載された介護保険指定介護サービス事業を実施する
介護事業所のうちから無作為に約1／2の介護事業所
を抽出して、問1から問23までの質問項目からなる
調査を実施したものである。2006年度の有効回答は
11,627介護事業所であった。毎年調査を実施してい
るが、毎回の調査でサンプルが替わる repeated cross-
sectional surveyである。
分析では2種類のデータセットを結合させたものを

使用した。第1のデータは、介護事業所の特性に関す
るデータ（問1～問23）である。このデータは、介護
事業所ごとに、職種別・就業形態別の離職者数や在籍
者数、提供する介護サービス事業の種類、法人特性、

教育・研修状況などの情報を得ることができる。職種
別・就業形態別の平均的な介護労働者の特性を得るた
めには、第2のデータを用いた。第2のデータは、介
護事業所ごとの介護業務従事者の個別状況データ（問
23）である。介護事業所ごとに、2006年7月におけ
る介護従事者の中から20名を選んで、介護従事者の
個別状況を管理者が回答している。このデータは介護
従事者の賃金、労働時間、属性、就業形態、保有資格
などについて知ることができる。ここでは、介護事業
所の特性を知るために第1のデータを用い、それぞれ
の介護事業所における平均的な介護従事者の特性を得
るために第2のデータを用いた 17。

（2）被説明変数

　i　労働時間数：L
被説明変数として1ヶ月間の労働時間数を用いる。

1か月間の労働時間数は、「平成18年7月1か月間の
実際に働いた労働時間数を記入してください。」と質
問されている。分析には、実労働時間数が所定内労働
時間数と同じかあるいはそれよりも少ないサンプルの
みを用いている。

（3）説明変数

　ⅰ　賃金：w
賃金を表す変数として、時間給を用いる。時間給は
次のようにしてたずねている。「賃金の支払い形態が
時間給の者の平成18年7月における1時間以内の所定
内賃金です。業務が変わることなどにより単価が異な
る場合は、7月1カ月の大体の平均を記入してくださ
い。」である。ここでは、短時間訪問介護員のうち賃
金の支払が時間給であると答えたもののみを分析対象
とし、日給や月給の者は分析から除外する。その理由
は、収入を労働時間で除することで得た賃金にはバイ
アスがあるためである（Borjas（1980））。モデル分析
から、予想される偏回帰係数の符号は正である。

　ⅱ　労働条件：ρ
賃金以外の労働条件として、介護サービス提供以外
の業務時間に対する賃金の支払いの有無を用いる。介
護サービス提供以外の業務時間としては、研修時間、
移動時間、報告書の作成時間、待機時間を用いる。そ
れぞれに対する賃金の支払いについては、介護サービ
ス提供以外の業務時間のすべてに対して賃金の支払い
がある場合と、一部支払いがある場合と、支払いがな
い場合とに分けられる。
研修時間全て支払いダミーは、研修時間のすべてに
対して賃金の支払いがある場合に1、それ以外の場合
に0をとるダミー変数である。研修時間一部支払いダ



短時間訪問介護員の労働供給関数の推定 137

ミーは、研修時間の一部に賃金が支払われる場合に1、
それ以外の場合に0をとるダミー変数である。また研
修時間支払いなしダミーは研修時間に対する賃金の支
払いがない場合に1、それ以外の場合に0をとるダミ
ー変数である。その他、移動時間、報告書作成時間、
待機時間についても同様のダミー変数を用いている。
予想される偏回帰係数の符号は、全て支払いありダミ
ーをレファレンスとした場合、一部支払ダミーあるい
は支払いなしダミーがマイナスである。

　ⅲ　個人属性：X
コントロール変数として個人属性に関する変数を用
いる。個人属性として、性別、年齢、勤続年数、保有
資格を用いる。性別は、男性である場合に1、女性で

ある場合に0をとるダミー変数、保有資格については、
介護福祉士資格、訪問介護員1級を保有している場合
に1、保有していない場合に0をとるダミー変数を用
いる。

　ⅳ　事業所属性：Z
事業所属性に関する変数として他事業所の有無と、
訪問介護以外のサービスの実施の有無を用いる。他事
業所ありダミーは、当該事業所の他に同一法人による
事業所がある場合に1、ない場合に0をとるダミー変
数である。他サービス実施ダミーは、訪問介護以外に
介護サービスを実施いる場合に1、実施していない場
合に0をとるダミー変数である。

表6　記述統計量

変数 観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値
労働時間数
実労働時間数（時間） 5,184 52.86 34.59 1.00 207.00 

賃金
賃金率（円） 5,303 1,291.79 280.40 700.00 3,000.00 
賃金率二乗／1000 5,303 1,747.32 901.55 490.00 9,000.00 
月収（千円） 4,965 70.05 42.65 10.00 250.00 

労働条件
研修：全て支払い 5,303 0.38 0.49 0.00 1.00 
研修：一部支払い 5,303 0.35 0.48 0.00 1.00 
移動：全て支払い 5,303 0.19 0.40 0.00 1.00 
移動：一部支払い 5,303 0.24 0.43 0.00 1.00 
報告書：全て支払い 5,303 0.21 0.41 0.00 1.00 
報告書：一部支払い 5,303 0.16 0.36 0.00 1.00 
待機：全て支払い 5,303 0.09 0.28 0.00 1.00 
待機：一部支払い 5,303 0.15 0.35 0.00 1.00 

個人属性
男性 5,076 0.02 0.13 0.00 1.00 
年齢（歳） 5,303 49.12 9.52 19.00 64.00 
年齢二乗 5,303 2,503.56 891.46 361.00 4,096.00 
勤務年数（年） 5,303 2.60 2.16 0.00 19.00 
勤務年数二乗 5,303 11.42 20.53 0.00 361.00 
保有資格：介護福祉士 5,303 0.08 0.27 0.00 1.00 
保有資格：訪問介護員1級 5,303 0.04 0.20 0.00 1.00 
保有資格：訪問介護員2級 5,303 0.86 0.34 0.00 1.00 
保有資格：訪問介護員3級 5,303 0.00 0.05 0.00 1.00 

事業所属性
事業所の従業員数（人） 5,303 37.01 28.76 3.00 208.00 
他事業所あり 5,233 0.50 0.50 0.00 1.00 
他サービス実施 5,303 0.13 0.34 0.00 1.00 

出所：（財）介護労働安定センター『平成18年介護労働実態調査』事業所票より筆者作成。
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（4）記述統計量

ここでは、推計に入る前に変数について概観する。
表6には、記述統計量が示されている。短時間訪問介
護員の1カ月当たりの実労働時間数は最小で1カ月当
たり1時間から最大で207時間まで広く分布している
ことがわかる。平均値は52時間程度で、1週間当た
りの労働時間数に換算すると12時間程度となる。次
に賃金については、700円から3,000円の間に分布し、
平均値は1,280円程度となっている。1カ月当たりの
税込の月収を見てみると、1万円から25万円の間に分
布し、平均は7万円程度となっている。
賃金以外の労働条件について見てみる。まず研修時
間については、全て支払いが4割弱、一部支払いを含
めると7割以上の者が研修時間に対する賃金の支払い
があることが読み取れる。次に、移動時間について見
てみると、全て支払いが役割2割、一部支払いと合わ
せても半数に満たないことがわかる。また報告書作成
時間でも同様の傾向があると言える。待機時間につい
ては、全て支払いは1割にも満たない。一部支払いと
合わせても2割程度である。これはそもそも短時間訪
問介護員において待機時間が発生しないような勤務が
行われていることを示しているとも言える。
個人属性では、男性の割合が極端に低く全体の2%

である。これは短時間訪問介護員のほとんどが女性で
あることを示している。事業所属性では、他サービス
実施ダミーの平均値が0.13であることから、ほとん
どの介護事業所では訪問介護サービスのみを行ってい
ることがわかる。

3.	推計結果

ここでは、短時間訪問介護員の労働供給関数の推計
結果を見ていく。表7には短時間訪問介護員の労働供
給関数の推計結果が示されている。まず推計1では最
小二乗法による推定を行った。その結果、賃金につい
ては統計的に有意な結果は得られなかった。次に推計
2～推計5では最尤法による推定を行っている。まず
賃金率の偏回帰係数については推計2～推計5まで同
じく0.054と1%水準で統計的に有意な値が得られて
いる。労働条件では、研修時間一部支払いダミーと研
修時間支払なしダミーのどちらも統計的に有意な結果
は得られなかった。移動時間、報告書作成時間、待機
時間については、それぞれ全て支払いダミーが統計的
に有意にプラスの偏回帰係数が得られている。一部支
払いダミーについては統計的に有意な結果が得られて
いない。

表7　短時間訪問介護員の労働時間数の推計結果

推計1 推計2 推計3 推計4 推計5

賃金率 －0.015 0.054 *** 0.054 *** 0.054 *** 0.054 ***
－1.43 3.02 3.03 3.03 3.03 

賃金率二乗 0.001 －0.019 *** －0.019 *** －0.019 *** －0.019 ***
0.18 －3.66 －3.67 －3.67 －3.67 

研修：一部支払い －1.166 1.237 
－0.93 0.38 

研修：支払いなし 4.057 ** 0.725 
2.40 0.24 

移動：全て支払い 7.287 *** 8.761 ***
4.77 2.78 

移動：一部支払い －3.661 *** －4.512 
－2.63 －1.49 

報告書：全て支払い 2.478 5.853 ***
1.56 1.79 

報告書：一部支払い 4.186 2.417 
2.64 0.68 

待機：全て支払い 2.517 7.074 *
1.22 1.90 

待機：一部支払い －4.807 *** －0.186 
　 －3.01 　 　 　 　 　 　 　 －0.05 　

続く
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4.	考察

前節では賃金や賃金以外の労働条件の改善が短時間
訪問介護員の労働供給を増加させるという仮説を検証
するため、短時間訪問介護員の労働供給関数の推定を
行った。ここでは推計結果の考察と、推計結果にもと
づく簡単な試算を行う。

（1）推定結果の考察

推計結果は、労働条件の改善が非常勤訪問介護員の
労働供給を増加させるという仮説を支持している。以
下にその論拠を述べる。
まず賃金については、推計1を除く推計2～推計5

において統計的に有意にプラスの偏回帰係数が得られ
ている。このことは、賃金の上昇が短時間訪問介護員

の労働供給を増やす効果がある可能性を示している。
賃金の偏回帰係数の値が0.054を示していることから、
賃金率の上昇にともなって、労働時間数が増加するこ
とがわかる。一方、賃金率の2乗項の偏回帰係数が統
計的に有意にマイナスの符号を表していることから、
賃金の上昇はある水準までは労働時間数を増加させる
が、ある水準を超えると反対に労働時間数を減らすこ
とを意味している。これはある水準を境に賃金の上昇
の所得効果が代替効果を上回るためであると考えられ
る。その符号が変わる賃金水準は、推計結果から2,842
円と計算される。多くの短時間訪問介護員の賃金率が
2,842円よりも低いことから、ほとんどの短時間訪問
介護員にとって、賃金の引き上げは労働時間数を増加
するものとなりうると言える。
次に賃金以外の労働条件について見ていく。賃金以

続き

　 推計1 推計2 推計3 推計4 推計5

男性 2.820 －3.725 －3.728 －3.726 －3.739 
0.57 －0.72 －0.72 －0.72 －0.72 

年齢 －0.912 * －0.600 －0.600 －0.600 －0.600 
－1.70 －1.14 －1.14 －1.14 －1.14 

年齢二乗 0.009 0.007 0.007 0.007 0.007 
1.58 1.27 1.27 1.27 1.27 

勤務年数 4.372 *** 4.562 *** 4.564 *** 4.562 *** 4.563 ***
6.56 4.01 4.01 4.01 4.01 

勤務年数二乗 －0.414 *** －0.422 *** －0.422 *** －0.422 *** －0.422 ***
－5.61 －3.24 －3.24 －3.24 －3.24 

介護福祉士 7.817 *** 4.620 ** 4.619 ** 4.621 ** 4.615 **
3.78 2.11 2.11 2.11 2.10 

訪問介護員1級 8.019 ** 9.173 *** 9.173 *** 9.169 *** 9.172 ***
2.19 3.38 3.38 3.37 3.38 

他事業所あり 5.072 *** 5.330 ** 5.517 ** 4.750 5.038 *
4.41 2.08 2.14 1.82 1.89 

他サービス実施 6.018 *** 10.090 *** 9.975 *** 9.963 ** 10.355 ***
4.00 2.61 2.69 2.56 2.70 

定数 80.761 *** 16.666 16.476 15.778 16.630 
5.37 1.03 1.01 0.97 1.02 

Adj R-squared 0.075
F値 14.59 ***
Log pseudo likelihood －7135292 －7135063 －7135231 －7135247
観測数 4,959 4,906 4,906 4,906 4,906
推定方法 最小二乗法 最尤推定法 最尤推定法 最尤推定法 最尤推定法

被説明変数は、1カ月当たりの労働時間数。
注：***:	p<0.01、**:	p<0.05、*:	p<0.1を表す。下段はt値を表す。
出所：（財）介護労働安定センター『平成18年介護労働実態調査』事業所票の分析結果より筆者作成。
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外の労働条件として、非サービス時間に対する賃金の
支払いの有無を変数とした回帰分析を行った。推計の
結果、非サービス時間として、移動時間、報告書作成
時間、待機時間のすべてに対して賃金の支払いがある
場合に1をとるダミー変数がプラスで統計的に有意な
偏回帰係数が得られている。このことは、移動時間、
報告書作成時間、待機時間のすべてに対して賃金の支
払いがある場合、それらの非サービス時間に対して賃
金の支払いがない場合に比べて、労働時間が長くなる
傾向があることを示している。ただし、一部支払いあ
りについては統計的に有意な結果は得られていない。
一方、研修時間に関しては、一部支払いあり及び支払
いなしについていずれも、統計的に有意な結果は得ら
れていない。これは、移動時間や報告書作成時間、待
機時間というものが介護サービスの提供に必ず付随す
るものであり、業務時間の中に一定の割合を占めるも
のであるのに対し、研修時間は業務時間に占める割合
が低いためであると考えられる。

（2）推定結果を用いた試算

ここでは、推定結果をもとに短時間訪問介護員の労
働供給に関する簡単な試算を行う。試算の手順は次
の通りである。まず短時間訪問介護員の労働供給を、
2009年の短時間訪問介護員数（厚生労働省『平成21
年介護サービス施設・事業所調査』）（表7［1］）に短
時間訪問介護員の1カ月当たり平均労働時間数（（財）
『平成18年介護労働実態調査』事業者票）（表7［3］）
を乗じることで、短時間訪問介護員の総労働供給を求
める（表7［5］）。次に試算1、試算2では推計結果を
もとにそれぞれの賃金に対応する1カ月当たりの労働
時間数を算出する。次に、総労働時間数を労働時間数
で割ることで短時間訪問介護員数を得る。月収と総賃
金は参考である。
試算は2つである。まず、試算1は、短時間訪問介

護員の時間当たり賃金が4.0%上昇した場合の試算で
ある。これは介護従事者処遇改善交付金における訪問

介護の交付率が4.0%であることによる。この交付金
はすべてが賃金に充てられることから、賃金は4.0%
上昇すると考えられる。試算2は訪問介護員の労働時
間数が介護職員並みの120時間になった場合である。
ここから、次のことがわかる。賃金の4.0%の上昇は、
短時間訪問介護員の1カ月当たり労働時間数を3時間
増加させることがわかる。そのことは、同じ量の介護
労働供給に必要な短時間訪問介護員数を15,556人減
らすことができる。試算2では、労働時間数を120時
間にするのに必要な時間給は2,550円である。
以上の試算から賃金の上昇は労働供給の増加をもた
らすが、そのためには大幅な人件費の拡大が必要とな
ることが言える。

Ⅵ. まとめ

1.	本研究で明らかになったこと

本研究では、労働条件の改善が短時間訪問介護員の
労働供給を増加させるかを明らかにするため、短時間
訪問介護員の労働供給関数の推定をおこなった。分析
の結果、次のことが明らかとなった。第1に、賃金の
上昇は短時間訪問介護員の労働時間数を増加させるこ
とである。より具体的には、短時間訪問介護員の時間
給が100円上がると、1カ月間の労働時間数が5.4時
間増えることを明らかにした。第2に、介護サービス
提供以外の業務時間に対する賃金の支払いがあること
が、短時間訪問介護員の労働供給を増やすことである。
第3に、分析結果をもとに簡単な試算を行ったところ、
短時間訪問介護員の1カ月当たり労働時間数を介護職
員並みにするために必要な時間当たり賃金は、2,550
円となることがわかった。これは短時間訪問介護員の
平均賃金率のほぼ2倍である。
以上のことから政策的示唆として次のことが導かれ
る。2009年に実施された介護従事者処遇改善交付金

表8　短時間訪問介護員の労働供給に関する試算

現在
［A］

試算1
［B］

試算2
［C］

［B］－［A］
［D］

［C］－［A］
［E］

［1］ 短時間訪問介護員数（人） 285,283 269,727 123,623 －15,556 －161,660 
［2］ 平均時間当たり賃金（円） 1,290 1,340 2,550 50 1,260 
［3］ 平均労働時間数（時間） 52 55 120 3 68 
［4］ 平均月収（円） 67,080 73,700 306,000 6,620 238,920 
［5］ 総労働時間数（千時間） 14,835 14,835 14,835 19,399 0 
［6］ 総賃金（億円） 191 198 378 6 187 

出所：推計結果をもとに筆者作成。
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事業によって、介護従事者の賃金は上昇した（厚生労
働省『介護従事者処遇等状況調査』）。しかし賃金が労
働時間数に与える影響は大きくはない。賃金の引き上
げのみならず、介護サービス提供以外の業務時間に対
する賃金の支払いを行うことのが、短時間訪問介護員
の労働供給の増加の点では有効であることを示唆して
いる。

2.	残された課題

本研究において残された課題は2つある。第1にデ
ータの制約による課題である。本研究で用いたデータ
では、短時間訪問介護員の介護サービス以外の業務に
かかる時間に関する情報を得ることができない。介護
サービス以外の業務かかる時間は個々の短時間訪問介
護員で異なると考えられるが、本研究ではその効果が
含まれていない。ゆえに、介護サービス以外の業務に
対する賃金の支払いの有無が労働時間数に与える影響
が異なる可能性がある。たとえば、移動時間について
考えた場合、移動距離が短く移動時間が少ない場合、
移動時間に対する賃金の支払いの有無が労働時間数に
与える影響は小さいと考えられる。しかし本研究では
そのような影響が考慮されていない。
第2の課題もまたデータの制約に関連するものであ

る。本研究で使用したデータでは労働時間のうち介護
サービス提供時間と、介護サービス以外の業務時間と
を区別することができない。本研究では、介護サービ
ス以外の業務時間に対する賃金の支払いがあること
は、短時間訪問介護員の労働時間数を増加させるとい
う結果を得ている。しかし、労働時間数を増やすとい
った場合、それが介護サービス提供時間、つまり介護
サービスの生産をどの程度、増加させるのかが明らか
ではない。以上の2点は本研究の限界であり、今後の
課題とする。
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註
  1 65歳以上の要介護者等認定者数は2008年度末で452.4万人で
あり、2001年度末から164.7万人増加し、第1号被保険者の
16.0%を占める。75歳以上で要介護の認定を受けた人は75歳以
上の被保険者のうち21.6%を占める。戦後のベビーブーム世代
（「団塊の世代」）が75歳以上高齢者に到達する2025年には、65
歳以上人口は3,600万人となり、全人口の3割となる。高齢者、
特に後期高齢者の増大によって一層、介護需要が高まることが
予測される。

  2 ここで介護従事者とは介護保険法の指定を受けた指定介護事業
所で働き、直接介護サービスを提供する者のことであり、介護
従事者のうち指定訪問介護事業所で働く者を訪問介護員、それ
以外で働く者を介護職員とする。

  3 「中間とりまとめ」では、介護従事者の不足について以下の点が
指摘されている。第1に、介護関連職種の有効求人倍率の高さ
である。厚生労働省 「職業安定業務統計」介護関連職種の有効
求人倍率（常用（含むパート））では地域差があるものの2007
年度において全国で2.10倍となっている。第2に、離職率の高
さである。離職状況をみると、全産業の平均離職率より介護全
体の離職率は高くなっており、特に施設系では介護職員の定着
が進まない状況となっている。第3に、潜在的有資格者の存在
である。介護福祉士の国家資格を取得している者、約 47 万人
のうち、実際に福祉・介護サービスに従事している者は約 27 
万人に留まっており、いわゆる「潜在的有資格者」が多数存在
している。

  4 介護報酬とは、事業者が利用者（要介護者または要支援者）に
介護サービスを提供した場合に、その対価として介護給付費単
位数表に基づき事業者に対して支払われる報酬である。介護報
酬の改定は、原則として3年に1回のペースで行うこととなって
いる。過去2回の改定ではマイナス改定であったが、2009年の
改定でははじめて3%上方改定となった。

  5 介護従事者処遇改善交付金事業は、介護従事者の賃金改善に
充当するための交付金を支給すること等により、介護従事者の
処遇改善を図るものである。この交付金は、介護サービス提供
に係る介護報酬に一定の率を乗じて得た額を、毎月の介護報酬
と併せて交付することとしている。実施期間は2009年10月から
2012年3月までであり、2年半で約4000億円の国費を投入する
こととしている。

  6 2009（平成21）年度及び2010（平成22）年度に「介護従事者
処遇状況等調査」を実施した結果、介護従事者の2010年の賃
金は、2008（平成20）年に比べ1人当たり平均月額約2.4万円
引上げられたことが分かっている（厚生労働省『厚生労働白書
平成23年度版』）。

  7 介護費用の増大が予測される中、主に財政的理由を背景として
介護サービスの再編が進められている。2005年の介護保険制度
の改正では、地域密着型サービスの導入、地域包括支援センタ
ーの創設等、地域包括ケアシステムの確立に向けた大幅な見直
しが行われた。また、2012年度から始まる第5期介護保険事業

計画においても、2011年に成立した「介護サービスの基盤強化
のための介護保険法等の一部を改正する法律」を根拠として地
域包括ケアシステムが進められている。具体的には、要介護者
の在宅生活を可能にするため、日中・夜間を通じて定期巡回や
随時対応を行う訪問サービスの創設を行うことが検討されてい
る。

  8 社会保障国民会議（2008）の試算によれば、介護サービスの再
編が進んだ場合に2025年に必要とされる訪問介護員数は94.5
万人であり、試算の基準となった2007年の39.7万人の2.4倍で
ある。

  9 訪問介護員においては、384,956万人であり、そのうち常勤者
が99,673万人、短時間従事者285,283であり、短時間の割合は
7割を超えている（厚生労働省『平成21年介護サービス施設・
事業所調査』）。

 10 短時間の訪問介護員は59.5時間で、短時間の介護職員116.9時
間に比べても1カ月あたり労働時間数が短い（（財）介護労働安
定センター『平成22年介護労働実態調査』）。

 11 確かに一般的な労働供給モデルから、賃金が労働供給に与える
影響を先験的に知ることはできない。しかしながら、実証的に
は賃金の上昇が労働供給を増加させることが一般に明らかにさ
れており、賃金の上昇が労働供給を減少させる場合、所得が十
分に高いことや、予算制約が直線的でないことなどの明確な理
由が必要であると考える。

 12 同試算では、訪問介護員非正社員（1カ月の労働時間61.7時間）
が介護職員の非正社員（1カ月の労働時間120.9時間）並みに勤
務すると仮定して推計している（（財）介護労働安定センター「平
成19年度介護労働実態調査」による）。

 13 訪問介護員の労働供給の変遷については笹谷（2001）が詳しい。
 14 介護保険制度以前の短時間訪問介護員の労働供給に関する実証
的研究として下野（2003）がある。

 15 他に介護従事者の労働供給について離職に着目して実証的に研
究したものとして、岸田・谷垣（2008）と鈴木（2008）、山田・
石井（2009）、小檜山（2010）、花岡（2009）、花岡（2011）、鈴
木（2011）がある。本研究で分析対象としている労働時間数は
離職とは異なる要因によって決定されていると考えられる。ゆ
えにここでは、労働供給の指標として労働時間数を用いた先行
研究に限定してサーベイを行う。

 16 同様の推定を行った研究として、Rabe-Hesketh & Skrondal
（2006）がある。

 17 また、ここでは、就業形態・勤務形態が、「非正社員・非定型
的短時間労働者」（問23（4））であり、なおかつ賃金の支払い
形態が時間給であるもののみを分析対象とする。ここで、「非正
社員・非定型的短時間労働者」とは、1日の所定労働時間又は1
週間の労働日数が常勤労働者より少なく、月、週、又は日の所
定労働時間が、一定期間ごとに作成される勤務表により、非定
型的に特定される者である。訪問介護員32,436人のうち、該当
するものは、16,546人であり、無回答の者を除く訪問介護員の
うち53%である。
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Ⅰ. はじめに

本稿では、中選挙区制下の自民党を組織的に特徴付
けていた派閥に焦点を当て、自民党の分権性は55年
体制期の国会運営にも影響していた可能性が高いこと
を明らかにする。筆者は、別稿において、55年体制
期の国会運営が決して安定していたわけではなく、む
しろ近年の連立政権期に比べると不安定性が顕著であ
ることを指摘し（川村 2011）、比較分析の観点からも
同様の指摘があることに触れた（Powell 2000）。連立
政権期より自民党の優位性が確保されていたにもかか
わらず、そうした不安定な国会運営を強いられた背景
には、中選挙区制という世界的に特異な選挙制度によ
る制約があったと考えられ、派閥の並立を指して「擬
似多党制」、あるいは総裁の交代を指して「擬似政権
交代」といった比喩が用いられたのは周知の通りであ
る。議院内閣制議会の効率的運営と多数派の安定性の
関係は、グリッドロックが常態化している今日の国会
運営を考える上でも重要な論点である。

2011年6月2日の菅直人内閣不信任決議案の採決過
程は、改めて現行選挙制度の帰結を印象付けた。当日
までは、菅政権への不満を募らせた民主党議員の造反
によって可決される可能性が大きいと報じられていた
が、実際には1名が賛成（事前に離党していたのが1名）
したのを除いて反対し、結局は否決された。直前まで
は、大平正芳内閣（1980年5月16日採決）や宮沢喜
一内閣（1993年6月18日採決）に対する不信任決議
案が可決された事例が引用されたりしたが、当時と現
在とで決定的に異なるのは選挙制度である。造反を示
唆していた民主党議員が当日になって翻意したのは、
小選挙区での当選（あるいは比例代表での復活）を目

指す上で、民主党という大政党から除名される事態は
致命的だからである 1。
日本の国会では、否決がほぼ確実視される内閣不信
任決議案が野党によって提出されてきたが、それは議
事妨害を図るという立法的効用ではなく、次期選挙に
おける与党の責任を明確化させるという選挙的効用
を期待するからだと言われる（増山 2009）2。このモ
デルを参考にすると、不信任案に賛成する与党の造反
議員は、次期選挙を見据え、何らかの懲罰によるコス
トよりも利益の方が上回るという効用計算を行ったこ
とになる。そして、選挙制度は、そうした議員の効用
計算に最も強い制約を加えるルールとして機能する 3。
そうした造反議員（派閥）が、小政党や無所属議員の
当選可能性が比較的高かった中選挙区制の帰結を踏ま
えて行動していたことは疑いないところである 4。三
木武夫政権下の1976年衆院選において、自民党が公
認候補だけでは過半数議席に届かず、保守系無所属候
補の追加公認によって辛うじて過半数議席を維持した
経緯は良く知られている。統治機構における国会の機
能や政党内手続の民主性、現行選挙制度の是非をめぐ
っては種々の議論があるが、再選可能性を追求する政
治家にとり、選挙制度が議会制度以上に重要な制約を
加えている実態は改めて認識されるべきである 5。
議院内閣制は、多数派の形成を選挙結果に依拠させ
ることにより、効率的な議会運営を指向する（Huber 
1996）。それゆえ、政府立法が淡々と通過する「真空
状態」こそ理想的な議院内閣制議会の姿であるが、現
実にはその他の様々な制度的条件や外生的環境によっ
て制約される（増山 2003, 2004）。この点、日本の国
会では、少数派（野党）にも一定の権利を保障する国
会中心主義的制度化が一方で図られたことにより、議
院内閣制の理想的運用は著しく制限されてきたことが

川村　一義

擬似連立政権下の国会運営：
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明らかになっている（川人 2005, 2010）。また、いわ
ゆる政府・与党の二元体制が長く続き、政府（内閣）
は国会運営に全くと言って良いほど介入できなかった
（飯尾 2007参照）。その結果、十分な事前審査を経ず、
提出も遅れた政府立法に対しては、国会で不成立とい
う形で制裁を加えられることもあった（福元 2007）。
このように、国会（行政）制度に限っても、日本の

国会が長く理想的な議院内閣制議会と呼べなかったこ
とは明らかであるが、そうした制度の選択・維持は、
中選挙区制という世界的にも特異な選挙制度との均衡
であった可能性が高い 6。選挙制度と議会政治の関係
については、たとえば中選挙区制下でも見られた個人
投票（personal vote）を促す選挙制度で、しかも候補
者選出過程が分権的であるほど造反投票が行われやす
い（Hix 2004）、党内の意思決定手続も分権的になる
（Hazan and Rahat 2010）、あるいは議会においても分
権的手続が採用される（Taylor 2006）といった研究
結果が発表されている。
かつての自民党は、結党時から「党改革＝派閥の解

消」を掲げ続け、新党勢力が政権交代可能な野党にな
ることを目指して離合集散を繰り返した1990年代前
半においても、自民党にとっての政治改革とは派閥の
解消であった 7。日本政治研究において、派閥の起源
については様々な議論があるが、同士討ちをせざるを
得ない中選挙区制の制約によるところが大きかったと
いう点ではほぼ一致している 8。従って、55年体制期
の自民党は他党を圧倒する優位政党であったという前
提ではなく、マイケル・ライサソンが指摘したように
（ライサソン 1967; Leiserson 1968）、一種の擬似連立
政権であると前提する方が、55年体制期の国会運営
を的確に理解できるのではないかと考えられる。
そこで、本稿では、多数派の不安定化が国会運営の

困難化にもつながるという基本仮説を立て、55年体
制期の国会運営を再検証したい。具体的には、法案が
付託された委員会の委員長属性を、主流派（総裁派閥
議員を含む）・反主流派・無派閥・野党議員に区分し、
その他にも内閣支持率といった外生的要因を考慮する
ことで、それらの変数が法案通過の難易を左右するの
かという点に注目する。委員会制度は、二院制ととも
に手続の分権化を促す典型的な議会制度である。議院
内閣制議会における委員会制度は軽視されがちだが、
国会外で既に分派的行動をとっている自民党議員が委
員長となった場合、その委員長は国会制度も最大限に
利用するはずである9。また、国会運営の困難化が専
ら与党の不安定化に起因することを確認できれば、野
党の影響力の有無という国会研究における長年の議論
にも大きく貢献する可能性がある 10。すなわち、野党
の影響力とは、与野党の効用差が縮小・逆転した場合

における与党の合理的選択の帰結として理解される。
分析方法としては、川人（2005）が用いた閣法（内

閣提出法律案）データに、筆者が効果を検証したい変
数を追加し、増山（2003）や川人・増山（2005）が
採用した生存分析によって検証していく 11。そのた
め、アプローチの新規性には乏しいことを認めざるを
得ない。また、本稿の分析対象は、衆参ねじれが発生
する1989年以前の厳密な意味での55年体制期におい
て、予算国会に新規に提出された衆議院先議の閣法で
ある。そして、変数化の対象とするのは衆議院の審
議過程のみであるとともに、55年体制期を特に区分
しないで通時的に分析している 12。筆者にとっては、
1990年以降の連立・連合政権時代の政権安定性と国
会運営の関係に関心を持ったのが本研究の契機である
とともに、参議院での審議過程をいかに考慮するかも
重要であったが、異なる時期・組織を統一的に把握し
ようとすると、逆に多くの情報を捨象しなければなら
ない 13。さらに、たとえば派閥間対立の激しかった「三
角大福中」時代と総主流派体制に移行した時代とでは
質的に大きく異なることも間違いないが、それらを区
分して分析することは本稿の紙幅を超える別個の研究
課題となる。従って、以上の限界を認めつつ、筆者と
しては、これまで国会運営を制約するルールと認識さ
れてきた議院内閣制（多数主義）と国会中心主義に選
挙制度を加えることで、国会研究のより大きな可能性
が示されれば、現時点では十分だと考えている。
以下、Ⅱでは、専ら先行研究の業績に依拠しながら、
派閥が自民党の統合化と分権化という相反する機能を
同時に営み、その歪みが事前審査の限界として国会運
営に波及した構造と、歴史的な長期政権から極端な短
命政権まで存在した歴代自民党政権の特徴を、世論の
支持と国政選挙での勝敗という観点から確認する。そ
してⅢでは、データ・セットの概観を兼ねて、委員長
属性の傾向と影響を集計し、自民党の安定性と国会運
営の関係に関する基本仮説の妥当性を確認する。その
結果を踏まえ、Ⅳでは変数の設定と効果の予測を行い、
Ⅴでは生存分析を用いて国会運営の安定化・不安定化
の要因を探る。Ⅵは結論であるが、柔軟な政党間交渉
が可能だった中選挙区制時代と、しばしばグリッドロ
ックが生じる今日の違いについて触れておきたい。

Ⅱ. 自民党派閥と政権安定性

1.	自民党派閥の二面性

派閥が自民党を分権化し、歴代政権に大きな負担を
強いてきたことは当然だが、一方で、派閥がなければ
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自民党は優位政党たり得なかったことも間違いない。
この命題は、政党間の本格的な連立政権にも当てはま
るが、中選挙区制下の自民党においては、かなり異な
る意味を持っていた。それを象徴したのが、選挙にお
ける「反党行為」に対する罰則の緩さである。自民党
籍を有するものの、何らかの理由で公認を受けられず、
無所属で立候補せざるを得ない事例は数多いが、自民
党公認であるにもかかわらず野党の支援を受けた場合
や、さらに極端な事例として自民党公認候補と対立す
る野党候補を何らかの形で支援したと見なされた場合
であっても、本部から処罰が下されないことは多々あ
った（読売新聞政治部 1966: 第1章参照）14。それゆえ、
執行部としては除名や衆議院解散といった強硬手段の
有用性が低かった。また、仮にそうした強硬手段を行
使しても、1993年衆院選で野党化した経緯から明ら
かな通り、よほどの大勝を収めない限り、結局は反対
派の協力が不可欠な状況は変わらない。つまり、所属
議員は、自民党にいながらにして公然と首相（総裁）
の交代を要求するという行動が許容されていた。
議院内閣制下の政党規律を維持する上で当然の手段
とも言える除名や解散権の有効性が低いことを踏ま
え、自民党（歴代執行部）は、議員が自民党に所属す
る効用を高めるため、シニオリティ・ルールと人事派
閥の制度化を図るとともに、事後的抵抗を抑制する
ため、事前審査制度と総裁選挙手続の制度化も図っ
た 15。川人（1996a, 1996b）が明らかにした通り、シ
ニオリティ・ルールは自民党政権の長期化という文脈
が与えられて運用可能となり、確立されたのは1970
年代半ばである。役職配分原則は、岸信介政権の頃ま
でが戦前派議員優遇、佐藤栄作政権の頃までが主流派
優遇、そして与野党伯仲期以降が派閥勢力比型という
経過を辿った。主流派優遇から派閥勢力比型への転換
が促されたのは、自民党が野党勢力に対する過大規模
連合から最小勝利連合に転落したことで、反主流派の
離党可能性が相対的に高まったためである。
一方で、全ての所属議員が等しくシニオリティ・ル

ールの恩恵に与ったわけではない。主流派優遇であれ
派閥勢力比型であれ、役職配分の対象となるためには
派閥に所属することが重要であった。もちろん、無派
閥議員も対象となることはあったが、その機会は圧倒
的に少なかった（佐藤・松崎 1986: 第3章参照）。こう
して、自民党派閥は、人事（栄達）という利得に与る
ことを目的とした特殊な制度化を果たした。高度に制
度化された派閥が存在する貴重な例として、イタリア
のキリスト教民主党（1994年に分裂）と日本の自民党
はしばしば比較されてきた（e. g. Sartori 1976: ch. 4; 
Boucek 2009）。しかし、イタリアの選挙制度は、1993
年から2005年までを除いてブロックごとの比例代表制

であり、政党のラベルは必須であったことから、キリ
スト教民主党の派閥化は、あくまで所属議員の左右イ
デオロギーが誘因となっており、しばしば多数派の維
持を危うくさせてきた 16。それに対し、自民党の派閥
化は、無所属でも立候補でき、個人投票が促進される
中選挙区制に適応するため、本来なら野党が媒介すべ
き利益までを包括した専門化や、個人後援会の組織化
が進められたのと同様、当選の手段として活用された
ものであり、結果的には多数派の形成・維持にも役立
ってきた点で本質的に異なる（Calder 1988: 192-5）。
このように、人事派閥の制度化は、ともに効率的
な役職配分を期待する執行部と所属議員の利害を一
致させた。結果的に、自民党候補者同士が競うこと
で自民党全体の名声は必然的に高まるため、執行部
はむしろ個人投票を促し、候補者は自民党の公認を
欲するという関係が成立したのである（McCubbins 
and Rosenbluth 1995）。また、厳密な票割りが難しか
った事情もあり、むしろ自民党は無所属での立候補も
戦略的に活用したという指摘もなされている（Reed 
2009）。こうして、制度的派閥の存在が自民党の分権
化を招いたことは確かだが、派閥が制度化されてこそ
自民党は優位性を確保できたという関係も否定できな
いのである 17。これは、Olson（1965）に代表される
集合行為論からも説明が可能である。すなわち、多元
的組織の統制を試みる場合、指導者と成員で構成され
るグループの組織化を促し、その指導者間で利害調整
を図る方が効率的である。政党派閥が集合行為問題の
解決に資する点はPanebianco（1988）も指摘しており、
自民党長期政権は派閥の長所によって支えられたとい
う点で先行研究はほぼ一致している。

2.	事前審査の限界と総裁選挙

もちろん、派閥の短所が顕在化すれば、一転して否
定的機能を担う危険性もそれだけ大きかった。自民党
は、以上二つの制度化とともに、政調部会から総務会
に到る意思決定過程、及び総裁任期とその選出方法を
党則で定め、仮に派閥間対立が生じても、その弊害を
最小限に抑える制度化も図った。ところが、この二つ
の制度はしばしば限界を露呈した。
自民党内の事前審査手続は、政調部会が法案の内容
を実質的に決定し、総務会での全会一致の承認を経て
国会に提出されるというものである。小泉純一郎政権
時代、総務会で郵政民営化関連法案が多数決で決定さ
れた際に大きな混乱を来したように、総務会での全会
一致慣行は近年まで維持されてきた。もちろん郵政民
営化関連法案は特殊な事例であり、大抵は大きな混乱
が起きないよう会議前に根回しが行われ、全会一致慣
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行が守られるようになっている。とりわけ中選挙区制
下では、分権性と単一性の両立手段として、総務会の
全会一致慣行が重要な機能を営んでいたわけである。
ところが、総務会に限らず政調部会等も含め、各レ
ベルにおける採決方法には、もう一つ「役員一任」と
いうものがあった。これは、どうしても意思統一が難
しい場合、政調会長や総務会長、場合によっては幹事
長や副総裁も登場して、自民党としての最終方針を役
員に委ねるというものである。どうしても混乱が収束
しない場合は総裁（首相）一任となることもある。田
中（1981）は、分権的な自民党にとり、この役員一
任決定は危険性を伴ったことを指摘する。全会一致慣
行が守られない唯一の例外とも言える総裁選挙によっ
て生じる主流派と反主流派の対立は根深く、それが時
として最終方針の混乱を招くと同時に、反主流派にと
っては絶好の機会となる。すなわち、野党勢力や（メ
ディアを通じた）世論の反発が喚起された時、反主流
派はそうした反発を利用して現政権への攻撃を強める
危険性があるからである（150-79）。
また、反主流派が形成される契機となる総裁選挙に
ついても、その選出手続が固定的なものとして受け入
れられていたわけではない。選出方法は、大別して両
院議員総会における公選（党員・党友による予備選挙
を経た場合を含む）と、話し合いによって一本化され
た候補を両院議員総会で承認するものとの二つであ
る。公選が党内対立を助長しかねないという危惧は結
党時からあったようであり、英国保守党を模範とすれ
ば話し合いによる選出が望ましいとされていた（自由
民主党 2006a）。しかし、現実には初代総裁鳩山一郎
が公選されて以来、石橋湛山・岸信介・池田勇人・田
中角栄・大平正芳・中曽根康弘の6名が公選されてい
る。また、当初は話し合いで選出された佐藤栄作も、
その後は全て公選で再選され、歴史的な長期政権を維
持した。
田中（1986）が明らかにした通り、自民党議員の

間では、その時々の総裁選出手続は暫定的なものであ
るとの認識が浸透しており、次期総裁が話題になり始
めると、総裁候補以前に現行の選出手続が問題とされ、
各派閥は有利な選出手続とすべく工作を展開した。こ
の点については、反主流派による総裁交代の動きが世
論に反応し、野党の動きと連動しているという指摘が
古くからあり（升味 1969: 342-3）、政策的対立以外の
契機で人事派閥の欠点が露呈することも多かった。
自民党派閥が展開した対立は、除名や衆議院解散と
いった議院内閣制の効率性を担保する手段の有効性が
低い中、所属議員が派閥の二面性を使い分け、自民党
の分裂が事実上あり得ないことを前提とした政権批判
を展開するという、中選挙区制の世界的特異性を反映

したものだった。そうした摩擦を事前に解消させるこ
とによってのみ、国会における政党規律も維持された
のであり、国会における自民党議員のあらゆる行動
の背後に、派閥の作用があったことは疑いない（see 
Fukui 1978）。従って、議院内閣制議会の効率性を担
保する上で重要な、一旦選出された以上は首相の政権
運営に結束して協力するという根本原則は、中選挙区
制下の自民党において、あらゆる政治過程を通じて脆
いものだったのである。

3.	政権安定性

以上の通り、中選挙区制下の自民党政権が長期化を
実現するためには、非常に厳しい条件を満たす必要が
あり、むしろ安定する方が稀だった。二面性を備えた
派閥の制度化によってこそ自民党の大規模な分裂が長
年回避されてきたという関係は認められるが、それは
歴代自民党政権の安定性を犠牲にすることで成り立っ
たものである。人事に特化した派閥の制度化は、所属
議員のイデオロギーや媒介利益の多元性に基づく政策
的対立に、栄達を狙った対立の危険性も加えることに
なった。田中（1981）も「観測気球」と表現してい
る通り、反主流派は、あらゆる機会を捉えて政権（主
流派）への抵抗姿勢を見せた。総裁を中心とする執行
部は、役職配分や十分な事前審査等によってそうした
対立を少しでも抑制するよう努めるが、制度的条件や
外生的環境が少しでも不利になれば、自民党派閥の二
面性は欠点として顕在化したのである。
増山（2001a, 2002）は、制度的条件と外生的環境

を統一的に取り込んだモデルにより、日本の岸政権か
ら小泉政権までを対象として生存分析を行っている。
分析結果を総合すると、政権の終了危険率は在任期間
や任期といった時間変量に等しく左右され、時間的制
約が強まるほど終了危険率も高まるという基礎的効果
が確認された上で、弱小派閥出身の総裁や少ない与党
議席といった制度的条件、そして内閣支持率の低下と
いう外生的環境も同様の効果のあることが確認され
た 18。派閥間対立の具体的効果については、総裁が岸
信介系列（現在の町村派）や三木武夫系列（現在の高
村派）出身である場合、及びそもそも派閥領袖ではな
い場合に、終了危険率が有意に高くなっている。従っ
て、日本の議院内閣制も欧州諸国と同じ構造を抱えて
いるということに加えて、やはり中選挙区制下の自民
党政権は厳しい条件を克服することが必要だったので
ある。
歴代自民党総裁にとっては、出身派閥の勢力という
条件とともに、総裁任期という非公式的選挙サイクル
が大きな障害となってきた。自民党総裁の任期は、田
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中角栄、三木武夫、福田赳夫の各総裁が3年であった
のと、中曽根康弘総裁が特例として任期の1年延長を
認められた事例を除き、結党から2003年までは2年
であった 19。これは、衆議院議員の形式的任期の半分
であり、現在でこそ3年だが、それでも議員任期と総
裁任期が一致したことはない 20。Damgaard（2008）は、
議院内閣制諸国の政権終了の要因を、任期や憲法規定
といった技術的要因と、辞任や解散といった裁量的要
因に分けているが、議員や首相としての任期中に党首
としての任期が満了する事態はどちらに分類されるの
か不明である。党内対立が要因ならば後者だが、党首
任期が厳格に制度化されているなら前者にも分類でき
る。言い換えれば、党を分裂させかねないほどの政策
的対立や、国政選挙における敗北といった大きな変動
がない限り、通常、非公式的選挙サイクルが政権の存
亡に関わるほど重大視される事態は想定されていない
ということである。
本稿で分析対象とする期間に首相は13人存在し、

通算在職期間の平均は約2年7ヶ月である。歴代政権
には歴史的な長期政権から極端な短命政権まで存在す
るが、平均は総裁任期に近く、総裁任期の制約の大き
さが単純な比較からも読み取れる。一方で、首相が頻
繁に交代しながらも自民党は与党であり続け、55年
体制期の長さを意味する通算在職期間の合計は約33
年8ヶ月に及ぶ。もちろん、Maravall（2008）が、首
相の在職期間と出身政党が与党であった期間には差が
あり、その差は議院内閣制の方が拡大すると指摘して
いる通り、差が生じること自体は不思議ではない。し
かしながら、彼が主要な議院内閣制諸国を対象とした
集計での差は3年5ヶ月にすぎず、55年体制期の自民
党政権における31年1ヶ月という差は異常なほど突
出している 21。分析対象期間が大きく異なるので単純
な比較はできないが、それを踏まえても差は大きす
ぎ、議院内閣制諸国の一般的傾向として、首相の交代
は国政選挙を通じた政権交代と関連することが多いこ
とを示している。言い換えれば、政権基盤を安定化さ
せるのは非常に難しいほど分権化していたにもかかわ
らず、中選挙区制下の自民党が分裂に到る可能性は低
かったという特徴が再確認される。
ところで、出身派閥の勢力や世論の支持が決定的に
重要であることは増山が明らかにした通りであるが、
もう一つ付け加えるならば国政選挙での勝敗も重要で
あっただろう。岸・池田両政権は在任中の国政選挙全
てで勝利し、佐藤・中曽根両政権も1971年参院選と
1983年衆院選を除いて全て勝利している 22。それに対
し、三木・大平・田中の各政権は、国政選挙での敗北
を機に弱体化した典型である。とりわけ田中・大平両
政権は、当初の支持率こそ高かったものの、政策的失

敗で弱体化し、保守本流出身であるにもかかわらず短
命に終わった点で共通する。

Ⅲ. 委員長属性

1.	委員会制度の比重

これまで先行研究の業績を参照しながら、中選挙区
制下の自民党を安易に単一政党とは前提できないこと
を確認してきた。本稿では、事前審査の制度化にもか
かわらず、自民党の潜在的不安定性が国会運営に波及
していたという基本仮説を操作するため、国会運営の
分権化を促す委員会制度に着目し、その委員長属性を
変数化する。もっとも、国会の機能についてすら懐疑
的主張が見られる中、委員会制度がどれほど重要なの
かという疑問もあろう。この点について若干の説明を
加えておきたい。
委員会制度は議会研究にとって重要なモデル化対象
であるが、法案成立の原則的保証という前提を置く議
院内閣制議会の研究で重視されてきたとは言い難い。
日本の国会でも、1948年の国会法改正により、衆参
両院は委員会審査中の議案について本会議での中間報
告を求めることができるとされ、必要ならばそのまま
本会議で審議・採決できるともされた。しかしなが
ら、（与党の要請を受け）議長が中間報告を求め、そ
のまま採決に踏み切った場合、与野党対立の激化を通
じて世論の悪化を招く可能性もあり、実際に中間報告
が用いられた例は僅少である 23。議長が介入できるそ
うした例外を除けば、委員会運営の権限は委員長に集
約されており、日程や議題設定も委員長の決定次第と
なる 24。それゆえ、委員長属性は法案の成立確率に少
なからず影響する事実が確認されている（増山 2003: 
134-6参照）。たとえば、第23回国会（1955年）から
第114回国会（1989年）までに新規に提出された衆
議院先議の閣法4153件のうち、不成立だった法案は
803件であるが、そのうち委員会に付託されないまま
不成立だったのは86件にすぎない 25。つまり、ほと
んどの法案は委員長の判断によって採決が見送られて
いることになる。
こうして、委員長の権限は国会制度の観点から見れ
ば比較的強いものであるが、本稿の目的に照らすと、
議院内閣制議会であるという公式的な特徴とは別に、
自民党内の事前審査が制度化されていたという非公式
的な特徴も問題となる。すなわち、法案の内容を実質
的に決定するのは政調部会長であり、法案の形式的な
承認を統括するにすぎない国会委員長の属性はそれほ
ど重要かという問題である。こうした疑問に対しては、
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事前審査が必ずしも機能しなかったという前述の指摘
をもって反論が可能だが、ここではさらに2点ほど付
け加えておきたい。
第一に、政調部会と国会委員会では議員の配分方法
に決定的な相違があり、一般議員にとっても国会委員
会はより重要だった。政調部会については、所属す
る国会委員会によって自動的に決定される部会に加
え、希望する二つの部会に所属することが認められて
いたのに対し、国会委員会については、もともと限ら
れた定員を野党とも分け合うために競争が激しく、委
員候補を各派閥が選定した上で政調会長が決定してい
た（猪口・岩井 1987: 121, 148）。それゆえ、政調部
会の所属議員比がほぼ派閥勢力比に準じていたのに対
し、人気の国会委員会では委員を持ち回りにせざるを
得ず、長期間にわたって特定の委員会に所属し続ける
ことは難しかった（148-51）。つまり、一般議員が特
定の政策分野への精通や族議員化を目指す場合、まず
は希望する国会委員会に配属され、その後も長く委員
を務める必要があった 26。結果的に、長い委員歴はそ
の政策分野に精通した議員であることの証明となる。
実際、各省庁の政策に関する最高責任者は閣僚である
が、派閥統制の関係で頻繁に入れ替えられるだけでな
く、その政策分野に疎い閣僚も多いため、官僚は実質
的に閣僚OBや国会の常任委員を通じて陳情すること
があった（読売新聞政治部 1966: 41）。いわば、国会
委員会は議員と官僚の接触が公的に保障されている機
関であり、議員の政策的専門化を促してきた核である
（猪口・岩井 1987: 29-30）。
第二に、政調部会と国会委員会とでは、広義の立法
過程における重要性の意味が異なることも認識されな
ければならない。両者の決定的相違を示す事例として、
野党の態度も関わってくる国会委員長人事では、従来
その委員会とはあまり関係のない議員が委員長に据え
られる場合があった（猪口・岩井 1987: 124）27。法案
の立案を行う政調部会の機能は自民党議員の利益集約
と合意形成であるが、国会委員会は野党にも態度表明
の機会を与えた上で自民党の意思を最終決定する場で
ある。従って、族議員の活躍の場としての機能はない
反面、自民党議員は党議に従って法案の成立に協力す
ることを求められ、国会委員会はアリーナという別の
意味での重要な機能を営む。こうした作業を統括する
強い権限を持つ委員長人事は重要であるため、慣行と
しては政調部会長よりも多くの当選回数を必要とし、
初入閣直前に経験するポストとなっていた（佐藤・松
崎 1986: 39-42参照）28。
このように、非公式制度である政調部会は、公式制
度である省庁制や委員会制に依拠して編成・活動して
いるのであり、政調部会を上位に置くモデル化は妥当

でない。事前審査の限界として、合意は難しいと判断
された場合の役員一任という迂回策は前述したが、そ
の他にも調査会という組織を設置し、その調査会は総
裁直属の機関とすることで、議員同士の利害が衝突す
るような問題は調査会に委ねて収拾を図るといった手
段も多用された（日本経済新聞社 1983: 40-2参照）。
すなわち、国会委員会の公式制度としての安定性とは
対照的に、政調部会の運営はかなり流動的であり、国
会委員会の制約は政調部会以上に強いと見るべきであ
る。

2.	委員長属性の概観

ここではデータ・セットの概観も兼ね、図表を用い
て、基本仮説がおおよそ妥当であることを確認するが、
本稿が着目する主流派・反主流派の認定基準について
説明しておこう。佐藤・松崎（1986）は、中曽根第2
次改造内閣（1984年11月1日組閣）以降の主流派・
反主流派の認定を避けている。確かに、11月の総裁
任期満了に際しては、鈴木・福田・河本各派を中心と
した二階堂進の擁立構想が挫折し、田中派の支持を取
り付けた中曽根が話し合いで再選された経緯があっ
た。その後の総裁選挙においても、話し合いによる候
補一本化が定着したことから、竹下政権をもって総主
流派体制に移行したという指摘がある（居安 1996参
照）。しかしながら、それは公選を実施していないと
いうことにすぎず、総裁候補と目される派閥領袖は必
ず存在した。筆者が総裁選挙の経緯や報道から判断し
た結果、中曽根第2次再改造内閣（1985年12月28日
組閣）下の鈴木・福田・河本各派、中曽根第3次内閣
（1986年7月22日組閣）下の竹下・宮沢・安倍各派、
そして竹下内閣（1987年11月6日組閣）下の宮沢・
安倍両派を反主流派と認定した。様々な批判もあるだ
ろうが、自民党の恒常的分権性をなるべく体系的に捉
えたいという目的に沿ったということである。
自民党委員長の属性は、委員長ポストを得る直前の
衆院選を基準とし、その認定に際しては、佐藤・松崎
の巻末資料や『朝日新聞』、『国会便覧』を参照した。
もちろん、派閥の離合集散が起きた場合は、その後の
派閥を基準としている。また、衆院選直後の時点では
所属派閥が明らかでなかったが、その後の時期におい
て明確化した場合は、佐藤・松崎と同じくその派閥を
当てている。なお、委員長が途中で交代した場合もあ
るが、その場合は交代後の委員長を基準とした。なる
べく観察数を増やすための措置であり、そうした事例
は極少数であることを断っておきたい。
本稿の分析対象期間における衆議院の常任委員長に
ついては、第29回国会（1958年）から第78回国会（1976
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年）までと、第92回国会（1980年）から第100回国
会（1983年）まで、及び第106回国会（1986年）以
降のそれぞれにおいて、自民党が独占した。それ以外
の時期には、自民党の敗北を受け、概ね社会・公明・
民社各党に若干のポストが配分されている 29。一方、
特別委員長については、多党化の進んだ佐藤政権の頃
から、そのほとんどのポストを野党に配分しており、
衆院選で敗北した田中政権の頃に拍車がかかった。常
任委員会は付託法案数が格段に多く、常任委員長の判
断は国会運営全体にも影響を及ぼすため、自民党も独
占にこだわったが、特別委員長ポストは野党との取引
対象とされる傾向があった（井芹1990: 15参照）。
では、委員長属性の傾向・帰結を確認していくが、

ここでは法案審議過程の分析という方法をとることを
踏まえ、個々の法案を単位として、どの属性の委員長
下で審査されたかという観点からまとめる。対象は、
55年体制期の予算国会に新規に提出され、衆議院で
先議され、かつ委員会に付託された閣法である。
まず、委員長の所属派閥別に審査件数を集計したの
が図1である。派閥系列の詳細については表1を参照
されたい。自民党委員長の場合、付託法案数の多寡は
概ね派閥勢力比に準じており、内閣人事と同様に国会

人事でも派閥勢力が考慮されていたことを反映してい
る。ただし、自民党の場合、消長の激しい中間派委員
長より注目されるのが無派閥委員長であり、無派閥委
員長の下で閣法がどれだけ円滑に審査されたのかとい
う問題は、派閥の効用を論じる組織論モデルの妥当性
を検証することでもある。野党の方では、社会党委員
長下の付託法案数がかなり多いが、これは岸政権が野
党宥和路線を放棄するまで、付託法案数の多い大蔵委
員長ポストが社会党に割り当てられていたことに起因
している。
そして、本稿で着目する主流派・反主流派別に審
査件数を集計したのが図2である。付託された閣法の
半数は主流派委員長下で審査されており、恐らくは
1970年代半ばまで継続した主流派優遇人事を反映し
ているものと思われる。もちろん、どのような人事慣
行であれ、重要な委員長ポストには主流派議員を当て
たはずであり、こうした傾向であるのは当然の帰結で
あろう。
次に、委員長属性がそれほど法案の成否に影響した
のかという疑問に答えるため、主流派・反主流派別に
衆議院で不成立となった件数を集計したのが図3であ
る。当然ながら、それぞれの委員長が審査した法案総

表1　自民党派閥系列（1989年まで）

派閥領袖

五大派閥

佐藤系列 佐藤栄作→田中角栄→竹下登
池田系列 池田勇人→前尾繁三郎→大平正芳→鈴木善幸→宮沢喜一
岸系列 岸信介→福田赳夫→安倍晋太郎
三木系列 三木武夫→河本敏夫
河野系列 河野一郎→中曽根康弘

中間派

大野系列 大野伴睦→村上勇・船田中→水田三喜男
石井系列 緒方竹虎→石井光次郎
藤山系列 藤山愛一郎
石橋系列 石橋湛山→石田博英
川島系列 川島正二郎→椎名悦三郎
大麻系列 大麻唯男
森系列 森清→園田直
中川系列 中川一郎

無派閥 無派閥 無派閥

野党

社会党 社会党
公明党 公明党
民社党 民社党
共産党 共産党

※　なるべく直系となるように整理しており、細かい異動は捨象されていることに留意された
い。また、委員長ポストが一度も配分されなかった派閥（たとえば田中派分裂後の二階堂
グループ）は本稿と関係ないので除いている。緒方竹虎は1956年1月に死去している。
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数を分母としている。そうすると、図2と照合させれ
ば、反主流派・無派閥委員長の危険性が相対的に高か
ったことは明らかであろう。すなわち、そもそも主流
派委員長の審査件数が半数を占めていたにもかかわら
ず、この両属性の委員長下では成立率が2～4%ほど
悪化している。両属性の委員長下で不成立となった法
案を全て列挙することはできないが、たとえば三木政
権下の第75回国会（1975年）に提出された学校教育
法改正案は反主流派委員長下で、大平政権下の第87
回国会（1979年）に提出された防衛関係2法改正案
は無派閥委員長下で、それぞれ廃案となっている。ど
ちらも社会党を中心とした野党勢力が敏感に反応した
法案であり、反主流派議員の動きは野党勢力にも影響
されていたという前述の田中の指摘に合致するものと
言える。
時系列によった推移も確認しておこう。図4は付託

法案比率の推移を示しているが、主流派と反主流派の
比率は大きく入れ替わりながら推移してきたことがわ
かる。当然ながら頻繁な内閣改造と同時に国会人事も
行われたわけであるから、変動があること自体は驚く
ことではないが、その大きさは改めて認識する必要が
ある。反主流派委員長の比率が大きい年は、池田・佐
藤・大平・中曽根等の各政権が国政選挙の敗北で不安
定化していたか、総裁任期満了の前後とほぼ重なって
おり、政権延命の一環として反主流派の支持を取り付
けようとしたのかもしれない。逆に、主流派委員長の
比率が大きい年は、国政選挙で勝利した直後とほぼ重
なっており、国政選挙での勝利が国会運営の安定化に
もつながった可能性が示唆される。もっとも、主流派
には総裁派閥以外の派閥も含まれているので、図5は
主流派委員長と総裁派閥委員長の付託法案比率を並置
しているが、主流派と総裁派閥の比率は乖離する方が

図1　委員長属性（派閥系列）別の閣法審査比
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図2　委員長属性（主流派・反主流派）別の閣法審査比（集計）
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図3　委員長属性（主流派・反主流派）別の閣法不成立率（集計）
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多かった。つまり、主流派委員長の比率が大きいこと
をもって、一概に国会運営が安定しているとは言えな
いことも確かであり、総裁派閥出身の委員長であるこ
とが、どれだけ円滑な国会運営に資したのかという問
題も検証する必要がある。
主流派委員長と反主流派委員長では、どれだけ議事
運営に違いが生まれるのかという点について、その予
算国会における衆議院通過率と、法案が衆議院を通過

するまでに要した日数（中央値）の推移を示したのが
図6と図7である。無派閥委員長と野党委員長は存在
しなかった年もあり、図を煩雑化するだけなので除い
ている。やはり国政選挙での勝利直後は差がないが、
どちらを見ても反主流派委員長が概して消極的だった
傾向が読み取れる。乖離の大きい年においては、反主
流派委員長の下での通過率が15%超下がり、通過日
数も1ヶ月超長く要することもあった。特に、通過日

図4　委員長属性（主流派・反主流派）別の閣法審査比（時系列）
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図5　主流派委員長全体と総裁派閥委員長の閣法審査比（時系列）
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数については中央値を用いているわけであるから、そ
うした傾向は重要法案数に影響されない本質的なもの
だということである。さらに、もう一つの特徴として、
55年体制期後半になるほど、そうした変動が激しく
なっていることが挙げられる。この現象は、人事派閥
の制度化と軌を一にしていると言えよう。すなわち、
初めは領袖に対する個人的忠誠が集まることによって
形成される派閥も、時間の経過とともに構成員の入れ
替えが必要となり、部下の効用最大化欲求を充足させ

る限りにおいて存在意義を持つようになる。そうする
と、そうした制度化の帰結として、総裁ポストをめぐ
る派閥間「抗争」は抑制され、族議員の養成に見られ
る派閥間「競争」への転換が促されたのではないかと
いう推論が可能である（河田 1996参照）。
国政選挙での勝敗が重要であることが確認されたの
で、衆参両院選の勝敗を基準とし、選挙直後の予算国
会を第1回とした上で、任期経過に応じた衆議院通過
率の変化を示したのが図8である 30。参院選サイクル

図6　委員長属性（主流派・反主流派）別の閣法通過率（時系列）
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図7　委員長属性（主流派・反主流派）別の衆議院通過日数（時系列）
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※　衆議院通過法案における中央値を示している。
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の効果は薄いが、それでも両者が共通に示唆している
のは、任期中間の国会運営が最も安定的だということ
と、反主流派委員長の非協力的姿勢は選挙の前後で強
まるということである。特に衆院選サイクルでは、前
回選挙で敗北した場合、選挙前後における反主流派委
員長の消極的姿勢が鮮明である。もちろん、二院制の
帰結として、参院選後だが衆院選前でもあったり、そ
の逆の場合もあるので、精確性には疑問の余地もある
が、選挙前後の反主流派委員長の態度悪化と、任期中
間における国会運営の円滑化という2点は疑いない。
以上検討した通り、委員長属性の相違は議事運営上
の差異も生むようである。政府・与党の二元体制が政
権運営と国会運営の分離を帰結したのは当然だが、そ
れは決して両者の不安定化が相互に影響しないという
ことではなく、むしろ双方向で強く影響し合うという
ことである。人事派閥の制度化の帰結として指標の動
きは変化するようになるが、反主流派委員長の消極的
姿勢は55年体制期において一貫している。一党単独
政権と国会運営の難航という矛盾する現象を解釈する
に当たり、自民党を擬似連立政権と捉えるモデル化の
有効性が最終的に確認される。

Ⅳ. 変数の設定と効果の予測

ここでは、分析に用いる変数と予測される効果につ
いて整理しておこう。分析方法として、本稿では生存
分析を用いている 31。近年、政治学においても応用例
が増えている分析方法であり、観察期間において、観
察対象の個体に何らかのイベントが発生した状態を表
す変数（多くはダミー変数に代表される名義変数）を
設定し、その発生確率を時間経過に依存させて算出す
るものである。本稿で用いる個体群を例とすれば、法

案が衆議院での「可決」というイベントを観察期間中
に迎える確率を算出するということになる。法案の存
続日数（生存時間）は、会期初日から「可決」ないし「打
ち切り」までの日数となる。確率に注目することから
わかる通り、一般的な多変量分析のように説明変数に
よって従属変数を予測するのではなく、イベントを迎
える「危険率（hazard rate）」が、説明変数によって
単位時間あたりどれだけ押し上げられるかを算出する
ものである 32。本稿では、複数の共変量を説明変数に
設定できるコックスモデルを用いる 33。なお、補足的
な説明であるが、本稿では法案の「可決」をイベント
に設定するため、形式的な「危険率」という呼称は実
質的に不適切であり、いわば「成功率」であることを
断っておきたい。
生存分析を法案に適用する上での障害は会期制度で
ある。本稿が分析対象としている予算国会の多くは
常会であり、国会議員の任期が会期中に満了しない
限り、常会の会期は最低でも150日間と定められてい
る（国会法第10条）。また、衆院選とその後の特別会
の時期が常会の召集時期と重なる場合は、特別会の召
集をもって常会に代えた事例もあるが、特殊な初期国
会時代を除き、当初会期日数は概ね120-150日間であ
った 34。こうした当初会期日数は名目にすぎず、多く
の場合は会期が延長されている。この場合、会期末が
差し迫るという意味での時間依存を考慮すると、当初
会期内に可決された法案と会期延長後に可決された法
案の観察期間を同じくするのは妥当でない。増山や川
人・増山は、当初会期内に成立しなかった法案は当初
会期末で観察が打ち切られたと見なし、会期延長後ま
で存続した法案を「複製」して、この問題に対処して
いる35。従って、本稿でもこの対処法を踏襲しており、
名目的な法案数は3432件であるが、実際の個体数は
4190件となる。

図8　各属性の委員長下における閣法通過率と選挙サイクル
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まず、先行の国会研究で用いられ、本稿の基本仮説
とは直接関係しない制御変数について説明しておこ
う。①会期日数は法案審議に時間的制約を加える典型
的変数であり、当初会期内に可決された法案に対して
は当初会期日数を当て、延長後に可決された法案に対
しては延長後会期日数を当てる。②付託法案数は、各
国会において、各法案の付託された委員会がどれほど
の法案を処理したかを表しており、前国会から負担を
引き継ぐという意味で継続法案も算入している。③提
出順位は、その付託委員会において、各法案が何番目
に提出されたかを表す順序変数である。④特別会は、
定期的な常会とは文脈が異なると予測される特別会を
示すダミー変数である。そして⑤本会議趣旨説明は、
重要法案において聴取されることのある本会議趣旨説
明の有無を示すダミー変数である。
次に、55年体制期に限らないことだが、政権にと

って重大な関心事であるはずの選挙サイクルを表す変
数を設定する。⑥前回国政選挙で勝利は、各予算国会
直前の衆参両院選で自民党が勝利した場合を1とする
ダミー変数である。前回国政選挙で勝利していれば、
次期選挙までは安定した国会運営を図れるはずだが、
その効果は任期の経過とともに薄れるとも考えられ
る。そこで、順序変数である⑦衆議院任期経過年数、
及び⑧参議院任期経過年数を設定し、任期の経過を制
御するとともに、前後に衆参両院どちらの選挙も行わ
れなかった予算国会を示す⑨完全な任期中間国会を設
定することで、国政選挙の遠近がどのような効果をも
たらすかを、より詳細に分析する 36。
それでは、本稿の基本仮説を検証するための変数に
ついて説明しておこう。本稿の主眼である委員長属性
については、⑩反主流派委員長、⑪無派閥委員長、⑫
野党委員長、⑬総裁派閥委員長のそれぞれを1とする
ダミー変数を設定する。前述したような先行研究によ
り、野党委員長下では不成立になる確率は上がるとさ
れているが、反主流派委員長に象徴される自民党自体
の欠陥が、与野党対立と比べてどれほど国会運営を困
難化させたかが第一の焦点である。さらに、パネビア
ンコやオルソンの組織論モデルに基づけば、派閥の二
面性によってこそ自民党は多数派であり続けたという
論点も検証される必要があり、人事派閥の恩恵に浴さ
なかった無派閥委員長の効果が第二の焦点となる。そ
して、主流派委員長の中でも特に政権への忠誠が強い
と予想される総裁派閥委員長の効果も別個に分析され
る必要があり、自派閥の勢力拡大がどれほど国会運営
の安定化に資したのかが第三の焦点である。
さて、委員長属性の効果を分析する上で注意を要す
るのは、観測される効果は一定なのかという問題であ
る。つまり、先に検討した通り、委員長属性が危険率

を上下させるとしても、一時期の池田・佐藤・中曽根
の各政権のように、国政選挙で勝利して世論の支持も
強い首相に強く抵抗するとは考えられない。逆に、岸・
田中・竹下の各政権のように支持基盤が強固で、世論
の支持も当初は強かったが、その後急速に不安定化し
た政権もあり、委員長属性の効果を上下させる様々な
制度的条件や外生的環境を考慮する必要がある。増山
（2001a, 2002）が明らかにした通り、政権安定性は与
党議席の多寡や支持率の高低に大きく左右されてき
た。
政権安定性を左右するのは与野党対立ではなく、む
しろ与党内の亀裂が顕在化するか否かである。第一に、
多党制下（連立政権）の首相は、野党ではなく連立政
党からの脅威を感じると議会解散に踏み切るのでは
ないかと指摘されている（Smith 2004: 233-4; see also 
Strøm and Swindle 2002）。ただし、第二に、連立政
権の首相が国政選挙によって難局打開を図りたいとし
ても、次期選挙の勝敗予測だけで解散の是非を判断す
ることはなく、連立政党間や与野党間の勢力差等を考
慮した上で、議会解散と連立枠組み変更の効用を比
較する（see Lupia and Strøm 1995, 2008: 66-9, 75-6）。
一方の連立政党としては、政党間の政策的乖離が顕在
化したり、環境の変化や新たな政治的課題に遭遇した
りし、それらの問題への政党の対処を有権者がどのよ
うに判断するか不明である場合、不利益を避けるため
に不安定化した連立政権に留まるよりも離脱へ向かう
と言われている（Müller and Strøm 2008: 167-8）。
中選挙区制下の自民党に援用すれば、反主流派の抵
抗を受けた首相（総裁）は、世論の支持を踏まえた次
期選挙の見通しや反主流派の勢力、あるいは野党との
議席差といった要因を考慮し、衆議院解散か内閣改造、
あるいは退陣の選択をするということになる。一方の
反主流派としては、現政権が世論の強い支持を受けて
いる場合、抵抗するより協力するとも考えられるが、
主流派と反主流派の勢力差が大きければ、衆議院解散
と内閣改造のどちらを選択されても構わないかもしれ
ない。もちろん、次期選挙を見据えるのは野党も同じ
であるし、逆に派閥に属す必要性を感じていないと考
えられる無派閥委員長は、そうした環境に左右されな
いかもしれない。このように想定される因果関係は多
岐にわたり、符号の方向を含めた効果を一概に予測す
ることは難しいが、ここでは⑭与党議席率と⑮内閣支
持率を設定し、委員長属性との交互作用を観察するこ
とで、特に仮説を操作せずに分析を行う。
両者の違いは、小幅な会派異動を除けば、与党議席
率が前回選挙に基づく所与の制度的条件であるのに対
し、内閣支持率は常に変動する外生的要因だというこ
とである。これは、恒常的な多数派と政党規律に特徴
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付けられる議院内閣制議会が、民意にどう対応してい
るかという興味深い論点を検証することにもなる。内
閣支持率は、1960年12月以降、時事通信社が毎月行
っている時事世論調査データを用い、各法案が委員会
に付託された時点の内閣支持率を設定する。委員会付
託時点を選択したのは、法案が提出されたものの、委
員会付託が遅れている間に内閣支持率が悪化し、法案
を積極的に通過させる動機が弱まる可能性を考慮した
からである。

Ⅴ. 分析

1.	分析モデル

表2は、（1）与党議席率のみを設定した通期の分析
結果（a）（b）と、（2）内閣支持率も設定した1961年以降
の分析結果（c）（d）を示している。それら二つの変数と
委員長属性がどのような関係にあるのかについて、相
互に独立しているとするモデルが（a）（c）であり、関連
しているとするモデルが（b）（d）である。それら二つ
の変数が自民党の多数派としての安定性を反映してい
ることを踏まえ、便宜上、与党議席率のみ設定したモ
デル（1）を安定性所与モデル、内閣支持率も設定した
モデル（2）を安定性変動モデルと呼んでおく。

2.	制御変数について

まず、制御変数のうち、会期日数、付託法案数、提
出順位、特別会は一貫して強い有意性を持ち、当然
ながら符号の方向は増山（2003）の分析結果と一致
している。会期が延長されるほど通過確率が下がると
いうことは、会期延長が法案の通過を促進すると言う
よりも、それだけ国会運営が難航していることを意味
する。一方で、付託法案数が増えるほど通過確率が上
がるということは、それだけ効率的な委員会運営が行
われることを意味する。もちろん、提出順位が劣後し
たり、特別会である場合には通過確率が大きく低下し
ている。本会議趣旨説明は、安定性所与モデルでのみ
5%水準の有意性を持ち、符号は正であるから、重要
法案であるほど通過確率は高まることを意味する。こ
れは、自民党が重視する法案ほど強く推進されること
を意味する 37。もっとも、安定性変動モデルでは有意
性が失われるということは、そうした重要法案が強く
推進されるか否かは政権安定性に強く依存することを
示唆しているとも言える。

3.	選挙サイクルについて

次に、選挙サイクルを表す変数についてであるが、
やはり前回国政選挙での勝利は与党に大きな強みを与
えるようであり、通過確率を30%前後高める効果を
持つ。任期経過の効果については、衆議院任期が安定
性所与モデルでのみ有意に通過確率を下げるのに対
し、参議院任期は両モデルで有意に通過確率を上げる
効果を持つ。こうした衆参両院選サイクルの対照的な
帰結は、解散の有無と大きく関わっているはずである。
衆議院解散は首相の意思でいつでも実施される可能
性があり、任期経過とは直接関係しない一方で、参議
院の通常選挙は3年に一度必ず行われるだけでなく、
実施時期も予算国会閉会直後となる。それゆえ、参院
選を見通した業績誇示のために法案が推進されるの
か、それとも限られた会期で国会が効率的に運営され
るからなのかは定かでないが、確実に言えるのは時機
を制御できない参院選サイクルが政権・国会運営を強
く制約しているということである。それに対し、衆議
院の任期経過が両モデルで対照的な効果を示したの
は、なるべく世論の支持が得られる時機を見計らって
衆議院が解散されるからであろう 38。つまり、世論の
支持を得ていれば1年目であれ4年目であれ法案は強
く推進されるということであり、安定性所与モデルで
通過確率を下げる効果を示したのは、そうした安定性
の変動による効果が衆議院の任期経過という変数に潜
在化して示されたからだと推測できる。
また、完全な任期中間国会の効果が（c）を除いて仮

説とは正反対に有意だったことは、かつてのエリート
支配論の主張とは裏腹に、自民党の国会運営は外生的
な世論の動向に強く制約された慎重なものであったこ
とを示唆している。

4.	委員長属性について（安定性所与モデル）

与党議席率の効果は（a）で有意だったが、（b）では委
員長属性との交互作用項のみ有意であることから、与
党議席率の効果は一様ではないことを示している。さ
らに、委員長属性の場合、（a）では5%水準の有意性
をもって通過確率を下げていた反主流派委員長の効果
が、（b）では単独・交互作用双方で有意性を失うこと
から、反主流派委員長の非協力的姿勢は議席率といっ
た所与の制度的条件とは関係ないことを示している。
それに対し、無派閥委員長の場合は、（a）（b）ともに通
過確率を大きく下げる単独の効果が確認されるのに加
え、与党議席率が1%上がるほど通過確率も4.5%上
がるという効果が示され、与党議席率との強い交互作
用も確認される。国会運営の安定化に最も努力するは



擬似連立政権下の国会運営：自民党派閥と委員会制度 157

表2　生存分析結果

（1）　与党安定性所与モデル

　
　

（a） （b）
係数 標準誤差 有意確率 危険比率 係数 標準誤差 有意確率 危険比率

反主流派委員長 －0.093 0.043 0.030 0.912 －0.086 0.601 0.886 0.917 
無派閥委員長 －0.243 0.087 0.005 0.784 －2.861 1.196 0.017 0.057 
野党委員長 0.127 0.069 0.065 1.135 －2.987 0.879 0.001 0.050 
総裁派閥委員長 －0.053 0.045 0.234 0.948 －1.615 0.617 0.009 0.199 
与党議席率 0.017 0.005 0.001 1.018 0.002 0.008 0.809 1.002 
反主流派委員長＊与党議席率 　 0.000 0.010 0.988 1.000 
無派閥委員長＊与党議席率 　 0.044 0.020 0.027 1.045 
野党委員長＊与党議席率 　 0.052 0.015 0.000 1.053 
総裁派閥委員長＊与党議席率 　 0.026 0.010 0.011 1.027 
前回国政選挙で勝利 0.243 0.048 0.000 1.276 0.264 0.048 0.000 1.302 
衆議院任期経過年数 －0.116 0.033 0.000 0.891 －0.141 0.033 0.000 0.868 
参議院任期経過年数 0.078 0.030 0.008 1.081 0.074 0.030 0.012 1.077 
完全な任期中間国会 －0.145 0.059 0.014 0.865 －0.179 0.060 0.003 0.836 
会期日数 －0.049 0.002 0.000 0.952 －0.049 0.002 0.000 0.952 
付託法案数 0.034 0.002 0.000 1.034 0.032 0.002 0.000 1.032 
提出順位 －0.190 0.008 0.000 0.827 －0.191 0.008 0.000 0.826 
特別会 －0.614 0.071 0.000 0.541 －0.632 0.071 0.000 0.532 
本会議趣旨説明 0.117 0.056 0.036 1.124 0.113 0.056 0.042 1.120 

χ2 1728.357 1762.035 
対数尤度 44156.914 44132.699 

※	　分析対象は1956年から1989年までの予算国会に提出された新規提出閣法（衆議院先議）のうち、委員会に付託された法案。
個体数は4190。

（2）　与党安定性変動モデル

　
　

（c） （d）
係数 標準誤差 有意確率 危険比率 係数 標準誤差 有意確率 危険比率

反主流派委員長 －0.107 0.047 0.023 0.899 －0.427 0.625 0.494 0.652 
無派閥委員長 －0.197 0.097 0.042 0.822 －4.956 1.335 0.000 0.007 
野党委員長 －0.042 0.105 0.688 0.959 －4.048 1.408 0.004 0.017 
総裁派閥委員長 －0.046 0.049 0.348 0.955 －1.814 0.645 0.005 0.163 
内閣支持率 0.022 0.003 0.000 1.022 0.029 0.004 0.000 1.029 
与党議席率 －0.010 0.006 0.084 0.990 －0.034 0.009 0.000 0.966 
反主流派委員長＊内閣支持率 　 －0.021 0.005 0.000 0.979 
無派閥委員長＊内閣支持率 　 0.023 0.015 0.119 1.023 
野党委員長＊内閣支持率 　 －0.022 0.013 0.102 0.979 
総裁派閥委員長＊内閣支持率 　 0.003 0.006 0.595 1.003 
反主流派委員長＊与党議席率 　 0.018 0.011 0.094 1.018 
無派閥委員長＊与党議席率 　 0.069 0.025 0.006 1.072 
野党委員長＊与党議席率 　 0.084 0.025 0.001 1.088 
総裁派閥委員長＊与党議席率 　 0.029 0.011 0.010 1.029 
前回国政選挙で勝利 0.256 0.055 0.000 1.292 0.268 0.056 0.000 1.308 
衆議院任期経過年数 －0.028 0.041 0.496 0.973 －0.040 0.041 0.336 0.961 
参議院任期経過年数 0.087 0.034 0.012 1.090 0.093 0.034 0.007 1.098 
完全な任期中間国会 －0.111 0.073 0.131 0.895 －0.152 0.074 0.041 0.859 
会期日数 －0.049 0.002 0.000 0.952 －0.050 0.002 0.000 0.951 
付託法案数 0.032 0.003 0.000 1.033 0.035 0.003 0.000 1.036 
提出順位 －0.210 0.010 0.000 0.811 －0.213 0.010 0.000 0.808 
特別会 －0.567 0.072 0.000 0.567 －0.585 0.074 0.000 0.557 
本会議趣旨説明 0.094 0.059 0.112 1.099 0.070 0.060 0.241 1.073 

χ2 1332.395 1369.983
対数尤度 34105.443 34053.232

※	　分析対象は1961年から1989年までの予算国会に提出された新規提出閣法（衆議院先議）のうち、委員会に付託された法案。
個体数は3449。
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ずの総裁派閥委員長については、（a）では有意な効果
を持たず、（b）では与党議席率との強い交互作用を示
すが、その効果は無派閥委員長より小さい。つまり、
総裁派閥委員長も有利な制度的条件の恩恵を受ける
が、政権への協力姿勢は一貫しているということであ
る。
野党委員長については、（a）では通過確率を有意に
上げ、（b）では単独の効果が無派閥委員長より強いの
に加え、与党議席率との強い交互作用も示し、与党
議席率1%の上昇が通過確率の5%超の上昇につなが
っている。（a）の結果は理解しづらいかもしれないが、
衆議院ではさほど重要ではない特別委員長ポストが野
党に多く配分されたことから、与野党の勢力差に応じ
て抵抗姿勢を示すことはあったが、最終的には通過に
同意せざるを得なかった現実を反映していると言えよ
う。
以上より、政権への非協力的姿勢は野党委員長、無
派閥委員長、反主流派委員長の順に鮮明であるが、与
党議席率次第では野党委員長より無派閥委員長の方が
危険であり、逆に総裁派閥委員長の協力姿勢は一貫し
ている。もっとも、議席率という所与の制度的条件で
は説明できない部分も多い。

5.	委員長属性について（安定性変動モデル）

そこで、適合性の高い安定性変動モデルを検討する
と、因果関係がより明確になる。まず、内閣支持率を
設定すると与党議席率の符号が有意に逆転する点は
留意されるべきである。与党議席率が1%上昇するご
とに通過確率が数%ほど低下するという結果は一見
矛盾に思えるが、内閣支持率が1%上昇するごとに約
3%上昇する点を踏まえれば整合的な解釈が可能であ
る。解釈方法には、①支持が危うい法案は初めから提
出されないと予測する消極的議事運営論に立脚し、与
党の優位性が高まるほど法案の選別が行われ難くなる
という逆説的な解釈、②選挙サイクル論に立脚し、優
位性が高まるほど与党は次期選挙で得票を減らす危険
性が増すため、法案の推進には慎重になるという解釈
の2通りがあり得る 39。いずれの解釈も本稿の基本仮
説と矛盾するものではないが、自民党の分権性と事前
調整の限界を踏まえれば、後者の解釈がより適切であ
ろう。
前回国政選挙での勝利の効果も併せて考えると、与
党の優位性が高まるほど法案の通過確率は上昇しやす
いが、その程度は時々の世論の支持に依存するという
ことである。従って、必ずしも与党の規模が大きけれ
ば多数主義的な国会運営が推進されるとは限らず、む
しろ与党議席率単独の効果が示す通り、優位性が高ま

るほど国会運営は慎重に行われると言えるのではない
だろうか。実際、政党の大規模化は党内の多元化と表
裏一体であり、優位性を高めるほど造反議員の発生
率も高まるとする研究がある（e. g. Carey 2007; Kam 
2009: 70-2）。優位性が高まるほど法案の推進に慎重
を期するとしても、それは理論的に何ら矛盾しないだ
けでなく、むしろ当然の帰結と言えるのである 40。
そうした結論を踏まえて委員長属性の効果を再検討
すると、（c）では野党委員長の効果が失われ、無派閥
委員長の有意性も低下するが、反主流派委員長の有意
性は上がっている。さらに、（d）では、委員長属性ご
とに大きく異なる結果が出ている。まず、反主流派委
員長の場合、単独での効果は有意でないが、内閣支持
率との交互作用項は0.1%水準の有意性を獲得してい
る。危険比率を見ると、内閣支持率が1%上昇すると
主流派委員長下での通過確率は約3%上昇するが、反
主流派委員長下では1%未満しか上昇しない。与党議
席率との交互作用項は10%水準で有意であるが、前
述した与党議席率の負の効果を改善するには到ってい
ない。つまり、反主流派委員長の消極的姿勢は、内閣
支持率に反映される政権安定性の変動に反応してお
り、人事派閥の欠点が露呈していると言えるが、効果
は低いながらもそうした消極的姿勢が内閣支持率の上
昇とともに改善することは確かであるから、反主流派
を統制する上で世論の支持が不可欠だという関係が最
終的に確認される。
次に無派閥委員長についてであるが、単独で0.1%

水準の有意性をもって強い負の効果を示していること
は、人事派閥の恩恵に浴さない無派閥議員の潜在的危
険性を反映している。ただし、内閣支持率が1%上が
れば通過確率は5%超上がることになり、反主流派委
員長よりも効果が高い。また、与党議席率との交互作
用項も1%水準で有意であるが、その効果は与党議席
率の負の効果を改善する。すなわち、与党議席率が
1%上がるほど通過確率は約3.5%上がることになり、
この点も反主流派委員長とは異なっている。人事の機
会を常に探っている反主流派議員は、たとえ世論の支
持が強い政権であっても非協力的姿勢を大きく改める
ことはないが、人事派閥の恩恵に浴さない無派閥議員
は、専ら世論の動向と与野党の勢力差を探りながら姿
勢を定めているということである。もちろん、基礎的
効果は無派閥委員長の方が大きいわけだから、やはり
党内の効率的な統制のためには制度化された派閥が必
要だったという組織論的仮説も支持されたことにな
る。
なお、反主流派や無派閥の委員長とは対照的に、総
裁派閥の議員が委員会の運営権を握ることは、その他
の主流派委員長に比べても、それだけで通過確率を
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16%超も上げる。また、内閣支持率には一切左右さ
れず、与党議席率が3%ほどの改善効果を持つだけで
ある。従って、総裁派閥委員長の政権への忠誠が揺ら
ぐことはなく、いかに自派閥の勢力を拡大し、役職配
分での裁量権を強化するかが首相（総裁）の重要課題
であり、自派閥が大規模で安定的であるほど政権も安
定化するという関係が最終的に確認される。
最後に野党委員長の効果を確認しておくが、安定性
所与モデルと同じく、与党議席率・内閣支持率との交
互作用項を設定すると単独でも有意確率を高める。そ
の単独での効果は予測通り負の方向に有意だが、自民
党の無派閥委員長ほどではなかった。内閣支持率との
交互作用項の符合は負、与党議席率との交互作用項の
符合は正であるが、前者は有意でない。野党委員長
下での通過確率が、与党議席率1%の上昇によって約
5%上がるという効果は変わっておらず、野党委員長
の協力姿勢は前回選挙で決定された与野党の勢力差に
依存していたことになる 41。

6.	まとめ

以上の通り、自民党の分権性は国会においても重大
な不安定要因となっていたが、反主流派委員長は世論
の支持を睨みながら姿勢を定めており、議院内閣制議
会といえども多数派の安定性は変動するという意味で
選挙サイクルの帰結と言える。恒常的に非協力的だっ
た無派閥委員長と対比すれば、いわば派閥が党内統制
のための「必要悪」であったことを示している。また、
政権安定性や国会運営の成否に対する世論の強い効果
は、自民党長期政権を所与としたエリート支配論の誤
りを確認するものでもあり、議院内閣制にとって中選
挙区制が特異な帰結を導いたのは確かだが、55年体
制それ自体は決して特殊な現象ではなかったことを明
確化したとも言えよう。

Ⅵ. 結論と示唆

本稿では、中選挙区制下の自民党を擬似連立政権と
見なす前提の妥当性と、国会（議会）運営の成否にお
いては与党（多数派）の安定性が決定的であることを
強調してきた。つまり、仮に野党勢力が抵抗して与党
の譲歩を勝ち取ったように見えても、それは国会制度
が野党に有利なルールを提供しているということでは
なく、与党が不安定化した場合の効用差の縮小・逆転
の結果として理解される。そうした効用計算がなされ
る際には、国会制度もルールとして機能するだろうが、
より重要となるのは選挙制度（制度的条件）や世論の

支持（外生的環境）である。日本の国会が必ずしも理
想的な議院内閣制議会ではなかったということは既に
指摘されていたが、本稿の分析結果は、世界的に特異
な中選挙区制の帰結という観点からも、そうした主張
を支持するものである。
広く日本政治研究の文脈に置くならば、本稿の分析
結果は、かつて自民党長期政権を説明するモデルとし
て多くの研究を生んだ創造的保守主義論や日本型多元
主議論を、国会研究の立場から積極的に補強するもの
と言える42。人事派閥の制度化は、確かに同士討ちに
勝利するための利益誘導の助長や、首相（総裁）の指
導力を弱めるといった効果を持ったが、一方では自民
党の自浄作用を強化したという側面があったことも否
定できない。反主流派委員長の行動様式からは、反主
流派が恒常的に抵抗していたわけではなく、内閣支持
率の低下といった政権の不安定化と連動していたこと
が明らかとなった。つまり、世論の支持を失った首相
に対しては反主流派の抵抗を通じて辞任の圧力が加え
られるという意味で、民意への応答性が確保されてい
たことは確かである。
政権安定性にも影響するほどに制度化された派閥が
存在したため、ある意味では自民党の極端な保守化を
抑制してきたという主張もあり、当初は自民党派閥に
批判的だったメディアも、55年体制期後半において
は、自民党の包括性・多様性を担保する手段として肯
定的に評価するようになる（武重 1996: 227-34）。政
治学においても、升味準之輔が既に指摘していた通り、
そうした自民党派閥の長所はエリート支配論が通説だ
った時代から着目されており、エリート支配を打破す
る存在として派閥間競争に期待する向きすらあったの
である（升味 1969）。
本稿では一般的・体系的な議論を志向してきたため、
何箇所か断った通り、かなりの情報を捨象せざるを得
なかった。佐藤・松崎が認定を止めた1985年以降の「ニ
ューリーダー」の時代における認定基準、あるいは時
期区分や個々の法案の政策的相違を無視したことの是
非は問われて当然である。また、衆参両院（議員）の
分権性を横断的に把握したり、初期国会から今日まで
の政権安定性を通時的に把握するアプローチの模索も
重要な課題である。恐らく、これらの問題点が解決さ
れて後続の研究が蓄積された時に、日本の代議政体に
対する理解は飛躍的に高まるはずである。すなわち、
国会での議論を可視化するといった理念的で安易な改
革論ではなく、政治家がどのように行動するかは有権
者の選択次第であるという政党政治の観点から、選挙
制度や二院制の本来的機能も捉え直されるだろうとい
うことである。
たとえば、2007年参院選以降の自民党政権、2010
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年参院選以降の民主党政権は衆参ねじれに直面し、国
会は深刻なグリッドロックに陥っているが、これは本
当に二院制という議会制度の弊害としてのみ捉えられ
るものだろうか。そもそも、衆参ねじれは、時の与党
が有権者の支持を失うために生じることを認識する必
要がある。つまり、野党も協力せざるを得ないほど有
権者が支持している首相であれば、これほどまで深刻
なグリッドロックは生じなかったはずであり、二院制
の問題と言うよりは、民主党の組織構造上の問題か、
その改善を難しくする衆議院の現行選挙制度に起因す
る問題であろう。
中選挙区制下であっても、かつて自民・社会の二大
政党制が実現し、自民党に相当の危機感を抱かせた時
期があった。その後の「万年野党」化は、専ら硬直性
を打破できなかった社会党自体の欠陥に起因するもの
であった。また、池田・佐藤・中曽根の各政権のよう
に、自民党の深刻な分権性にもかかわらず、世論の支
持を得た首相は長期政権を実現した。つまり、ある政
治制度が導入されたからと言って特定の帰結が必ず導
かれるわけではなく、問題は、そうした新しい政治制
度にアクターが適応し、行動様式を定着させるかであ
る。仮に、衆議院の現行選挙制度を維持するならば、
民主・自民の二大政党が合理的な行動様式を確立する
までには、まだかなりの時間を要すると考えられる。
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註
  1  このような背景を率直に吐露した議員は確認されていないが、
翌日付の主要紙の見方は一致している。

  2  増山は、フランス（第五共和政）のように、内閣が法案の可否
のみを議会に問い、その可否を内閣信任の可否に直結させる手
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続を採用している場合もあるが（see Huber 1996）、むしろ世界
的には内閣不信任という形をとる議会の方が多く、その積極的
モデル化こそ必要であると強調する。

  3  もちろん、選挙制度が政党制や議員行動の原理の全てを説明
するということではなく、あくまでルールとして考えるならば選
挙制度の制約が最も強いのではないかということである。川人
（2004: 12-3）参照。

  4 この点に関する先行研究も踏まえた理論的検討についても川人
（2004: 87-9）参照。

  5 従って、しばしば理念的な国会改革論に見られるような、国会
制度を変えれば国会運営も変わるという単純な因果関係は成立
しないと考えられる。現行選挙制度の導入により、自民党議員
も委員会で積極的に発言するようになったことを明らかにした
重要な研究として松本・松尾（2010）参照。また、比較研究に
おいて、ある議員の行動が価値観やイデオロギーに基づくもの
であれ、単に再選可能性を高めるためであれ、現行の体制に不
満を持つ議員は選挙制度の変更を求めるようになると主張され
ている（Bowler, Donovan, and Karp 2006）。

  6  Cox（1997）が調査した時点で、単記非移譲式投票制を採用
する日本以外の国は、韓国、台湾、ヨルダン、マラウイ、バヌ
アツだけだった（42）。ヨルダン以外は全て大統領制諸国であり、
成熟した議院内閣制諸国で単記非移譲式投票制を採用していた
のは日本だけだった。

  7 自由民主党（2006c）に関連文書が所収されている。
  8 自民党派閥を扱った古典として渡辺（1964）、個人投票・派閥
化を説明するには中選挙区制の特異性を挙げるのみで十分とす
る研究としてRamseyer and Rosenbluth（1993）、中選挙区制や
総裁公選制ではなく、自民党結党時の「議員政党」的性格（つ
まり大衆政党ではない）から脱しきれず、組織化に失敗した点
に求めるべきという主張として居安（1983）参照。

  9 議院内閣制議会の委員会制度を分析対象とした貴重な研究と
して、議案審議の効率化を論じたMattson and Strøm（1995）、
Fukumoto（2008）、逆に複雑化の可能性を指摘したMattson 
and Strøm（2004）がある。

 10 国会研究は大きく分けて無能論・旧機能論・新機能論という段
階を経て発展してきており、国会制度は野党にとって有利に作
用すると捉えたのが旧機能論、それを批判したのが新機能論で
ある。ここで全てを紹介する余裕はないので、研究史については、
たとえば増山（2003: 第1・2章）を参照されたい。

 11 データを提供して下さった川人貞史先生に感謝申し上げたい。
 12 本予算が審議された予算国会や、衆議院先議の新規閣法に限定
して分析する意味については増山（2003）を参照されたい。

 13 本稿で対象とする予算国会に提出され、衆議院で先議された新
規閣法のうち、衆議院を通過したにもかかわらず参議院で不成
立（継続審査・廃案）となった法案は4.9%であり、衆議院で不
成立となった法案が12.6%であるのに比べれば少ない。参議院
で不成立となった法案は、多分に参議院特有の政治的文脈に左
右されていると考えられ、筆者としては、本稿の目的に照らし
て衆議院の委員長属性が参議院での審議に直接的に影響すると
は考えなかったということである。

 14 読売新聞政治部が取材したのは新潟県であるが、同県第2区選
出の田中角栄幹事長（当時）は、そうした反党行為は中選挙区
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るしかないとの認識を示していた。
 15 Panebianco（1988）は「機会の構造」として概念化している（ch. 

4-4）。シニオリティ・ルールが造反を予防する原理については
Kam（2009: 56-7）参照。

 16 これは、イタリアでは選挙運動の際に国家的な政策課題を訴え
る候補者が非常に多かったというKatz（1980: ch. 5）の調査結
果とも整合しており、日本との本質的相違が明瞭である。

 17 牧原（2011）は、三木政権期から高まった派閥解消や政治浄化
を求める党改革の動きが自民党派閥間の緊張を高め、それが結
果的には中曽根政権まで連続する自民党長期政権の基礎となっ
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 18 なお、欧米の研究で注目されることの多い経済変動の効果につ
いては、消費者物価指数と失業率の増減を用いて検証を行った
結果、注目されるほどのマクロの効果はなかったものの、内閣
支持率が下がるほど終了危険率が高まるという効果は物価上昇
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 19 具体的には次の通りである。第25回党大会（1971年1月21日）
で総裁任期を2年から3年に延長する党則改正。第32回党大会
（1977年1月26日）で総裁任期を2年に復す党則改正。第34回
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大会に代わる両院議員総会で選任した場合、任期は前任者の残
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 23 中間報告制度が導入されてから第179回国会（2011年）まで、
中間報告を経て本会議で採決された閣法は、衆議院で2件、参
議院で20件あり、全て成立している。ほとんどの閣法審議で後
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擬似連立政権下の国会運営：自民党派閥と委員会制度 163

 26 猪口・岩井（1987）によると、集票に効果があるとされた農林水産・
建設・商工の「御三家」では委員の異動が激しいが、一方で外
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どの場合会派（政党）からの推薦に基づいて議長が指名してい
る（衆議院先例58号、衆議院委員会先例18号）。特別委員長も
同様であり、原則は互選だが（国会法第45条第3項、衆議院規
則第101条第2項）、推薦に基づく議長一任が慣行となっている
（衆議院委員会先例21号）。もっとも、無名投票で選出された例
もあるが、詳細は衆議院事務局（2003b）第六表備考を参照さ
れたい。

 28 また、いわゆる国対政治において、議院運営委員長や国会対策
委員長は国会運営に関わる重要ポストであり、閣僚に準じる扱
いを受けたことから、ほとんどの場合総裁出身派閥か主流派か
ら選任されたという事例も援用することができる（佐藤・松崎 
1986: 385; 徳政 1982: 198）。

 29 ただし、第89回国会（1979年）から第91回国会（1980年）ま
での短期間、懲罰委員長のみが共産党にも割り当てられた。ま
た、民社党に常任委員長ポストが割り当てられたのは第79回国
会（1976年）から第88回国会（1979年）までと、第101回国
会（1984年）から第105回国会（1986年）までの期間であるが、
こちらも懲罰委員長のみである。従って、どちらも本稿の分析
には関係しない。

 30 55年体制期において、衆院選後の予算国会が第4回まで達し
たのは、任期満了選挙を選択した三木政権の時だけであるので、
ここでは除いている。

 31 survival analysisの直訳であるが、社会科学ではevent-history 
analysisと呼ばれることもある。また、日本語では生存時間解析
と訳されることもある。

 32 生存分析には、大別して連続時間モデルと離散時間モデルがあ
るが、本稿で分析対象とする法案に限らず、政治家のキャリア
や内閣の寿命等のように、政治現象の多くは時間依存だけでな
く外生的要因にも影響されており、そうした外生的要因の効果
を容易に測定できるのは後者である。政治学に関連した説明と
しては、本文でも引用した増山（2001a, 2002）や福元（2007: 
補論）を参照されたい。

 33 具体的には、説明変数xを設定し、ある時点 tにおいて個体kに
イベントが発生するハザード関数は、

 　　hk(t) = h0(t) exp (a1xk1 +…+apxkp)
 となり、基礎的危険率（基準ハザード関数）h0(t)とともに、危
険率係数aが算出される。しかし、aが算出されただけでは符号
以外の解釈が難しいため、aを指数処理し、説明変数1単位の
変化が基礎的危険率をどれだけ変化させるかを表す危険比率が
解釈で用いられる。危険比率が1以上であれば危険率を上げ、1
以下であれば下げる効果を持ち、パーセンテージでの解釈が可
能である。本稿の場合、ある説明変数の危険比率が1.1であれ
ば通過確率は10%上がり、逆に0.9であれば10%下がる。交互
作用項の場合は、その危険比率を単独での危険比率に乗ずるこ

とで交互作用の効果が測定される。もちろん、有意確率が低下
するほど危険比率は1に近い、つまり変化なしと解釈しなけれ
ばならない。

 34 国会法第2条の2は、「特別会は、常会と併せてこれを召集する
ことができる」としているが、「併せて」召集された例はない。
予算国会となった特別会の当初会期日数は、第1回国会（1947年）
が50日間、第5回国会（1949年）が70日間、第15回国会（1952年）
が60日間、第16回国会（1953年）が75日間、第22回国会（1955年）
が105日間、第55回国会（1967年）が136日間、第63回国会（1970
年）と第118回国会（1990年）が120日間、第71回国会（1973
年）と第101回国会（1984年）が150日間であった。

 35 後述する「会期日数」の割り当て方法も含め、詳細は増山（2003: 
119-20）を参照されたい。

 36 55年体制期において完全な任期中間国会に該当するのは、1957
年、1961 年、1964 年、1967 年、1970 年、1973 年、1975 年、
1978年、1981年、1982年、1984年、1985年、1987年、1988
年の予算国会である。

 37 増山は、Cox and McCubbins（1993）の積極的議事運営モデル
は日本でも当てはまると強調する。

 38 好況時を狙って衆議院を解散する「政治的波乗り」については
猪口（1983: 第5章）参照。

 39 前者については、増山（2003: 第5章）が非決定モデルを援用し
て論じている。後者については、程度の差こそあれ、政党間競
争を扱った多くの研究で論じられているが、たとえばMershon
（2002: ch. 8）やNarud and Valen（2008）を参照されたい。

 40 この仮説に対しては、2007年の日本選挙学会で懐疑的・批判的
な意見を受けたが、紹介した諸研究が発表されたのはその直後
である。

 41 これは、55年体制期の野党勢力が、次期選挙を見通す上で重要
となる内閣支持率をさほど重視していなかった実態を示してお
り、いわゆる「万年野党」化の帰結が国会対策にも現れていた
ことを意味する。詳細な分析は改めて行いたいが、実質性のな
い審査が存在したことについては福元（2000）、与党議席率が
低下すると中道政党は自民党に接近し、左派政党は対決姿勢を
強めたことについては増山（2001b）を参照されたい。

 42 創造的保守主義論はPempel（1982, 1990）によって提示された。
日本型多元主義論に立脚した研究は多数あるので、研究史につ
いては、たとえば大嶽（1994）を参照されたい。
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Ⅰ. はじめに

文化や観光分野におけるノスタルジアを含んだ優雅
な響きとは裏腹に、ハプスブルク君主国はいまだに歴
史的な評価の定まらない国家であり、近代において同
君主国が抱えた最大の懸案の一つであったチェコ人と
ドイツ人の関係についても議論がつきない。第一次世
界大戦後の国民国家の成立をネイション 1にとっての
到達点であることを重視すれば、ハプスブルク君主国
は支配下の諸ネイションを抑圧してきた「諸民族の牢
獄」であると断罪されることになる。ないしは、チェ
コ人とドイツ人の対立に代表される激しいネイション
間の対立が政治的混乱を引き起こした結果、第一次世
界大戦において同君主国は必然的に崩壊したという
「生存不可能論」を導くことも容易であろう。しかし、
第一次世界大戦後、新たに成立した国民国家の多くが、
社会的・経済的な苦境に悩まされ、ナチス・ドイツや
ソ連などの大国によって翻弄されただけでなく、内戦
や民族浄化の危険を孕んだほどのネイション間の激し
い対立を抱えていたことを想起すれば、このような対
立が街頭衝突に留まっていたハプスブルク君主国をむ
しろ諸ネイションの共存の地やその実験場として再評
価する可能性が開けてくる。
しかし、どちらの解釈も、19世紀後半から20世紀

初頭までのボヘミアにおけるチェコ人とドイツ人の関
係を十分に説明することができない。君主国の再評
価を試みる側は、人権カタログ（1867年第142号法）
の第19条に規定された諸ネイションの平等規定や少
数ネイションのための学校教育などを挙げて、シスラ
イタニアCislaitania2におけるネイションの共存の可
能性を指摘する。しかし、彼らはその具体化を目指し

たはずの「和解」の失敗を再評価の立場から整合的に
解釈することができない。一方、ハプスブルク君主国
の「生存不可能論」は、同君主国の統治能力の限界か
ら両ネイションの間における「和解」の失敗を説明し
ようとする。しかし、「和解」の内容や失敗の要因が
それぞれの試みによって異なるのにもかかわらず、君
主国の統治能力の低さのみで説明するのは平板な解釈
と言わざるをえない。
チェコ人とドイツ人の対立と和解の歴史を明らかに
するためには、この2つの解釈から一線を画して、ハ
プスブルク君主国の社会的・経済的・政治的な発展
に目を向けなければならない。19世紀後半から20世
紀初頭までのヨーロッパは、経済的・社会的な近代
化、それに伴う情報技術や移動手段の飛躍的な発達、
貿易と国境を越えた移動の増加、さらにはナショナリ
ズムの高揚や体制の民主化要求という急激な変化に見
舞われており、ハプスブルク君主国もそれらから免れ
ることはできなかった。20世紀後半以降、オーキー
の通史（Okey 2001）やコーエンの書評論文（Cohen 
1998; 2007）に代表されるように、君主国における以
上のような変化を解明しようとする研究が行われてき
ている。しかし、個別の和協交渉に関する分析を含め
れば数多くの研究が行われているのにもかかわらず、
チェコ人とドイツ人の関係に関する研究にその成果は
十分に取り込まれていない。さらに、両ネイションに
よる「和解」の試みに至っては、両ネイションのあい
だで断続的に行われた交渉を比較することにより、交
渉の失敗の要因を明らかにするという作業がいまだに
行われていないのである。
以上のような問題関心に基づいて、ハプスブルク君
主国期のチェコ人とドイツ人の関係に取り組むことが
本稿の課題である。具体的には、シスライタニアとボ
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ヘミアの政治的な安定のために19世紀後半にチェコ
人とドイツ人、政府のあいだで試みられた、基本条項
交渉、ウィーン和協交渉、バデニ言語令を取り上げて、
この3つの試みを比較する。それにより、両ネイショ
ンの和解の試みが失敗に終わった要因を明らかにす
る。ただし、本稿で取り上げる3つの試みを網羅的に
紹介・分析することは筆者の能力と紙幅を大幅に超え
てしまうものである。それゆえ、本稿の射程は今後の
研究の指針と議論の出発点を提供することに留める。
最後に、「和解」という表現について説明しておこ

う。次節以降で明らかにしていくが、3つの試みはそ
の内容や目的に関して極めて異なっていた。しかし、
両ネイションが妥協できると考えられる範囲において
改革を行うことにより、ナショナルな問題に関してボ
ヘミアの安定化を目指したという点においては、3つ
の事例は一致していると言える。それゆえ、本稿では、
この3つの試みをまとめて言及する際に「和解」とい
う表現を用いる。一方、和協の定義に関しては、19
世紀後半から20世紀初頭までのチェコ人とドイツ人
の「和解」に向けた交渉に関する研究動向を紹介した
ヴェレックの整理が有益である。彼は、政府と1つの
ネイションが交渉する形態と区別するために、2つの
ネイションの代表が交渉する形態をナショナルな和協
národní vyrovnáníと呼んだ（Velek 2008: 15-16）。本
稿では、彼の整理を参考にして、交渉により「和解」
を実現しようとする形態の1つであり、2つのネイシ
ョンの間の対立を鎮静化させるために締結する協定に
対して、和協という言葉を用いる。

Ⅱ. 先行研究と分析視角

では、分析に入る前に、先行研究を概観した上で、
それに基づいた分析視角を提示しよう。
チェコ人とドイツ人の関係に関する研究を含めれ
ば、本稿で取り上げる「和解」に向けた3つの試みに
関する研究は枚挙に暇がない 3。それらの研究をごく
簡単にまとめるならば、全体として以下の3つの特徴
が挙げられる。第一の特徴は、「和解」に向けた交渉
失敗の要因を特定の政治家や政治勢力に見出しがちな
ことである 4。第二の特徴は、両ネイションないしは
政府との合意を検討することにより、その内容が明示
的・暗示的に含んでいる先見性や限界を解明しようと
する傾向が強いことである。第三の特徴は、「和解」
自体の失敗やそれによるチェコ人とドイツ人の関係悪
化が不可避であると評価を下すことである。
第一と第二の特徴は、一次史料の綿密な調査と検証
に基づいて「和解」に向けた特定の試みを分析してい

る研究によくみられる。その点において、これらの研
究は「和解」に関する研究の基底部分を構成している
と言えよう。しかし、交渉や合意内容の細部に拘泥す
るあまり、これらの研究では「和解」の試みを頓挫さ
せた制度的要因や構造的要因が捨象される傾向が強
い。そのため、研究対象とされた「和解」に関する試
みの特殊性が過度に強調されてしまうのである 5。こ
れにより、ボヘミアにおける他の「和解」の試みのみ
ならず、他の地域や時代におけるネイションの間の和
解の試みと比較する可能性が閉ざされ、エスニック紛
争やナショナリズムに関する分析枠組みの構築や洗練
化のチャンスが失われてしまっている。
では、第三の特徴について説明しよう。これは、交
渉の過程よりもその背景にある構造を「和解」の失敗
やチェコ人とドイツ人の関係悪化の要因に挙げること
である。この説明には少なくとも2つのヴァリエーシ
ョンが存在する 6。第一は、チェコ人とドイツ人の関
係における権力構造である。主に20世紀初頭のチェ
コ人とドイツ人の関係を分析したコナーシュは、ボヘ
ミアにおける両ネイションの間の交渉参加者が直面す
る困難の一つとしてこのことを挙げている。すなわち、
ボヘミア領邦政府では支配的な権力を有しているチェ
コ人は、ウィーンの中央政府では単なるマイノリティ
にすぎない一方、伝統的に中央政府において中心的な
役割を果たしてきたドイツ人は、ボヘミアではチェコ
人に権力の多くを奪われていたのである。このため、
ボヘミアのドイツ人に対する譲歩の条件として、チェ
コ人は中央政府における地位の向上を提示したが、そ
の実現は他のネイションや領邦との兼ね合いのために
極めて困難であった（Konirsh 1955: 235）。それ以外
にも、些細な出来事が両ネイションの被害者意識を増
長してしまい、交渉における議論が水掛け論や非難の
応酬に陥りやすかったことは容易に想像できる。
第二は、両ネイションの内部における反対派または
急進派によるせり上げの政治である。これは、和協が
ネイションの利益を著しく損なうという、多かれ少な
かれ誇張された理由を掲げて、和協に否定的な勢力が
交渉参加者に対して威嚇や攻撃をすることである。そ
れにより、ネイション内部での政治対立が激化しただ
けでなく、交渉参加者が交渉相手と妥協することに二
の足を踏んだり、交渉に否定的な勢力に煽られるか
たちで両ネイションの関係が極度に悪化したりした 7。
男子普通選挙権の（部分的）実現によって勢力を拡大
させたナショナルな急進派がこのようなせり上げに手
を染めたため、この現象は特に世紀転換期から20世
紀の初頭にかけて顕著になったとされている。
この2つの説明は、両ネイション及び政府との間の

交渉に影響する要因が必ずしも交渉参加者のみに限定
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されているわけではないことを明らかにしている点は
評価することができる。ただし、これらの構造を不変
的なものと捉える傾向が強いことには気をつけなけれ
ばならない。なぜなら、不変性を強調するあまり、そ
れらの構造により両ネイションの「和解」の失敗が運
命づけられていたという判断を下しかねないからであ
る。とりわけ、「和解」の試みの特殊性とこの解釈が
結びついてしまうと、交渉の失敗の悲劇性とネイショ
ン間対立の解決の困難さへの指摘とともに、その後の
「和解」に向けた努力が過小評価されてしまうのであ
る。
本稿では、そのような解釈に陥ることなく、3つの

「和解」の試みを比較するために、2つの観点から分
析視角を構成しよう。まず、先行研究でよく取り上げ
られてきた交渉参加者の責任と交渉や合意事項の内容
を簡単に確認した上で、交渉と決定の形態に着目する。
交渉がどのような場において行われ、いかなる勢力が
参加したのかを明らかにすることにより、「和解」に
向けた交渉過程における構図が浮き彫りにされ、それ
に基づいて3つの「和解」に向けた試みを比較するこ
とが可能になるのである。
第三の特徴と結びつきがちな問題点に関しては、ネ
イションの発展とシスライタニア政治の構造変容に着
目することで問題を克服できる。20世紀後半以降の
歴史学の成果により、19世紀においてチェコ人／ド
イツ人が形成・発展・変容していったことが解明され
つつある 8。チェコ人に関して言えば、自由主義者に
よって創出された近代市民社会としてのネイション
が、下方に拡大していく過程において次第にエスニシ
ティとしてのチェコ性を強く帯びていく過程であっ
た 9。また、この時代は、社会的・経済的な近代化と
大不況の経験、選挙権の漸進的な拡大により、名望家
政治から大衆政治へと変貌していく時期でもあった。
この2つの現象は互いに関連していただけでなく、両
者が相俟ってシスライタニア政治そのものや政府の位
置づけを変容させていったのである 10。政府の変容と
いう点に関しては、ネイションとナショナルな政治へ
の関心からチェスケー・ブジェオヴィツェ近代史を詳
細に分析したキングの研究が参考になる。彼によれば、
当初、ハプスブルク君主国のエリートはその非ナショ
ナルな憲法の枠組みゆえにナショナルな運動を部分的
にしか認識していなかった。しかし、ウィーン和協な
どを通じてネイションがその枠内に取り込まれていく
ようになるにつれて、20世紀初頭から国家がマルチ・
ナショナルな性格を帯び始めたのである（King 2002: 
82, 114-115）。彼の解釈に疑義を挟む余地は十分にあ
るとはいえ、このような変化が「和解」に向けた交渉
にも影響を与えたことは言を俟たない。

以上のようなシスライタニア政治の構造変容を跡付
けた上で、「和解」に向けた試みをその変容の中に位
置付けることにより、予め交渉の失敗が運命づけられ
ていたという宿命論的な解釈を免れることができるの
である。しかし、これらのことをすべて考察した上で
和協交渉を分析することは筆者の能力を大幅に超えて
いる。そのため、この分析が予備的なものになること
を断っておく。
ここで分析視角をまとめよう。本稿では、基本条項
交渉、ウィーン和協交渉、バデニ言語令を概観して、
それぞれの試みを以下の3つの視角から解釈してい
く。交渉と決定の形態は以下の二つの視角に分節化さ
れる。第一の視角は交渉への参加の範囲である。この
視角では、政府やネイション内の政治勢力のうち、ど
の勢力が「和解」を目指した交渉に参加したのかを明
らかにする。第二の視角は交渉及び決定の場である。
ここでは、交渉や決定の形態がその帰結に与えた影響
を検討する。第三の分析視角が政治の構造変容であり、
ネイションとシスライタニア政治の変容が「和解」の
試みに与えた影響を考察する。

Ⅲ. 基本条項交渉

ボヘミア王国の地位に関する法案、いわゆる基本条
項 fundamentální článkyをめぐる交渉と経緯に関して
は、既に日本においても詳細な研究が行われている（鳥
越 1991, 川村 2005, 森 2010）。本稿では、それらの研
究に依拠しながら基本条項交渉の過程を簡単に紹介し
た上で、分析視角に基づいた解釈を試みる。

1.	経緯

1867年のアウスグライヒの成立は必ずしもハプス
ブルク君主国に安定を即座にもたらしたわけではなか
った。シスライタニアでは、ドイツ人自由派を中心と
する自由主義・集権派とドイツ人教権・保守派及びス
ラヴ系議員から構成される保守主義・連邦派が対立す
る一方、アウスグライヒと二重制を全面否定したボ
ヘミア・モラヴィアの連邦派の大土地所有者と老チ
ェコ党11は帝国議会と領邦議会 12をボイコットしてい
た。彼らは、ボヘミア国家権České státní právo13の実
現、すなわちチェコ王冠諸邦という歴史的な単位に基
づいた自治の実現を求めており、アウスグライヒと二
重制が自分たちに相談なく実施されたことをボヘミア
国家権の侵害として反発していたのである。これら
の動きを指導していたのが、ボヘミア・モラヴィア
の連邦派大土地所有者の指導者クラム＝マルティニ
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ッツ Jndřich Jaroslav Clam-Martinicと、老チェコ党を
指導していたパラツキーFrantišek Palackýとリーゲル
František Ladislav Riegerであった 14。
そのような中で、チェコ人に一定の譲歩をすること
により体制の安定化を図ったのが保守的な分権派のホ
ーエンヴァルトKarl Sigmmund Hohenwartであった。
彼は、1871年2月に分権派を中心とする官僚内閣を組
閣した直後から、農商務大臣シェフレAlbert Schäffle
とともに連邦派大土地所有者と老チェコ党の秘密交渉
に着手した。交渉の主たる担い手はシェフレ、クラム
＝マルティニッツとリーゲルであった。当初、ボヘミ
ア国家権の実現を求める連邦派大土地所有者・老チェ
コ党と、二重制成立後に施行された国家基本法の枠内
におけるすべての領邦議会の権限拡大を主張していた
ホーエンヴァルト内閣との間の隔たりは大きかった。
しかし、交渉を重ねていくうちに、二重制に変更は加
えないという大枠を維持しつつも、彼らは連邦派大土
地所有者・老チェコ党が要求するボヘミア王国の権利
の承認と事実上の三重制構想に引きずられていった。
さらに、リーゲルは自らの草案をたたき台にして、シ
ェフレとともにボヘミアにおけるネイションの平等を
保障するための民族法案を作成した。また、ホーエン
ヴァルトは、ドイツ人自由派が多数を占めている領邦
議会の解散・選挙を通じて、基本法の改正に必要な3
分の2以上の議席を、当時まだ領邦議会の代表から構
成されていた帝国議会に確保した。

1871年8月に両者は最終的に合意し、その合意に基
づいて9月中旬にボヘミア領邦議会が開催された。そ
の場で発表された皇帝勅書では、二重制とシスライタ
ニアの国家基本法の維持を前提として、ボヘミア王国
の権利が皇帝によって承認された。さらに、皇帝勅書
には、領邦議会選挙の改正案とドイツ人の不安を払拭
するための両ネイションの保護に関する法案が付加さ
れていた。勅書を受けて、領邦議会に基本条項の草案
を作成するための三十人委員会が設置された。委員会
は作成した草案を勅書への上奏文として公表した。そ
の内容は、ハンガリーとのアウスグライヒを承認した
上でその枠内においてボヘミア王国の諸権利が認めら
れるという、いわば準二重制の実現とも表現できるも
のであった15。
この上奏文の発表が連邦派大土地所有者・老チェコ
党にとって基本条項交渉における頂点であった。それ
以降、交渉の行方は挫折に向けて転げ落ちていった。
まず、基本条項に反対を表明したのは、基本条項交渉
に関与していなかったドイツ人であった。ドイツ人自
由派の一部は、基本条項がアウスグライヒ後のシスラ
イタニアにおける自由主義的な立憲体制を無に帰して
しまうことを恐れた（Judson 1996: 140-141）。ボヘミ

アのドイツ人は基本条項によりシスライタニアや他の
領邦のドイツ人との関係を断ち切られることに反対し
た（森 2010: 182）。このように反対の理由は様々で
あったとはいえ、9月の皇帝勅書公表の時点で、ドイ
ツ人のボヘミア領邦議会議員が反対と抗議の意を表明
して議会から退去した。そのため、領邦法の改革に必
要な全議員の4分の3の賛成を確保することが不可能
になり、彼らを議会に呼び戻すことが政府や連邦派大
土地所有者と老チェコ党にとって急務になった。
何より致命的であったのは、外交上の配慮を踏まえ
てシスライタニアのドイツ人の利益を擁護しようとし
た共通外相のボイストFriedlich von Beustと、マジャ
ール人の優位を維持しようとしたハンガリー首相のア
ンドラーシGyula Andrássyからの反対であった。ボ
イストの働きかけにより、皇帝は基本条項が君主国全
体に与える影響を調査することを目的とした共通閣議
を開催することを決断した。二度にわたって開催され
た共通閣議では、出席者の大半が基本条項に反対した。
それまではチェコ人との和解に積極的であった皇帝フ
ランツ・ヨーゼフFranz Josephは、これらの反対を受
けて当初の姿勢から後退した。交渉の成果を台無しに
するというホーエンヴァルトらの強硬な反対も虚し
く、彼は9月の勅書を事実上骨抜きした共通大臣作成
による勅書案を裁可した。その勅書案はホーエンヴァ
ルトによって連邦派大土地所有者・老チェコ党に提示
されたが、彼らには内閣との当初の合意を反映してい
ないものを承諾することはできなかった。ホーエンヴ
ァルトを始めとする交渉に関与した政府関係者は、帝
国議会の議席構成が連邦派にとって極めて有利である
ために、勅書の拒絶にもかかわらず連邦派大土地所有
者・老チェコ党が帝国議会に出席するであろうと予測
していた。しかし、彼らは、ホーエンヴァルトらとの
交渉の継続の断念だけでなく、帝国議会のボイコット
の継続を決定した。こうして、基本条項交渉は挫折し
たのであった。

2.	解釈

一定の蓄積がある基本条項交渉の研究において、交
渉の失敗を招いた要因や「犯人」が繰り返し問われて
きた。例えば、クシェンはクラム＝マルティニッツの
教条主義とリーゲルのまやかしの理想主義の組み合わ
せが交渉にとって不幸であったことを指摘している
（Křen 1990: 192）。本稿では、この問いに直接答える
ことはできないが、連邦派大土地所有者・老チェコ党
が政府に、いわば梯子を外されたのだということに注
意を喚起することはできる。共通外相とハンガリー首
相という交渉に関与していなかった人物の反対により
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共通閣議という自らの声を直接伝えられない場で当初
の合意を覆されれば、その後の交渉も誠実に行われな
いことは容易に想定される。すなわち、内容もさるこ
とながら、共通大臣が作成した勅書案により交渉の前
提となる信頼が崩れてしまったのであった。そのこと
を考慮せずに帝国議会の出席を想定していた政府関係
者は少し楽観しすぎていたのである。
しかし、基本条項交渉の挫折への大きな転換点とな
ったのが共通大臣とハンガリー首相らが出席した共通
閣議からの横槍であったことに異論の余地はない。既
存の研究が明らかにしているとおり、彼らはそれぞれ
の思惑から事実上の三重制への再編を防ごうとしたの
であった。以下では、彼らが基本条項を葬り去ること
に成功した理由を明らかにしていこう。
交渉及び決定への参加・関与の範囲に関して、ボヘ
ミア在住のドイツ人の代表が交渉に参加していないこ
とは明らかに失敗の要因の一つであった。確かに、民
族法案の作成から明らかなように、政府もチェコ人も、
ボヘミア在住のドイツ人を排除や弾圧するつもりはな
く、チェコ人の観点からの平等な関係を実現すること
を目指した。しかし、ドイツ人の観点からすると、交
渉に関与できなかったこと自体が政府とチェコ人に対
する不信を募らせるのに十分であった。特に、交渉が
老チェコ党と連邦派大土地所有者のごく一部で秘密裏
に行われたことがその不信に拍車をかけた。基本条項
に対するドイツ人の反対の動きは、ある程度政府や皇
帝に影響を与えただけでなく（森 2010: 184）、同じ
く交渉に関与していなかったボイストやアンドラーシ
が基本条項の実現阻止に向けて動き始めるのに十分な
きっかけであった。
交渉及び決定の場に関して、連邦派大土地所有者・
老チェコ党と政府との秘密交渉によって作成された基
本条項は領邦議会及び帝国議会における法制化を必要
とした。それゆえ、領邦法の改正阻止に必要な議席を
有していたボヘミア領邦議会のドイツ人議員は、議会
から退去することによって政府と連邦派大土地所有
者・老チェコ党に対抗できたのであった。何より、二
重制とシスライタニアの国家基本法の維持を前提とし
ていたとはいえ、実際に基本条項を実現するとなると、
個別具体的な項目において二重制の関連法律や運用方
法と抵触することは容易に想像することができた。こ
のことは、共通閣議の開催に正当性を与えただけでな
く、基本条項に反対する各共通大臣が自らの専門的知
識を用いて基本条項の問題点を列挙することにより、
合意事項を覆すことを可能にしたのであった。
さらに、当時のシスライタニアの政治構造も基本条
項に反対するボイストらに有利に作用した。森は、チ
ェコ人市民の支持を背景に交渉を進めていくことを選

択しなかったことを連邦派大土地所有者・老チェコ党
の戦略的な限界として、基本条項交渉の挫折の背景の
一つに挙げている（森 2010: 211-212）。彼らの保守性
と政府に対する対抗策の理論的可能性を指摘した点に
おいて、彼の主張は一面で正鵠を得ている。しかし、
その当時、彼が期待を寄せたチェコ人市民は極めて限
られた範囲にしか存在しなかったのである。

1980年代以降の研究によれば、当時チェコ人意識
を有していたのは、チェコ人自由主義者とその周辺に
限られており、彼らの周縁にはナショナルな意識を有
していない多くの民衆が存在していた。領邦議会選挙
がクーリエ制と厳しい課税制限に基づく制限選挙制で
あるがゆえに、そのような民衆のほとんどにとって議
会に自らの意思を示す可能性は閉ざされていた。それ
ゆえ、チェコ人議員による「チェコ人を代表してい
る」という言説は、実際にチェコ人を代表しているよ
りも、シスライタニア政治において自らの正統性を高
めるための理由付けという意味合いが強かったと考え
られる。さらに連邦派大土地所有者との連合はこのこ
とをいっそう強めた。なぜなら、連邦派大土地所有者
は、ハプスブルク君主国における旧来からの支配者層
に属する階層であるとともに、チェコ人のナショナリ
ズムではなく、愛邦主義Landespatriotismus16に依拠
してボヘミア領邦の地位向上を目指していたからであ
った。つまり、チェコ人市民を動員することに躊躇し
ていただけでなく、そもそも「代表」しているはずの
チェコ人が実体に乏しかったのであり、老チェコ党は
むしろシスライタニアの名望家政治の枠内において
「チェコ人の代表」を主張していたのである。ドイツ
人に関しても、彼らが、他の領邦のドイツ人との結び
つきというナショナルな関心だけでなく、自由主義的
な立憲体制というシスライタニア全体への関心も有し
ていたことを見逃してはならない。ドイツ人自由派の
多くがハプスブルク君主国を支える勢力であると自覚
していた。一方、政府も、ナショナルな価値に関する
認識をほとんど持ち合わせておらず、自らとシスライ
タニアの安定のために必要な多数派工作の一環として
連邦派大土地所有者と老チェコ党と交渉したのであっ
た 17。すなわち、この時期のシスライタニア政治では、
宮廷や大土地所有者という旧来のエリートや自由主義
者が大きな役割を果たしており、いまだにネイション
は政治の主たる構成単位ではなかった。その意味にお
いてネイションを単位とする動員は困難だったのであ
る 18。それゆえ、基本条項交渉は、ハプスブルク君主
国の名望家政治の枠内で収まるものであった。だから
こそ、交渉の中心的な議題が国制改革になっただけで
なく、共通大臣やハンガリー首相の介入を阻止する手
段も権限も連邦派大土地所有者・老チェコ党の手には
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なかったのであった。
以上のように、基本条項に関する交渉は、対立する
ネイションの間で行われた交渉でもなく、ナショナル
なマジョリティが優勢な政府とナショナルなマイノリ
ティとの交渉でもなかった。同交渉はハプスブルク君
主国における名望家政治の特徴を色濃く有していたの
である。このことが、政府と連邦派大土地所有者・老
チェコ党の交渉に共通閣議が介入するかたちで基本条
項交渉に終止符を打った要因なのであった。

Ⅳ. ウィーン和協交渉

基本条項交渉の挫折後、ドイツ人自由派が政権を担
う一方、老チェコ党・連邦派大土地所有者は議会のボ
イコットを続けた。しかし、ドイツ人自由派政権は大
不況に対する無策のために支持を失っていく一方、老
チェコ党と連邦派大土地所有者はボイコット戦術によ
っても何らの成果も得られず、両者は次第に行き詰っ
ていった。この状況の転換点に登場したのがターフェ
Eduard Taaffeであった 19。自由派政権崩壊後、彼は、
ドイツ人の教権＝保守派と大部分のスラヴ人議員によ
る多数派に基づく、いわゆる「鉄の環Eiserner Ring」
内閣を組閣し、巧みに老チェコ党・連邦派大土地所有
者から政権への協力を引き出した。その返礼として、
彼は、チェコ語をボヘミア・モラヴィアの行政機関に
おける外務言語として使用することを認めたシュトレ
マイヤー言語令（1880年）やプラハ大学のドイツ語
部門とチェコ語部門への分割（1882年）など、チェ
コ人の要求を上から実現した。しかし、80年代の後
半になると政権の行き詰まりが露呈してきた。その打
開策として、ウィーン和協Punktation／Punktaceが
試みられたのである 20。

1.	経緯

ウィーン和協の実現に向かわせた背景には、「鉄の
環」内閣を強化しようとする意図が存在した。1880
年代後半になると、政府からの見返りが減少にしたの
にもかかわらず協力を続ける老チェコ党に対する不満
がチェコ人中間層の間で広がった。この不満を追い風
にして躍進したのが青年チェコ党であった。党組織網
の整備と農業運動や商工業者運動などとの提携が功を
奏した結果、同党への支持は拡大し、1889年のボヘ
ミア領邦議会選挙で同党は大幅な躍進を遂げた 21。
この躍進に対して即座に反応したのがターフェであ
った。彼は政権の安定のために、1886年から領邦議
会のボイコット戦術を続けていたドイツ人自由派と中

央集権派大土地所有者をボヘミア領邦議会に復帰させ
るために以前から進めていた、チェコ人とドイツ人と
の間での和解の達成に向けた努力を加速させた。政府
による事前交渉が実を結び、1890年1月初頭に政府、
ドイツ人自由派、老チェコ党、中央集権派及び連邦派
の大土地所有者が参加して和協のための会議が開催さ
れることになった。リーゲルは和協に対してしかるべ
き責任を負わせるために青年チェコ党の参加を望んだ
が、同党から非難の対象とされていた皇帝がそれを望
むところでなかった（Kazbunda 1934-1935: 346）。と
はいえ、チェコ人・ドイツ人の両ネイションを代表す
るとされた政治家や勢力が一堂に会して交渉すること
は初めての試みであった。
会議の成果は1月末に和協の草案として公表され

た。その和協案を一言で表せば、ボヘミアの様々な機
関にチェコ人とドイツ人というナショナルな境界を引
くことがその内容であった。例えば、領邦議会選挙の
改革により、大土地所有者クーリエ以外のクーリエが
チェコ人とドイツ人のクーリエに再編されることが予
定された。ボヘミアの学校評議会と農業評議会はそれ
ぞれチェコ人部門とドイツ人部門に分割されることも
規定された。チェコ人から最も反発を招いたのは、ド
イツ人の要求を受け入れて、ボヘミアの官庁を言語と
領域に基づいて「ドイツ語だけの地域」と「二言語併
用の地域」に分割するという条項であった。この条項
がシュトレマイヤー言語令の事実上の修正を意味する
ことから明らかなように、ウィーン和協は老チェコ党
の大幅な譲歩とドイツ人自由派の勝利とも表現できる
ものであった。実際、ドイツ人自由派は2月にボヘミ
アの小都市で開催された党大会でその勝利を祝ったほ
どであった（Judson 1996: 246）。このような譲歩を
認めたリーゲルはウィーン和協について、ドイツ人
自由派による組閣というチェコ人にとって好ましく
ない事態を回避して、「鉄の環」内閣という「より小
さな悪」を維持するための妥協と考えていた（Urban 
1982: 396）。
ウィーン和協は領邦制度の改革を伴っていたため
に、その実現には領邦議会における法制化が必要とさ
れた。なぜなら、政府が開催した老チェコ党とドイツ
人自由派、大土地所有者による会合は法的な効力を
有さなかったからであった。5月に開催されたボヘミ
ア領邦議会では和協の条項についての議論が行われ
た。しかし、和協の行く末には既に暗雲が垂れこめて
いた。ウィーン和協の内容がチェコ人の間に知れ渡る
と、譲歩に対する代償がないこととチェコ王冠諸邦に
おける自治の要求と相反する内容に対する反発が広が
り、ボヘミア各地でウィーン和協に反対する街頭運動
が展開された。青年チェコ党は、急進的なスローガン
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を掲げてこの反対運動の先頭に立った。老チェコ党内
部でも、党指導部が推進したウィーン和協に反対する
声が上がった。彼らの一部は、リーゲルの決定に公然
と反旗を翻すようになり、一部は老チェコ党を離党し
て青年チェコ党に合流した（Garver 1978: 150; Urban 
1982: 399）。そのため、合意事項ごとに審議が行われ
た和協関連諸法案の採決は徐々に危ぶまれるようにな
ってきた。この事態に及んでリーゲルは、老チェコ党
と和協を守るために、チェコ語話者が圧倒的な多数派
を占める地域にチェコ語を官庁の内務言語に採用する
ように内閣とドイツ人自由派に働きかけた。しかし、
ドイツ人自由派とターフェにはその危機感すらも共有
されなかったのである。社会の情勢と青年チェコ党の
躍進に押されて、リーゲルを始めとする和協交渉に賛
同していた老チェコ党議員も強硬な姿勢を示すように
なり、一部の法案を採決したのみで領邦議会は1891
年1月末に閉会された。同年の帝国議会選挙における
青年チェコ党の地滑り的な勝利により、学校評議会と
農業評議会をチェコ人部門とドイツ人部門に分割した
ことのみを主たる成果として、ウィーン和協は最終的
に頓挫したのであった。

2.	解釈

ウィーン和協交渉に関しては、ドイツ人と政府に対
する老チェコ党の過大な譲歩と、青年チェコ党による
抗議行動及び同党の1891年帝国議会選挙における地
滑り的な勝利とが強調されてきた。しかし、ウィーン
和協交渉は、19世紀後半から一次大戦前までのボヘ
ミアにおいて行われた一連の試みのなかで、領邦議会
で合意事項に関して一定の期間にわたり審議をするこ
とができた数少ない事例であるとともに、交渉で合意
できた事項の一部が実現した唯一の事例なのである。
それらの事実を考慮すれば、より詳細な検討が必要と
なるであろう。
交渉参加者の責任に関しては、領邦議会の開会以降、
ターフェが青年チェコ党の破竹の勢いとそれに押され
た老チェコ党の苦境とを過小評価しなければ、ウィー
ン和協の実現が可能であったかもしれないことは指摘
できる。しかし、それですら、既に一度合意が成立し
ているという事情とそれに基づくドイツ人自由派の非
妥協的な態度とを考慮すれば、ターフェのみに責任を
負わせるのは不当であるかもしれない。
交渉の参加の範囲に関して、ウィーン和協は政府が
仲介役となって、両ネイション及び集権派と連邦派の
大土地所有者を交渉に呼んだ初の交渉形態をとった。
しかし、ボヘミア領邦議会に一定の議席数があるのに
もかかわらず、青年チェコ党を交渉の場に呼ばなかっ

たことは、合意内容に不満を抱いた同党が議会や街頭
で抗議行動を起こすことを可能にした。また、交渉及
び決定の場に関しては、合意内容を領邦議会で法制化
しなければならなかったことは、抗議するのに必要な
場と十分な時間を青年チェコ党に与えた。逆に、この
ことは老チェコ党にとって不利に作用した。なぜなら、
典型的な名望家政党である同党からは、青年チェコ党
の攻撃とそれに伴うリーゲルの威信低下により、少な
からぬ議員が造反・離党したからであった。青年チェ
コ党の攻撃と老チェコ党内の規律の弛緩のためにリー
ゲルは最終的に強硬な姿勢を示さざるをえなくなった
のである。
一方、青年チェコ党のウィーン和協に対する抗議活
動が成功するのに大きな役割を果たしたのが政治の構
造変容である。1870年代から1880年代にかけてのボ
ヘミアでは、社会的・経済的な近代化と経済の急成長、
国外からの農産物の流入により苦境に陥った都市・農
村のチェコ人中間層が政治化した。ネイション形成の
側面に関しても、市民性よりもエスニシティとしての
チェコ性が強調されたナショナルな意識が社会に普及
し始めた。この両者が相まって、中間層を中心として、
チェコ人意識を有して様々な活動に参加する人々が社
会のなかで一定の割合を占めるようになった。さらに、
1880年代前半に帝国議会の都市・農村クーリエとボ
ヘミア領邦議会選挙の課税制限が緩められた結果、彼
らが政治に参入できるようになった（福田 2006: 23-
24; 平田 2007: 16; 中根 2009: 111）。この変容を活用
して自らがチェコ人を代表していることをアピールで
きるようになったのは青年チェコ党であったのであ
る。また、ドイツ人自由派も自らのナショナルな利益
の擁護をより重視するようになっていた。
さらに、このようにナショナルな利益の擁護が政治
の場で取り上げられるようになったのは、政府におい
てもナショナルな価値に対する認識が次第に浸透して
いったからであった。確かに、ウィーン和協以前にタ
ーフェが実施したチェコ人の要求の実現は内閣の維持
を目的として上から行われたものではあるが、これら
の政策の形成・実現を通じてナショナルな価値の認識
が政府内で高まり始めたことは想定できるであろう。
何より、ウィーン和協の交渉に両ネイションを呼ぶと
いうこと自体がそのことの証左であった。これらの変
化により、シスライタニア政治の名望家政治からの離
脱が始まるとともに、そこにおいてネイションがその
構成要素として徐々に姿を見せ始めたのであった。
しかし、ナショナルな価値を認識し始めたとはい

え、皇帝の意向による青年チェコ党の排除やリーゲル
の「小さな悪」という考えに代表されるように、政府
を始めとする交渉参加者は従来のハプスブルク君主国
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の名望家政治を自ら打破しようとはしなかった。あく
まで君主国の権力構造とその枠内における自らの地位
を維持しようとしたのである。しかし、ナショナルな
価値を容認しつつ、下からのナショナルな要求を拒絶
することは困難であり、政府と交渉参加者はその矛盾
を克服することができなかった。むしろ、青年チェコ
党がその矛盾を活用して自らの挑戦を成功させたので
あった。政治の構造変容の過渡期であったことが、ウ
ィーン和協交渉には不利に作用したと言い換えられる
かもしれない。
それでも、交渉が合意できた点とその一部が実現し
た点を重視するのであれば、ウィーン和協交渉は最も
成功した「和解」の試みとも言える22。何より、両ネ
イションが交渉の席に着くという交渉の形態とボヘミ
アにおけるナショナルな境界の策定という交渉の内容
について、ウィーン和協交渉がその後の交渉における
たたき台になりうるものを提供したことを過小評価し
てはならない。この交渉は、チェコ人とドイツ人の関
係における一つの画期となる出来事だったのである。

Ⅴ. バデニ言語令

バデニ言語令とそれによる混乱は、その後のハプス
ブルク君主国の行く末を決定付けた出来事として、な
いしはナショナルな問題に関する君主国やシスライタ
ニア政府の限界を露呈した事例として、多くの研究や
概説書で扱われてきた。それに対して、本稿では、チ
ェコ人とドイツ人の「和解」に向けた一連の試みのな
かにバデニ言語令をめぐる政治過程を位置づけること
を試みる23。

1.	経緯

1891年の帝国議会選挙後、政府との協力も視野に
入れた穏健派と党設立以来の理念の継続を主張する急
進派との間の対立の激化に見舞われた青年チェコ党で
は、次第に穏健派が優位を占めるようになった。同党
の穏健派として政界で頭角を現しつつあったカイズル
Josef Kaizlは「段階的な政治etapová politika」を主張
していた。これは、選挙権改革と言語問題などの現実
的な問題を「段階」的に解決していくことで、チェコ
王冠諸邦における自治の実現というチェコ人の最終的
な目標を達成することを意図したものであった（Velek 
1999: 133-134）。一方、1891年帝国議会選挙以降、左
右両派が共に安定した多数派を構築することが不可能
になった状況において（平田 2007: 25）、1895年に官
僚内閣を組閣したのがバデニKazimierz Badeniであっ

た。彼は、政権の安定とハンガリーとの経済アウスグ
ライヒの更新のために必要な議会多数派の確保に際し
て、両ネイションの穏健派からの協力を見込んでいた
（Pajakowski 1993: 112）。その見込みに基づいて彼は、
構想実現の鍵を握っていると思われた青年チェコ党か
ら協力を取り付けるために、同党に繰り返し接触した。
普通選挙クーリエの実現後に行われた1897年帝国

議会選挙で青年チェコ党が第一党になったことはバデ
ニの試みを加速化させた。選挙後、彼と青年チェコ党
との交渉の場にドイツ人の代表が初めて呼ばれた。し
かし、ドイツ人代表がウィーン和協の合意事項に固執
して物別れに終わった後も、彼は青年チェコ党のみと
の間で交渉を続けた（Garver 1978: 237-238）。その後
も協力を渋る同党を説得しようとして4月に発布され
たのが、いわゆるバデニ言語令であった。同言語令は、
ボヘミア・モラヴィアにおける司法省、内務省、大蔵
省、商務省の官庁の内務言語をドイツ語とチェコ語の
二言語にすることを規定したのみならず、これらの官
庁の内務言語の二言語化に伴い官吏にチェコ語とドイ
ツ語の習得をも義務付けたものであった。それを受け
て青年チェコ党もバデニ内閣への協力を開始した。
しかし、この言語令に対してドイツ人自由派は強硬
に反対した。チェコ語の習得義務によりボヘミア・モ
ラヴィアにおいて官吏に就く上で不利な立場に置かれ
ることが予想されたのにもかかわらず、ドイツ人に対
する補償が用意されていなかったからであった（Křen 
2005: 287）。彼らによる議事妨害のために帝国議会は
混乱に陥るとともに、シスライタニアのドイツ人居住
地域の街頭においても言語令に反対するドイツ人の間
での抗議運動が広がった。バデニは、6月に議会を休
会することにより鎮静化を図り、9月に帝国議会が再
開されたときには右派に依拠することにより経済アウ
スグライヒの可決を目指した。しかし、ドイツ人自由
派の議事妨害には焼け石に水であった。この議事妨害
を排除するために11月には議場への警官隊の導入を
認める法案（ファルケンハイン法Lex Falkenhayn）が
可決されたが、このことが逆に街頭での抗議運動に油
を注ぐ結果となった。結局、この混乱を収められずに
皇帝の信を失ったバデニは辞任した。それらのことが、
期待を裏切られたと感じたチェコ人によるプラハでの
騒擾に発展し、そのために12月に同市では戒厳令が
布告された 24。
一方、言語令に関しては、施行が停止された後、バ
デニの後に首相に就いたガウチPaul Gautschによっ
て、ボヘミア・モラビアの官庁を言語に基づいて領域
的に三分割（チェコ語地域、ドイツ語地域、二言語地
域）する改定案が提案された。しかし、両ネイション
の合意どころか、政権への両ネイションからの支持の
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調達もままならないまま、1899年に言語令自体が廃
止された。

2.	解釈

基本条項交渉及びウィーン和協交渉と比較するなら
ば、バデニ言語令が挫折した要因として、一連の過程
を主導したバデニを第一に挙げざるをえない。しかし、
ガリツィア総督としての経験と手腕を買われて首相に
就任した経緯を考慮するならば、単純に彼を断罪する
のではなく、彼の構想や戦略を交渉・決定の形態や政
治の構造変動の側面から吟味する必要があるだろう。
交渉及び決定への参加・関与に関して、事実上、ド
イツ人を排除したかたちで青年チェコ党との交渉に精
力を注ぎ、かつ同党から支持を引き出すためにバデニ
言語令を発令したことは、ドイツ人自由派の怒りを買
うのに十分すぎるほどであった。彼はドイツ人の離反
を招かずにチェコ人の支持を得られることを確信して
いたが（Pajakowski 1993: 112）、その見込みは甘いも
のであった。また、交渉及び決定の場に関しては、バ
デニは内務言語の二言語化を政令として施行した。確
かに、バデニがそのような意図を有していなかったと
しても、政令という形態は議会審議を合法的に回避す
ることが理論的には可能であった。しかし、実際には、
言語令に対する抗議が議事妨害というかたちで帝国議
会に持ち込まれただけでなく、街頭での抗議行動を惹
起したことにより、むしろ事態は悪化してしまったの
である。
このような事態をさらに悪化させたのは、政治の構
造変容であった。既に、1880年代には中間層の政治
化とナショナルな意識の浸透が起きていたが、1890
年代になると下層民にまでナショナルな意識の浸透が
及び始めた。さらに、極めて大きい一票の格差や複数
投票制が残存したとはいえ、普選クーリエの設置によ
り彼らが選挙に参加できるようになった。まさに、シ
スライタニアにおいて大衆政治の時代の幕が上がり始
めたのである。一方、ウィーン和協以降、ヴィンディ
ッシュグレーツAlfred Windischgrätz内閣がマイノリ
ティの学校・学級設置問題により崩壊したことから明
らかなとおり、ナショナルな問題は確実に政権の命運
を左右するようになった。それだけではなく、1891
年選挙で勝利した青年チェコ党は、自らのナショナル
な要求に反することの実現を阻止するために、帝国議
会に議事妨害という戦略を持ち込んだ。ドイツ人自由
派はバデニ言語令の反対に際して、青年チェコ党の先
例から「学ぶ」ことができたのであった。これらの結果、
大衆政治の入り口に立ったシスライタニア政治におい
てネイションが政治の基本的な単位となっていき、諸

政党・政治家も自らの所属するネイションの存在を無
視して政府や宮廷に協力することが困難になったので
ある。諸ネイションの政党が、シスライタニア政治よ
りも自らの代表するネイションの側を強く意識するよ
うになり、まさにネイションを代表するようになった
と言えるかもしれない。
以上のように考えれば、両ネイションの政党がネイ

ションに軸足を置くようになるというシスライタニア
政治の次元の変容にもかかわらず、事実上、ドイツ人
を排除するかたちで「和解」を進めようとしたことが
失敗の原因であったと言えるであろう。すなわち、「和
解」のために採用された戦略とその展望が、政治の構
造変容にまったくそぐわなかったのである。その戦略
に基づいて一連の過程を主導したバデニは、自らの失
策の代償を辞任というかたちで払わされたのであっ
た。この一連の過程でその後につながる唯一の成果は、
ガウチ言語令の領域的な分割案がその後の和協交渉の
たたき台の一つになったことであった。

Ⅵ. おわりに

本稿では、交渉への参加の範囲、交渉及び決定の場、
政治の構造変容という3つの視角から、基本条項交渉、
ウィーン和協交渉、バデニ言語令という3つの「和解」
に向けた試みを検討してきた。それにより得られた知
見を以下にまとめよう。
まず、交渉への参加の範囲に関して、交渉や決定か

ら排除された勢力が「和解」に反対するようになるこ
とは指摘するまでもないであろう。基本条項交渉では
ドイツ人と共通閣僚らが、ウィーン和協交渉では青年
チェコ党が、バデニ言語令ではドイツ人が反対に回っ
たのである。また、交渉及び決定の場に関する視角か
らは、「和解」への反対にとって、交渉による合意事
項を審議する場、特にボヘミア領邦議会や帝国議会の
議場が格好の場となったことが確認できた。このこと
は「和解」に反対する勢力が受動的であったことを意
味しない。むしろ、彼らにとって有利な場と戦略が選
択されていたのである。基本条項交渉では、ボヘミア
領邦議会のドイツ人議員は領邦法の改正を阻止するた
めにボイコット戦術を採り、共通閣僚らは基本条項の
君主国全体への影響の調査を理由にして共通閣議の開
催にこぎつけた。ウィーン和協交渉では、青年チェコ
党は街頭行動の先頭に立つことにより交渉参加者に圧
力をかけることができた。バデニ言語令では、ドイツ
人は言語令に対する抗議を街頭のみならず帝国議会に
も持ち込んだのであった。このように、交渉や決定に
関与できなかった勢力が、議会や自らにとって有利な
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場において「和解」に反対するという構図が存在した
のである。
では、それぞれの試みが失敗に終わった原因は何で
あったのか。これには、当時のシスライタニアにおけ
る政治の構造変容やネイションの形成の段階が関わっ
ている。一言で表現すれば、各時点において、チェコ
人政党とドイツ人自由派によるネイションの代表の度
合い、ナショナルな価値への政府の認識、それらと関
連するシスライタニア政治とネイションの関係が異な
っており、それらが交渉の帰結に影響を与えたのであ
った。ナショナルな意識が自由主義者のみで留まって
いた時期に行われた基本条項交渉は、ハプスブルク君
主国の名望家政治の枠内におけるものであったため
に、共通大臣らの介入に対して、交渉参加者が打てる
手立てはほとんどなかった。それにより、交渉のすべ
てを無に帰してしまったのである。ウィーン和協交渉
では、名望家政治からの離脱を始めたシスライタニア
政治においてネイションがその主たる構成要素として
姿を見せ始めた。その状況において、政府と交渉参加
者は、ナショナルな価値の容認とハプスブルク君主国
の名望家政治の枠組みの維持との相克を克服すること
ができなかった。それに対して、バデニ言語令の失敗
の原因は、両ネイションの政党がネイションに軸足を
置くようになるというシスライタニア政治の構造変容
に、「和解」のために採用された戦略とその展望がま
ったくそぐわなかったことであった。予備的な考察に
過ぎない本稿の枠内でも、シスライタニアの政治の構
造変容とネイションの範囲の変容とを併行して検討す
ることの重要性を示すことはできたと思われる。
以上のような検討を踏まえて、初めて、交渉の失敗
における政治指導者、特に政府の責任を評価すること
が可能になる。すなわち、問題は政府の見通しの甘さ
にあったのである。ホーエンヴァルトは、共通閣議が
作成した勅書案が基本条項を換骨奪胎することまでは
理解できたが、連邦派大土地所有者と老チェコ党によ
る帝国議会のボイコットの継続までは見通せなかっ
た。ターフェも、和協案ゆえにリーゲルらの老チェコ
党が苦境に陥っていることを過小評価した。バデニに
関しては繰り返すまでもないであろう。各政府がナシ
ョナルな問題とシスライタニア政治の構造変容に関し
てもう少し敏感であれば、「和解」の行く末は異なっ
たものになったかもしれない。
しかし、バデニの失敗は、議事妨害による帝国議会
の機能不全に代表されるような、ネイション間の激し
い対立によるハプスブルク君主国の崩壊の不可避性を
意味したわけでもなければ、チェコ人とドイツ人の「和
解」への努力に終止符を打ったわけでもなかった。世
紀転換期から20世紀初頭にかけて帝国議会の正常化

が様々なかたちで繰り返し試みられたように 25、チェ
コ人とドイツ人の和協の試みも繰り返し試みられたの
であった。これらの試みでは、ウィーン和協交渉の際
の形態と同じように、事前交渉を経た上で、両ネイシ
ョンの代表が政府や大土地所有者の仲介によって交渉
をもつことが基本となった。また、和協の中身に関し
ても今までの議論の積み重ねの上に成り立っていた。
1899年秋には、チェコ人とドイツ人の代表が歴史的
な合意に至るまで「紙一重 stěna papíru」であるとカ
イズルが述べるまでに至った（Křen 2005: 304; Velek 
2008: 3）。確かに、ここに至る前にチェコ人の要求の
内容は、しばしば指摘されるように、事実上の三重制
の実現からボヘミア及びモラビアにおける言語問題や
日常的な問題にまで縮小したのは事実である。しかし、
より重要なことは、社会的・経済的な急激な変化やネ
イションの形成と発展、それに伴う政治の変容を経験
しながらも、長期間にわたってチェコ人とドイツ人の
交渉や接触が繰り返し試みられたことである。とりわ
け、20世紀初頭の和協交渉では、政府と両ネイショ
ンの代表が一堂に会してナショナルな境界の策定につ
いて議論されていたことを忘れてはならない。信頼醸
成にまでは至らなかったかもしれないが、失敗に終わ
った3つの「和解」への試みによって、チェコ人とド
イツ人の交渉の形態と「和解」の内容に関する争点が
形成されたのである。

20世紀初頭のボヘミアにおけるチェコ人とドイツ
人は、19世紀後半における「和解」に向けた試みの
成果である交渉の形態と争点を引き継いで、和協の妥
結を繰り返し目指すことになる。しかし、妥結に至る
ことがないまま、第一次大戦を迎えるに至った。将来
を嘱望されながらも早世したカイズルはその結末を自
分の目で見届けられなかったが、彼の自信と期待に満
ちた予想とは異なり、その「紙」は厚くて固い紙だっ
たのである。
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註
  1 nationの用語法は常に頭を悩ませる問題である。本稿では、

nationをネイションと表記する。その上で、自分がチェコ人／
ドイツ人であるというナショナルな意識を有している人及びそ
の総体をチェコ人／ドイツ人として表す。ただし、国民社会や
民族法など、定訳や慣例が存在している場合はそれに従う。

  2 シスライタニアは、1867年のアウスグライヒ以降、ハプスブル
ク君主国の非ハンガリー部分にあたる「帝国議会に代表を送る
諸王国と諸領邦」に対して非公式に使用されてきた名称である。

  3 まず挙げられるべき著作はクシェンのものである（Křen 1990）。
また、戦間期の作品とは言え、カズブンダの研究はいまなお参
照されるべき業績である。彼は、一次史料の精査に基づいて、
チェコ人とドイツ人の「和解」交渉に関する数多くの研究を公
表した。例えば、彼のウィーン和協に関する研究（Kazbunda 
1934-1935）を参照せよ。

  4 それを極限まで推し進めると皇帝に辿り着くであろう。「和解」
に関する研究ではないが、皇帝フランツ・ヨーゼフを批判的に
研究したベラー（2001）は、チェコ人とドイツ人の間で行われ
たすべての「和解」の試みが失敗に終わったのは彼が原因であ
ると断じている。なお、ナショナリズム研究やエスニック紛争
に関する研究でもエリートや当事者に着目する研究はよく行わ
れている。前者の例として塩川（2008）を、後者の例としてユ
ーゴ紛争を扱った月村（2006）を挙げておく。

  5 この点に関しても、先に挙げたヴェレックの指摘が興味深い。
彼は、失敗の要因として交渉に関与した全員の責任を挙げた上
で、妥結にとっての絶好のタイミングが繰り返されないことを
指摘して論考を締めくくっている（Velek 2008, 30）。複数の「和
解」に向けた試みを整理しようとしている論考においても、こ
のような指摘がなされているのである。このことは、「和解」の
試みの特殊性が強調されている一つの間接証拠と言えよう。

  6 他には、同盟国であったドイツ帝国への外交上の配慮やドイツ
帝国を庇護者とみなすドイツ人ナショナリストの存在を指摘す
る研究が挙げられる。すなわち、君主国にとってチェコ人に譲
歩する余地が限られていたことや、ナショナルな問題に関して
穏健的な主張を掲げるチェコ人が強硬な姿勢をとれなかったこ
との理由として、これらの要因が挙げられているのである。し
かし、この解釈を検討するためには当時の外交政策や国際情勢
などを精査する必要があるため、本稿で扱う対象としない。

  7 20世紀初頭の和協交渉に関してではあるが、クシェンは、急進
派のデマゴーグとしての能力とそれによる自らの地位喪失の恐
れから、穏健派が和協交渉における最終合意に躊躇したことを
指摘している（Křen 2005: 304）。

 　また、このようなせり上げの政治が発生する原因に関しては、
ホロヴィッツの研究がよく引照される。彼は、ネイションごとの
政党システムが遠心的なドライブを生じさせるために、せり上
げの政治に陥ることを主張している（Horowitz 2000, 333-364）。

しかし、近年、インドや北アイルランドの事例研究では、この
ようなホロヴィッツの主張に反論する研究も現れていることに
注意が必要である（Chandra 2005; Mitchell, Evans, O’ Leary 
2009）。

  8 例えば、それぞれ手法や対象が異なるとはいえ、ウルバン（Urban 
1982; 2003）やコジャルカ（Kořalka 1996）、コーエン（Cohen 
2006）、ジャドソン（Judson 1996）、キング（King 2002）など
が挙げられる。日本では、言語を媒介として成立した近代市民
社会としての国民社会に関する研究が盛んに行われている。例
えば、体操協会を対象とした福田（2006）やボヘミアの農村社
会を研究している桐生（2007; 2008）が挙げられる。国民社会
の理解に際しては、これらの研究に加えて篠原（2003）が参考
になる。ハプスブルク君主国における国民社会の形成・発展と
両者の関係に関しては小沢（1994）が簡潔にまとめている。

  9 ヨーロッパにおいて、ネイション概念は、19世紀後半までは自
由主義イデオロギーの一部を構成していたが、19世後半から20
世紀初頭にかけてエスニシティと言語に中心的意義をおくよう
に変容していった。この点についてはホブズボーム（Hobsbawm 
1990）を参照せよ。

 10 なお、国家の変容と市民社会の発展との連関からナショナルな
利益を追求した政治運動を理解する必要性を唱えたものとして、
コーエンの書評論文が興味深い（Cohen 2007）。

 11 正式名称は国民党Národní stranaであるが、本稿では通称であ
る老チェコ党Staročeská stranaを使用する。同様に、青年チェ
コ党Mladočeská stranaの正式名称は国民自由党Národní strana 
svobodomyslnáであるが、本稿では通称である青年チェコ党を
使用する。なお、老チェコ党や青年チェコ党など、本稿で登場
する政党及び大土地所有者については、ハプスブルク君主国
期及びチェコスロヴァキア第一共和制時代における政党を網羅
した、マリーシュとマレックの編書（Malíř, Marek a kol. 2005）
を参照せよ。さらに、ドイツ人自由派に関しては、ジャドソン
（Judson 1996）も参考になる。

 12 ただし、ボヘミア領邦議会のボイコットは1870年7月までである。
 13 ボヘミア国家権は、ボヘミア王国、モラヴィア辺境伯領、シレ
ジア侯領から構成されるチェコ王冠諸邦が、公式には廃止され
たことがなく、法的には継続しているという概念であり、チェ
コ王冠諸邦の自治を要求する根拠の一つであった。ボヘミア国
家権については佐藤（2004, 2005）を参照した。

 14 1860年代には、後の青年チェコ党の前身となる青年チェコ派が、
『ナーロドニー・リスティNárodní listy』を拠り所として老チェ
コ党内に形成されていた。彼らは、大土地所有者との連合に反
発していたとはいえ、パラツキーやリーゲルらの指導に服せざ
るを得ない状況におかれていた。この点について中根（2009）
を参照せよ。

 　また、老チェコ党の側では、この時期になるとパラツキーが
表舞台に立つことは少なくなり、リーゲルが実質的に党を取り
仕切っていた。リーゲルに関してはペフ（Pech 1955）が詳しい。

 15 交渉の各段階で提出された草案を森が表にまとめている（森 
2010: 174-175）。

 16 愛邦主義は、中世以来の歴史的な政治単位である領邦を基盤と
した地域主義であった。

 17 先行研究で紹介したヴェレックも同様の指摘をしている（Velek 
2008: 15-16）。
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 18 この点に関しては、ターボル tábor運動に関する篠原の研究
（1995）も示唆的である。ターボル運動は、1860年代後半から
1870年代前半にかけて行われたチェコ人の要求を実現するた
めに大衆的な集会運動である。一見すると、同運動は当時の社
会において国民意識が広がっていた証左であるように思われる。
しかし、篠原は、多くの参加者が政治的な公論から距離があ
ったことを指摘している。彼によれば、同運動は、政治的な示
威行動というよりは、新たな娯楽の延長線上に理解されるもの
であり、それが政治的に横領されたものであった（篠原 1995: 
104-105）。

 19 ターフェに関してはジェンクス（Jenks 1965）が詳しい。
 20 本節の記述に際しては、特に断りのない限り、カズブンダ
（Kazbunda 1934-1935）、コジャルカ（Kořalka 1996: 161-166）、
スキリング（Skilling 1970）、ガーヴァー（Garver 1978: 146-
153）を参考にした。

 21 この時期における青年チェコ党については、ヴォイチェフ
（Vojtěch 1977）に詳しい。

 22 カンはウィーン和協を疑いなく本当の妥協であったと評してい
る（Kann 1970: 201）。

 23 本節の記述に際しては、特に断りのない限り、ウルバン（Urban 
1982: 446-472）コジャルカ（Kořalka 1996: 166-168）、ウィンタ
ーズ（Winters 1970）、ガーヴァー（Garver 1978: 224-260）、佐
藤（1991）を参考にした。

 24 そのときの騒擾の様子についてはコーエンを参照せよ（Cohen 
2006: 174-175）。なお、彼はこのときの騒擾が後のプラハにお
ける騒擾の原型になったことを指摘している。

 25 ただし、この努力が官僚内閣の下で行われ、民主化に結び付か
なかったことに注意しなければならない。シスライタニア政治
を分析した平田（2007）は20世紀初頭における二元的立憲制の
「再生」を指摘している。
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