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歴博企画展示「性差ジェンダーの日本史」から
佐倉の歴史民俗博物館で、昨年秋ジェンダーを取り上げた珍しい企画展があり、
注目されました。古代から現代まで 280 点以上の資料を展示し、性差がいつ生
まれどう変わるのかを歴史学から切り込んでいく企画で、
「歴史学は答えを出せ
ないが、豊かなヒントを提示し考え合う場を作ることができる」というプロジ
ェクト代表の横山百合子教授の言葉に引き付けられ、私たちも行ってきました。
＜政治空間における男女＞
邪馬台国の女王卑弥呼がよく知られているように、4 世紀頃までは女性首長が 3 割～5 割存在してい
たが、古墳時代中期(6 世紀)になると女性首長は急速に減少し、畿内では首長の 9 割以上が男性であっ
たと副葬品から考えられている。その背景は朝鮮半島をめぐる軍事的緊張。(武力!）
しかしそんな中でも完全な男性優位の社会にはならず、女性は集落で一定の地位を占めていた。中小
規模の古墳に埋葬された女性小首長や、世帯の長としての存在が引き続き認められる。(暮らし中心！)
ジェンダー区分が確立されたのはその後の律令国家である。男は官位が上がるにつれて社会的に重ん
じられるのに対して、女性は政治・行政から排除されていった。女性は女房（上級官人）と女官（下級官
人）に区分され、女房でさえも宮廷の行事に｢居る｣ことはあったが、御簾越しだった。政治的空間は男性
のものとなり、古代的な「男女協働」は終焉を迎える。
＜仕事と暮らしの中のジェンダー＞
中世社会：経済的な活動においてはジェンダー規範がまだ浸透しきっておらず、女性達は自分の財産を
持ち自ら運用していた。また、商工業の分野で活躍する女性も多かった。例えば、女性名義で「座」の
権利を認められるなど、働く女性の権利と活動が社会的に一定の承認を得られた時期といえる。
中世末期から近世：社会全体が男性を中心とするようになり、男性家長の「家」を前提に身分編成が行
われるようになると､女性が主導権を握り活動することが決定的に少なくなっていく。
近世後期：「職人」は男性を指す傾向が強まった。「近世職人尽絵詞」に描かれた 103 種の職人のほとん
どは男性で、女性は遊女、夜鷹、町芸者など、性的な要素の強い職種と巫女、それに夫婦者(豆腐屋と
鰻屋)のみで、手工業に携わる女性は皆無である。
19 世紀:江戸の庶民の男女の人口比はほぼ半々となり、都市の様々な場で女性の働く姿が増えてきた。
「花容女職人鑑」からは女性たちの多様な働く姿がみえる。江戸の女髪結の数は 1400 人を超えていた。
しかし、幕府は一貫して営業を禁止し取り締まりの対象とした。
男の髪結たちは地域ごとに仲間を作り、互いに営業権を保証しあっていた。幕府も組合を公認するか
わりに橋々の見守り、火事など非常時の駆け付け人足などの役を課した。江戸時代は様々な職業集団が
一定の役負担を負うことで、社会的に公認されるという身分制度の貫徹した社会であったが、女性はそ
の原理の外にあり、最後までその原則は変わることがなかった。
◇会場で元厚労省の村木厚子さんのインタビューが紹介されていた。その中で「歴史を見ると絶対的な
ものはなく、時代とか制度を作ることで変っていくことがよくわかる。制度で排除されたものは、制
度でまた取り込んでいくことができるんじゃないかと勇気づけられる」という言葉が印象的でした。

＜性の売買と社会＞（関心高くこの展示室の入り口は渋滞。）
職業としての売春が生まれたのは 9 世紀後半。16 世紀にな
ると遊女自身が経営権を失い、やがて人身売買する動きが強
まっていく。遊女は遊女屋が所有する「財産」とみなされ、

明日へバトンをつなぐ
映画｢たたかいつづける女たち｣＆
監督山上千恵子さんのトーク

借金の担保にも。｢家｣の家父長的な性格が家内の女性や年少
者を売るという行為を容易にした。幕府はこれを容認。大規

（イベント報告）
昨年 12 月 5 日、あびこ女性会議は、

模な城下町創出という都市政策に付随する形で、女性の売買

市と共催でイベントを実施しました。

を前提とした性的欲望の管理を広く公認したのである。

ドキュメンタリー映画「たたかいつづ

明治になり、芸娼妓解放令が出され、人身売買の要素が除

ける女たち～均等法前夜から明日へバ

去されるが、自由意志の名のもとに性の売買が行われた。自

トンをつなぐ～」の上映と、京都から

由意志であるにもかかわらず貸座敷に拘束し、廃業の自由を

駆けつけてくださった山上千恵子監督

認めず、前借金の返済を困難にする巧妙な管理が行われた。

のミニトークという内容でした。

住み替えを切望する娼妓の書状、娼妓たちのストライキを告
げる新聞記事などが展示され、性を巡る尊厳とは何か、現代
の私たちに問いかけていた。
＜近代と政治空間＞
近世以前は女性を排除する絶対的な区分はなく、男系であ
れば女性も天皇位についた。
「民事慣例類集」では、夫婦は別
姓で妻は生家の氏を名乗ることを示している。法律婚により
妻に夫の姓を名乗ることに決めたのは明治民法の規定だった。

（映画の一場面・イブリブリレー）

以後の政治システムの「近代化」は性差に絶対的な意味を

映画は、30 年以上前雇用機会均等法

持たせ、女性を排除する過程でもあった。男性有産者に政治

制定の前夜、自分たちの求める雇用平等

参加を限定した「衆議院議員選挙法」、「集会及政社法」、「治

法を求めてたたかった女たちと、今なおジ

安警察法」は明確に女性の排除規定を備えた。さらに明治民

ェンダー格差は縮まらないばかりか、雇用

法の施行は女性を法の制度によって公的政治空間の対象外と

形態が多様化する中、働きながら普通に

し、労働をめぐっては性別役割という構造的な不平等のもと

生きられる社会を求めて、差別とたたかう

に置いた。

女たちを描いている。

男は仕事、女は家事・育児とイメージされる固定的な性別
役割は伝統ではない。
「近代」とは伝統社会が備えていた多様
な秩序をジェンダーで一元化し、性差による非対称的な壁を
制度によって構築したといえる。

山上監督のお話
コロナ禍が続く中、私の映画を見よう
とおいでいただいた皆様ありがとうござ

＜戦後＞

います。上映会をやるなら私が行かなき

戦後初期、女性の行政職は 18 万人規模。これは紡績、教育

ゃと、コロナを吹っ飛ばす覚悟で京都から

につぐ第 3 位。戦後の民主化政策の担い手、労働省婦人少年
局、その初代局長の山川菊栄は 3 課中 2 課で女性を課長に任

やってきました。
京都で生まれ、25 歳の時東京へ

用、ポスター・紙芝居・映画・ラジオなど多様なメディアを

美術系短大を卒業し、25 歳の時東京へ

使用し啓蒙した。労働省及び女性関係の部局の設置は GHQ や

出てきて、デザインの仕事をしていたの

経済科学局の労働課が関与したが、制度の運用は地方の「公

ですが、その時代は、女だから、女のくせ

務職」の女性たちが担った。当時のポスターの文言が新鮮で

にといった抑圧があって思うように生き

ある。「先ず勇気を出して発言しましょう」「男女同一労働同

られませんでした。父母は進歩的な人だ

一賃金になれば」など。（その後の歴史はまたの機会に～。）

ったのですが、やっぱり女は結婚して子

図録「性差の日本史」引用・参照（加藤記）

どもを産んで、と言うわけで、嫁に行けと

うるさい中で育ちました。私は長女のせいか、いい子

用平等法が欲しいと、新宿の

にならなければと思っていて、どちらかというと暗い、

事務所から労働省（当時）まで

自分の考えを言ったりできない女の子でした。でも自

バトンの中に要望書を入れてリ

分の思いをなんとか表現したいという思いはずっと

レーで届けた。その時も私はバ

ありました。ただ、まだその頃は映画を作るということ

イクの後ろに乗って車がバン

は思っていませんでした。技術もありませんでしたし。

バン通る中、必死の思いで撮り

自己主張し、たたかう女たちとの出会い
1980 年代になると、ビデオカメラが世の中に普及し

ました。
撮ることを仕事に

てきました。音声も映像もボタン一つで撮れる、これは

1990 年代になると各地に女性センターができるよ

いいかもと思い大枚はたいて買いました。最初は自分

うになり、横浜女性フォーラムというところから依頼

の周りのことを撮っていたのです。その頃自分がもっ

があり、初めて仕事として撮りました。女の体、労働問

と生き生きと生きられるような生き方を探していて、

題、セクシャリティ、家族、男の子・女の子の育て方、な

そういうものを撮れればいいなと思うようになって

ど、女性の問題も色々あるなと思いながら、１３本くら

いました。

い女性たちの問題を伝えようと頑張って作りました。

ちょうどその頃、当時ウーマンリブといわれる女性

テレビの仕事もしましたが、ここも男社会で、本当の

解放を目指す運動をしている女たちに出会いました。

女たちの思いを表現することはできないとメディアの

彼女たちは、いやなものはいや、欲しいものは欲しい

限界も感じ、自主制作をするしかないなと思いました。

とはっきり自己主張ができ、欲しいものは自分自身の

自主制作活動へ

手で勝ち取らなければいけない、だから戦っているの

レズビアンだと公表したパフォーマーのことを撮っ

だという女たちでした。彼女たちの中にいると自分が

た映画は、韓国の映画祭で観客賞を頂きました。活動

どんどん元気になっていって、ああこんな女性になり

を海外にも伝えて行かなければと思いました。その後

たいと憧れるような人たちでした。世間からは口うる

「女たちの歴史プロジェクト」を立ち上げ、若い世代の

さい女たちと嫌われていたのですが、私はこんな女

方とともに、７０年代声を挙げ活動した女たちを記録し

性たちを撮ってみようと思いました。

た「30 年のシスターフッド」を作りました。これは女の

カメラを持って女性たちを撮る

歴史や運動、社会状況など、ちゃんと残しておかなけ

1982 年でしたが、優生保護法改正(改悪）の問題が

れば、私たちはなにもしなかった、何もなかったと思わ

起こり、それに対して「女たちは女の体は女のもの、そ

れてしまうのではないかという思いで作りました。

れは女が決める」というスローガンで、改悪反対の活

その後、山川菊栄を取り上げた｢姉妹よ、かく疑うこ

動を始めた。私はその運動にカメラで参加したいと思

とを習え｣、また「潮風の村から」という地方の小さな

いました。メディアも本当の女たちの思いを伝えてく

村で 60 年以上も女性のこころと体に向き合い、性の

れない、女である私が撮らなければきちんと伝わらな

大切さを訴え続けてきた女性医師を描いた映画も作

いと思ったのです。優生保護法改悪反対の運動を撮っ

りました。そして最新作は今日見ていただく「たたか

たものが私の第一作でした。その後も私は戦う女たち

いつづける女たち」です。

ばかり撮ってきたように思います。自分の生き方は自

まず声をあげよう、黙っていては何も変らない

分で決める、自己主張をしていかなければいけないと

私がいろんな女性たちを撮り続けてきたのは、誰の

いう思いを込めて作りました。そんなことから、女性た

ためでもなく、私自身が解放されるというか、私自身

ちの集まりなどがあると「カメラを持ってきて」と、呼

のためだったと思っています。人として豊かでよりよ

び出されるようになり撮っていました。

い社会で暮らすためには、私たちがまず声をあげるこ

今日の映画に出てくる 1984 年のイブリブリレーの

と、黙っていては何も変らない。そういうメッセージを、

こともそうです。雇用機会均等法制定に向けた動きの

私は自身の映画に込めてきました。皆さんにもそうい

中で、女性たちはあらゆるステージを視野に入れた雇

うことを感じていただけたらいいなと思います｡
（佐竹記）

我孫子で生きる女性たち

その８

音楽で元気をとどけたい(^^♬
音楽グループ「ＹＴＯＫ（ワイツ－ケイ）」主宰

鳥谷部 由美子(とりやべ

ゆみこ）さん

鳥谷部さんは、細身の体一つで会場に来るや、ピアノを叩くよ
うに伴奏、響く歌声で私たちを明るくする音楽ボランティアさん。
我孫子でボランティア活動を始めて２０年。それまでの半生と､
これからの抱負をお聞きしました。
♪父が導いてくれた音楽の楽しさ
昭和２８年、我孫子市岡発戸で生まれました。父は

をきっかけに、あちこちの「ふれあいサロン」や施設か
ら呼ばれ、皆さんと楽しく交流してきました。

プロゴルファーの林由郎です。（注：戦後すぐプロとし

10 数年前、晩年の父を見舞いに来た女子高時代の

て内外で活躍する一方、青木功選手ほか「我孫子一

友人たちと、「バンドを組んでボランティア活動をしよ

門」といわれる一流プロゴルファーを育成した。）

う！」と、話がまとまり、「ＹＴＯＫ」を結成しました。

ある日、父がゴルフの賞品でもらった「足踏み式オ

ネーミングは、メンバー５名の頭文字（ダブリ有）を

ルガン」が我が家に届き、幼稚園児の私は嬉しくて、

採ったものです。箏、ギター、ピアノ、手話、ヴォーカル

知っている歌を次々と弾きました。それを聞いていた

とそれぞれの特技を生かし演奏します。我孫子や千

父は、「由美子は音楽の才能がある」と、我孫子中学

葉・守谷・印西・松戸・東京などの病院、高齢者施設やグ

校の音楽の先生に、ピアノのレッスンを頼んだのです。

ループ、障がい者施設などで活動、呼ばれればどこへ

親バカですね～。

でも出張します。定年退職した夫は、ＹＴＯＫの楽器や

生家はいつも、父の友人たちが集まり賑やかでし

スピーカーなどの電機系統の調整を手伝ってくれて

た。そこに、藤山一郎さんがいらっしゃって、小学生の

います。

私と一緒にピアノを弾きました。その時「ピアノはカン

♬向こう三軒両隣～地域の助け合いを大切に！

で弾きなさい」と言われたのです。私がいつでもどこ

コロナ禍で、この 1 年は殆どのボランティア活動は

でも楽譜なしで、リクエストに応じてピアノを弾いてい

中止となりました。人と人との交流が少なくなり、お

るのは、この一言があったからです。

隣りとの会話さえ少なくなりました。こんな時だから

♫やっぱり音楽は心をつなぐ～ＹＴＯＫ結成

こそ、何かあったら飛んでいく助け合いの心と行動を

女子高卒業の頃、東京の音楽グループで弾き語り
ギターのオーディションがあり、合格しました。ライブ
ハウスなどで２８歳まで音楽活動を続けました。
電機技師でサラリーマンの夫に出会い、「音楽活動

大切にしたいと思います。父はご近所の人たちや友
人たちを大切にしていました。
鳥谷部の父は、手賀沼へ至る公園坂通りで理髪店
を開業し、休業日には、ハサミ持参で施設へ散髪に通

は止めて欲しい」との条件を承知で結婚しました。で

っていました。私が今あるのは、二人の父の背中を見

も、親戚の子どもや近所の子どもたちに、自由にピア

ていたお陰と思います。これからも音楽を通して皆さ

ノを教えたり歌ったりしていました。その後、大病をし

んに元気を届けたいと、頑張って参ります！(濱田記)

て体調回復に努めていた頃、介護士をしていた従姉
から、「認知症グループホームで歌って」と頼まれて、
皆さんと一緒に歌う喜びが蘇りました。
2004 年に「新木ふれあいサロン」の方に頼まれたの

あびこ女性会議は、誰もが自分らしく生きられる
社会を目指して活動する市民グループです。
仲間募集中。問合せ：佐竹（04－7139－6219）

