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2022年２月18日WANフェミニズム入門塾
岩波書店『新編 日本のフェミニズム』第4回

『権力と労働』（第4巻）



第4巻のタイトルと構成にかんして
• 初版第4巻（1994年）に天野正子が解説「オルタナティブ
の地平へ」（フェミニズムは「青春の…只なか」

・公的領域／私的領域という二分法を避け、労働・教育・地域・
政策決定の場などを「労働」で代表させた。
・「それにしても」このタイトルは「ものものしい」（編者として「ひる
む思い」）。
・「権力」は、労働（さらに公教育や社会政策）の場での女性の独
自の経験を、フェミニズムが生み出した新しい「権力」概念＝「家
父長制」によって問題化する。
・家父長制の独自の議論として、上野千鶴子（物質的基盤）と江
原由美子（見えない支配）を紹介
・労働市場（生産労働）と家族（再生産労働）を貫く性別役割分業
の連関構造全体に注目する著作として、竹中恵美子「「機会の
平等」か「結果の平等」か」（1982年）、大沢真理『企業中心社会
を超えて』（1993）に着目。大沢による家父長制という特徴づけは
「大きな意味をもっている」。
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初版から新編（2009年）への社会の動き
（詳しくは年表。頁は新編の大沢解説）

• 細川内閣（1993年8月）より政権流動期（2000年まで）
バブル経済から低成長へ（以後30年間）。日本的経営が礼賛対象
から批判的見直しの対象に（18頁）。高齢化社会から高齢社会へ。

・「収斂」でなく「分岐」への着目（10頁）。生活保障システム（福祉レ
ジーム）ではスカンジナビア・ルートとネリベラル・ルート（19－20頁）。

・アジア通貨経済危機（1997年）で金融資本主義への疑問（31－2頁）。

［欧米からは身びいき資本主義（韓国、タイ、日本？）への批判］

・社会政策学会にジェンダー部会（1995年）。1997年にE・Enarson が
ジェンダーと災害ネットワークを立ち上げ。

• 自公政権の確立（2009年まで）、アメリカでブッシュ政権

・ネオリベラル・ルートとネオコンの結託、ジェンダー・バッシング

・リーマン・ショック（2008年）で、ネオリベ金融資本主義への反省（32
頁）、しかしじきに復権。

・日本フェミニスト経済学会の発足（2008年） 3



『日本のフェミニズム』初版から新編までの出来事
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暦年 日本の政権（与党） 立法など 事件など

1993 宮澤喜一内閣、8月９日に非自民
の細川護熙内閣

一般会計の公共事業費が社会保障関係費に並ぶ（財
政投融資の伸びは、社会保障給付費と並行）

過労死訴訟が増加。失業率が上昇。日米構造協議から公
共事業の拡大へ。GDP実質成長率は１％台に。出生率は
低下するも1.5を維持

1994 4月28日に羽田孜内閣。6月30日
より自社さ連立の村山富市内閣

選挙制度改革、所得税に2.4兆円減税（累進性の緩和
と所得控除の引き上げ)。新ゴールドプランとエンゼルプ
ランを策定（12月）

国民福祉税構想の挫折、日経連『新・日本的経営システム
…』中間報告。処遇の成果主義化。女性雇用の非正規化

1995 ILO156号家族的責任条約を批准。育児介護休業の制
度化

阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件。第4回世界女性会議。
社会政策学会にジェンダー部会設置

1996 1月11日より橋本龍太郎内閣（自
社さ）、11月7日より社さは閣外

7月に『男女共同参画ビジョン』答申、橋本6大改革、男
女共同参画2000年プラン

日本の土建政府が国際的に突出へ、法制審議会が選択的
夫婦別氏制の導入を答申

1997 4月より消費税率を５％に。労基法改正（女性保護規定
を解消）、均等法改正、介護保険法、健保の患者自己
負担を2割に

5月30日に日本会議設立。7月よりアジア通貨危機。山一證
券、北海道拓殖銀行などの破綻、平均賃金の低下が始ま
る（非正規化、パート化）

1998 7月30日より小渕恵三内閣（自民
単独→自自→自自保公）

中央省庁等改革基本法、所得税の最高税率引下げ ロシア金融危機のあおりでLTCMが破綻。A・センにノーベ
ル経済学賞（公正と貧困の研究における貢献で）。日本で
自殺者数が3万人超に（2011年まで）

1999 男女共同参画社会基本法成立、改正均等法施行、労
働者派遣法改正（ネガティブ・リスト化）

COPでの化石賞が始まり、日本が「受賞」（以後何回も）。

2000 4月5日より森喜朗内閣（自公保） 小渕首相の私的諮問機関として教育改革国民会議を
設置（3月）、介護保険法施行

2001 4月26日より小泉純一郎内閣（自
公保→2003年11月19日から自
公）

再編された中央省庁が発足。骨太方針「構造改革のた
めの7つの改革プログラム」、議員立法によりDV防止法
（3年ごとに見直し）

1月にブッシュ大統領就任、9月11日に同時多発テロ。日本
では交付税と財投の改革へ（年金の積立金の「自主運用」
開始）

2002 少子化対策プラスワン、年金改革の骨格に関する方向
性と論点について」、健保の患者負担を3割に（三方一
両損の改革）

73か月間の経済成長へ。雇用者の実質所得は伸びず。社
会保障給付費の抑制。ジェンダー・バッシングが強まる。9
月に小泉首相が訪朝

2003 労働者派遣法改正（製造業務への派遣を解禁）、次世
代育成支援対策推進法、少子化社会対策基本法

アメリカの対イラク戦争（3月―5月）。課税正義ネットワーク
がイギリスで始まる。

2004 年金改革（保険料固定方式とマクロ経済スライド）。毎
月勤労統計で不正が始まる（2018年12月に発覚）

フェミニスト経済学日本フォーラム発足。12月スマトラ沖地
震・津波

2005 介護保険法改正（介護モデルから「介護＋予防」モデル
へ）

8月29日にハリケーン・カトリーナ、日本では郵政民営化を
争点とする総選挙で小泉自民党が大勝

2006 9月26日より安倍晋三内閣 医療制度構造改革法（新たな高齢者医療の創設など）、
均等法改正、教育基本法改正

2007 9月26日より福田康夫内閣 パート労働法改正、 年金記録問題が噴出

2008 9月24日より麻生太郎内閣 1月に福田首相が社会保障国民会議を設置（社会保障
の機能強化の必要性を提言）

日本フェミニスト経済学会発足。リーマン・ショック。派遣切り
等により年越し派遣村



新編第4巻『権力と労働』：大沢の解説

・公教育は第8巻『ジェンダーと教育』へ。「慰安婦」問題は第
9巻『グローバリゼーション』へ。

・「ジェンダー」そのものが権力関係、というように「ジェン
ダー」概念が深化し、「家父長制」概念はあまり使われなくな
る。

１．権力と不可分離な労働
• 労働市場で取引する当事者は「自由で平等な個人」ではない。労働
者は雇用主の指揮命令に従属する（労働法の存立理由）←労働力
商品の「腐りやすさ」（4－5頁）。

• 価格（賃金）がせめて費用（次世代育成を含む生活コスト。フェミニ
ズム以前には、無償の家庭内労働がコストであるという認識は希
薄）を賄うように、労働組合・慈善・労働市場規制・公的扶助・社会保
険（権力的介入）などが必要（6－7頁）。

• 労働は男性を中心とする雇用労働。無償労働（主として女性が担
う）を無視しながら前提して、社会政策・福祉国家が設計された（ジェ
ンダー・バイアス）（7頁）。 5



新編第4巻『権力と労働』 ：大沢の解説

2. 福祉国家と労働、ジェンダー

• 第二次大戦後の福祉国家の動態は、国内・国際・世帯の
重層的な労働と権力のダイナミズムによる（8－9頁）。

• 1970年代以降の変化：為替の変動相場制、「大競争」、
サービス経済化、知識経済化、新しい社会的リスク、福祉
レジームが「男性稼ぎ主」から脱却へ（9－10頁）

• 資本主義の多様性、福祉国家の多様性を意識（「収斂理
論」に訣別）（10頁）。

• 福祉レジームのジェンダー化（11頁）。［エスピン＝アンデ
ルセンの到達点は2009＝2011］

［2022年からまとめれば、惨事便乗型資本主義が台頭し、
社会主義計画経済というオルタナティブがなくなり、“よりま
しな”資本主義の探求］
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新編第4巻『権力と労働』 ：大沢の解説

3. 現代日本の労働と社会政策（1980年代）

• 均等法を制定するとともに「妻の座」を強化（12-3頁）

• 家父長制からジェンダーへ（15－6頁）

シルヴィア・ウォルビーの場合（17頁）：「ジェンダー・レジーム」概念
を琢磨、その多様性を提示。初期の理論ではジェンダー関係の多様
性を理論化し説明することが困難だったから（Walby et al. 2007: 16;
ウォルビー・ゴットフリート・ゴットシャル・大沢編2016：19）

4. 現代日本の労働と社会政策（バブル破綻以降）

• 雇用のリストラ、他方で介護保険法、育児・介護休業の
制度化→男女共同参画社会基本法（18－9頁）

• 均等法改正（労基法「女子保護」規定の解消）、派遣の
原則自由化（19頁）

• 宮本太郎によれば、男女共同参画と「構造改革」の「緊
張感を孕んだ伴走関係」（20頁） 7



新編第4巻『権力と労働』 ：大沢の解説

4. 現代日本の労働と社会政策（バブル破綻以降）（続き）

• ジェンダー雇用格差の掘り下げ：ペイエクイティ研究、改正
均等法をふまえた雇用のジェンダー分業の研究

• 村尾祐美子（2003）の戦略的論証（23－4頁）：「家父長制」概念はそ
れがどのような権力関係なのか、示すことができない。権力の実体
的把握でなく「関係的」で「非実体的」な把握。マーフィの３つの権力
概念うち、職場の男性の「収益権力」を析出

5．コインの裏側としての非雇用の女性労働

• 農業や商工業の「小経営」における女性労働の意味（副業
による現金収入も）。副業による現金収入の機会が失われ、
農業の中大型機械化のなかで（農家女性労働がほぼ無償
と観念される）、女性は農外就労へ（25－6頁）。

・ 谷本（2003）の仮説（26頁）：「男性稼ぎ主」規範の浸透は、雇用労働

者上層からというより、小経営からの転換？
8



新編第4巻『権力と労働』 ：大沢の解説

６．運動、権力 政治を組みかえる

• ワーカーズ・コレクティブ、政治の生活化、生活者参画型
の政治（27－8頁）

• 「女が」でなく「女で」政治を変える？（29頁）

• 法務省と女性議員の「熾烈な戦い」でDV法制定（2001年、
3年ごとの改正）（29－30頁）、均等法の再改正（2006年）で
「間接差別」を解消できるか？（29頁）。

７．強欲資本主義の主要な敵

• リーマン・ショックをうけて

• フェミニズム・バッシングの意味（32頁）

フェミニズムが、ブッシュ政権（＝ウォール街＋ネオコン＋キ
リスト教原理主義）の主要な敵

［いまから見れば、化石・兵器などのビジネスも重要］ 9



新編から今日への社会の動き
（詳しくは年表）

• 民主党政権から安倍一強政治に。戦争する国へ。
「忖度」のはて、政府統計等を信用しがたい状況（毎月勤労統計、国民経済計算、
社会保障費用統計、建設工事受注動態統計）

• 東日本大震災・津波、原発事故→脱原発の動き。男女共同参画と
災害・復興ネットワーク発足（2011年、堂本暁子代表）、危機のジェ
ンダー分析（大沢2012；Elson 2012; Walby 2015）

• 2015年に国連がSDGｓを合意（背景に環境経済学とフェミニスト経済
学）。気候変動への危機感が強まる。

• ハリウッドでのセクハラで＃Me Too運動始まる（2018年）。ILO「仕事
の世界における暴力とハラスメント」条約・勧告を採択（2019年）

• 子どもの貧困対策法（2013年）、女性活躍法（2015年）、刑法改正
（2017年）、政治分野の男女共同参画推進法（2018年、21年改正）。

• 東京五輪大会組織委会長の森喜朗が女性蔑視発言で辞任。マスメ
ディアで「ジェンダー平等」用語の解禁。他方で旧東欧諸国で、教会
の影響力のもと、ジェンダー教育・研究の禁圧。

• 新型コロナ感染症の蔓延→パンデミックのジェンダー分析（国際フェ
ニミスト経済学会、社会政策学会、日本フェミニスト経済学会）

• 安倍首相退陣。東京オリ・パラの開催強行。菅首相の退陣。 10



『新編 日本のフェミニズム』第4巻刊行からの出来事
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暦年 日本の政権（与党） 立法など 事件など

2009 9月16日より鳩山由紀夫内閣（民
主党、社会民主党、国民新党）。
社民党は2010年５月まで

麻生内閣が安心社会実現会議を設置、10月に長妻厚
労相が貧困率を公表。税制改正大綱は累進性の回復
を謳う。

1月、オバマ大統領が就任。日本で8月30日の総選挙に民
主党が大勝。E・オストロムにノーベル経済学賞（共有資源
の管理はコミュニティが政府や市場を補完すると効率なる）

2010 6月8日より菅直人内閣 1月に子ども・子育てビジョン、「子ども手当」導入、高校
授業料の実質無償化。

5月以降、ギリシャ、アイルランド、ポルトガル、スペインなど
で債務危機。7月の参院選で与党が過半数割れ

2011 9月11日より野田佳彦内閣 6月30日に税・社会保障の一体改革成案 3月11日に東日本大震災・津波、東電福島第一原発の事故。
9月に「ウオール街を占拠せよ」運動

2012
12月26日より安倍晋三内閣（自
公）

給与所得控除に上限設定。8月に社会保障・税一体改
革関連法および子ども・子育て関連3法、新しい児童手
当制度、労働契約法改正（無期転換など）

2013 6月に子どもの貧困対策推進法、8月に社会保障制度
改革国民会議の報告、12月特定秘密保護法

2014 4月より消費税率が５％から８％に。７月に集団的自衛
権容認。11月にまち・ひと・しごと創生法

3月、ロシアが南部クリミアを編入。

2015 9月に安全保障関連法が成立、女性の職業生活におけ
る活躍法。国民経済計算の賃金・俸給に役員賞与と役
職員ストックオプションの価値も含めることに（賃金・俸
給総額を約10兆円上方改定）。

仙台防災枠組を採択。世界各地でイスラム過激派のテロ、
9月に国連が「持続可能な開発目標（SDGｓ）」を合意

2016 1月に日銀がマイナス金利を導入 4月に熊本地震、6月に英国がEU離脱決定、世界でテロが
頻発

2017 6月に共謀罪法、6月に刑法改正。強姦罪を強制性交等
罪とするなど。社会保障費用統計の作成方法変更によ
り社会支出を2.5兆円超上方改定（2015年まで遡及）

1月にトランプ大統領就任。K・ラワース『ドーナツ経済学』出
版。「国難突破」総選挙で与党勝利、10月に違法残業で電
通が有罪。ハリウッドのセクハラで＃Me Too運動が始まる

2018 毎月勤労統計の不正を内密に訂正（12月に発覚）。政
治分野における男女共同参画推進法

財務事務次官がセクハラ問題で辞任。7月に西日本豪雨、8
月にFridays for Future始まる。9月に北海道地震

2019 6月に子どもの貧困対策法改正、10月より消費税率が
８％から10％に。毎月勤労統計のデータを2012年1月
まで遡及改定

3月に性犯罪事件4件の一審無罪判決。4月にフラワーデモ
が始まる。ILO仕事の世界におけるハラスメント条約。9月、
10月と台風被害。IPCCで国連事務総長「気候危機」を発信

2020 8月に安倍首相が辞任を表明、自
民党総裁選で9月16日より菅義偉
内閣

働き方改革関連法に「同一労働同一賃金」。日本学術
会議新会員被推薦者のうち6名が任命されず（10月1日
に判明）

森喜朗五輪組織委会長が女性蔑視発言で辞任。新型コロ
ナがパンデミックに。3月2日から一斉休校、4月に緊急事態
宣言。7月にGoToトラベル開始。若い女性の自殺が激増

2021 8月に菅首相が総裁選不出馬を表
明。10月4日より岸田文雄内閣

6月に政治分野における男女共同参画推進法の改正。
10月31日総選挙で与党が安定多数を確保。国交省で
建設工事受注動態統計の書き換えていたことが発覚。

1月20日にバイデン氏が米大統領に就任。日本は温室効果
ガス削減の新目標。コロナ禍のなか東京五輪を開催。D・
カードにノーベル経済学賞（最低賃金引き上げは雇用を低
下させない）

2022 新型コロナウイルスのオミクロン株が爆発的に蔓延



新編以来の注目すべき文献

労働概念の再構築に関連して
・上野千鶴子（2011）『ケアの社会学』太田出版

・ 森川美絵（2015）『介護はいかにして「労働」となったのか』ミネル
ヴァ書房

・ 谷本雅之(2016、英語原書は2012年)「日常生活における家事労働
の役割」、P・フランクス、J・ハンター編『歴史の中の消費者』、法政大
学出版局、29-55頁。

・ 加藤千香子（2014）『近代日本の国民統合とジェンダー』日本経済評
論社、2014年

・ 不破麻紀子（2016）「家計生産のガバナンスと社会の均衡」、東大社
研・大沢真理・佐藤岩夫編『ガバナンスを問い直すⅡ 市場・社会の
変容と改革政治』東京大学出版会、3－28頁

・ 熊本理抄『被差別部落女性の主体性形成に関する研究』解放出版
社、2020年

・ 周燕飛（2019）『貧困専業主婦』新潮社
12



新編以来の注目すべき文献
ジェンダー雇用格差に関連して

大沢真理編（2011）『ジェンダー社会科学の可能性 第2巻 承認と包
摂へ 労働と生活の保障』岩波書店

•大槻奈巳(2015)『職務格差』勁草書房

•金英（2017）『主婦パートタイマーの処遇格差はなぜ再生産されるの
か』ミネルヴァ書房

・ 山口一男（2017）『働き方の男女不平等』日本経済新聞社

•鈴木恭子（2018）「労働市場の潜在構造と雇用形態が賃金に与える
影響」『日本労働研究雑誌』698

•金井郁・申キヨン（2021）「生命保険営業職の採用と育成」『大原社会
問題研究所雑誌』748、76－95

•禿あや美（2020）東京大学博士（経済学）論文『雇用形態の違いによ
る処遇格差をめぐる史的分析』

・鈴木恭子（2022）東京大学博士学位請求論文『雇用労働におけるジェ

ンダー・差異化・異質性』 13



新編以来の注目すべき文献
ジェンダー平等政策に関連して

• 岡野八代（2012）『フェミニズムの政治学』みすず書房

• 辻由希（2012）『家族主義的福祉レジームの再編とジェンダー政治』
ミネルヴァ書房

• 大沢真理（2013）『生活保障のガバナンス』有斐閣

• 三浦まり（2016）『日本の女性議員 どうすれば増えるのか』朝日新聞
出版

• 藤原千沙（2020年）東京大学博士（経済学）論文『子育ての生活資源
保障に関する研究』

• 相馬直子・山下順子（2020）『ひとりでやらない 育児・介護のダブル
ケア』ポプラ新書

その他(男性性への新たな照明など）

• 平山亮(2017)『介護する息子たち』勁草書房

• 渡辺浩（2021）『明治革命・性・文明』東京大学出版会 14



雇用差別・機会不均等のフェミニスト分析

• パートタイム労働者の低賃金は差別か？

通勤時間の短さや企業からの拘束が弱いことで「補償」

されているのか？ 永瀬伸子（1995）
• 女性は決定権のない職務を選び、昇進を避けているのか？

村尾祐美子（2003） 大槻奈巳（2015） 金井・申（2021）
日本企業の処遇制度は「性中立的」か？

商社営業職の総合職と一般職。一般職（女性）の賃金は

その職務の価値よりも低い 森ます美（2005）
正社員男女の賃金格差のうち人的資本と就業時間で説明で

きるのは4割程度。6割はたんにジェンダー 山口一男（2017）
• 家事分担が女性に偏るのは女性の「選好」によるのか？

女性が就業条件に恵まれていない社会ほど、過重な家事

負担が不可視化される 不破麻紀子（2016） 15



労働市場と自助・自立
「二重労働市場」（正規は内部労働市場、非正規は外部労働
市場、処遇の格差は差別ではないなど）論の問い直し

鈴木（2018）→鈴木（2022）、禿（2020）
男性性の研究からも示唆（平山2017）
母を介護する息子の暴力にかんして、「私的領域」での男ら
しさの特徴は「受動性」にあると指摘。

では男性は「公的領域」で自助・自律なのか？

：経済史的労働研究によれば、自立とは独立の経営主体と
なること。 小野塚（2021）
雇われて雇用主の指揮命令下に入ること自体が、男性性を
毀損する？

江戸時代から明治・大正・戦前昭和にかけての「男らしさ」・
「女らしさ」 渡辺（2021） 16



雇用制度は性中立的か
「独自の」雇用システム論 佐口（2018）
含蓄が深いとともに、フェミニスト労働分析にとって手ごわい理論

雇用制度には2つの異なる関係。①“無限定的・全人格的献身と厚い生活保障”とい
う関係、②“特定のサービスの納入と成果報酬”。
「現象」：20世紀の雇用諸制度は「成人男性中心の長期的雇用」（23頁）。
「原理」：雇用制度は「性中立的」である（154頁）。

「“産む性”であることは直接的には雇用制度の機能への制約ではない」、性別役割
分業の規範は「雇用制度にとって外在的」。だがその規範が雇用制度の強い拘束性
と結びつくと「性別職務分離・性差別につながりうる」（130頁）。

大沢の批判（大沢2021）
「無限定的・全人格的献身」をする労働者は、「原理的に」自分のケアもでき
ない。ケアラー（身の回り、メンタル）を求める。家庭だけでなく職場にも夜の
街にも

ケアラー側の人間に企業は「無限定的・全人格的献身」を要求できない。会
社以外に「ご主人さま」がいる。

“産む性”であることよりも、“相手を立てて仕える性”であることが肝心
ではないか 17
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