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     はじめに〜多様な性〜 

 

 こんにちは。今日は、女性たちの生き方について、アメリカの映画に触れながらお

話ししたいと思います。 

 僕の本来の専門分野は英文学です。英

文学の中のジェンダー論をやっている

のですが、ジェンダーを教えている人は

以前は北大にはあまりいませんでした。

そういうことで、今回お話しする機会を

いただいたのだと思います。よろしくお

願いします。 

 



それでは、最初は男と女の違いから始めましょう。まずオス・メスの性の違いです。

生まれた時に生殖器の作りやホルモンの量、脳の働き、サイズ、、、男と女というもの

は生物学的には明らかに違う生き物なのです。また、男と女のどちらかに区別できな

い半陰陽と言われる人たちもいます。そして、社会に出て育っていく中で、男らしく

育つことを選択する人もいれば、女らしく育つことを選択する人もいます。男として

生まれ男として育つ人や女として生まれ女として育つ人は、全体の９４％～９６％い

ると言われています。しかしながら、男として生まれて女の人のような生活スタイル

を希望する人たちもいます。また、恋愛のパートナーとして異性を選ぶ人もいれば同

性を選ぶ人もいます。ゲイやレズビアンがいることはご存知だと思います。それに性

同一性障害者と言われる身体と心の性が一致しない人もいます。それでは、様々な性

がこの世に存在するんだと言うことを知っていただいた上で、これからは、女として

生まれ女として育ち男を恋愛の対象にした人々に絞って話を進めていきます。「女の

生き方」についてです。 

これまで女性の歴史について話をする時は、女性たちの辛い経験が確実に改善され

る勝利への歴史として話してきました。でも、未来について楽観的になってはいけな

いと、北海道大学が主催したシンポジウムを聞いて思いました。それは「ＤＶ(ﾄﾞﾒｽ

ﾃｨｯｸﾊﾞｲｵﾚﾝｽ)のメカニズム」と題のシンポジウムでした。ＤＶ、つまり家庭内におけ

る暴力、を防止する法律が２００１年に出来たのですが、家庭内・配偶者・恋人同士

における力関係の中で女性たちが非常に辛い思いをしているということを北海道か

ら発信したシェルターである「女のスペース・おん」の代表理事である近藤恵子さん、

弁護士の小島妙子さん、精神科医で臨床心理士でもある小西聖子さんの話を聞きなが

ら強く思いました。ですから、簡単に「女の歴史は勝利の歴史です」と楽観的に話を

するのは時期尚早だと思っています。では、どうしてそのようなことになっているの

かをできるだけ分かりやすくお話していきたいと思います。 

 

 

     人権とステレオタイプ 

 

 いろんな性があって、男と女は違うとお話ししましたが、だからと言って「男だか

らこうしなさい。男ならこうあるべき！」とか「女ならこうしないと変だ。女はこう

でなくちゃ！」と、人の人生を決めつけることは法律ではしていません。法律では、

男であろうが女であろうが法の下では平等です。なぜか？  

男でも女でもまたそのどちらにも属さない人でも基本的人権はすべての人間に与

えられています。これは日本国憲法第１４条「すべて国民は、法の下に平等であって、

人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係にお



いて、差別されない」と言われていますし、世界に目を向けると１９４８年、国連総

会で採択された世界人権宣言においても「すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、

宗教などいかなる事由による差別を受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利

と自由とを享有することができる」と言っています。ユネスコでも２００５年～２０

１４年の１０年間に様々な人間の状況について教育をしていこうとしています。真っ

先にジェンダー、つまり男と女の社会的な非対称について是正していこうとしていま

す。 

日本においても１９８５年、男女雇用機会均等法が公布されました。北海道大学に

おいても２００４年からジェンダーに関する研究・教育を総合的に推進する体制を作

ろうとしています。つまり男と女は生物的には違うものだが、法律的には基本的人権

は同じということです。どうしてそうなったのでしょう。では、それを解く鍵として、

欧米を中心に女の歴史と生き方をこれから見ていきたいと思います。 

 

一般的には、昔の農耕社会や狩猟社会では、男と女は基本的に自由で平等に協力し

合いながら生活をしていたと言われています。が、１８世紀末から１９世紀の産業革

命が男と女の役割を決定的に変えたと言われています。 

それまでは、家族や親戚またはコミュニティ—など、比較的小さい単位で生活を支

えることができたのですが、産業革命後は社会が広がり、会社や工場にわざわざ出か

けて働く人が必要になります。そして、その間に家で家事・育児をしなくてはいけな

い人も必要となりました。つまり生活する上での、役割分担が必要になったのです。

その時の役割分担が、「男は社会担当で外で働く、女は家庭担当で家の家事・育児を

します」という、性別で役割を分担することになったんですね。そうした役割が時代

とともにすり込まれて、気がつくと「男はこうあるべき」「女はこうでなくちゃ」と

いうような決めつけ・偏見またはステレオタイプが生まれました。 

男のステレオタイプを紹介しましょう。男は社会的な存在で、社会のニーズに応え

なければならない。「競争には必ず勝つ」「感情を表さない」「苦しくても弱音をはか

ない」「泣きたくても泣かない」「出世する」「家族を養ってこそ男」こういった役割

が男たちには課され、期待される。「こうでない奴は男ではない」という言い方をさ

れる。女の場合は、男の視点から、「おとなしい」「守られる」「従順・受動的」「か弱

い」「おしとやか」「家事・育児は女だけの仕事」「経済力・学力を持たなくていい」

そのような決めつけのようなものがどんどん作られました。つまり、男女のあるべき

姿が、男性神話・女性神話として創造されたのです。性差別の原因はここにあったん

ですね。 

 

 

 



      フェミニズム運動 

 

ところがそういった考えに対して「不都合！」「困る！」と反発する人々がが出て

きました。まず、女性たちが声を出し、自分たちの権利・自由を認めさせるための女

性解放運動、別名フェミニズム運動を始めました。これは、大きく三つの時代に分け

ることができます。 

 

１８世紀末に始まった第一波フェミニズム運動は、自由の革命、フランス革命を起

こしたフランスで起こりました。フランス革命の宣言の中で、自由になったのは男だ

けで女たちは含まれていませんでした。すぐさま女たちは「私たちにも自由を下さい」

という運動を始めました。また、イギリスでは結婚をすると男は簡単に離婚ができ妻

の財産を全部受け取ることができました。が、妻が離婚したいと言うと、お金も時間

もかかる上に証拠集めにもすごく厳しい条件をクリアしなければなりませんでした。

やっと離婚ができたとしても身ぐるみ剥がされて妻は家を出ていくことになるわけ

ですから、離婚するよりこれまでの苦しい生活に耐えるしかなかったわけです。そこ

で、イギリスでは、離婚法の改正に加え、女にも財産権を認めさせる運動が始まった

のです。 

１９世紀の半ばに奴隷制度が世界的な問題になり、男たちは奴隷たちの基本的人権

を認める運動を展開しました。社会の中の弱者である奴隷に対して、ジェンダー的に

弱者である女性たちも立ち上がりました。自分たちも奴隷制度廃止運動に加わりたい、

奴隷たちの人権を認めて欲しいと思います。が、当時のイギリス・アメリカでは「女

は政治に口出しするな」と言われてしまいます。それでアメリカ人女性たちは、自分

たちにも参政権を与えるよう運動を始めました。余談ですが、アメリカの場合、１８

７０年にアフリカ系アメリカ人の男性に参政権が与えられます。それに対して白人の

女性たちに参政権が与えられたのは１９２０年で、５０年の違いがあります。今回オ

バマ氏がアメリカ大統領になりましたが、あの選挙戦は白人と黒人の戦いでもあった

のですが、同時に男と女の戦いでもあった。ということになれば歴史的視点からいけ

ば、やはりアフリカ系アメリカ人の男性が選挙権を取ったようにアフリカ系アメリカ

人の男性であるオバマ氏が最初に大統領になるというのは、歴史の順番からいうとそ

うだったのかなと思ってしまいます。 

１８世紀末からの女性たちの運動は、２０世紀の前半に大きく花開きます。それは

戦争が原因でした。戦争というと悪いイメージがありますが、フェミニズムの歴史で

は決して悪いものではなかった。何故かというと、男たちが戦争に行って戦っている

間、家庭に入っていた女性たちは外に出て働き給料を手にするようになります。「あ

らっ、あなたもそんなこと考えてたの？」と女同志のコミュニケーションが強まって



いく。それまで専業主婦として家事育児をするだけでお金とは縁がなかった彼女達が、

自分だって働いて家族を養う事が出来ると経済的な自立と女同士の連帯感を学ぶこ

とができたのでした。 

ところが戦争が終わり、男たちが戦場から戻り会社や工場で再び働くようになると、

女性たちは家に連れ戻されることになります。これが第二波フェミニズム運度の終わ

りだと言われています。 

 

第二次世界大戦が終わり、戦勝国であるアメリカやイギリスの国民多くは裕福な生

活を享受するようになります。しかしながら、女性達は家に戻されて満足していたの

かというと決してそうではありませんでした。ベティー・フリーダンというアメリカ

の女性社会学者が、家に連れ戻された女性たちを調査します。結果は、このまま一生

家庭で暮らしていくことに対する強い不安感、一度自由を経験した女性たちはテレビ

や車や庭付きの家など恵まれた見かけだけの華やかな生活の裏で、将来を憂えている

ことがわかったのです。それが『女性神話の創造』という本として発売され、女達は

苦しいのは自分だけじゃないということがわかり、次なる運動のうねりを作り上げま

す。それがアメリカだけでなく世界的な動きになった第二波フェミニズム運動でした。 

１９６０年以降は、先住民やアフリカ系アメリカ人、大学生など様々な少数派の

人々が弱者救済のための運動を広げていきます。その中の最も大きな運動として展開

されたのがフェミニズム運動です。「この世の中は男たちが作り上げた男のための社

会だ。男たちは女を苦しませることしかしていない。その世の中をどうにか変えない

といけない。女たちよ立ち上がれ！ブラジャーなんて男が女を美しくするための道具。

それを焼き捨てろ。美人コンテストなんて女を商品化する催し物なのだから、そうい

うものには出るな。また、この世の中は男たちが男たちのために作った法律で女を裁

くのであるから不公平だ。だから、女たちよ、大学に行って法律を学ぶのだ。そして

弁護士になり国会議員になって、女のための法律を作るのだ。」このような強烈な戦

略で女の人たちはどんどん社会への進出を果たしていきます。 

 

しかしながら８０年代後半から風向きが変わり始め、第三波フェミニズムと呼ばれ

る時代がやって来ます。オイルショックなどでアメリカが不況になり、政治も保守化

します。その上、凶悪犯罪やエイズが世の中を震撼させ、１０代の妊娠や母子家庭の

増加が問題になります。第二波フェミニズム運動でキャリアウーマンとして成功した

女性たちに、「フェミニズム運動とはあなたたち女性を幸せにするための運動と言わ

れていましたが、幸せですか？」というアンケートが取られました。「仕事を終えて

一人で暗いアパートに帰ってくるのが辛い。」と答える女性の数は少なくはありませ

んでした。「そら見たことか、フェミニズムは世の中をよくすると言ってたくせに、

何一ついいことがないじゃないかっ！！」とフェミニズム運動に対する逆風が吹き始



めたのでした。フェミニズムの終わり、ポストフェミニズム時代の到来でした。 

ところが、ポストフェミニズムの支持者達は、逆風に毅然と立ち向かって答えまし

た。「第二波フェミニズム運動まで、女性たち一人一人はまだまだ弱く自由に何でも

することはできなかった。けれども、この運動のおかげで、今の世の中はとても過ご

しやすくなった。女だっていろんな生き方ができる。もちろんその中には問題もある

かもしれないが、今の女性たちにはたくさんの選択肢がある。キャリアを選ぶことも

できるし、家庭を選ぶこともできる。今や女性たちは多様な生き方を享受できる時代

となったんだ」と、女性達が一枚岩となって戦った時代から多様性を享受する新しい

時代の夜明けを告げるのでした。我々が生きている今の時代、第二波フェミニズム運

動を経験してきた人にとって今の世の中は乱れた世界に見えるかもしれません。けれ

ど、もう一方では女性たちが自由な選択をできるようになったと見ることもできるの

です。みなさんはどう思いますか？ 

  

欧米のフェミニズム運動は世界に影響を与えました。国際連合の施策についても例

外ではありません。詳しくはお手元のレジュメをご参照ください。 

 

さて、日本ではどうでしょう。日本では、律令制度が定められて以来、武士の階級

で男女差はあったらしいのですが、少なくとも江戸時代まで庶民レベルでは男と女は

比較的平等であったと言われています。 

しかし文明開化によって、つまり「遅れた日本・進んだ西欧」ということで日本も

西欧化するためには西欧型のジェンダーを取り入れなければというような思想が生

まれ、富国強兵と男だけが国民皆兵、女は２級国民�男は男らしく国のために、女は

女らしく良妻賢母�というような役割分担がどんどん進んでいきました。２０世紀に

入っても、女性は女性として自らの地位を向上させ、日本の帝国主義を支えたと言え

ましょう。 

２０世紀後半、戦争に負けた日本はアメリカの影響を大きく受けることになります。

それはアメリカの政府だけではなくアメリカの反体制運動の影響の両方を意味して

いました。戦後の復興の時代は、男は男らしさにこだわり、働き、家では黙って「メ

シ・フロ・ネル」。家族から尊敬されたという大黒柱のイメージでしたし、妻は家事

育児を担当していました。が、日本でも１９７０年代からウーマンリブ、女性の社会

進出をアピールする運動が始まります。  

１９８０年代からはバブルを経験します。男も女もお金を持っているので、伝統的

な価値観を乗り越えた形で様々なことをするし、それを認める風潮が出て来ます。バ

ブルの崩壊後は、日本においても欧米同様、凶悪犯罪や自殺や性感染症が急増します。

アメリカ化した日本は、アメリカ同様にフェミニズム運動の功罪を経験しながら、ポ

ストフェミニズムの世の中に入ってくるのでした。簡単に言うと、現在の女性たちの



生き方は多様化した、ということです。 

少し古いのですが、２０００年頃、女子高校生などが�ガングロ�といわれるまっ

黒な化粧をするのがはやっている時期がありました。見ていて気持ちが悪いなぁと思

う人もいたと思いますが、彼女たちに聞くと「男の子にもてたいなら、どんなメイク

をすればいいかくらい知っている。だけど自分は�ガングロメイク�が好きだからや

っている。男のために化粧をするのではなく自分が好きだからやっている」と言うの

です。ですから、最近は�ミス○○コンテスト�というのにも、しっかりとした目的

を持っていたりします。僕が知っている、あるミス○○は、「将来北海道の女性知事

になるためのステップです！」と言っています。かなり自立してますね。男たちの興

味を満たすためではなく自分のキャリアを実現するのためのコンテストなのです。日

本においても女性たちの多様な価値観が見られるようになっていると思います。 

しかしながら、２００８年の日本のＧＥＭ、つまり男と女がどのくらい平等である

かを給料や昇進の具合で表す数値は、世界で第５４位です。経済では世界で１位２位

を争う日本が、ジェンダーでは５４位。まだまだなんです。だからこそ日本では法律

制度の充実や人々の意識改革がまだまだ必要なのです。 

 

 

       映画の中の女性たち 

 

それでは、これからアメリカはハリウッドの映画６本を紹介したいと思います。女

性の歴史や男性社会で女性たちが如何に抑圧されていたかを示す映画、男性社会に対

して抵抗を示す女性たちを描いた映画、もしくはポストフェミニズムの時代に多様な

生き方を選ぶ女性の自由な世界を描いた映画です。 

 

■１９９０年作 『ロング・ウォーク・ホーム』 

これは１９５０年代の公民権運動を舞台とした映画です。アラバマ州でのバスボイ

コット事件を背景に、二人の女性主人公が登場します。一人はアフリカ系で、自分の

子どもたちのためにボイコットに参加します。もう一人はこの黒人主人公を雇ってい

る裕福な白人家庭の専業主婦です。彼女は、この運動を見ているうちに、徐々に母親

たちにとっての公民権運動の意味が分かるようになり応援を始めます。ところが、彼

女の夫は、「おまえは何も分かっていないのだから政治に口をはさむな！」と問答無

用に説教をするのです。第二波フェミニズム運動が始まる直前、女性達の鬱積した気

持ちを表現しています。 

 今からお見せするシーンは公民権運動に反対する夫が、妻に説教をするシーンです。 

（映画上映） 



夫の高圧的な価値観の強制に、妻は強い違和感を覚えるのがわかりましたか。この

話はもともとアフリカ系アメリカ人が白人たちに対して起こした運動の映画ですが、

この場面を境にフェミニズム運動の夜明けを描く作品へと転換するのです。 

 

このようにして、第二波フェミニズム運動が始まると先程お話ししました。この世

は男たちが作った男のための社会で、弱い女たちは犠牲者だ。だから、女たちは一枚

岩になって戦わないといけない。という考えです。それを如実に描いた作品をこれか

ら二本お見せしましょう。 

 

■１９８８年作 『フォーエバー・フレンズ』 

２人の白人女性が出てきます。一人は裕福な家に生まれ弁護士になります。その後、

親の勧めに従って結婚・出産を経験します。が、夫は浮気をして彼女のもとを去って

いきます。そして彼女は不治の病を患ってしまいます。そしてもう一人は、貧しい家

に育ちながらも自分の努力で歌手として大成功を収めます。全く対照的な二人の人生

ですが、二人が文通を続けることによって女同志の友情、同胞愛、そして「男なんか

いなくても女同志の団結さえあれば生きていける」とこの映画はメッセージとして流

しています。 

 今からお見せするのは、危篤状態になった友人のもとへ、コンサートをキャンセル

して主人公が駆けつけるところです。 

（映画上映） 

 この映画は女同士の友情という横のつながりだけを描くのではなく、歌手の主人公

が友人の残された娘を引き取ることによって、弱い女達のつながりは決して横だけで

なく縦にも強くつながるのだと、この映画は主張します。メロドラマ仕立ての非常に

典型的なフェミニズム映画だと思います。 

 

 次にお見せするのも犠牲者としての女がテーマですが、彼女達はこの男性社会に対

し果敢に戦いを挑みます。 

 

■１９９１年作 『テルマ・アンド・ルイーズ』 

この世の中が男のために作られたもので女性に対して悪意に満ち溢れているのな

ら、この社会に反逆を企てるのは正義である。フェミニスト的な逆転の発想です。 

主人公の一人は以前テキサス州でレイプされ裁判所でひどい仕打ち（セカンドレイ

プ）を受けた過去があります。もう一人の女性は映画の冒頭でレイプされかけます。

この男を射殺してしまったことから、映画が始まります。途中、逃亡のために強盗を

はたらいたりする彼女たちを、映画はまるでヒーローであるかのように痛快に描き出

します。今からお見せするのは、逃亡の旅を続ける彼女達が出会った女好きなトラッ



ク運転手との対決シーンです。 

（映画上映） 

 男社会の中で被害者であり続けた女性たちの怒りがついに爆発する。この世の法律

では彼女たちは犯罪者なのかも知れないが、彼女たちの行為は正しいのだとアピール

する、闘う女性を描いた作品です。 

 

■２００２年作 『クジラの島の少女』 

  次の映画は、ニュージーランドの先住民族マオリの女の子を題材にした映画です。

この女の子には二卵性双生児の兄がいましたが出生と同時に死んでしまいました。彼

女のおじいちゃんは、男性を重んじるマオリの伝統を守るために、その男の子に期待

していただけにショックは隠せません。女の子とおじいちゃんはお互いが大好きでた

まらないのですが、マオリ族の伝統が二人の間に立ちはだかります。差別されてきた

民族内で起こる女性への差別という、複合差別を扱ったのがこの映画です。 

（映画上映） 

複合差別の問題は非常に難しいですね。伝統文化を守るという大義名分の下で差別

される人々がいる。その人たちの人権はどうしたらよいのでしょう？ 

 地元北海道のアイヌ女性についても、複合差別は深刻な問題です。札幌ウタリ協会

の多原良子さんは、アイヌ民族の伝統を守る中でアイヌ女性の人権に興味を持って活

動されています。「アイヌの解放運動ではアイヌ全体の権利を取り戻すことが最優先

されたので、女たちは自分自身の権利について考えるようなことはこれまでなかった。

アイヌ女性であることにより受けてきた様々な問題をこれからは対峙しなくてはな

らない」と話されていました。ニュージーランドを舞台としたマオリ族の女の子の話

は、決して海の向こうの話ではないのです。 

  

さて、こういった女性たちの苦難や抵抗の姿をドラマチックに描いた第二波フェミ

ニズム的映画とは違う形で、女性たちの多様性を描いたポストフェミニズム的映画が

１９９０年代に登場します。 

 

■２０００年作 『エリン・ブロコヴィッチ』 

これは実際にあった話に基づく映画です。エリン・ブロコヴィッチという子持ちの

離婚経験者は、タバコも吸うし、服装も派手、その上定職に就くこともできず、ある

のは借金だけです。しかし、彼女は、ふとしたことから弁護士事務所で働くことにな

り、そこである大企業の汚染隠蔽疑惑を調査します。失うものを持たない彼女は、子

どもたちのために裁判を起こし勝利する、といった内容です。経歴や外見に捕われず

に自分の生き方をしっかりと持った新しい女性ヒーロー誕生の映画がこれです。今か

らお見せするのは、彼女の隣人が、派手な出で立ちの彼女にデートを申し込むシーン



です。 

（映画上映） 

エリートではない女性が正義を勝ち取ることのできる世界が、映画という虚構の世

界ではなく実話として存在したことがこの映画の魅力と言えましょう。多くの女性達

にとっていろいろな生き方が可能になる、ポストフェミニズムとはそんな時代を指す

のです。 

 

 もうひとつは意外に思われるかもしれませんが、名前は知っているかと思います。 

 

■１９９７年作 『エイリアン４』 

 この SF 映画は、シリーズ１から４まで作られました。基本は、地球人がある星に

行くと、そこに住んでいるエイリアンが襲ってくる。壊滅状態になったところに、男

より強い女性が登場しエイリアンをやっつける話です。ただそれだけなのですが、１

と２は第二波フェミニズム的な映画と観ることもできます。なぜなら、このエイリア

ンはメスで子どもがいて、子どもを守るために戦っている伝統的な母親と言うことが

できます。そんな伝統的な女性像を敵視し駆逐しようとするのが武装した男勝りの女

性戦士です。伝統的な女性に対して新しい女性が勝利するというフェミニスト的な映

画なのです。 

 ところが、第三波フェミニズム運動の時代または８０年代後半から９０年代初めの

ポストフェミニズム時代に入ると、映画の雰囲気が変わってきます。エイリアン３で

は、主人公の女戦士は星に残された女の子を守ろうとして死んでしまいます。これ自

体には違和感はないと思いますが、女戦士が『エイリアン４』で戻って来ると仕掛け

がわかってきます。その女性には彼女自身のＤＮＡだけではなく、エイリアンのＤＮ

Ａも入ってクローンとして生まれ変わったのです。言い換えると、エイリアンの母性

を備えて復活するのです。つまり、『エイリアン３』はフェミニスト戦士の母女性と

しての不完全性と母性の必要性を訴える作品だったのです。 

 さて『エイリアン４』で、女戦士はエイリアンの姿をした子供を産み母親になりま

す。自分の子供ではあるが、エイリアンは危険だから殺さなければならない。子を失

う母親の姿を悲劇的に描くことにより、伝統的な母親へ同情する気持ちを作り出して

いるのです。１と２は伝統的な女性を否定するような映画でしたが、『エイリアン４』

においては伝統的な価値観が戻ってきます。息子のエイリアンが殺されるとき、叫び

声が「マーミー！ マーミー！！」（お母さん！お母さん！！）とみなさんにも聞こえ

ると思います。 

（映画上映） 

 この映画は、単にＳＦ映画のあり得ない話に見えるかも知れません。が、フェミニ

ズム的な女性像と伝統的女性との葛藤を描いているのも事実です。最後に、滅亡の危



機にあった地球は救われ、女性戦士は地球へ初めて行くことになります。この「母な

る地球」への回帰は、母性の復活をも意味するのです。『エイリアン』という映画シ

リーズは、フェミニスト戦士の物語から、母性神話の復活を告げるポストフェミニズ

ム的映画へとシフトする映画です。 

 

 レジュメにあるその他の映画も簡単に説明しましょう。 

 『カラー・パープル』は、アフリカ系アメリカ人の女の子の物語です。父親と夫か

ら性的暴力を受け、人種的にもジェンダー的にも少数派の生き様をとおして複合差別

の問題を描いた作品です。 

 フェミニスト映画の『フライド・グリーン・トマト』や『マグノリアの花たち』で

は、女性同士の結びつきの重要性。『ジョイ・ラック・クラブ』は、中国で生まれた

母親４人の下で生まれ育ったアメリカ育ちの娘たち４人の和解の物語、アメリカで力

強く生きていく姿が描かれています。 

 『ため息つかせて』は、ホイットニー・ヒューストンというアフリカ系アメリカ人

の歌手が主演している映画ですが、様々な問題を抱える彼女の女友達がそれぞれの問

題を抱えながらも現代社会で幸福な生活を送るために努力しているポストフェミニ

ズム映画です。 

『めぐりあう時間たち』は、１９２０年代に実在したフェミニスト作家ヴァージニ

ア・ウルフの人生と、１９５０年代のアメリカで彼女の作品『ダロウェイ夫人』を読

むある妻の鬱積した生活、そして２０００年のニューヨークでレズビアンとしての生

き方を選んだ主人公の姿、のそれぞれの一日を一つの映画にまとめた複雑な映画です。

女性たちの生き方を悲劇的に描いている点でフェミニスト映画という印象を与えが

ちですが、これは反フェミニスト映画だというのが僕の考えです。興味のある方は、

これらの映画をご覧になってください。 

 

 

      ステレオタイプと個人 

最後に、今日の話をまとめてみましょう。 

一つ目は、人間には第１学習と第２学習が必要だということです。人間は賢い生き

物ですから、男の人はこういう傾向がある、女の人はこういう傾向があると分類する。

分類することで、男の人の行動パターンや女の人の思考形態などを学習し「女はこう

いう生き物・男はこういう生き物だと学び取る素晴らしい生き物だ」と言うことがで

きる。ステレオタイプの誕生です。しかし、だからと言って「すべての男の人は強い！

理性的だ！」とか「すべての女の人はおとなしい！料理が上手だ！」とは限らない。

つまり、人間はステレオタイプというものを学習により作り出してきました。僕はこ



れを「第１学習」と言っています。が、人間には例外がたくさんあり、色んなステレ

オタイプはあるかも知れないけれど、一人一人は違うということを人間は学習しなく

てはならない。つまり、「第２学習」が必要だということです。 

しかし、第２学習は非常に難しいことです。偏見を完全に取り除くのは不可能だと

言う研究結果もあります。例えば、ある国に対して偏見を持った人がいるとします。

その人の持ってしまった偏見は、多分どんなことをしても完全には消えないそうです。

が、それをかなりの量で減らすことはできるそうです。それは、その人が嫌いだと言

った国に連れていき住まわせること。そうすると、「あれっ、こう思っていたのにこ

んな人がいる」とか「こんな国かと思っていたけどこんな面もあるんだ」と直接経験

すことによって色んな例外を知ることができる。つまり「第１学習」で得た知識を「第

２学習」で修正するのです。そうすることによりステレオタイプという偏見を取り除

くことができる。また、女性たち自身も自分達の可能性をステレオタイプに縛られな

いで自分自身の可能性を引き出していけるのではないでしょうか。法律的にも基本的

人権というものを尊重しなければならない。 

２つ目は、多様性を受け入れるということです。女だからと決めつけるのではなく、

多様な女性がいることを受け入れる。そうすることにより、今日、水澤町長から最初

にお話がありましたように、男女のパートナーシップというものがより有効に機能す

る男女恊働参画社会というものが実現するのではないでしょうか。 

それでは、『映画で学ぶ女性の生き方』をこれで終わります。御静聴ありがとうご

ざいました。  

 

（この文章は講師の講演内容を主催者側でまとめたものです） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  質    疑 

 

 

〇私は「エイリアン」が好きで、１～４まで見ましたが、エイリアンの中に母性の形

が含まれていることを若干感じてはいましたが、後半の方で親子のつながりが映画の

中で見られるなと思っていた。これがアメリカ社会というのか全世界の中で女性の見

方が変わっていくところが映画にたくさん出ている。 

 

→リプリーという女性戦士の視点から見るとエイリアンは非情な生き物に見えます

が、よく見てみると子どもを愛している優しい生き物なのです。しかもエイリアンの

方が先にその星に住んでおり、そこに人間が侵入してきて支配しようとする。実は、

エイリアンの方が被害者だということに気づく。でも、それを思わせないようにフェ

ミニスト的な映画に作り上げてあるところが面白いのですが、最後には母性の重要性

をアピールするという変化がたいへん面白いですね。 

 

○私たちも６０歳を過ぎ、ご主人を亡くされた方が増えてきつつあるのですが、これ

からの時代、子どもや親戚に頼るのではなく、友達同士で一緒に仲良く暮らすまでも

いかなくても、そういうような友情が育っていくのではないかとだんだん思うように

なりました。この考えはいかがでしょうか？ 

 

→今のご意見は、『フォーエバー・フレンズ』が言わんとしていることと同じだと思

います。女だってお互いの支えがあれば生きていける。お見せした場面で、歌が２曲

流れます。ひとつは『ヒーロー』という曲です。ヒーローというと力持ちで世界の平

和を守る男の人というのが一般的ですが、この映画の中でのヒーローは友人であり尊

敬できる身近の女性のことを指しています。２つ目の最後に流れる愛の歌は、異性愛

ではなく女同士の友愛の歌です。女同士で助け合うことが幸せのかたちなのだと、こ

の映画は伝えているのだと思います。 


