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パート労働が私にもたらしたもの・失ったもの

－自分史的アプローチ －
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「はじめに」

2017 年 5 月末、ひとまず仕事に区切りを迎えた私は自分が置かれていた「パート」と

いう立場を振り返りたいと思った。それは、再就職以降「パート」という立場にモヤモ

ヤを抱え続けていたからだし、社会での「パート」の扱われ方に怒りを感じ続けてきた

からだ。

パート労働については、これまで多くの論者によってその不利な労働条件や不当な差

別について指摘されてきた。事実、私が経験したパートでは、賃金は管理職、正規、非

正規の順であり、非正規の中でも派遣、契約社員、パートの順で最低であった。賃金以

外の労働条件についても同様で、パートは職場で最低最悪の位置に置かれていた。パー

トの下に外国人労働者や障害雇用者など、さらに劣悪な条件で働いている人たちがいる

ことも承知しているが、私の職場ではそういう人たちの経験がないので、自分の経験に

即して論じたい。

家事子育てを経験した女性たちの仕事が、なぜこんなに安く買い叩かれなければなら

ないのか？パートにまつわる様々な疑問や違和感を、本論では自分の「パート労働」経

験をもとに「自分自身の言葉」で紡いでみたい。

1章 パートというお仕事

4章 1で詳論するが、パート労働とは所定労働時間が週 35 時間以内の雇用主と直接雇

用関係を結んだ非正規労働と定義される。私が経験した「パート労働」をもとに、本論

ではパート労働を「夫が稼ぎ主、既婚・子持ちの女性パート労働」を指すものとする。

パート労働は「最底辺の労働」である。働く中で最低の賃金や待遇は確固としたヒエ

ラルキーを形作り、その最底辺に自分がいることで職場で味わった屈辱や悔しさは数知

れない。しかし、当初子どもの学費稼ぎの意味もあって始めたパートだが、子どもが学

齢を過ぎた時に私はパートを辞めるつもりはなくなっていた。

果たしてパートは「最底辺の労働」であるだけなのか？「最底辺」に居たことでこそ、

私が得たものは何だったのか？パート労働の「最底辺」ではない部分とは何だったのか？

そもそもパートとはいかなる労働なのか？、を明らかにしたい。

私がパートを選んだのは、他に選択肢がなかったからだ。特別なスキルや資格を持た

ない 40 過ぎの専業主婦に、この日本には正社員の口などあろうはずが無い。それでも、

例えパートだろうが、私にとってパートは確かに生存戦略の一つだったし、それは自分

を変え得る手段へと変っていった。私にとって「最底辺の労働」はいかなる意味を持っ

ていたのか、パート労働は「私」にどんな変化を及ぼしたのか、を自身のライフヒスト

リーを分析することで明らかにしたい。そして、パート労働に携わる現在の、およびか

つての専業主婦、そして「パートさん」たちへのエールとしたい。
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学生の時からそれなりに「自分の仕事」を考えて進路も決めたのだが、シミュレーシ

ョンと現実にはかなりの齟齬があった。その齟齬は何から生じたものなのか。分岐点は

どこで、私が何を優先し、どんな制約を受けて選択した結果だったのか。それを、その

時その時の時代や制度的な背景、置かれた状況までを考えて論じたい。

私は、フェミニズム・ジェンダー論と出会うことができたが、フェミニズムやジェン

ダー論の言葉と知はパートである私に何を与えてくれたのか、私の人生にいかなる影響

を及ぼしたのかについても言葉にしたい。

2章 誰の「パート労働」か？

本論の対象は、私自身である。1952 年の生まれの一人っ子。父は戦争から復員後に中

学、のちに高校で理科や化学を教え、母は出産まで看護師をしていた。一人っ子だった

ことと父が進歩的であったためか家庭の中で「女だから」という抑圧を受けたことはな

いし、大学に進学することは「当然のこと」として育てられた。父の影響で小さい時か

ら理系を志向するような教えを受けており、いつの頃からか自分は理系を目指すと漠然

と考えていた。

大学は理学部化学科に進み、ひとまずは進学を選んだが院試に失敗。すぐに私は就職

を選んだ。この頃は理系の女子は少なく、大学院に進む女子はなおさら少なく、就職の

難しさでは院卒女子は最悪の状態だった。元々事務仕事が嫌いでお茶くみやコピー取り

という男性の補助業務も嫌だったので、分析技術が生かせる職場を希望し、研究室勤務

の分析要員として就職した。

就職ののちは想定外の結婚、妊娠を経て出産退職。専業主婦、病気を経て再就職。パ

ート・契約社員として製薬会社にリストラまで勤め、その後非常勤事務補佐として 3 つ

の大学に勤務（そのうち 2つの国立大学は 5 年で雇い止め）、某 NPO 法人の電話相談業

務を始めて関わった DV 被害者支援プログラムのインストラクター養成講座に参加した

ことから非常勤として県庁勤務（2 年で雇い止め）を経験した。現在は、認定 NPO 法人

ウィメンズアクションネットワーク（WAN）で女性支援のボランティア活動をしている。

3章 私のパート労働、分析のメソッド

自身のライフヒストリーを語り、当時の状況やデータから自分史を概観し、分析する。

焦点は仕事、特にパート労働とそれによる自身のアイデンティティの変化である。結婚、

妊娠出産、退職、専業主婦、再就職からパート勤務についての経験を踏まえ、選択と決

定、女性ゆえの差別と抑圧、自身のアイデンティティの変化とそこに果たす労働の役割

を考察したい。

パート労働については、専業主婦の期間に失われた社会的な立場の獲得、経済的弱者

の生存戦略、家事労働（不払い労働）と賃労働（職場）の二重の労働の搾取として考え

るが、パート労働は私の何を変えたのか？パート労働から想定外に得られたもの、そし

て失ったものは何だったのか？を考察したい。
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4 章 パート労働の歴史と背景

4.1 パート労働とは何か？

パート労働とはパートタイム労働法（「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法

律」）によって「１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の１

週間の所定労働時間に比べて短い」と規定される労働である。OECD ではパートタイム労

働をふだんの労働時間（usual working hours）が週 30 時間未満の労働と定義する 1）こ

ととしているが、日本では時間による定義はない。

その特徴としては①単位時間当たりの賃金が低い、退職金やボーナスの支給が無い等

正規雇用に比べて給与が低く②雇用が不安定（最長でも 5年程度）③キャリア形成の仕

組みが整備されていないなどの要素が濃い雇用形態であり、上記の三点からも最底辺の

労働といえる。所定内給与額を所定内実労働時間数で除した時給の平均で比較すると、

2005 年時点では非正社員と正社員の差は 1.7 倍、また、所定外給与やボーナスなどの特

別給与額を含めた年収全体で時給を比較すると、その差は 2 倍以上であった［内閣府

2017］。例えば、オランダにおけるパートタイム労働者が日本のパートタイム労働者と

は違って「短時間の勤務でも正社員と同等の待遇や給与が与えられる、いわゆる短時間

勤務の正社員のこと」［飯島 2017、96］であるのとは違うし、「いったん家庭に入った

中高年女性が、その資格経験に応じた雇用機会を与えられ、さらには就業中断中に取得

した新しい資格をひっさげて、前よりも有利な職に挑戦していく道も開けている欧米の

解放的な労働市場」［濱口 2015、142］とは大きく違う、差別的労働と言える。［大石 2017］

4.2 パート労働の社会史的背景

女性就業率の上昇は第二次世界大戦後の先進諸国における最も大きな社会経済変化の

一つであり、1970 年代以降ほぼ一貫して女性就業率の上昇が観察される。

日本では、働く必要ある女性たちは戦後の高度成長開始前までは農業を含む自営業や

内職に携わっており、高度成長期に入ると世帯主の就業形態が自営業から雇用者に変わ

るとともに生活と仕事の場が分離するようになって女性にとって仕事と家庭を両立させ

ることは困難となっていった。衣類縫製、織物製造や雑貨製造を中心とする家内労働・

内職は 1980 年代後半の円高不況で製造拠点が海外に移転し、サービス経済化が進展する

とともに衰退し［大石 2017］、有配偶女性たちは主婦パートへ移行していった。家内労

働・内職の働き方は「正社員に比べて差別的といえる低い労働条件の働き方」だったが、

「この被差別的な体質が主婦パート（「家族の誰かに経済的に扶養されており、低賃金

で有期雇用であっても生活には困らないと考えられ」［濱口 2017、4］）という新しい

雇用形態にもしっかりと受け継がれ今日でもそれを引きずっている」と本田一成[2010 、

51]は指摘する。戦前から戦後にかけての「女房子どもを養える」［濱口 2017、4］こと

を目的とする家族給思想、そして高度成長期以降には根拠を「能力主義にシフトさせ」

［濱口 2017、4］て女性差別の賃金制度が続けられてきたが、それらは「女向けの仕事」、
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「女にあてがわれた仕事」であることで賃金や待遇が差別的であることはこれまで大沢

真理[1993]や金英[2017]などの研究者によって指摘されてきたが、社会問題としては不

可視化されてきた。かつての臨時工が男性中心であり、その低賃金や不安定雇用は圧倒

的に男性労働問題であり、生活問題として真剣に受け止められてきた［濱口 2017］のと

は明らかに異なる。1990 年のバブル崩壊、1997 年の金融危機を経て男性非正規労働者が

増加することによって、「パート等非正規労働の待遇・賃金は差別的である」ことが女

性だけの問題ではなくなり、初めて可視化されたと言える。ずっと以前からあった「差

別」が、男性が非正規の仲間入りすることによって初めて「社会問題」として捉えられ

るようになったのである。

「1950 年代後半に大丸百貨店東京店で 1日 3時間勤務の労働者の募集があり、その名

称がパートタイマーだった。これが主婦パートなる雇用形態の起源だといわれている」

［本田 2010、50］。

高度成長から 1980 年までパート労働者の主体は結婚や出産などライフサイクルの変

化によって就業の継続が困難となって正規の職を離職し、家計の補助的地位を担い短時

間労働を希望する既婚女性であり、既婚女性や学生など供給サイドの就業（労働時間）

選択行動の結果としてパート労働市場に流入する者がその大多数を占めていた。バブル

崩壊後の経済環境の悪化により完全失業率が上昇し、非自発的な理由でパート労働を選

択しなければならない労働者が増え、その数は性別を問わず増加傾向にある［豊田 2004］。

過去 5年間（2012-2017）に日本の女性就業率は大きく上昇したが、その主因は有配偶

女性の就業率上昇にあり[厚生労働省 2016]、世帯という視点からみると有配偶女性の就

業率上昇は夫婦共働き世帯の増加を意味する［大石 2017］。

パートの実態は、女性の雇用労働がその初めから「家計を補助するに過ぎないもの」

［濱口 2015、43］とみなされて低賃金が「当たり前」とされてきた中でも、さらに低い

身分としての労働であり、これは「主婦役割にとどめたまま、その役割と軋轢を起こさ

ないかぎりでの安価な労働力としようとする経営戦略」［村上潔 2012、66］に由来し、

企業にとっては「ほどほどに便利で雇用調整可能な労働力」［村上潔 2012、65］であり

続けてきた。

4.3 私はどこにいたか？

私の場合は、1990 年代に子持ち、既婚の主婦としてパート市場に参入し、当初その就

労動機は子どもの学費増大という経済的な要請、子どもの成長に伴って生まれた余暇時

間の有効活用、社会参加への欲求、これに加えて「仕事をしたい」という思いであった。

調査によれば既婚女性が働く意味としては①消費型社会構造の存在（子どもへの出費の

増大、等）②老後の生活への経済的不安（老後に向けた蓄え）③時間的余裕［飯島 2017］

の創出で、①及び②は家庭の経済的必要性 ③の時間的余裕は家庭の外での生き甲斐探し

や社会参加意欲の向上に結び付いたと考えられる［飯島 2017］が、これは私の実感と一

致している。

子どもがある程度の学齢に達して家事から解放される時間は生まれたが、同時に家事・

育児への意欲は減少し、同じ事を繰り返す生活に生き甲斐を感じられなかったこともあ
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る。地域や生協での活動に魅力を感じることは無く、ガンも経験して「仕事をしたい」

気持ちが強かった。生活クラブに加入していたのでワーカーズコレクティブの存在は知

っていたが、僅かな違和感が残っただけで「新しい仕事の形」という魅力は感じられな

かった。それは、ワーカーズコレクティブがあくまでも「夫の稼ぎ」に依存しながらの

働き方で「生活の基盤」という意味合いが少なく、趣味的な要素の大きいものに私には

見えたからかも知れない。

パート労働を続けるうちに専業主婦時代にしみついた家族最優先の意識は徐々に薄れ

ていき、家事はこなしながらも生活の中心は自分へとシフトしていった。

夫の所得と比較するともちろん夫の所得が圧倒的に高く、「家族共通の生活費」はす

べて夫が負担していた。夫の収入は「家族共通のもの・家計費」と考え、私の収入はほ

ぼ「私個人のもの」と捉えていた。私の収入は家計の所得補填としての役割よりも個人

が自由にできるお金という認識が強く、自分で裁量できるお金をパート就労で確保して

いるという感覚であった。所得はほぼ自分の個人的な資産と考えて夫に給与を開示する

ことは一切なく、家計費としての支出は子どもの学費のみであった。もちろんそれは、

同じように仕事をしながら家事と仕事のダブルワークをこなしているのが私だけであり、

家事を「役割」として分担することで仕事に大きな不利益を被っているのが私だけだか

らという理由付けによる。この学費の負担は夫から要請されたものではなく自発的なも

のだったし、ある意味、家事の分担を申し出る交渉力に僅かではあっても貢献している、

と信じていた。と同時に、職場で最低最悪の立場を思い知る度に、家事・子育てという

主婦役割を引き受けたことで失ったものの大きさを噛みしめていた。

労働時間を徐々に増やしていったこともあり、正社員転換については前向きであった

が雇用側にその用意はなく、家事との二重負担は体力的にかなり厳しいものと認識して

いたし、差別的な待遇での仕事を強いる会社にそこまで「奉仕」することには疑問を感

じていた。そもそも正社員の労働時間が長く、家事子育てとの両立が絶望的であるから

こそ正社員への転換を希望しないのであって、家事子育てに不都合のない労働時間が選

べる「短時間正社員」制度などがあれば、状況は大きく変わってくる。正社員になれば、

何より「差別的な立場」からは解放されるのだ。

以上のことから、私のパート就労は社会史的な流れの一典型、同時代のパート就労女

性の典型とも言える。だが、自分史的アプローチでは、統計データに決してあらわれる

ことのないパート就労のポジティブな面、そしてパート労働を続けたことで生まれた自

分の変化を明らかにしたい。

5章 自分史をパート労働経験から読み解く

5.1 リケジョ選択が想定外のＭ字カーブ突入へ（無色透明な私）

5.1.1 一部上場企業で大卒リケジョの待遇は高卒並！

ぼんやりと「事務職はつまらない」「独身のままの可能性が高い」と考えていた私に

とって、「腰掛」「お茶くみやルーチンな事務仕事」は視野にはなく、その為にも理系
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を志してきた。だが、自分が何者で何がしたいのかや生き方や仕事についての確固とし

たモデルやイメージはなく、ライフコースやキャリアデザインなどという言葉もなかっ

た。世の中の「当たり前」のコースを、ただ漫然と歩んでいただけだったのかも知れな

い。結果、私の人生は思いもよらないＭ字カーブを描いていくことになる。

私が就活に取り掛かったのは 1976 年、就職は 1977 年 4 月である。その数年前から「就

職氷河期」と呼ばれていたが、同期の何人かが簡単には就職できないと認識し、周りで

もそう言われていたことが分かった。就業率の経年変化からも、それは読み取れる。

私の入学年、女子の 4年生大学への進学率は 9.3％、就職年の 1977 年女子の大学院進

学率は 1.6％であった 2）。当時、院卒女子の就職の難しさは耳が痛くなる程聞いていた

し、母校以外の大学院の受験に失敗した私には、もうそれ以上の学びや研究にしがみつ

くほど化学への思い入れはなく、就職を優先しようと方向転換した。

そのころの女子の就職のしやすさは①短大卒②高卒③大卒④院卒と言われており、院

卒女子の就職はかなり難しかった。実際、修士を出た同期の女子が就職したのは一般企

業ではなく高校の教師で、教師を選んだ学卒・修士の同期は結婚後もずっと仕事を続け

た。教員免許を取ってはいたが分析をやりたかった私は、教師になろうとは思わなかっ

た。それは「やりたいことがあるなら、教員は止めた方がいいぞ」という父の言葉と、

たんに「やりたい仕事」をイメージだけで捉え、自分の将来やライフステージまでを想

定して仕事をし続けるためは何をどう考えていくべきなのかを一切考えることのない、

あまりに「軽い」選択だったと思う。 教員が男女差別の少ない職場であることは父から

聞いて知ってはいたが、そのことに特別惹かれることはなかった。「男女差別の少ない

職場」の希少性と有難味を、殆ど分かっていなかったこともあるかも知れない。

分析系の実務を希望して説明会に行った会社の中には、就職担当者がはっきりと「う

ちでは女子は研究職とは考えていない、お茶くみの雑用係。腰掛で結構」と言ってはば

からない企業もあった。就職説明会でそんな言葉を聴いたら、「どうしても結婚」が人

生設計に入っていなかった私はこれらの会社を受験する気は失せた。

たまたま、高校同期の中にその会社に就職し、仕事を続けた友人がいた。入社試験か

らセクハラの嵐、もちろん仕事の中で女性であることでどれだけ「セクハラ的からかい」

に遭ったか分からない、という。大卒でも採用は「大卒Ａ」と「大卒Ｂ」に分かれてい

て、女性は「大卒Ｂ」のみの採用。「大卒Ｂ」採用の男性には「大卒Ａ」への転入試験

の受験資格が与えられたが、女性にはなし。給与面と昇進では入社時の採用によっても

のすごい差があり、女性は頭から「下位グレード」。差別で本当に悔しい思いをしたの

は前半の十数年、給与があまりに違うとわかって職場で泣いたこともある。しかし彼女

は上司に恵まれ、学卒の「女の子」として採用されたが研究に励み、博士号を取得した。

女性の中で上に行ってからは、あとに続く人のためにもしっかりやらないといけないと

いう気持ちが強く、ポカをやったり無能をさらけ出して「ホラやっぱり女性は〜」とは

言われたくないとかなりプレッシャーがかかっていたという。主任研究員として仕事に

励んだが打ち込んでいた事業がなくなり、最後までいても希望が持てないと考えた彼女

は、会社が募った希望退職に応じた。
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小さい頃から「これからの時代は、女も男と同じように何でもできないと」と折ある

ごとに父から言われて育ってきた私にとって、このジェンダー差別の極致のような就職

戦線は驚きだったし、父の教えと社会とは隔絶していることを初めて知った。

海洋化学に興味があった私は海洋関係の会社の試験に受かっていたが、その後、隣の

研究室の教授から「Ａ社で女の子を欲しがっている。行く気はないか？」という話が来

た。そう、探しているのは「女の子」であって「研究者」でも「助手」でもない。Ａ社

は一部上場企業、日石の系列会社で、試験に合格した会社とは規模がまるで違っていた。

「教授の口利き」に迷いが生じた私は何人かにアドバイスを求めたが異口同音に「寄ら

ば大樹の陰」と言われ、就職情報誌や化学科事務室でその会社のことを調べることもせ

ずにそちらに就職を決めた。が、いざ行ってみたら「うちは、女子は大卒を取らない。

大卒女子の待遇は高卒並みだ」という驚きの説明だった。同期の男子が「大卒」資格で

の入社なのに、なぜ女子は高卒扱いなのか。ちなみに、入社辞退した会社は現在はかな

り大きな規模を誇り「充分大樹になった」そうである。「やりたい仕事」で選んだ会社

を、「規模」と「社会的評価」で捨ててしまった「安易な選択」の報いである。

就いた仕事は、「エンジニアリングセンター研究室」（プラントエンジニアリング関

連事業部門）勤務の分析要員。「高卒待遇」を断ろうにも、もう海洋関係の会社には「入

社辞退」の連絡をしてしまった後だった。高校同期の文系女子たちが大卒待遇での就職

だったことを考えると、女子は高卒、大卒女子は学歴逆詐称採用で充分と考える、頭の

固い男尊女卑の会社だったのだろう。人事・待遇の面ではもちろん、経営面でも問題が

多く、Ａ社は 2001 年 11 月に経営破綻している。

入社してみると、会社全体で同期入社の男性は 50 名程度。所属部署である研究室には

もう 1名薬学部卒の女性が同期入社していたが、彼女も縁故入社だった。研究室での女

子の採用は他の研究機関と同様に「欠員募集」で定期採用ではなかったが「男性社員の

花嫁候補」的な雰囲気はなかったし、その積りで入っている女子もいなかった。

研究室の先輩女子は大卒 1名、衛生系短大卒 2名、工業高校卒 1名、専門学校卒 1名。

全員が分析要員だった。同期の男子と違って私たち女子 2名には全社的な入社式も新入

社員研修もなく、職場の先輩に個別に仕事の指導を受ける毎日が続いた。職場には「パ

ート」という職位はなく、事務職の女性一人が「アルバイト」と呼ばれる数少ない「正

社員ではない人」だった。毎日、朝は少し早めに行って全員の机の上を拭き、昼前にな

ると女子が交代で全員のお茶を入れた。退社時間前には、お茶碗洗いが日課だった。結

局、気付いたら「当たり前のように」私も「お茶くみ」をしていた。専門的な分析を担

当してはいても「職場の女の子」扱いだった。

一番年長の先輩女子が、私が入社してすぐに出産退職していった。結婚や出産では「辞

める」のが当たり前、というのがその会社の慣例（という名の無言の強制）らしかった。

特に、職場結婚のカップルでは、同じ部署ならイヤも応もなく「寿退社」が慣例のよう

だったが、この時代では標準的と言えたのかもしれない。Ｍ字カーブの曲線からも「寿

退社」ははっきりと認められ、高校同期のほとんどもそうだった。
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パイロットプラントの連続運転中に経過時間毎にサンプルをとって分析する仕事では

夜遅くまでのことも度々あったが、上からの指示でタイムカードは上司が操作した。そ

の頃はまだ、女子の残業は制限されていた 3）からである。入社数年後に、日石に出向い

て説明する機会があったが、その数日後に一緒に仕事をしている先輩社員から「わざわ

ざ日石まで行って説明させてもらえたのは、特別のことなんですよ」と言われて驚いた。

これまでそんな大役を女子社員には任せたことがなかった、ということなのだろう。女

子に対する扱いがどういうものかを知って、とても腹が立った。

5.1.2 想定外の結婚と出産退職

結婚は想定外だったが、互いに「好きだから一緒にいたい」想いで結婚を決めた。28

歳の時（昭和 54 年）で、当時としては遅い方だった。

「結婚」を「どうしてもしなければ」と考えたことは、一度もない。順序が逆な気が

して、「結婚のための見合い」をする積りはまったくなかった。愛情（相手に対する自

分の気持ち）以外で結婚相手を選ぶことは何より自分に対する裏切りだと固く信じてい

たし、もしそれをしたら一生自分を許せないだろう、とも考えていた。私は「恋愛至上

主義者」だったのかも知れない。進学した国立大学附属中学校に恋愛について造詣の深

い同級生がいたが、彼女の影響で私は「人を愛する」ことについて色々考えていくよう

になった。詩集や本を読んでは胸を焦がし、片恋は私に沢山の「人を愛する」ことにつ

いて教えてくれた。「自分が想う」ことが大切、そのことが自分を変えてくれることな

のだとその頃から確信していた。

夫となる人は、同じ会社の同期だった。入社 2 年目に職場の先輩社員から組合・青年

婦人部の幹事を頼まれたが、その幹事の中に夫がいた。活動を重ねていくうちに、いつ

の間にか彼が私の心に住み着いていた。「一緒にいる」ためには、私には結婚しかなか

った。当時「事実婚」という言葉や概念はなく「同棲」や「内縁関係」といった暗いイ

メージの言葉があるだけで、男女二人のあり方としては法律婚が正当とみなされており、

母が法律婚以外の男女の在り方を毛嫌いしていたことも影響している。

気持ちの上で私に「寿退社」はあり得なかった。なぜ結婚したら女性だけが仕事を辞

めなくてはならないのかを理不尽だと思っていたし、私たちの場合は経済的にも許され

なかった。Ａ社は賃金が安いことで同業他社の中でも有名で、実際Ａ社のボーナスが他

社の月給に相当するくらいの薄給だった。夫は違う部署の勤務（だから寿退社をしなく

ても許されたのかも知れない）だったが、待遇は大卒（夫）と高卒（私）で、ようやく

二人の生活を賄える程度の収入に過ぎなかった。社宅に入ってからは「実家から毎月 10

万円仕送りして貰っている」とか「月末には米や野菜を実家から送ってもらっている」

などの話をたくさん聞いた。子どもが幼稚園に入園した高校同期からは「Ａ社って、お

給料安いのねー。子どもが幼稚園に入ると自治体から給料に沿って補助金が出るけど、

同じＡ社の人には満額近い補助金が出てるみたいよ」という話が入ってきたりした。一

部上場会社ではあったが、それ程給料が安かった。Ａ社が倒産した時、継続してＡ社で

仕事をしていた同期と転職して別の会社で働いていた夫の年収には、倍近い差がついて
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いた。

私は親になる自信がなくて当初親になることは考えていなかったが、ある時「誰も最

初からよい親なのではない。よい親を目指していくことが大切なのではないか？」と気

付いた。が、いざ妊娠してみると仕事を続けてはいけないことが段々分かってきた。そ

の頃は「産前産後休暇は 6 週間」4）という規定があったが、よい親になる自信のなかっ

た私に最低限可能なのは子どもに必要なだけ母乳を与えること 5）だと考えた。ところが、

6週間で仕事を始めては、それ以降母乳が与えられなくなってしまう。ここは、母親た

る自信の無かった私にはどうしても譲れなかった。それは「母乳神話」というより、牛

乳を加工して作られるミルクにはどう頑張っても母乳には及ばない面がある、という理

系的判断からだった。森永ヒ素ミルク事件のことも、頭にあった。生まれてすぐの、そ

のあとの成長に一番影響する時期に最善と考えられることをしたい、その思いの「母乳

哺育」だった。

私の職場である研

究室は女性も少なく、

別の建物だったので

エンジニアリングセ

ンターで働く女性た

ちの情報は余り入っ

て来なかった。出産

後に仕事を継続して

いる女性を周りでは

聞いたことがなかっ

たが、出産の直前に

辞めると育児手当て

がつくことを知った。これを使わない手はないと考えたが、直接人事担当に出産・育児

について確認することはしなかった。今から考えれば、ダメもとで確認することは必要

だったと後悔している。労働法や労働条件をきちんと知っておくことの重要性を、まっ

たく分かっていなかったのだ。結婚や出産前に描いていたライフステージや希望は、妊

娠・出産で木っ端みじんに打ち砕かれてしまうのである。選ぶ余地などない、そういう

時代だった。図1のように退職年をまたぐ1975年から1985年のＭ字カーブを見ると45％

以上の女性が出産・育児期には就労していないことが分かる。

結婚後の共働きは、親元でほとんどを親任せで暮らしてきた私にはかなりハードなも

のだった。そんな毎日から見れば、専業主婦生活はたとえ子育てという仕事があっても

楽そうに見えていた。だが、子育てと家事だけの生活が楽なものかどうかを、出産退職

後に私は思い知ることになる。口惜しいのは、一度正規としての仕事を辞めた女性にと

って正社員としての再就職がどれほど困難なことなのかをまったく考えなかった、知ら

なかったことだ。寿退社や出産退職後に再び仕事を始める、そういう女性がまだ極めて
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少なかったこともあるのだろう。少なくともその話題は私の耳には入ってこなかったし、

アドバイスもなかった。もし現在の育休制度があったとしたら選択肢は大きく変わって、

「せめて十二分に母乳を飲ませたい」という思いと「仕事を続ける」ことは二者択一で

はなかったと思う。

出産後は、マニュアルのない子育てに振り回される毎日となる。母業は 24 時間勤務で

あることも、思い知る。専業主婦生活をそのまま続けるつもりはなかったが「自分の仕

事」を考えることなどできない、余裕のない毎日だった。次いで第二子を妊娠・出産し、

主婦としての家事子育て専業生活は続いていた。

出産退職したあとは夫の収入だけになったが、平均よりかなり安い給料は徐々に家計

を圧迫し始めた。子育て一段落のあとに私が仕事に出ることはもちろん考えたが、専業

主婦のパート賃金では間に合いそうもなかった。様々にシミュレーションしていたある

日、新聞に某メーカーの中途採用の見開き広告が載っていた。思い切って私はその募集

に応募することを夫に勧め、夫は応募した。そして夫は採用され、転職に成功した私た

ちはひとまず安定した生活を手に入れることができた。まったく違う新しい職場環境で

夫には色々な苦労があったと思うが、勇気を出してこのタイミングに転職してくれたこ

とは今でも感謝している。一家の大黒柱、稼ぎ手がたった一人故の苦労だった。

転職後しばらくして、夫は難病を発症した。当初は原因が分からず私が転職を勧めな

ければ、と長いこと自分を責めていが、転職後にＡ社が倒産したことで「あの時の選択

は間違っていなかった」とほんの少し肩が軽くなった。後年夫の従妹（母親が姉妹、父

親が兄弟。血縁としては兄妹と従妹の中間?）が同じ難病を発症したことで遺伝形質が関

与していることが分かり、ようやく私は救われた。だが、転職による過度のストレスが

きっかけとなった可能性は大きかったかもしれない。従妹の発症原因は田舎の強固な男

尊女卑、舅姑のモラハラ、無言で強制される夫への隷従などである。症状によって入退

院を頻繁に繰り返すことになるこの病気は、田舎の嫁が発症するとすぐに「離婚話」が

出されるという。家事のできない嫁は、必要がないということらしい。私の身近には、

姑との関係のストレス（当事者本人の談）で難病を発症した友人が他に 2人もいる。

5.2 革命が起こった（おぼろげな「私」の出現）

この生活に異変が生じたのは、夫の兄が結婚してからである。その後に引き起こされ

たことは私にとって「革命」と呼べる大きな出来事であり、私の生き方を確実に変えて

いった。

夫の実家は地方にあり、次男である夫は「スペア」でしかないことが結婚後次第に分

かっていった。すべては「長男ありき」が不文律の、かなり封建的な長男至上主義の家

だった。これは地域性ではなく姑の自己都合であの家に特徴的なもの、とは夫の従妹の

分析である。舅も姑も 9 人姉弟、嫁ぎ先は本家で昔からの自営業を営み、親類の殆どが

狭い地域に居住しているという状況の中で姑が自分の居場所を確保するための手段だっ

たのだろう。「私は家を守っています」パフォーマンス、家（業）を継いでいる長男は
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跡取りとして厚遇して親類（小姑）の口を塞ぐ、というやり方である。次男である夫は、

言ってみれば「（家業を継がないから）何もしてやらない」という親類に対する見せし

め的な立ち位置となる。家業で負債を出した時に夫は大学 2 年だったが、親類の手前あ

っさりと学費が切られている。残りの 2 年間、夫は自力で卒業した。その延長で、姑は

本家の体面を保つために「田舎のやり方」を長男の嫁である兄嫁（東京出身）に抑圧的

に指図していたのではないだろうか。兄嫁の性格もあったと思うがそれが積り積もった

のだろう、兄嫁と舅・姑の関係がとんでもない様相を呈してきたのである。「同居の苦

労も知らないで」「たまに来て姑によい顔ばかりして」と兄嫁の姑憎しは私に関わりの

ないところで義妹憎しに変わっていったようで、私への風当たりは行く度にエスカレー

トしていった。舅・姑も兄嫁からは陰湿なイジメを受けていた。

「スペア」の妻に過ぎない私には、田舎ではもちろん「人権」はなかった。兄嫁から

のイジメや当てつけは「年に一度、たった 2,3 日のこと。私さえ我慢すれば」と夫の実

家をかき回すだろうことがためらわれてやり過ごすことしか考えなかったし、夫の帰省

に私がついて行かないことなど当時は思いもよらなかった。田舎への帰省を、友人は「参

勤交代」と卓抜なネーミングをしている。

義兄夫婦は私たちの 3 年後に結婚しており、次女が乳飲み子の時は兄嫁のイジメのス

トレスで乳首がズタズタに切れ、桶谷式マッサージの先生には「これだから夫の実家に

はやりたくない。みんな、こんなおっぱいをして帰ってくる」と言われた。原因はスト

レス、と診断されたのである。そしてその 5 年後、誕生月に受けた家族検診で、私にス

キルス胃ガンが見つかった。何箇所も切れた乳首を力いっぱい吸われる痛みに耐えなが

ら「おっぱいが終わったら、このストレスはどこに出るのだろう？胃、とかに出るのか

な??」と田舎の一室でぼんやり思った瞬間を、いまでも鮮明に憶えている。

舅は私の誕生月に亡くなっており、命日前後には例年法事が予定されていた。自分の

誕生月が近づくと田舎に行かねばならない…というめぐりあわせで、そのストレスで胃

は異変を起こしていた。たまたま家族検診の時期（誕生月）に胃が荒れていたお蔭で、

見つかりにくいスキルス胃ガンが「幸運にも」再（精密）検査で見つけてもらえたので

ある。ほとんどガン症状がない状態での発見は、確かに幸運だったかも知れない。大学

病院での初診で「今回見つからなかったら、命の保証はできなかった」と主治医には言

われた。手術前の説明では「この歳（39 才）でこんな病気になるのは、ストレス以外の

何ものでもないからな」と思いもよらなかったことを言われた。

田舎からの帰宅後に小さな病変は度々起こしていたが、それまで胃にトラブルなどま

ったくなかった私が突然の胃ガン。医師の指摘どおりストレスが原因だったとしたら、

帰省の度に夫の実家で受けたさまざまなイジメが原因だったかもしれない。因果関係は

証明できないが、医者って結構分かっているのだなと感心したのを憶えている。

術後の生活は、過酷だった。術後 1年ほどの記憶は、飛んでしまっている。5年近く、

それまでは当たり前だった普通の生活が送れなかった。だが、ガン当事者になったこと

は、私にとっての「革命」になった。当たり前のこと、世間並みのこと、私が我慢すれ

ば…という生活が間違っていたことを、はっきりと私の身体が教えてくれたのである。
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「自分、最優先」「プラス思考」「イヤなことは、イヤ」「やりたいことは、やる」を

堂々と押し通して生きよう、と私は 180 度人生の舵を切ったのである。自分の人生を、

病気になったことで私はやっと取り戻すことができた。そして、「私は何をしたいのか？」

が頭をもたげ始めた。

毎日の忙しさで自分の仕事を考える余裕もなかったが、そろそろ仕事をと考えていた

時期に大病したことで命には限りがあることを痛感し、「家事子育てのためだけに私は

大学で学んだのではない」と何度も考えるようになった。「仕事をしたい」と、切に願

うようになった。仕事をすることが、病を得てからの完全な「社会復帰」でもあると考

えた。

術後 1 年ほどたって、まずは在宅で出来るＯ社の「赤ペン先生」に応募し、仕事を始

めた。この時、初めて「教員免許」が役に立った。他に、実力テストの答案添削や近所

の子弟の家庭教師、友人が勧めてくれたガスの検針もやってみた。いずれも体力に不安

のある私には丁度よい仕事だったが、Ｏ社の赤ペン事業の終了がきっかけとなって私は

外での仕事を考えるようになった。

他にも、理由はあった。新卒での就職以来「働かざる者、食うべからず」が私の信条

だったが、出産・母乳哺育のために仕事を辞めたことで私は夫の稼ぎに依存する生活を

余儀なくされていた。自分の収入を得られない状態は、私にはとても苦しいものだった。

小倉利丸は江原由美子との対談で「貨幣的権力、貨幣というのはたんに経済的な手段と

してではなく、他者を従属させたり、他者の意志を自由に左右したり、一つの権力の道

具として使える」[小倉利丸・大橋由香子 1991、67]として述べているが、正に当時の私

の感覚にピタリと重なるし、私の一方的な思い込みだけではなかったことが証明された。

家事子育てがアンペイド・ワークであること、報酬や評価のない毎日の過酷な労働は自

分を見失なわせ、自信を根こそぎ奪い取っていく。このことは、主婦が家を出て仕事を

始めることを抑止するに充分大きな力になる。あれだけの仕事量をこなしながら主婦が

家庭で肩身の狭い思いをするのも、このためだ。外で働けず、経済的に自立していない

ことは、私にとってはかなりの負い目だった。家事子育てで女性が仕事を辞めざるを得

ないことは生活の基盤である収入を奪われることであり、「男社会からの経済的 DV」な

のではないか？、と私は考えている。

私が夫の稼ぎに頼る生活を嫌うには、他にも理由がある。最近思い出したのは、父の

影響だ。昔にしては数多くない恋愛結婚だったのに、コミュニケーションを取るのが双

方上手くなくて、決して良好な夫婦関係とは言えない両親だった。そして、父は母への

愚痴をよく私に聞かせた。自分の稼ぎを家計費以外に使われることが我慢ならなかった

のだろう、よくその話は出された。知らぬ間に、私の中には「夫の稼ぎは家計費以外に

使ってはならない」という規範が出来てしまったのかもしれない。出産退職後に「稼ぎ

のない」生活を苦しいと感じていたのは、このことがあったからではないだろうか。

専業主婦生活をやめて再就職をと考えていたころ、父から「仕事になんか、出ない方

がよいぞ」と言われたことがある。理由を聞きはしなかったが、それに逆らったことを

私は後悔していない。
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結婚生活の中で「性別役割分担」についての違和感が大きくなり、これこそが世の離

婚原因の一つなのではないか、と考え始めてもいた。それを打破するには夫と同じ状態

になればいい、仕事をすればそれがある程度可能になるのではないか、とも考えていた。

体力の回復は充分ではなかったが仕事への欲求は毎日の生活の中で高まり、子どもの学

費の増大という現実的な問題もあった。だが、15 年間遠ざかっていた「仕事」へのハー

ドルはとても高かった。希望している分析の仕事は、分析機器などが日進月歩で自分が

浦島太郎状態になっているかもしれないと不安ばかりが先に立った。専業主婦生活は忙

しいばかりで社会から取り残されたような空虚な思いを私に満たし、同時にそれまで多

少は持っていた自信まで私から奪っていた。そんな中で夫に勧められて 2 年連続で受講

した近隣三町合同主催の「再就職支援パソコン講座」、そこで word と excel の資格を取

っていたことは就職にもその後の仕事にも予想をはるかに超えて役に立った。パソコン

の資格が無ければ就職できなかったかもしれないし、その後の仕事もやりきれなかった

と思う。胃切除したことで食べることに不自由があり、体力にも不安があった私は、「仕

事に出ること」に少しずつ慣れたくてまずは短時間パートで始めてみることにした。職

探しは、新聞のチラシ。自分の力量に自信がなかった私は、ハローワークに行くことも

思いつかなかった。今考えると、専業主婦生活は私から様々な自信を奪っていた。

暫くして、家から 1時間の製薬会社の募集を見つけた。仕事は製薬工場内の環境測定、

微生物の測定だった。製薬会社Ｂ社は小さなアミノ酸メーカーから立ち上げた会社でド

イツの大手製薬会社の傘下ではあったが、工場ゆえに従業員は学卒が少なかった。面接

した総務の部長は、私が公立大学卒であることをいたく喜んで私を驚かせた。私は希望

通り「再就職」を果たすこ

とができたが、それは 1997

年のことで共働き世帯が

片働き世帯数を上回った

年でもあった（図 2）。

子どもは、長女が 15 才

（中学 3 年）、次女は 12

才（小学校 6年生）になっ

ていたが、病気をして回復

までに時間が掛ったお蔭

でかなり子どもに手が掛

からない年齢になってい

たことはラッキーだったかもしれない。私が仕事に出ることで子育てに支障が出るので

はないか、と考えたことはない。それはおそらく、子どもの年齢が高かったことと、仕

事に出る目的が「教育費の増大」、子どもに掛かるお金の為だったことと無縁ではない

と思う。そのことより、術後の体力の回復と食べることの不自由、毎日決まった時間に

外に出かけられるのか？の方が私には気がかりだった。
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5.3 パート労働での発見は家事子育て労働の評価（アイデンティティの芽生え）

再就職は病後の「完全な社会復帰」と「性別役割分担ではない夫婦関係の構築」と

「仕事したい」自分の思いからのものだったが、いざ仕事を始めたらとんでもない発見

が私を待っていた。「外で働かない」「収入の無い」家事子育てが、実は様々なマルチ

タスクのスキルを得るための訓練だったという発見である。只々生活に追われ、賽の河

原のように日々繰り返してきた家事「労働」が、予想だにしなかったものを私にもたら

してくれていたのだ。

家事子育て労働の意味づけができたことは専業主婦時代に失われた自信を呼び戻し、

「自分」というアイデンティティの出現につながっていった。

5.3.1 家事子育てはマルチタスクの自主練だった!!

採用された製薬会社Ｂ社には工場があって様々な輸液製品を製造していたが、私は「品

質保証部」に配属された。工場とは別棟に、生物試験課、化学試験課、生産技術統括部、

総務課などの部署があった。品質保証部の構成員は、部長 1 人・室長 1人（大手外資の

製薬会社から）、男性社員 2人、パート 2人（事務 1、実務 1）。部内の打合せや会議に

は、パートも加えてくれた。「クレーム処理」の実務担当が私で、クレームの管理、ク

レーム分析と報告書の作成が主な仕事だった。輸液製品（プラスチック製のバッグに液

状の薬品が封入されている）に特長的なクレーム（液漏れ）があり、分析法はそこそこ

完成されていて、難しい仕事ではなかった。word と excel のスキルが初日から大活躍し、

のちに私は社内 SOP（標準作業手順書）の整備として「クレーム分析マニュアル」の作

成を指示され、完成させた。

仕事を始めて直ぐに気付いたのは、新卒で仕事を始めた時と自分の仕事のやり方がま

ったく違うということだった。自分でも驚いたが、仕事の算段が桁違いに上手くなって

いた。仕事のあらましを掴み、落としどころはどこで、どう処理したらよいのかを頭の

中ですぐに組み立てることができた。いくつもの仕事を並行して行いながら、終了時間

は常に頭にあった。そして、この格段の進歩が家事子育てが私に教えてくれたものだと

いうことは、すぐに分かった。家事子育てが私をこんな風に変えてくれたことが驚きだ

ったし、家事子育てという労働が持つ別の意味を初めて知った瞬間だった。家事子育て

労働は、マルチタスクをこなすスキルを知らず知らず私に教えていてくれたのだ。パー

トに出なければ、永遠に分からなかったことだ。

家事子育ては、時間との闘いだ。いつも、時間に追われながらの仕事となる。その中

で雑多な仕事をいくつも同時に進行させながら、しかもすべての仕事の終了がピタリと

重なっていることに自分でも驚いていた。誰に言われるまでも無く終了時間を念頭に置

き、二手、三手先を考えながら仕事を進めていたのだと思う。

家事や子育ての目に見える具体的な仕事を始める前には、それを完遂するための準備

が頭の中で既に始まっている。シミュレーションしているのだ。その先、その先を常に

考えながら、具体的な家事は進められていくのである。自分が毎日一見ルーチンに進め

ていく家事、だがそれは決して前日と同じではない。少しでも効率よくと考えているか
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ら、試行錯誤の中で常に「改善」「時短」「効率」「経済性」が無意識に頭の中にある。

何か問題が起きた時には自分一人で工夫して解決し、その工夫だけが自分を助けてくれ

ることが身に染みている。だから、ルーチンに見えても内容（やり方）は日々違う。様々

な工夫が毎日の課題になり、スキルは更新されていく。もちろん、誰からの評価も収入

もない。だが、評価や収入が無くても、自分だけはその意味を経験で知っている。

その意味や価値を考えることもなく追われるように積み重ねてきた家事子育てが、パ

ート（社会）に出たことで明確な意味と新たな価値を持って私の前に立ち現れたのであ

る。「家事子育て労働」の新たな発見だった。私が家事子育てに「主体」として関わっ

ていたことを初めて実感した瞬間、専業主婦時代に失われてしまった自信がわずかに呼

び戻された瞬間である。

5.3.2 職場カースト制に根拠はあるのか？

なぜ、パートが正社員の下というヒエラルキーがあたかも当然のようにできあがるの

だろうか？もちろん、職位や職務分掌は正社員とパートでは大きく異なってはいる。だ

が、実際にパート労働で感じる違いは「権限」と「職位」のみで、「業務内容」「責任

の範囲」に賃金ほどの大きな隔たりを感じたことはない。与えられた仕事に責任を持つ

ことは論を待たず、正社員である上司がある程度以上の責任を取ってくれたという記憶

はない。藤井治枝は、主婦パートは「中高年なので、責任感が強い。有能多才な人材が

集められる」［村上潔 2012、91］と述べている。「業務内容」はパートは 3Ｋ仕事、ひ

たすらデータを出す仕事が多いことは確かだが、それしかやらない正社員もたくさんい

た。Ｂ社でそういう仕事をしている正社員とパートでは、仕事に対するひたむきさはか

なり違った。もちろん、パートの方が真剣に責任を以てやっていたのである。

そんな中で、あの賃金格差は何を根拠に正当化されるのだろうか。大沢真理はこれを

「「パートタイマー」とは「身分」だった」［大沢真理 1993、79］と述べているが、こ

れは私がパートとして働き始めて 3日くらいで気づいた「皮膚感覚」とピタリと重なる。

それは「パートって、江戸時代の身分制度の、士農工商の更に下なんだ…」という実感

だ。「身分」として把握するほか定義できない、差別の根拠に正当性がない、というこ

とだ。パートとは、「長時間労働と低賃金、身分の不安定性や職種の低位性」によって

しか［東京都労働審議会 1991、23］定義できないものなのだ。

専業主婦が家の中で家事子育てという労働を続けてきたこと、なまじの労働条件より

はるかに厳しい中でやってきたことは「労働」としても「キャリア」としてもまったく

カウントされないし、専業主婦となる前の仕事や経歴もカウントしないことが当然だと

みなされている。それは、正しいことなのだろうか。

私は家事専業の「家の中だけの仕事」の生活から「外」で賃金を得るパートに変わっ

た。「外」で仕事をすることで家事子育て労働から得たものがマルチタスクのスキルと

して「外での仕事」に存分に役に立つことを経験したが、同時に「仕事」によって変化

していく自分をも確かに感じた。「仕事すること」が、私の中に眠っていたものを刺激

して呼び覚まし、訓練し、それまで持っていなかった新たなものを習得させ、私を変え

てくれたこともはっきりと自覚した。「仕事が人を育てるのです」とは後に出会う師の
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言葉だが、専業主婦やパートとして仕事する中で自分が大きく変わっていったことを経

験として学んだ。

この社会を牛耳っている「男たち」は自分ごととして家事子育てに従事したことがな

く、家事子育て労働が意味するものなど考えたこともないだろう。家事子育て専業の後

に再び社会に出て、仕事での驚異的なスキルアップの瞬間を体感したことも無い。なの

に「仕事のスキルは職場でしか得られない」のだから職場で培った「知的熟練」6）は自

分たちの方が数段上であり「専業主婦上がりのパートより給料が高くて当然」と一方的

に断定している。果たして、それは正しいのだろうか？のちに出現する「パートの基幹

化」は、パート労働でも充分な「知的熟練」を達成できることを示しているのではない

のか？果たして「知的熟練」は、そのすべてが仕事だけからしか得られないものなのだ

ろうか。

私が家事子育てから知らぬ間に獲得したスキルが職場で役立った、職務の遂行に必要

かつ不可欠だったことは、これを覆す事実なのではないのか？職場で必要なスキルは職

場だけでなく、実は家庭でも（どちらでも）培えるものだと私は経験してしまったのだ。

だとしたら、家庭と職場とを分かつことにどんな意味があるのだろう？小池和夫のいう

「知的熟練」で男女の賃金を差別する根拠は、ここでも消え去る。いかなる労働でも、

その様々な領域から学び取れるスキルは領域横断的・領域超越的に「使う」ことが可能

だ、と専業主婦から再就職した私は発見したのだ。「労働」から得られるスキルに「職

場」と「家庭」を分かち、「職場だけから」に限定することは、「家庭（家事育児）」

を自分のこととして経験していない男の「ひとりよがり」に過ぎない。

夫と妻で家事は分担しなければならない、という議論がようやく出てきている。それ

はあくまでも「平等に」「分担する」というレベルの話だ。しかし、家事子育ては男に

とっても「自分ごと」の筈だ。私が経験したように家事子育てが知らないうちに「仕事」

全般に応用できるスキルを体得させてくれるもの、「仕事」のための教育訓練の機会で

あるならば家事子育てを担当しない者は一つの機会を失っている、いや、自ら捨ててい

るということだ。妻という女の下支えが無ければ満足に仕事もできない夫は、家事子育

てを放棄することで「仕事人」としての貴重な訓練の機会を自ら捨て去っていると言え

る。「家事分担」の論議は、こういう視点からもなされるべきなのではないだろうか。

私は出産退職をして、仕事を持たない専業主婦になった。「主婦業」「専業」になっ

てしまった。なので、家事子育てを「手伝い」のレベル以上で夫に求めることはできな

かった。若かったので体力は充分あり、工夫や改善で家事を効率化して何とか一人で乗

り切ってしまった。手が足りずに困った時に声を掛けると夫は嫌がらずに手伝ってはく

れたが、それはあくまでも「手伝い」のレベルで主体的ではなかった。それに小さい頃

から「家事分担」などの教育を家庭で受けてこなかったことは、容易に想像がついた。

私は、「主婦」に囲い込まれたこと自体を問うことがなかったのだ。家事はもちろん、

母乳哺育からあとの子育ては性別には関わりなく「暮しの後始末」「生活の維持」とし

て二人で向き合うべきもの、という認識はパート労働が私にもたらしてくれたものの一

つだ。
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5.3.3 「市民権」のないパート労働者

入って 1週間で、パートが「人権」「市民権」の無い立場であることを私は実感した。

パートは給与その他の条件が差別的であること以上に、正社員の自尊心をくすぐり、見

せしめとしての役割をも果たしていると痛感した。自分より下のものを貶めることでよ

うやく自分を担保する、という正社員のアイデンティティの在り方である。

化学試験課にはルーチンな分析要員として派遣（専門学校卒と大卒）が何人かいたが、

パートと派遣の間にも微妙な違いがあり、派遣には賃金の差（時給で 200 円程度の差）

で自分たちの方が上位であることを折に触れてチラつかせ、自尊心を満足させている者

もいた。大卒ではなく、専門学校で臨床検査技師の資格を取っていた人だ。手取りの賃

金で、他者を差別し自己の優位を確認するのである。「同じ非正規」としての連帯など、

あり得ない状況だった。何人かいた派遣のうち、派遣会社の違いによって賃金に差があ

ることに気付いてより高額な派遣会社への移籍で辞めた者、40 歳を過ぎると派遣先に優

良企業が無くなることで優良企業への派遣を考えて 40 歳を前に辞めた者、部長との賃上

げ交渉決裂で即日辞めた者がいた。派遣は「派遣会社」という後ろ盾があるためか、自

己都合による変わり身が早かった。

化学試験課にいた古参の社員は辛辣な「お局様」で、彼女の忘れられない一言がある。

ある時彼女はこう言ったのだ「この会社で、一度で言われたことがすぐできるのはパー

トと派遣だけよ」と。つまり、正社員に仕事のできるヤツはいないと彼女は言い放った

のである。この職場では確かにその通りだ、と私も思った。化学試験課ではよく残業を

していたが、指示するのは正社員でも残っているのは派遣だけだった。

更衣室の雑談で「ダヤン」という猫のキャラクターが好き、と盛り上がった正社員が

いたが、正月明けに「ダヤンの福袋」を買ったがサイズが合わないから、と私にトレー

ナーを持ってきた。「使って」という意味だと受取り「何かお返しをしないと」と思い

ながらいたら、後日、暗に「返礼」を請求された。「福袋」は返品不可、サイズが合わ

なければ捨てるか他人にプレゼントするしかない。だが、プレゼントでは代金は回収で

きない。「捨てるより良い、あわよくば…」とふんで私に持ってきたと感じたが、恐ら

くそれは私が正社員ではなくパートだったからだろうと悔しかった。

5.3.4 「契約社員」へ、そしてリストラ

数年後、部長が変わった。前部長と同じ外資の大手製薬会社から来た部長で、「女性」

管理職ということで男性とは違うものがあるのではないかと期待したが、期待は見事に

裏切られた。女性部長と当時の工場長とは親会社で上司と部下の関係だったらしいが、

出入りの保険外交員から「愛人部長、と呼ばれている」という情報があったらしく、そ

の噂は従業員の全員が知っていたのではないかと思う。真偽は不明で興味もなかったが、

この言われようは酷い、と思った。それは恐らく、外資の親会社で部長の地位に就いた

女性への男性社員の嫉妬、妬みからだろうことは容易に想像がついた。そして暫くする

と、何が気に入らないのか彼女の室長へのパワハラが始まった。具体的な言葉は忘れて
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しまったが所謂「モラハラ」で、イジメを連想させるものだった。いたたまれず、よほ

ど室長を励まそうかと考えたことが何度もあった。私ともう一人いたパートにパワハラ

はなく、部長が企画した研修会には参加させてくれた。部長との面談も正社員同様にや

ってくれて、仕事についての希望を聞いてもくれた。が、女性として人間として尊敬で

きるところはなかった。生産ラインのトラブルで大量のクレームが出た時にはレポート

に載せる写真が大量に必要になり、部屋に 1 台しかないプリンターでは他のメンバーの

仕事に支障が出てしまう、と気を利かせて早出で印刷したが、部長からは「許可を得て

からやれ」という叱責だけで、評価どころかお礼の言葉さえなかった。外資ではあって

も女性ながらに部長職に就いていたことは、彼女には全能感と手中に収めた権力しか見

えていなかったのだろうか。

それから何年かして、部長から「パートではなく、契約社員として働かないか」とい

う誘いがあった。「賃金、幾らならいいの？」と。いつでも雇止めは可能、多少の専門

性を持ち、基幹的な業務を即戦力として遂行できるフロー型人材が「契約社員」だった。

その後かつての室長が異動（部長のパワハラが遠因か、自ら降格を申し出たらしい）に

なることが分かり、新たに人員を補充せず私で補う積りで「契約社員として」の誘いが

あったと納得した。パート「基幹化」の走り、と言えるのかもしれない。「基幹化」に

は、柔軟な人員整理や人件費の抑制を理由に非正社員の数や割合が増える量的基幹化と、

非正社員が判断業務や管理・指導業務に携わるように仕事が高度化する質的基幹化があ

るが、私の場合はその両方を狙ってのことだったのだろう。1980 年代以降に始まった基

幹化は、パートの職務内容や技能水準、勤続年数、さらには職場における役割の高度化

を進展させていったが、これは日本型雇用システムを維持しつつそれを補完するような

事態の進行と言える［濱口 2017］。この誘いで、「パート」という立場が学歴や職歴、

その人自身の能力とはほとんど関りがないタダの差別的な「身分」に過ぎないものであ

ることが大沢の言葉通りに証明されてしまった。では「パート」で括れない、「身分」

ではない「私」とは何なのか？という思いが湧き上がった。

製薬業界は再編を繰り返し、Ｂ社は大手食品会社Ｃ社の傘下に入ることになって何か

とＣ社が経営に口を挟むようになり、Ｃ社の方針と部長のそれが合わなくなってきたよ

うだった。ある日、彼女は突然会社を辞めることにした。そして、Ｃ社の方針で私はリ

ストラにあった。後で聞いた話では件の女性部長が辞める際に「次に人を切る時には藤

田を切れ」と言い残し、定年退職後に彼女のコネを頼る目的で管理職がその言いつけを

守った、とのことだった。私は「契約社員」になっていたが、もうひとりいた私より職

位の低いパート女性は残された。彼女はシングルマザー、私は稼ぎ主である夫に扶養さ

れる身分。それが次に誰をクビにするかの判断基準になったかどうかは不明だが、パー

トや契約社員のクビは職位だけでなく、上司の意向でどうにでもなるものだった。

5.4 出会いがくれた贈りもの（東大で上野ゼミにモグる）

私は病気をして「やりたいことは、やる!!」流れとなり、たまたま目にした新聞記事

から思いもしなかった学び舎に通うことになった。そしてそのことは、私を劇的に変え
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ていった。

5.4.1 上野ゼミの門を叩く

再就職後半年くらい経って（1998 年のこと）、帰宅後何気なく開いた朝日新聞夕刊で

朝日カルチャーセンターのお知らせページが目に入った。そこには、上野千鶴子の「ナ

ショナリズムとジェンダー」という講座があった。実は、上野との出会いはこれを遡る

こと十年ちかく、1989 年 5 月から年末まで朝日新聞に連載されたエッセー「ミッドナイ

ト・コール」だった。吸い込まれるように一読するとカミソリのように鋭い文章で、た

ちまち私は惹きつけられた。名前は知らない、何をやっているヒトかも知らない、そん

な出会いだった。それから、上野本を読み漁る日々が始まった。

ポリツェル「哲学入門」に始まりエンゲルスの「家族・私有財産・国家の起源」、ベ

ーベル「婦人論」、メアリ・ウルストンクラフト「女性権利の擁護」、エレン・ケイ「恋

愛と結婚」、高群逸枝、井上清「婦人論」、村上益子を読み継ぎ、次に向かうべき方向

を失っていた私に、上野本は響きに響いた。求めていたものが、そこにはあった。朝日

カルチャーで上野の名前を見つけた時「これだけ本を読んできたファンなのだから、一

度くらいナマ上野を見ておくのも悪くないかもしれない」と閃いた。早速朝日カルチャ

ーに申し込むと、事前に『ナショナリズムとジェンダー』を読むように言われた。すぐ

に取り寄せて、私は読んだ。内容は慰安婦に関するものだったが、その中に「歴史の再

審」という言葉があり、私は雷に撃たれたようにその言葉に釘付けになった。

小学生の時から、歴史は好きだった。そして、歴史の中で社会的に抹殺されたり虐殺

された人々に対して、理不尽な彼らの死を何とかして名誉回復したい、彼らの正当な評

価を復活させたい、なぜかそんな想いを持ち続けてきた。それが「再審
．．

」なのである。

こんな言葉があるのか、こんな概念があるのか、と感動に震えてしまったのである。こ

んな概念を使って緻密に理論を積み重ね、これまで無かった己が理論を構築できる人が

いる、その感動に身体中の震えが止まらなかったのである。

もう、本を読むだけでは我慢できない。私はどうしても、教室でのこの人の言葉を一

言一句漏らさず聴きとらなければならない、そう思い詰めてしまったのである。病気を

して「自分のやりたいことを最優先する」というプラス思考を手に入れて、怖いものは

ない。上野の言葉を聴かなければ死んでも死にきれないという思いを止められるものは、

もう何もなかった。決行あるのみ。まずは、出版社気付で上野に手紙を書いた。朝日カ

ルチャーの講義終了後、サロンでの話し合いに上野の隣りに席を陣取り、自己紹介し、

何度も食い下がって遂に研究室の電話番号を教えて戴いた。天下の東大、その敷居はと

てつもなく高い。だが、私に理解できるかどうかは二の次。上野は東京にいる。上野も

私も今、生きている。明日、私の命はないかもしれない。今、しかない。何でもいい。

すべてを聴きとるために、私は今、そこに行かなければならない。

5.4.2 フェミニズムという宝もの

上野院ゼミには、13 年通い続けた。ハードな読書ゼミで、基本は文献の批判的検討で
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ある。権威を疑え。テキストに説得されてはいけない。突破口を見つけて、そこからオ

リジナルな持論を展開し、著者の論理を突き崩していく。「権威」を疑うのである、生

まれて初めての読み方だった。報告を担当した時はいつも口から心臓が飛び出しそうな

ほど緊張したが、ゼミは想像をはるかに超えた面白さに満ちていたし、年度はじめに配

られるシラバスは私にとってはお宝ザクザクの宝石箱だった。

上野ゼミは毎年テーマが違う。「来年度のテーマは？」「このテーマで、何を、どう

やって切り取るの？」である。テーマが変わるたびに私の中の何かが触発され、それは

連鎖して拡がり、ポリツェルから始まった私の思想遍歴の先にある、求めあぐねていた

目的地はここなのではないか？、という思いを私は強くしていった。最初からそう確信

していたわけではない、しかし頭のどこかで直感が私にそう囁き続けていた。あれだけ

本を読んでいたのに、自分が何も分かっていなかったことを嫌というほど思い知らされ

た「上野ゼミ」だったのだ。分かっていると思い込んでいた自分は、バカだった。続け

ない、なんて答えは出る筈がない。上野ゼミの門を叩いた時は「上野さんの言葉を一つ

も漏らさず聴き取りたい」だけだったのが、モグってみたら、違う世界がドンドン拓け

ていった。

上野ゼミは、とんでもなく厳しかった。「学生ではないから」という甘えや許容は、

一切通じなかった。学生のような予備知識や専門知の蓄積はもちろんなかったが、喰ら

いついていくしかない。講師クラスまでモグっている 40 人ほどのゼミ報告で「こんなこ

とを書いているようでは、ここでやっていることが何も分かっていないっ!!」とお叱り

を受けてフリーズしたこともある。だが、私は決してくじけなかったし諦めなかった。

そして気付いたら、私は上野ゼミから自信と生き延びる為のエネルギーを貰っていた。

身の回りや社会に対して「これって、おかしくない？」「間違っているんじゃないの？」

と日頃考えてきたことが、当然の違和感や問いだったことをゼミでの学びが証明してく

れたのである。そういう問いを発していた自分こそが真っ当、とゼミが教えてくれたの

だ。ある時不意に、「薫陶」という言葉が降りてきたことがあった。このゼミ全体、参

加する一人ひとりが確かに師の薫陶を受けている、そう気づいた。ゼミの学生たちは、

皆、親切だった。分からないことは丁寧に教えてくれたし、倍以上年齢の違う私を「モ

グリ」だからといってバカにすることはなかった。「薫陶」という言葉は辞書にある言

葉ではなく、今ここにあることなのだとはっきり分かった。

上野ゼミに通ううちに、周りの人たちの中にそれぞれの「弱さ」を抱える人がいるこ

とにも気づいた。驚いたことに、彼らは自分たちが「来るべき場所」を見極めて来てい

た。きっと私と同じように、自分の置かれた立場に違和感や疑問を抱えながら上野の言

葉の、その一瞬の煌めきに吸い寄せられるようにしてここに辿り着いたのだろう。私は

そのことに感動した。そして、私たちは同志だ、私は独りじゃないと思った。

フェミニズムは、「世界の見方」を変えてくれた。自分が関わる社会の解釈の仕方を、

ガラリと変えてくれたのだ。自分の個人的なことを政治的に・社会の枠組みの中で捉え

られるようになり、自分だけを責めたり、世の中を恨むだけの生活から解放してくれた。

「なぜ？」を発することは正しく、七転八倒しながら自力で答えを掴んでいかなければ

納得できる人生が無いことを教えてくれたのだ。そして、フェミニズムは私が生きるた
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めに闘う武器になっていった。

もう一つ、「当事者」という概念を忘れてはならない。私が自分の違和感や疑問に拘

り続けたこと、ゼミでの学びを社会人の私が如何に生かすかが上野ゼミでの私の課題だ

ったこと、そして「当事者」である自分を研究する「当事者研究」という手法に出会っ

たことが私に「経験の再定義」という大きな可能性を与えてくれた。

ガン患者、そして女性という当事者性。上野ゼミの中で学んだフェミニズムやジェン

ダー論の言葉と知。パート「労働」。そのどれが欠けても、今の私は無い。

5.5 事務職回避のリケジョ選択が、まさかの職種変更（アイデンティティを掴む）

再就職の時はもちろん大学で学んだことを活かせる仕事をと考えていたが、パート仕

事を続けるうちに自分の中に様々な変化が生まれた。「仕事」の概念も私の中で劇的に

変わった、変えられたのだ。「パート」から抜け出せることがなければ大学で学んだこ

とを生かした仕事を続けることに意味があるとは思えなかったし、この社会で「パート」

が「正規」となることに望みは持てない。そうであるなら、とゼミでの学びを継続する

ためにそのスタイルを壊さずより高い賃金が貰える仕事へと私はシフトした。理系の仕

事から事務補佐に変えたのは「学生時代の学びを活かす」ための仕事選びから、「自分

のやりたいことを優先し、生活費を得るために仕事する」に変わったからだ。そしてそ

の仕事がこれまでの学びやキャリアを生かしたものではなかったとしても、そこで得ら

れるものは必ずあると確信できたからだ。「パート」という位置にいることがそう選択

させ、私は迷わず自分にとって一番大事なことを優先した。

5.5.1 センター長はパワハラだった

製薬会社をリストラされた私は、就活を始めた。実は、同じ職場の男性社員が私を心

配して外資の親会社、そこの工場長に再就職を依頼してくれて「来ないか？」という有

難い話があったのだが、魅力を感じられずに私はこれを断った。

院ゼミ仲間から、大学に「事務補佐」という非常勤の仕事があることを教えてもらっ

た。事務パートである。出勤日も選べるし、時給も悪くない。word と excel は資格を持

って仕事の中で訓練も積んできたので、初めての事務仕事もこなせそうな気がした。任

期は最長で 5 年、年度ごとに更新が可能である。主な仕事は、秘書業務、資料・文献の

検索・整理、データ入力等の教育・研究活動支援に関する業務、購入物品等の伝票処理、

出張申請手続きなど研究資金の予算管理に関する業務、来客応対、会議設定、運営に係

る業務、その他指示された業務等、である。賃金は資格、能力、経験等に応じて決定さ

れるが、時給にして 1,200 円～1,400 円程度 。通勤手当や超過勤務手当もある。のちに

勤務したＧ大には短時間勤務有期雇用教職員等を対象とした職員採用試験というシステ

ムもあったが、難関と予想されたし、私の年齢が高いことから検討したことは無い。

事務仕事が嫌で理系進学したことは、この際どうでも良くなっていた。この歳で分析

系の専門的な仕事に就ける目途は立たなかったし、好きな分析の仕事は立ち仕事なので

体力的な問題もあった。学んできた化学や分析を仕事として継続してこなかったので再
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就職以降得た経験知には限りがあり、それらへの興味・関心もしぼんでしまったのかも

しれない。いつの間にか、私にとって大事なのはゼミに通い続けられること、フェミニ

ズムやジェンダー論を学び続けること、それが最優先に変わっていた。

大学の HP で募集を見つけて面接を受け、最初は「不採用」だった本郷に近いＤ大に急

な欠員が出て「採用」に変わった。職場はＤ大の某センターで、社会人の為の公開講座

を開講し、その講座運営にまつわる様々な実務が仕事で word と excel が大活躍の毎日だ

った。

某センターの常勤職員はセンター長だけで、社会人講座のための雑用から実務、大学

関連の事務まで女性職員 5人と高齢の男性数人の非常勤が担当していた。高齢の男性た

ちは工業系の一流会社勤務で部長以上、工場長なども経験した業界のエリートたちで、

自らが講師を務められるレベルの人たちだった。センター長は官僚出身者で、その後大

学人となったようだった。時間が経つにつれて周りの人たちの人となりが分かってくる

が、センター長にはかなりのパワハラがあった。1 年ごとに契約の更新があってそのた

びに面接したが、私だけでなく男性諸氏にまでモラハラまがいの言動が多々あり、モラ

ハラに腹を立てて辞めていく男性もいた。面接では関わった仕事を報告させられ、一通

りの報告が終わると「次年度から、仕事が変わります。貴女ができる仕事は無くなりま

すね」等のモラハラがいつものことで、終わるととんでもなく腹が立った。センター長

がパワハラで何度か「人権委員会」にかけられたが大学は中央官庁とのパイプが欲しい

から彼を辞めさせはしない、という話も聞いた。

5 年のプロジェクト途中で入った私は、その後 3 年間プロジェクトの終了まで勤め続

けた。できれば慣れたＤ大内で次の仕事を見つけたかったが、事務補佐にはＤ大の卒業

生（オーバー・ドクター）が入ることが多く、募集があっても出来レースが多かったよ

うだ。私の場合も、応募した仕事の不採用が決定したあとで募集部署に近い人からその

話を聞いた。Ｄ大ではまったく経験の無い職種に変わったがそこでまた新たなスキルを

身につけることができたし、時給も上がった。最優先事項の学びを続けることができた

ことが、何より励みになった。

5.5.2 「大学雇い」と「医局雇い」、そして基幹化

Ｄ大はプロジェクト終了とともに退職し、私は自宅近くの私立Ｅ医科大学 HP で募集を

見つけ、科研の研究班担当事務としてＦ教授のもとに雇われた。大学の経理部研究支援

課担当からかなり厳しく科研費の処理実務を仕込まれ、これは次の就職のために役立つ

スキルになった。

Ｅ大に就職する前ハローワークに行った私は、すぐにＥ大の仕事を見つけたことでそ

れをハローワークに申請しようとしたが、Ｅ大事務は私が大学雇いではないことでその

書類に大学として判をつくことを拒否した。大学は私を「Ｆ教授個人が雇った者」、と

いう認識を譲ろうとしなかった。Ｅ大の非常勤（パート）は「大学雇い」と「医局雇い」

という二つの身分があり、社会保険、雇用保険の有無や有休の有無、賃金まで違ってい

た。診療科のパートは週 5日勤務の秘書 1名、実験助手 1名。週 2 日の雑用担当 2名。

なぜか秘書が幅を利かせていて、「パートの連帯」などは見られなかった。私は厚労科
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研費で雇われていたので、他のＥ大パートより賃金は高かった。医局雇いだった実験助

手のパートは他のパートと同じ賃金で雇用され、高卒ながら実験助手の仕事をする中で

様々なスキルを身につけていったが賃金が上がることは無かった。私は彼女を（他の大

学ではこんなに賃金が高い仕事なのよ、と）励ます積りで、賃金が明記されていたＧ大

の実験助手募集のチラシを見せた。どんな思惑からか医局を仕切っている秘書が彼女に

無断でそれを部長教授に見せたところ「転職」と勘違いして慌てたのか、部長教授は彼

女の時給をすぐに 400 円もアップした。月単位だと 7 万円弱のアップで、これは通常で

は考えられないアップ率だ。瓢箪から駒、思いがけない効果だった。彼女が「医局雇い」

であり、賃金については大学を通さず部長教授の胸三寸ですべて決めることができたか

らだろう。その後、彼女はＥ大系列の別会社の社員扱いとなり、雇い止め無しで働き続

けることができるようになった。診療科内のドクターと部長教授の「有能な彼女を失い

たくない」という思いからだと思うが、これも一つの「パート基幹化」であり、有能で

必要な人材であってもパートを大学病院の正規職員にさせることはない。

私はその研究班の科研費処理（支出管理）を担当したが、班に属する 40 余りの病院や

医師、大学教員との予算に関するやり取りや、報告会・研究会の開催と運営、年度末に

は報告書の作成などもこなしていた。Ｆ教授が厚労科研の研究班の班長をしていること

を診療科の部長教授は歓迎しておらず、私の仕事場は秘書がいる医局ではなく別フロア

の実験室の隅、パートさんたちの休憩所のようなところだったが、お蔭で居心地はよか

った。

その後、実力あるＦ教授（国立大学医学部卒）はＥ大出身の他の医師にねたまれて大

学を追われることになり、Ｆ教授の新天地に事務補佐として誘われたが通勤に無理があ

り、同時進行で就活したＧ大の事務補佐のポストを得た。結果、フェミニズム・ジェン

ダー論の学びの場と職場が近いという願ってもない環境になった。

5.5.3 事務補佐内権力格差

Ｇ大での仕事はいわゆる秘書業務で、学部事務の本部にいる担当者がデータ入力する

ための書類作成（科研費処理）が主な仕事である。募集要項に「大学勤務経験者は優遇」

とうたっているが経験者の仕事がはかどることは先刻承知でも 5 年で雇い止めである。

雇い止めの 5 年を過ぎた者はクーリング期間の半年を経てまた同じ大学に応募する人が

多いし、大学側もそういう人材の方が教える手間が省ける。本部には派遣やパートの他

に正職員もいたが、抑圧的な態度やハラスメントはなかった。同じ直接雇用の非常勤職

員でも、部長教授付きの事務補佐（秘書）にはなぜか「陰の権力」があり、他の研究室

の事務補佐の調整や派遣の切り替えなども教授の指示のもとに自分の判断でやっていた

ようだ。事務補佐の権力格差は、モロに補佐しているボスの権力格差の反映だった。Ｇ

大の職場の研究棟には研究室がいくつかあり、事務補佐はすべて非常勤の女性たちだっ

たが、中には少数だが派遣もいた。同じ仕事をしていても雇用形態が違うことで賃金に

は差があり、派遣は大学の直接雇用よりはるかに経費が掛かったので人件費節約のため

に口説かれて直接雇用に切り替える人もいた。派遣には有休がなく交通費も出ないとい

うことだったが、必ずしも派遣全員が狙われる訳ではなく、ある程度年齢が高く派遣先
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が少なくなるような人が狙われたようで切り替え後に賃金が大幅に下がり、若い派遣は

そのまま、ということで「なぜ私だけが？」と悔しい思いをしている人もいた。何度も

愚痴を聞いていたこともあり、教授秘書からのモラハラが垣間見えたことで私は悔しい

思いの彼女を励まし、転職を勧めた。「急に辞めて迷惑をかけては」と心配する彼女に

は、「あなたを踏みつけにした職場より、自分を大切にして」と伝えた。彼女は、元の

「派遣」として転職していった。

幾つかの大学での仕事で様々なパートの扱われ方やあり方、上司の振舞い、職位が同

じはずのパートの（あるはずのない）権力の行使など、常に「権力の配置」「職位」「役

割」を比較しながら考えさせられた。そういう見方はゼミでの学びが導いてくれたもの

だが、学びの応用問題であり、職場での地位と「自分」、自分は何者でどうありたいの

か、自己のアイデンティティを刺激し続けた。

5.6 スカートをはいたオヤジたち

Ｇ大勤務の途中から関わり始めた女性支援 NPO の繋がりから、Ｇ大勤務終了と同時に

県庁男女共同参画課で DV 被害者支援のための事務局業務が始まった。県庁の女性管理職

を見たり知ったりしたことが、「女性であること」「地位とアイデンティティ」を考え

る切っ掛けとなった。

5.6.1 地位とアイデンティティ

Ｇ大での勤務の途中から女性支援NPOでの電話相談を始めた私はDV被害者支援プログ

ラムのインストラクター養成講座を受講してインストラクターとして活動することにな

り、そこからＧ大の勤務終了と共に県が実施する DV 被害者支援プログラムの事務局業務

を担当するために県の非常勤として仕事を始めた。県からの「事務局業務に来てほしい」

という突然の要請に応えたのには、理由があった。上野ゼミに通い始めて暫くしてから、

教えを学ぶことのほかに私には自らに課した二つの課題があった。一つは、勉強一筋で

きた学生とは違う社会人・家事子育てを経験した者としてゼミでの教えを学びほぐすこ

と。そしてもう一つは、この学びを自分の人生でどんな形で応用・活用できるのか、と

いうことだった。「役所勤め」に腰は引けたが「女性支援」の仕事であることで、1月

には決まっていた医大の事務補佐を断って私は県からの要請を引き受けた。

県庁勤務では要所々に女性管理職がいることに最初は新鮮な驚きがあったが、仕事を

始めるうちにその女性たちが実は「女装」のオヤジであることに段々気が付いていった。

彼女たちは管理職になるまでに女性であることで様々な不利益を被ったり男性上司に対

して色々考えるところがあったのではないかと思われるが、それが自身が管理職になっ

た時にはたして活かされているのだろうかと疑わざるを得なかったのだ。頭にあるのは

「出世のみ」で、仕事振りは男性管理職と何ら変わらないように見えた。

私は同時に採用された同僚からモラハラを受けていたが、隣りの部署の男性主幹が私

の上司に「モラハラ」を指摘（あのまま放置したら藤田は出社拒否になりますよ、と）

してくれたらしい。隣りの部署にまで分かるモラハラだったということだと思うが、女
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性の課長は「うまく担当内の人間関係を調整して」と主幹に指示し、主幹はモラハラ同

僚にそれとなく注意をしたらしい。しかし、何の効果もなくモラハラは続いた。私は非

正規の為に管理職が動くとは考えられず最初から何の期待もしていなかったが、あとに

なって働きかけがあったと聞いて嬉しかった。非正規を差別せず、自分の職務としてモ

ラハラを解決しようとしてくれた上司がいたことは忘れない。男性主幹の進言もモラハ

ラを何とかしないとという思いだったのか、女性管理職に対する管理不足の告発だった

のか、定かではない。彼が異動のタイミングで進言のお礼を伝えたが、進言の件は忘れ

たのか、とぼけられてしまった。ちなみに二年目の課長はこのモラハラは完全に見て見

ぬふり、主幹に至っては「どちらの肩も持つな。話を聞くと味方してくれると思われる

から、ほっておけ」と言い放ったそうである。モラハラに泣く非正規を救っても彼女の

立身出世には何の役にも立たず、面倒な仕事を増やすだけのことだったのだろう。

県庁では二年目に主幹・課長ともに異動があり、二人の主幹、二人の課長を経験した。

一般職員も 2,3 年で異動になるが、その僅かな時間が平穏無事に過ぎればよい、もめご

とは起こしたくないという事なかれ主義と、責任を問われるようなことをしてはならな

いという自己保身が蔓延しているように見えた。初年度の女性管理職は、仕事に対する

希望を聞き取ったり、忌引きの時には親身になってくれたり、外出仕事の合間に私に愚

痴をこぼしたりと、いい関係を作りたいという雰囲気や人間味は感じたが、やはりどこ

かに「出世志向」が見えた。「課長（までは固い）、と言われていたんだけど（結局は

主幹止まり）」という定年間近の主幹の言葉に、端的にそれは現れていた。女性である

ことが、「出世」をより強く意識させることになるのかもしれない。当時の課長は女性

初という部署で現在は部長となっているが、このお二人には今も感謝している。

二年目の女性管理職二人は「剥き出しの出世志向」を体現していて、課長に対する主

幹はマンガのような直立不動で「はい、はいっ!!」しか言わず、課長に対しては他者に

対するのとはまったく違う言葉遣いや態度だった。そして、まっすぐにものを言う部下

に対しては酷いパワハラを行い、女性課長はそれを放置するだけだった。彼女たちは子

育て経験者でもあったが、人間関係調整力や後進の指導、非正規に対して仕事への希望

を聞き取ることなどは一切なかった。新卒の男性職員に上司からの指導などはなく、精

神的なバランスが取りにくくなっていったように見えた。彼をフォローしていたのは、

まっすぐにものをいう女性職員だけだった。

オヤジ社会の中での出世を優先するために、女性管理職は部下への理不尽なパワハラ

もいさめたりはしないし、自らがパワハラしていた。前職で正当な理由なく非常勤をク

ビにして、その仕事には経験も知識もない元部下を呼び寄せて雇い入れた挙句、クビに

した非常勤から「不合理な雇い止め」を訴えられていた女性課長。その裁判に当人は出

席せず、主幹を代わりに出し、主幹は課長の意を汲んで嬉々として出て行っていた。有

能で経験豊富な、立場の弱い非常勤を女性管理職が辞めさせる。人事の妥当性や相手の

立場を微塵も考慮せず、安易に雇い止めをするという信じられない事実がそこにはあっ

た。管理職の異動があると前の部署から主にパワハラ関連の噂が追いかけてきていたが、

どの噂も今のパワハラを裏付けるものだった。「出世」のためにオヤジ化している女性

たちには、本当に失望した。隣県で長年県庁に勤め、「次期副知事」と噂されていた知
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人男性は「そうしないと、出世できないから」女性管理職がオヤジ化する、と彼自身も

見慣れた光景だと実感を込めて教えてくれた。県庁に限らず、意思決定の場・指導的な

立場に女性が就くことは様々な効果をもたらし、必要であることは論を待たない。しか

し、男女を問わず職位を得たことでより弱い立場の人に対する権力の濫用（ハラスメン

ト）をもたらすことはあってはならない。件の知人男性は「最近は、女性らしいしなや

かさを武器にした立派な幹部職員もおります。時代はどんどん変わってきているのです

ね」と付け加えることも忘れなかった。

賃金の高低・仕事の職位でアイデンティティを保つ、それを「ハラスメント」によっ

て証明する発想は男社会そのものだと愕然とした。県庁に女性管理職がそこそこいるこ

とは「県庁の女性化」ではなく、「女性管理職のオヤジ化」を促進することになってい

るのではないのか。「これは違う!!これじゃない!!」という思いは募るばかりだった。

役付き以上の女性正規職員の「出世」志向が横行し、「自己保身」と「事なかれ主義」

が蔓延する職場で、これまで抑圧されてきた「女性である」ことが男社会ではどういう

意味をもつことなのか、どう意味づけしていくべきなのかを考えた。県庁には「アルバ

イト（パート）さん」と呼ばれる非常勤がいたが、数少ないルーチンワークの他は日雇

いの如くその日にならないと仕事の内容は指示されず酷い使われ方をしていたし、一般

職員からのパワハラもあった。彼女たちは一流企業を定年まで勤め上げた人や自己都合

で辞めざるを得ずというバリキャリだった人たちだが、職員よりはるかに有能で真っ当

な人たちだった。

製薬会社やＧ大、県庁でのこういう経験は、様々な職場を比較・考察する機会を私に

与え、自身のアイデンティティを刺激し続けた。また、そのことは地位とは何なのかを

も私に考えさせることになった。パワハラ上司は職場での地位にもとづいて「権力」を

濫用し、職位としての地位はパワハラという「暴力」を許容すると勘違いしているので

はないのか？なぜ職場（職位）で優位に立つと、支配欲が掻き立てられるのだろう。こ

れらのことは「見たことのある風景だ」、と既視感があった。DV、である。家の外での

うっぷんを晴らすために、主にパートナーに対して支配とコントロールの手段として暴

力を振るい、問題を解決したと妄想して一人よがる。家の外ではあっても職場で「地位」

を与えられたことで支配とコントロールが「正当な権力」という隠れ蓑を着て、暴力の

行使（ハラスメント）が可能となる。自立・自律していない人間がアイデンティティを

立ち上げるためには、権力を行使して他人を支配することが手っ取り早いのだろうか。

私が考えていた上司とは、相談には乗り、部下が力を出し切って仕事できる環境の整

備と教え導きながら仕事の責任はきっちり取ってくれる人のことだ。だが、残念なこと

に、そんな上司はいなかった。私が正社員ではないから「たまたま、そんな上司」だっ

たのかも知れないが、最底辺から私が見上げていた職場では、職位なんてなんぼのもん

じゃい、女性だからそれが何？、だった。

5.7 仕事が人を育てる

仕事を始めて暫くすると、不思議と職場の同僚から相談事や愚痴を漏らされることが
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増えていった。県庁では上司や、特にパワハラに遭っている職員からは頻繁に怒りの訴

えや愚痴があった。たかがパートの私に…とは思ったが、私なりに丁寧に聞き役をつと

めた。「聴いて貰うだけで、ほぼすべての問題は解決する」とよく言われるが、私は口

を挟まず聴いたし、女性の置かれた立場を最優先してジェンダー視点でものを言った。

決して、その人の個人的な問題に落とし込んで話したことはない。これにはフェミニズ

ムから学んだことの他に、DV 被害者支援プログラムでの学びもとても役に立った。帰宅

途中の車内に、愚痴メールが追いかけてくることも度々あった。

仕事を始めて暫くしてから、ファッションに新しい傾向が出てきた。自分で自由にな

るお金が手に入るようになって、遠慮がちに服を選ぶことが無くなった。オシャレ好き

の上野のファッションに接しているうちに「ファッションは、私だ！」という意識が芽

生えたことも大きく、自分の容貌や体型を斟酌することはいつの間にかなくなって、フ

ァッションを楽しんでいる自分がいた。

5.8 清水の舞台から飛び降りて主婦はパートに出る

専業主婦経験者にとって家から一歩踏み出してパートに出ることは敷居が高く、勇気

の要ることだ。専業主婦生活の中で大きくなっていった家庭への帰属意識を尊重すれば、

外での仕事など思うようにできるはずがない。だからこそ、専業主婦を続ける人の中に

はパートに出た主婦に対して複雑な感情がある。地域の身近な専業主婦、特に某生協の

支部委員の人となり、日ごろの物言いや行動には違和感を感じているが、その原因は彼

女たちが抱えている「家を出られないこと」や「主婦的状況」への鬱屈した思いなので

はないかと考えることが多い。生協という組織に依って立つことで「権威」を得て、そ

れを自己のアイデンティティとしているのではないか？支部委員ではない生協仲間への

マウンティングは、外の社会を知らず、メンバーシップ［濱口 2017］を家庭でしか得ら

れず、夫に対するモヤモヤや怒り、葛藤を抱えながらなおかつアイデンティティを得ら

れないことの裏返しではないのか？

パートに出る前、パートに出ることなど不可能だと私は思っていた。それは、職住一

致の専業主婦生活では家事子育て仕事は無尽蔵でどこまでやっても「これでよい・おし

まい」が無かったからであり、そんな生活の中から仕事に出る時間をひねり出すことな

ど考えられなかったからだ。おまけに社会から切り捨てられた忙しいだけの毎日の生活

は、自分の中の「自信」と名のつくものを根こそぎ奪ってしまっていた。パートに出て

からは「家事子育てが中途半端」という抑圧と自責の念にさいなまれたし、まず闘うべ

きは何よりも無意識に規範に縛られていた自分だと気づいた。

専業主婦がパートに出ることは結婚後も共働きを続けることとは全く違ったし、パー

トに出たことで逆に家事や育児を相対化して見られるようになり、家事子育て、仕事、

パート身分を含めた自己のアイデンティティ、私とは何者か、私は何を求めているのか、

性役割に還元されない私とは？、を刺激され続けたと言える。

6章 夫婦の関係は変わったか？
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「好きだから、一緒にいたい」の気持ちだけでスタートした結婚生活、私は夫との「関

係」を意識することもなく、ほとんど何の疑問も持たずに生活に追われ、波風が立つこ

となく時間が過ぎて行った。「一緒にいる」ことだけに満足できていて、変化の激しい

生活では「夫婦の（権力）関係」などに気づく余裕はなかったのだと思う。

6.1 私はあなたの召使いではない

「関係への意識」が僅かに頭をもたげ始めたのは、夫が転職して生活が安定し、子育

てに少し余裕が出た頃だったと思う。何の疑問も持たず「自分の仕事」としてやってき

た家事を「なぜ私だけが忙しい思いをしているの？」とぼんやり感じたのが始めだと思

う。ただ忙しいだけでなく、気がついたら「自分」を感じられることがなくなっていた

こともショックだった。「私は、誰？」「ここで何をしてるの？」である。

丁度その頃朝日新聞紙上で「ノルウェーの男女平等の本」が紹介され、惹かれるもの

があって直ぐに取り寄せた。あるページで描かれていた 6コマの絵、家事をしているの

はすべてお母さんで、最後の絵でお母さんは泣いている。「家事をぜんぶやっているの

はだれですか？なぜお母さんは泣いているのですか？」という説明があって、「あっ、

やっぱり!!」と身体がふるえるほど感動してしまった。普段、私が感じていた違和感、

疑問「なぜ私だけが忙しい思いをしているの？」が肯定された瞬間だった。

その頃から夫との間で、無性に腹の立つことが起こるようになっていった。その都度、

夫には私が何に腹を立てたのかは伝えてきた。夫の考えを「変えよう」とまでは思わな

い。それは本人が「変わる」意思を持たなければ不可能だと思うからだが、私の考え・

夫が気づいていない怒りの原因を伝えることはできる。そう考えて、伝えてきた。これ

は今考えると「Ｉメッセージ」であり、アサーティブなコミュニケーションスキルを使

っていたことになる。

「愛する」とは何なのか？長いこと私は、明確な答えを出せずにいた。自分で出せな

いまでも「これだっ!!」と思えるものにも出会えないできた。数年前に私が辿り着いた

答えは「愛するとは、コミュニケーションし続けようという意思」である。そして「愛

とは、あなたを忘れないというただそれだけのこと」である。

口頭だとケンカになってしまう恐れもあり、手紙やのちにはメールを使って伝えてき

た。その都度の具体的な出来事は忘れたが私の言い分はいつもほぼ同じで「私はあなた

の召使いではない」だった。裏を返せば、私にとっては「召使いのように扱われた」と

いう怒りがあったということだと思う。いつもいつも生活の雑事（家事子育て）を垂れ

流されて私だけがこなすことは、いつの間にか私の自尊心を踏みつけにしていたのであ

る。

6.2 「一緒にいたい」の現実

中学や高校までは好きな相手の苗字の下に自分の名前を書いて胸を焦がす、そんな女

生徒だったが、今思えば相手の苗字になることは相手に「オレのもの」という所有感を

生み出すということなのだろう。しかも、自分より下の支配すべき人間として。夫の実
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家の私に対する振舞いや言動を見れば、一目瞭然だ。その意味でも、夫婦は別姓である

方が「別人格である」という互いを尊重できる適度な距離を保てると思う。

「一緒にいたい」想いは結婚によって達成されたが、実は達成したのは表面的・物理

的な「一緒」であって、それは同じ現実を二人で生きることではなかった、ということ

なのだ。自分の生活の後始末を一方はパートナーに押し付け、もう一方だけが二人分の

後始末をさせられる。私にとって、性別役割分担とは、結婚とはそういうことだったの

だ。

大事なのは、助け合いながら「同じ現実を二人で生きる」ことのはずだ。だが、私の

「結婚」では、ひとりが「主」になり、もうひとりは「召使い」になる、というまった

く別の現実がそれぞれに待っていた。経済的に依存しながら「物理的に」一緒にいるこ

とは、「圧倒的な権力の非対称、権力格差」を生じさせるということだったのだ。それ

が、違和感を生まないはずはない。

6.3 同じ現実を生きるために

上野ゼミでの学びは私の中に自信を育み、強くした。そして、結婚生活の分析にも十

二分に応用できた。DV 被害者支援のインストラクター養成講座で「怒り」について学び、

「怒り」が自尊心を守るための感情であることを知ったことも大きい。自分の中に「怒

り」を感じたら、それは「自尊心が踏みつけにされているシグナル」であって手前勝手

な理由のない感情なのではない、と確信できるようになったからだ。パートに出ること

で得られるようになった収入を子どもたちの学費として出すことは、「稼ぎがない」と

いう私の後ろめたさを軽くしてくれた。僅かな収入、小さな家計寄与率がどれだけ夫の

態度を変えうる力になったかは保証の限りではない。が、言うべきことは以前よりはっ

きり、自信をもって言えるようになったし、言いづらいストレスは確実に減った。専業

主婦になったことで「家事は自分一人でこなすべきもの」と思い込み、「分担は普通の

こと」だったのが、仕事をしていく中ではっきりと変わっていった。

60 歳目前で片道 1.5 時間弱で職場に通っていたころ、余りの疲れに「もう少し、家事

をやって」と夫に詰め寄ったことがある。加齢による体力の降下が言わせた言葉、だと

思う。本当に、クタクタになっていたのである。それ以来、夕食後の食器洗いを夫は必

ずやるようになった。私の時々の（家事分担の）申し出や怒りについて即答することは

ないが、彼なりに考えての返事や意見はあるし、取り付く島もないといった態度は皆無

である。再就職以降、週末の掃除は夫がやっていたが、家事が自分の仕事である意識は

なかったと思う。あくまでも「手伝い」という認識だったのだろうし、現在もそれは変

わっていないのかも知れない。こちらも相変わらず、怒りを感じるとその都度伝えてい

る。だから夫婦仲は時々ガタガタして、「波風」が立つこともある。そこで夫が「男女

の圧倒的な権力の非対称」を感じ取れたか否かは、保証の限りではない。だが、この男

尊女卑の社会を変える前にまずは一番身近な男、自分の夫を変えることから始めないと、

と思って続けてきたし、一緒にいることを選択している以上、私が望む関係に近づいて

ほしいという願いもある。

長男至上主義の家庭、私から見るとかなり封建的な家庭に（スペアの）次男として育
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てられた夫。圧倒的な長男との差別から夫が何を反面教師として学んだのか、細かいこ

とを聞いたことはない。ある時、禁句かもしれないと思いながら、母親からの兄との差

別待遇を「普通だと思う？」と聞いたことがある。答えは、しかし、意外にも「普通じ

ゃないと思う」だった。ちょっと、ホッとしたのを覚えている。

私には娘が二人いるが、彼女たちには「結婚は、お薦めしない」と伝えている。もし

好きな人ができて結婚したいのなら「事実婚＋通い婚がいいよ」とも言っている。一方

を「主婦的状況」に押し込め、片方が生活の後始末を垂れ流すだけの「性別役割分担」、

それが「結婚」なら、「結婚」に明るい未来があるはずがない。

二人の人間が同じところに暮し、互いに助け合って同じ現実を生きるために必要なこ

とはいくつかあるだろう。「相手に尽くそうという気持ち、十二分に意思を通わせるこ

と、男女の役割を固定化しないこと、それぞれが主体性を確立すること」［小倉千加子

1988、177］。「結婚」を経験して思うのは、中でも大切なのは決して相手の自尊心を踏

みつけにしてはならない、ということだ。踏みつけにされた人間は決してそのことを忘

れないし、それは二人の間に打ち込まれた楔となる。支配・被支配、圧倒的な権力の非

対称からは、二人の間に信頼関係は生まれないのだ。皮肉にも「好きだから一緒にいた

い」想いは、結果的に「結婚」における圧倒的な権力の非対称を私に喝破させ、その非

対称の解体に私を駆り立てることになった。

いま思うのは、「一緒にいたい」から「一緒にいる」ことを選んだのが間違っていた

のではない、ということだ。「どう一緒にいるか」「同じ現実を生きているか」が問題

なのだ。二人の間の権力の非対称、家父長制による女性差別が現在のような「主婦的状

況」を生み出すこと、結婚した女性たちがそこに囲い込まれて「夫と同じ現実を生きら

れない」ことが間違っているのだ。

7章 私の「パート労働」

私の当事者研究のテーマは、「パート労働」である。始めてみると、私の中でそれが

「専業主婦」と不可分に結びついていることが段々分かってきた。現在は専業主婦でな

くても「パート」として働いている人は多いと思うが、私がパートとして働き始めた頃

は、パート職はほぼ「専業主婦」専用だったように思う。そして現在では、本田によれ

ば正社員 3430 万人に対して非正規は 1890 万人、そのうちパートは約 1300 万人で主婦パ

ートは 800 万人。主婦パートはパート全体の 6 割強、実に非正規全体の 4 割強までを占

めている［本田 2010］ 。かつて「パート」と言えば「主婦パート」の代名詞だったの

が、現在は既婚の主婦パートではない非正規が 4 割となっている。これらは、高齢者や

シングルマザーなど女性たちの在り方の変化による女性「世帯主労働者」の増加、経済

状況の悪化による男性非正規の増加と考えられ、「パート」や「非正規」の構成員に変

化が起きていると考えられる。

7.1 「パート」という居心地のよさ

正規職員には到底及ばない賃金でも、「稼ぎ」はある。どんなに少ない収入でも「稼
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ぎのない私」を卑下せずにすむ。家事子育てにどれだけ励んでも賃金が発生しない以上、

「夫の稼ぎに依存」した生活は私の自尊心を守ってはくれないし「生活の基盤」を持つ

ことはできないのである。「最底辺」の労働でも、社会の中で仕事をすることは確かに

私を育て、伸ばしてくれる。パート労働に「労働の搾取」はあっても、家事子育てのよ

うな「愛情の搾取」も「やり甲斐の搾取」もない。仕事と家事の二重の負担はかなり重

いが、家計の一端を担っていることで夫に堂々と家事の分担を申し出られもする。収入

を得ること、性別役割分担を僅かでも軽減することは、小気味よいほど「良妻賢母」規

範を破り、結婚という枠の中での圧倒的な権力の非対称を撹乱し始める。このダイナミ

クスこそ、パートという最底辺の労働が私にもたらしてくれたものだ。私が私でいられ

る・私らしくいることをバックアップし、間違いなくエンパワーして夫と対峙する私を

「私」として立ち上がらせてくれる大きな力になったのだ。「最底辺の」「差別的労働」

に居続けることが、「専業主婦」でいることより、私には遥かに居心地がよかったのだ。

パート労働は、社会から見捨てられたと私が感じた「専業主婦」から私を生き返らせ、

社会の中で私に居場所を与えてくれたサバイバルのための一つのスキルだった。

7.2 パート労働が私にもたらしたもの、失ったもの

もたらしたもの、まずは賃金。家事子育てからは決して得られない自分で自由に使え

るお金、である。私は自分の収入を「家族共通のもの」とは考えず「個人のもの」と捉

え、私が自由にできるお金、自分の裁量費と考えて疑ったことは無いが、これは先行研

究［田中・坂口 2017］から考えると私が相対的に恵まれた立場だったことを示している

し、家事子育てというアンペイドワークとのダブルワークで頑張っていることを考えれ

ば真っ当だとも思う。一部を家計の経費補填として子どもたちの学費にあてたが、「そ

んなことをしているパートさんは、余りいないわよ」と友人には言われた。パートで稼

いだお金をコツコツ貯めて、自分名義のマンションを買った友人もいる。子どもたちの

学費を出したことで、夫からの無言の抑圧、夫への遠慮（と、私が感じさせられていた

もの）がかなり軽減した。この抑圧からの解放は想像以上だったし、私が望んでいた「夫

婦像」に少しだけ近づくことができた。

次に、職場で「パート」と差別され軽んじられたことで職場の上司や社員の物言いや

行動は決してそのまま「個人のこと」としては受け取らず、私との上下関係の中で（政

治的）に捉えて考えることで人間観察スキルが上がり、役職と仕事の能力、人間性を客

観的に見るようになり、自分の立場・自分にとっての仕事の意味を考えるようになった。

差別された身分であることで、自分の置かれた立場を常に相対的に掴むことを覚えた。

差別される者、抑圧される者は「自分とは何者か？」を絶えず突き付けられる。「パ

ート」という差別労働の中で、私は常に「私とは何者か？」と問い続けることを強迫的

に要求されてきたが、それはとりもなおさず、「パート」という「差別的な位置」「差

別そのもの」が理不尽なものだったからであり、それを怒り、「私は違う」と自己のア

イデンティティを求め続けてきたからだ。そしてそれは全体を完全な形で見ることがで

きる唯一の位置、職場で「市民権」の外側に追いやられた最底辺のパート労働にいたお

蔭だと思う。

user


user




35

では、失ったものは何か？ずっと考え続けて来て、気づいたことがある。それは「正

社員・職員としての労働の機会」である。

正規として継続的に働き、年月を超えて関わった仕事に対して自分が得ることができ

たスキル、結果や評価、その様々を分かち合える仲間がいること。そして、「あらかじ

め排除」されることのない身分の確保。それらは、雇用期間が限定されてしまうパート

には決して手に入らないものだ。長年関わることによって自分のどんな能力が試され、

得られるものがあったのだろう？その機会を永遠に奪われてしまったことに猛烈な怒り

が湧くと同時に、茫然自失した。一体、私に何の落ち度があったというのだろう？

パートでは職場での人間関係は短期間に過ぎないものとなり、そこで育める関係もあ

る限度を超えられないものとなる。仕事から学び取れる経験や知識も、「パート身分で

の」「短期間」に限定されてしまう。仕事の内容はもちろん、生活環境や生活習慣も仕

事が変わる度に激変することになり、その都度順応することを強制され、それが精神や

身体に及ぼす影響（負担）は大きい。これまで、パート等の非正規については生きてい

くための基盤である賃金、賃金差別について言及されることがほとんどだったが、実は

「差別労働」がもたらす様々な制約や限界、精神的肉体的な負荷についての検証も必要

なのではないか。労働がもたらす様々な「有形・無形の報酬」を「お金」にのみ限定す

る解釈は、「労働」の見方や可能性として貧しいものだと思う。

そして、パート労働で失われたものは、何よりも「私の尊厳」だ。「パート労働」は、

何より人権の侵害なのである。私のパート労働は、その奪われた尊厳を取り戻すための

闘いだったと思う。「私から尊厳を奪うなら、私はパート労働から得られるすべてを自

分のものにしてみせる」という怒りと闘志が私を奮い立たせたし、フェミニズムとジェ

ンダー論の言葉と知はいつも私を応援し、励まし続けてくれた。今はっきりと分かるの

は、フェミニズムとジェンダー論の言葉と知だけが私の尊厳を担保してくれていた、と

いうことだ。

パート労働がもたらしたもの、失ったものを考えた時、それは私が「家事労働者であ

り、かつ賃労働者でもある」という二つの矛盾した役割を担っていることが生み出した

ものだ。そこから、パート差別が「当たり前のこと」として存在し続けている。だが、

この矛盾もまた発展の原動力であり、「主婦的状況」は私たちが打ち破るためにある、

と私は信じたい。

7.3 フェミニズムが人生を肯定させた

結婚までは、確かに、私の人生は私のものだったと思う。ところが、結婚後、そして

出産退職以降は特に、自分が納得して選択したことから意図せざる効果・思いもよらな

い事態が頻発するようになり始めた。私が私であることを自覚する機会すら、奪われて

しまったのだ。結婚は「一緒にいたい」と互いに想う相手と出会っての選択だったが、

ここで私は「圧倒的な男女の権力の非対称」という現実と出会ってしまう。フェミニズ

ムやジェンダー論（当時、これらの言葉や概念は無い）的思考には中高生の頃から親和

的だったが、「私はフェミニストである」とはっきりと私に自覚させたのは他でもない



36

「結婚」だった。人生の皮肉、というべきか。

子産みを決意し、「親たる最低限のこと」として母乳哺育を選択して就業継続を断念

し、専業主婦生活に入った私は、ふと気づいた時に「二級市民（女性）ですらない」専

業主婦という自分の位置を自覚して愕然とした。自分は「社会の透明人間」であり、「こ

んなはずではなかった」という怒りである。

次いで、年に一度、ホンの数日の滞在に田舎で兄嫁からのイジメに遭い、そのストレ

スからスキルス胃ガンを発症する。その時思ったのは、「転んでも、タダでは起きない

ぞ！」だった。理不尽なイジメに対する、猛烈な怒りである。たまたま運よく極めて初

期の状態で見つかったので命を落とすことは無かったが、この怒りのエネルギーはとん

でもない力を私に与えてくれた。「このまま死んで、たまるか！」である。

この怒りは、私が求めていたフェミニズムやジェンダー論へと私を導くことになる。

立ちはだかる巨大な壁である「東大」の門を私に叩かせたのは、「このままでは、死ん

でも死に切れない」という必死の想いだった。フェミニズムやジェンダー論が私にもた

らしてくれたのは、新たな視点と何物にも勝る大きな力だ。その学びから得た「言葉と

知」は自信と生き延びるためのエネルギーとして私の血肉となり、この社会で自覚的に

生き抜くための武器になっていった。

専業主婦への違和感、性別役割分担への疑問、家計の必要から、私はパート労働を選

んだ。仕事をしたいと思った私に与えられた選択肢は、パートだけだったからだ。

パート労働は、最底辺の労働である。賃金は無論のこと、待遇その他も最底で「市民

権」を持たない労働者である。仕事は、3Ｋ。だが、驚いたことに、パートに出たことで

それまで気付かなかった家事子育てという労働の価値に私は気付くことができた。差別

されることで、職場の中を「あらかじめ排除された者」としてヒューマン・ウオッチン

グし、権力、ヒエラルキー、ポジション、賃金、人間性、その様々な相関関係を考える

こともできたし、何より「私とは何者か」を考えさせてくれた。「全体を完全な形で見

ることができるのは、下から－底辺から－のみである」これはドイツの社会学者クラウ

ディア・フォンヴェールホフの言葉［マリア・ミース・C.V.ヴェールホフ・V.B.トムゼ

ン 1995、284］だが、その通りだと思った。

フェミニズムとジェンダー論を学んだ私は「パート労働」を個人的な問題としてでは

なく政治的な問題として捉えることができたが、その学びの時間を捻出できたのは皮肉

にも「時短」というパートの労働形態だった。結果的に私の学びたいという欲望を満た

してくれる「労働時間」の選択ができたし、学生時代には思いもよらなかった「人生の

問いに答えられずして、何の学問ぞ」という学問への気付きもあった。

主婦のパート労働は「男の所有物になった女の稼ぎは、決して男を超えることを許さ

ない」という呪いをかけられた労働だ。この呪いを解くには、気の遠くなるような時間

が必要だろう。「雇用主（と男）にとってだけ都合の良いパート労働」を、差別を撤廃

すべき労働と主張することはもちろん大切だ。が、その差別的な最底辺の労働を否応な

く選ばされながら、そこで踏ん張り続けなければならない私へのエンパワメントには無
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力だ。パートが「最底辺の」「差別的労働」であることは、パート労働の一面にしか過

ぎない。「最底辺の」「差別的労働」を生業とする「パート」であり社会から取り残さ

れた「専業主婦」であった私は、「差別」や「最低」に抗する力を、他でもないその差

別と抑圧から得た。そこに厳然とした差別と抑圧があったからこそ、それに対抗せんと

する怒りのエネルギーが生まれたのだ。踏みつけにされた者の強さ、である。

自尊心を守るために怒りのエネルギーで自分を鼓舞し、自分なりの異議申し立てをし

て歩を進めていく外、私にどんな選択肢があったのだろう。私の「パート労働」は、紛

れもない「闘いの歴史」だった。そして、そこにフェミニズムとジェンダー論の大きな

支えがあったことを私は決して忘れない。フェミニズムだけが、今の私、これまでの私

を丸ごと受け入れ、支え、励まし続けてくれた。フェミニズムだけが、私の尊厳を守っ

てくれたのだ。フェミニズムは私にとって、何よりも人生を肯定させてくれる思想なの

だと気づいた。

何度でも言う。「パート労働」は、決してよきものではない。僅かな賃金を得て家庭

内で夫との不均衡を多少改善することができたとしても根本的な解決にはならないし、

より大きな不利益すらこうむることになる。だが、思いがけず私が自分自身のアイデン

ティティを手に入れることができたように、パート「労働」はその差別的な労働からさ

え賃金以外の「無形の報酬」、多くの気づきと、自分と自分を取り巻く社会を考えるチ

ャンスを私にもたらしてくれた。

「被扶養者だから」「知的熟練がないから」と、長いこと低賃金や劣悪な労働条件に

甘んじさせられてきたパート労働。しかし日々の労働は、その差別は「不当である」こ

とを女性たちに確信させ、労働者としての権利・人間としての尊厳を守るための闘いに

目覚めさせ、いざなっていく。

8章 終わりに（本研究の意義と限界）

まず、本研究がパート労働者自身による「当事者研究」であり、専業主婦を経てパー

トとして仕事を再開した女性という立場での経験がこれまで言語化されてこなかったと

いう点で意義があると確信している。また、パートを「労働」と捉え、パートにおける

「労働がもたらすもの」を賃金差別だけではない視点、パート労働をアイデンティティ

の視点から考えたこともこれまで語られてこなかったことである。これは、当事者研究

であると同時にこれまで無かった視点でのパート研究であると位置づけられる。

私にとっての意義は、本研究によって新卒での就職以来関わってきた仕事、特にパー

ト労働という経験を言語化し、再定義し、それが私にとってサバイバルのためのスキル

であったことを自己定義できたことである。そしてもう一つ、本論文を書く前には思い

もよらなかったのだが、私自身がパート労働だけでなく自分の専業「主婦」という名づ

けに納得しておらず、別のアイデンティティを求めてもがいていた、ということが明ら

かになったことである。

パート労働を分析する方法、「専業主婦」、自分のアイデンティティについてもそれ
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らは別個に存在しているのではなく繋がっており、私の「問い」を解くためにフェミニ

ズムとジェンダー論から学んだことが大きな助けとなったことを改めて確認できたこと、

フェミニズムが人生を肯定させてくれる思想でもあることに気づけたのは、「私のパー

ト労働研究」の大きな、そして想定外の結果だった。恐らく、フェミニズムとジェンダ

ー論を学ぶ機会が私に無ければ、本論を書くことなどあり得なかっただろう。

なお、パート労働は人権侵害の差別的労働でありすぐにでも改善されるべきである、

ということを最後に付け加えておきたい。
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