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２５００円

●会

京都職員会館
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かもがわ

女性 差別 撤廃 条約 の画 期 的な 意義 を、 不破 さ んは
「起源 」にたちもど って整理して います（『 社会進歩
と女性 』６６ページ ）。世界には 社会主義を めざす国
もあれ ば、資本主義 の国もあるな ど、それぞ れの国の
経済も 体制も違うが 、「そういう 世界で、す べての国
に共通 する世界的な 目標として、 政治的平等 だけでな
く、女 性の社会的平 等の目標が宣 言され、『 女性の公
的産業 への復帰』が そのカギであ ること、そ れを可能
にする 社会的条件を つくりだすこ とが、体制 の違いを
こえた 、各国に共通 する世界的な 課題である ことが確
認 され た」 。そ して 、そ れ を達 成す る方 法と し て、
「（１ ）育児などへ の社会的支援 の網の目の 拡大・充
実とと もに、（２） 家庭の仕事に おける男性 と女性の
平等の 立場での共同 が社会生活の 公認の原則 となり、
この立 場で、社会の 慣習・気風・ 観念の変革 をはかる
大運動 が、世界の大 方針として宣 言されたの です」と
述べています。
また 、世界ではこ の確認にもと づいて社会 のつくり
なおし の事業が大規 模にすすんで いる、女性 差別撤廃
条約を 勝ち取って以 後の世界は大 きな変革の 時代であ
り、「 現代の世界で は、この条約 を転換点と して「女
性の世界史的復権」の時代が始まった、と言ってよい」、
そうした意義をもつ条約であると強調しています。
（広井暢子著「男女平等の社会へ」新日本出版社 p44〜45）

●申し込みは、このテーマを学びたいと思う方は誰でも参加できます。
●申し込みの手続きは、簡単です。「申込書」に必要事項を記入し、受講料をそえて申し
込んでください。ＦＡＸでも申込みができます（受講料は当日お支払いください）。
●講義時間は、午後１時〜５時（休憩も含みます）
『京都市職員会館 かもがわ』
●受講料は、２，５００円です。（税込み）
●会場は、
京都市職員会館 かもがわ ２階 大会議室
（中京区土手町通夷川上る末丸町）
会場へは、河原町竹屋町を東へ進むのが
最短です。

申込先は……
京都労働者学習協議会
〒６０２-８１４７
京都市上京区堀川丸太町西一筋目上ル
『京都学習会館』内
電話（０７５）８４１-８１４１
ＦＡＸ（０７５）８２１-３６６５
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︽学習資料︾

広 井暢子著﹁男女
平等の社会へ﹂から
序章
女性解 放の道すじを学
びながら
１９７９年﹁世界女性の憲法﹂
と いわれる 女性差 別撤廃条 約が
国 連で採択 されて から三三 年︒
そ の後も︑ 女性に 対する差 別を
ど う解決す るか︑ 国連をは じめ
と した国際 機関で は︑さま ざま
な 議論や改 善の提 案がくり 返さ
れてきました︒
女性の人 権の確 立と正当 な評
価 を求めた 女性た ちの社会 進歩
へ の努力と たたか いは︑い まだ
途 上にある という のが私た ちの
実感です︒
長期にわ たる経 済不況で 真っ
先 に派遣切 りされ るのは女 性で
あ り︑就職 難の影 響が深刻 に表
れるの心 女子学生︑そして︑
﹁ 子育てに やさし い企業﹂ と宣
伝 され期待 をもっ て就職し た女
性 たちが総 合職︑ 一般職と 差別
され ︑妊娠がわかると配 転され︑
育 休・産休 明けで 職場に復 帰し
た らもとの 部署を 外されて いる
│ │これは 例外で はなく︑ 日本
の 企業でい まも日 常的に起 きて
い ることで す︒夫 婦共働き の世

認 められて きた︒ しかし︑ 家父
長 家族の出 現︑一 夫一婦婚 個別
家 族の出現 が事情 を一変さ せ︑
家 政は社会 とは何 の関係も ない
〝私 的役務〟とされてい きます︒
女 性の仕事 は﹁女 中頭﹂と しか
見 られない ことに なる︒女 性が
働 きに出る と家の 仕事はで きな
いし ︑家庭内の義務を果 たせば︑
公 的生産か ら締め 出されて しま
う ︒こうし た状況 について ︑こ
れ は﹁近代 の個別 家族は︑ 妻の
公 然または 隠然の 家内奴隷 制の
上 にきずか れてお り︑そし て近
代 社会は︑ この個 別家族だ けを
構 成分子に してつ くられて いる
一 集団であ る﹂︵ ﹃家族・ 私有
財 産・国家 の起源 ﹄︹科学 的社
会 主義の古 典選書 ︺新日本 出版
社 ︑１０１ ページ ︶︑少な くと
も 有産階級 におい ては夫は 家族
の 中でブル ジョア であり︑ 妻は
プ ロレタリ アだ︒ 資本家と プロ
レ タリアの 対立も 民主共和 制が
で きたから といっ て階級対 立を
廃 棄するも のでは なく︑反 対に
対 立がたた かいの 基盤を提 供す
る ものにな る︑夫 婦も同様 だと
いいます︒
②の︑﹁ 女性の 公的産業 への
復 帰﹂の実 現が︑ 女性の社 会的
平 等の確立 のうえ で︑決定 的意
義 を持つと いう問 題も重要 な提
起です︒ここでいう﹁公的産業﹂
と は︑広い 意味で 社会の公 的活

帯で は︑一 日平均の 家事時 間は
夫は わずか ２１分︑ 妻は３ 時間
２７ 分︵総 務省統計 局︑２ ０１
１年 ﹁社会 生活基本 調査﹂ ︶︒
個々人の変化 はありつつも︑
﹁子 育てや 家事は妻 の役割 ﹂と
いう 男女の 性別役割 分担が ︑企
業で も︑社 会でも︑ 家庭で も︑
まだ まだ当 然のよう にまか りと
おっています︒
何 が問題 でどう解 決して いく
のか ︑世界 はどうな ってい るの
か︑ この問 題は女性 だけで はな
く︑ 男性を ふくめて 広く国 民が
共通 の認識 をもち︑ 打開と 前進
をは かって いくこと が求め られ
ています︒

① 女性の解 放には ︑法律的 な
平等 だけでな く︑社 会的平等 が
大事であること
② 女性の社 会的平 等を確立 す
るう えで︑決 定的意 義をもつ の
が︑﹁女性の公的産業への復帰﹂
の実現にあること

﹃ 家族・ 私有財産 ・国家 の起
源﹄を導きに
は じめに ︑女性の 地位と いう
問題 を考え ようとい う時﹁ その
基準 とも指 針ともな る﹂︵ 不破
哲三 著﹁社 会進歩と 女性﹂ ︶と
いわ れるエ ンゲルス の名著 ﹃家
族・私有財産 ・国家の起源﹄
︵以 下︑﹁ 起源﹂︶ につい て︑
ごく簡単に触れます︒
エ ンゲル スが﹁起 源﹂を 書い
たの は︑１ ８８４年 ︑いま から
約１３０年前の時代です︒
史 的唯物 論の立場 から人 類の
原始 時代を 解明し︑ 現代社 会に
おけ る家族 形態や私 有財産 制や

この 根本問題 の解決 が求めら れ
ていることを明らかにします︒
④ エンゲル スが論 じた未来 社
会は 明確でし た︒将 来の社会 ︑
社会 主義社会 では︑ 一夫一婦 婚
は完 全に実現 され︑ ﹁男子の 地
位は いずれに しても 大きく変 え
られ る・だが 女子の ︑すべて の
地位 も︑いち じるし い変動を こ
うむ る︒生産 諸手段 が共同所 有
に移 るととも に︑個 別家族は 社
会の 経済的単 位であ ることを や
める ︒私的家 政は︑ 社会的産 業
に転 化する︒ 子ども たちの扶 養
と教 育は公務 となる ︒嫡出子 で
あろ うと庶子 であろ うと︑一 様
にす べての子 どもた ちの面倒 を
社会がみる﹂︵同１０４ページ︶︒
女性 も男性も ︑職業 と家庭の 両
立が できるよ うな社 会のシス テ
ムを つくりあ げよう と︑そう い
う社 会に向け て発展 していく 展
望を語ります︒
女 性の公的 産業へ の復帰の 社
会的 諸条件︑ それは 子どもの 養
育︑ 保育や教 育への 公的な保 障
であ り︑食事 や掃除 ︑洗濯な ど
を社 会が営む システ ムも含ま れ
るで しょう︒ そうし た社会的 な
支え があって ︑はじ めて女性 の
社会 的な平等 が可能 になるし ︑
現実になるということです︒
経 済的要因 で生ま れた一夫 一
婦婚 が消滅し ︑﹁一 つの新し い
要因 が作用し はじめ る︒一夫 一

婦婚が 形成さ れた当時 は︑た か
だか萌 芽とし て存在し ていた 要
因︑つ まり個 人的異性 愛がそ れ
である ﹂︵同 １０４ペ ージ︶ ︒
そして ︑エン ゲルスは ︑所有 関
係から 発生し た男性優 位の︑ 一
夫一婦 婚が解 消され︑ 新しい 世
代││ ︑﹁そ の生活中 に金銭 な
いしそ の他の 社会的な 権力手 段
で女子 の肌身 提供を買 いとる 状
況に一 度もで あったこ とのな い
男子た ちと︑ 真の愛以 外のな ん
らかの 顧慮か ら男子に 身をま か
せたり ︑ある いは経済 的結果 を
おそれ て恋人 に身をま かせる の
をこば んだり する状況 に一度 も
出あっ たこと のない女 子たち と
の一世 代﹂︵ 同１１２ 〜１１ ３
ページ ︶自身 が自ら新 しい両 性
関係の 秩序を つくりあ げるこ と
を新し い人間 社会の展 望とし て
示しました︒
私たちが女性問題を考える時︑
このエ ンゲル スの解明 が非常 に
重要な 視点と して世界 の運動 の
なかで 生きた 役割を果 たして い
ること を︑本 書で紹介 してい き
ます︒
︵新日本出版社 p15
〜 20
︶

国家 がけっし て永遠 普遍のも の
③そ のため には︑女 性の職 業
では なく︑歴 史的性 格のもの で
と家庭 義務と の両立を 保障す る
ある ことを明 らかに しました ︒
社会の体制が必要であること
その ことによ って︑ 人類史の 未
④不 平等の 経済的基 盤をの ぞ
来︑ 資本主義 社会の 次に来る 社
いてこ そ︑両 性の平等 な関係 が
会に ついての 科学的 社会主義 の
発展できること
展望 を示し︑ 男女平 等の過去 ︑
現在︑未来 を示していきまし た︒
日本 の女性 の地位や 平等の 遅
﹁起 源﹂のゆ たかな ︑そして 画
れに︑ いらだ ちながら 模索を し
期的 な解明の なかに ︑女性の 歴
ている 女性た ちにとっ て︑そ の
史に ついての 発見が あり︑女 性
要因を ひもと き深め︑ たたか い
への 差別が歴 史の中 でつくら れ
の展望 につな がる指針 がここ に
たこ とが解明 されま す︒人類 史
あります︒
のは じめに高 い地位 をもって い
①で 大事な 問題は︑ エンゲ ル
た女 性がその 地位を 失い︑夫 の
スが女性の平等を考えるときに︑
従属 のもとに 置かれ るという 〝
法律的 平等だ けで男女 の平等 な
女性 の世界史 的な敗 北〟がお き
関係が 回復す るもので はない ︑
たこ と︑さら に︑そ こから女 性
社会的 な平等 が大事な んだと い
解放 の道すじ がひも とかれま し
う提起をしていることです︒
た︒
﹁起 源﹂が 書かれた 当時︑ 法
不 破さんは ︑﹁起 源﹂のな か
律のう えでは 女性への 平等や 権
でエ ンゲルス が論じ た諸点は ︑
利がう たわれ はじめま す︒参 政
﹁世界と日 本の女性がぶつか り︑ 権の獲得運動も発展しています︒
解決 を求めて きたま さにその 問
それで 女性が 望むもの は手に は
題に ほかなら ない﹂ と︑四つ の
いると 法律家 は考える ︑しか し
点を あげてい ます︵ 前出﹁社 会
労働契 約や婚 姻を自由 意思で 結
進歩と女性﹂︶︒
んでも そうな っていな いでは な
いか︑ そんな 問題を提 起しな が
ら︑法 律的側 面からと らえる だ
けで問 題は解 決するの かとい う
のがエンゲルスの意見です︒
エン ゲルス は歴史を ふりか え
ります ︒昔の 共産主義 的世帯 で
は︑妻 が担っ ていた家 事は︑ 公
的にも 社会的 にも必要 な産業 と

動を 指して います︒ エンゲ ルス
は︑ ﹁夫婦 が法律上 完全に 同権
にな ったと きにはじ めて︑ 近代
的家 族のな かでの夫 の妻に たい
する 支配の 独特な性 格も︑ また
夫婦 の真の 社会的平 等を樹 立す
るこ との必 要性と︑ それを 樹立
する やり方 も︑白日 のもと に照
らし だされ るであろ う︒そ のと
きに は︑女 性の解放 には︑ 全女
性の 公的産 業への復 帰が第 一の
先決 条件で あり︑こ の復帰 がこ
れま た︑社 会の経済 的単位 とし
ての 個別家 族の性質 の廃棄 を必
要と するこ とが示さ れるで あろ
う﹂ ︵同１ ０２ペー ジ︶と 提起
しています︒
③ でエン ゲルスが 提起し たの
が︑ 仕事と 家庭の両 立を保 障す
る社 会の体 制の必要 性です ︒法
律上 同権に なって白 日のも とに
照ら し出さ れたのは ︑経済 的抑
圧の 最大の 基盤が︑ 生産活 動を
はじ め公的 な社会活 動を主 とし
て男 性が担 い︑女性 が家事 の担
当者 となっ ていると いう〝 分業
〟に あるこ と︑女性 が公的 産業
に復 帰する ︵⁚働き 始める ︶と
子ども はだれが世話をする のか︑
たち どころ に問題と なり︑ 矛盾
にぶ ち当た ります︒ 男女平 等に
とって︑家政・家事を家族の内々
の仕 事とし て︑すべ て個別 家族
にま かせる というの はやめ るこ
とが 必要に なってく るので す︒

