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おわ りに
は じめに
新聞 の投書 をジ ェンダーの視点 か ら分析す るとい うと、 オヤ ッと思 う人 が い
るか もしれない。すでに、言語研究 にお いては、投書 をジ ェンダー の視点 か ら
分析、検討 してい るものが少 な くない9私 自身、新聞 の記事 で、一番興味 を持 っ
て読 んで い るのが、投書 で ある。 なぜ な らば、訓練 を受 けた記者 の言語表現 よ
りも、 よ り個人 としての実感 を感 じ、 あるい は、人間 としての普遍性 を感 じる
場合 が少な くないか らである。
今 回は、従来 の言語研究者 とい う立場 で、投書 を分析す るのではな く、投書
とい う媒体 を通 して、大学生 のジェンダー認識 のあ りようを探 ってみた い。投
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書 の投稿者 をふせて読 んでみた ら、性別 がわかるだろうか とい う、素朴 な疑間
か らの調査 を思 いたった。 したが って、調査方法等 も、深 く吟味 してい るわけ
ではな く、 その方法等 について も、検討 の余地のある ことは確かである。
今回の調査 は、方法 もいたって簡単 であ り、深 く吟味する こ ともな く行 なっ
たため、 どのような結果 になるか、全 く予想 しえなかった。 しか しなが ら、調
査 を行 い、 また、 その調査結果 について、 さらに、被調査者 とや りと りする中
で、それ まで気付 かなかったジェンダー認識 が、投書 の性別判断 をきっか けに、
姿 をあ らわ して きた ことに、驚 いた。 それ まで、授業 にお いて、女性問題 を含
むジェンダー をめ ぐる問題 を考 えて きたが、すんな り受 け入れて くれ る場合 は
少 な く、む しろ、抵抗感 を持 つ場合 が多 い とい う印象 を受 けた。今回の投書 の
性別判断 では、私 がその ような問題 を指摘す る ことな く、学生 自 らが、 ジ ェン
ダー認識 に気付 くきっか け となったので はないか と思 う。そ して、後述す るよ
うに、女性 に対 する否定的なステ レオタイプを男性 ばか りではな く、女性 自身
も持 つてい る ことにショックを受 けた人 も少 な くない。 この ことは、今 日、価
値観 が多様化 して い るとよ くいわれて い るが、 はた して、 そ うなのか。 また、
価値観 を支 えてい るものは、純粋 に個 々人 によるものなのか、 とい うこ とまで
考 えるように もなった。今 回の判断調 査 にお いては、あ る共通の価値観 が顔 を
みせ、 む しろ、個 々人 とい うよ りも、個 々人 をめ ぐる社会的、歴史的関係 が大
きな影響 を与 えてい るのではないか とい う ことまで、気付 くようになった。
ともあれ、 これ らの一連 の作業、経過 を経 なが ら、言語、あ るい は文体 を、
もっぱらの研究対象 として きた、 これ までの分析 や方法 を踏 まえて、被調査者
自身 による自らのジ ェンダー認識 の偏 りに対 する自覚、反省 に役立ててい くこ
とも可能 となるのではないか と考 えて い る。今回 は、学生 たちの協力 がな けれ
ば書 けなかった、調査報告書 として、読 んで もらいた い。
一 、投書 の性別判断調査

1

調査方法

まえが きで述 べ た ように、投書 を通 して、 そのジ ェンダー認識 が どの ように
なってい るのか、大学生 を対 象 に調査 を試 みた。
『朝 日新聞』1995年 10月 13日 付 の 5つ の投書 (資 料 を参照の こと)に つい
て、個人情報 (住 所、氏名、年令、職業 )を ふせて提示 し、 その投稿者 の性別
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を判断 し、 その判断根拠 も、表現、内容等、 で きるだけ詳 し く指摘 して もらっ
た。対象 は、大学生 1年 か ら 4年 までの男性 120名 、女性 112名 に行 なった (実
施時期 は、1995年 10月 中旬 か ら下旬 で ある)。 ちなみに、投書 の見出 しと個人
情報 は次 の通 りである。

①「法相辞任劇は政治不信増幅」(男 、59才 、市議会議員)
②「イタリアにも『秋刀魚の味』
」(男 、31才 、フリーライター)
③「金融機関自ら厳しい改革を」(男 、36才 、自営業)
④「小学生証明書発行できぬか」(女 、34才 、主婦)
⑤「駆け込み的な核実験許せぬ」(男 、34才 、会社員)

2

結果

上掲 の ような性別判断 の結果 は、表 1が 示す ような もの となった。
表

1

投書 の性別判断調査 の結果
は%

回答者

捩

女性 (112名 )

男性 (120名 )
男

性

女

性

男

性

女

性

①

64(53,3)

52(43,3)

73(65,2)

39(34,8)

②

29(24,2)

89(74,2)

27(24,1)

84(75,0)

③

107(89,2)

99(88,4)

13(11,6)

④

42(35,0)

77(64,2)

29(25,9)

81(72,3)

⑤

45(37,2)

69(57,5)

38(33,9)

69(61,6)

(無 回答 は計上 されていない)

第一に、回答者 による性差、あるいは、学年差 は見 られず、男女 ともに結果
がある程度一致 しているとい うことである。五つの投書中、② と⑤ の 2つ が、
投稿者 は男性 だったが、女性 と判断 してしまっている人が男女 とも多い。ただ
し、男性回答者の方 に、 ゆれがみられ、①④⑤ に関 して、男性 とみなす人、女
性 とみなす人の割合 に、極端 な差がみられなかった。一方、女性回答者 の方 は、
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どちらか一方 に、片寄 る傾向が ある。 ひとつの考 え方 としては、男性 の方が、
一般 に、自己の性 についてあまり意識 しな くても、す まされる社会状況 にある
が、女性 の方 は、 どちらか とい うと、自己の性 について意識 しがちであること
に起因するのかもしれない。これまでの研究 でも、男性が無標 (― arked)で 、
女性が有標 (marked)(田 中和子氏 (1993)の 「女性冠詞」 とい う指摘 もある
ように)で あり、 これが、 ジェンダー認識の面にも影響 を与えているとい うこ
とが、指摘 されてきた。
第二 に、当然なが ら、表現や内容上、ともに被調査者 にとって、
「期待 される
男性像、女性像」にあてはまる場合 には、男女 ともにあまり、判断がゆれない。
た とえば、② について、丁寧体 で書かれてあり、料理 の話題 であるので、女性
とする回答者が、70%を 越 えてお り、③ について、普通体 (丁寧体 でない とい
う意味)で 、政治・経済の話題 であるので、男性 とする回答者が 90%弱 もいた。
他方、表現 と内容が、
「期待 される男性像、女性像」と外れている場合、判断が
ゆれていることが分かるが、最終的 には、内容で判断 している回答者が多い。
① について、会話調の構成 であり、 その点で変わった展開で書かれているが、
政治のことなので、男性 とし、④ について、普通体で書かれているが、子供 の
ことなので、女性 とし、⑤ については、普通体で書かれ、核実験の ことである
が、 フランスに関わるものなので、女性 と、 それぞれ最終的 に判断 している回
答者が多い。 しかし、 これらのゆれ も、先程指摘 したように、男性回答者 の方
に、 より見 られる。

3

判断根拠

つ ぎに、学生たちの男女の性別判断の根拠をまとめると、以下のようになる。

MFは 、男女 とも回答者があげた点、Mは 、男性回答者のみが、 Fは 、女性回
答者のみが、 それぞれあげた点を指す。
○男性 であるとする根拠
●表現

MF:文 末が断定的.簡 潔な文章.漢 字が多い.否 定文が多い。難 しい,堅
い言葉を使 う
M:外 国語的受け身の使用がある
F:熟 語が多い.説明的記述 がな く、淡々 としている (「 夫の仕事 で、、」等の
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前書的説明 がない)
●文章 の展開

MF:論 理 的.理路整然.起承転結が はっき りしてい る.単 刀直入

(感 情 を

ス トレー トに出 してい る)形 式 ばった文章。反論 調

M:感 情的でない.女 な らもっ と感情論的な部分 が ある

F:客 観的.理 屈 っぽい.攻撃的.強 気。相対的な見方。結論 をはっき りさ
せる
●内容

MF:政 治・ 経済や金融、軍事 に詳 しい世界 の ことに詳 しい.専 門的.一 介
の主婦 で はない.正 義感

M:男 の 自負。体裁 に こだわ る.何 かを守 るためには多少 の犠牲 もやむを得
ない とす る

F:解 決策 な どが具体的で社会 に通 じている

(女 の人 は外 の世界 にでていな
い).保 守的.吉 労 してい る.フ ラ ンスのイメー ジが文化や芸術 に向けら

れて い る (女 な り、服飾 か料理 ).毎 日電車 に乗 る人 (「 駆 け込み乗車的」)
○女性である とす る根拠
●表現

MF:丁 寧体.会 話調 の文.漢 字 や熟語 が割合少ない.ス ムーズ.語彙等が
わか りやす い.願 望で しめ くくる.柔 らかな口調 .控 えめな表現
ズムがいい.新 聞 くささがあ ま りない.文 章構成 がかわって い る

M:リ
F:受 け身的な表現

(控

えめ)が 多 い.疑 問文 が多 い.体 言止 め.自 分 の血

縁 をだすのは既婚 の女
●文章 の展開

MF:感 情的.ヒ ステ リック.論理的でない.エ ッセイ風.自 分 の意見 を押
しつ けるのではな く、最後 まで読者 に問 いか けなが ら、終わ っている

M:文 句 をい ってい る.男 に注文 をつ ける.容赦 ない.誰 の敵 にもな らず、
他人 にまかせ るや り方

F:結 論 を出 さない.激 しい非難 で はない.強 さが感 じられない.井戸端会
議 の ようにごちゃごち ゃ言 ってい る.ね ちねち している
●内容

MF:日 常的、家庭 内

(料 理 、子供 )の こ と.身 近 な話題 :政 治・ 経済 に う
とい.専 門的 ではない.細 かい.気 が利 く.道 徳論。人道 的.理 想論.
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フランスヘ の憧 れ.弱 い者 の立場 か ら.遠 慮ない
M:政 治批判 をしない (男 な らもっ とマ クロ的 な考 え方 をす る).柔 軟 な考 え
方.女 に しか分 か らない事 が書 いて ある
F:理 想主義的 な厳 しさ (男 な ら、 もう少 し、企業 よ りの考 え方が しみつい
て い る).非 現実的 (生活 にあま り影響 のない ものを自信 たつぶ りに提案
する家庭 に閉 じ こ もりがち にな る女 の人 にあ りがち).具 体性 をもたな
い.保 守的。人 の言葉 の意味、 ニ ュア ンス な どに細 か くて、 とて もうる
さい.投 書 して まで (ヒ マ な主婦 ).海 外旅行 で食 を楽 しみ とする.優 し
い.オ バ タ リア ン的
調査後、投書 の書 き手 の性別 の事実 を明 らか にした ところ、全体 として、 5
つ の うち、 2つ (あ るいは もっ と)は ずれた ことが、学生 にとって、 シ ョック

だらたょうだ。判断根拠 に、 もっともらしいことをあげていただけに、実際 と
違 った とい うことは、自らの男女観 を見 なおすきっかけになったようだ。なか
には、今回の投書 は、 とりわけ分か りにくい ものを使用したのではないか との
指摘 もあったので、別の新聞 (『 読売新聞』1995年 5月 3日 付の 7つ )を 同様 な
方法で回答 してもらった ところ、やはり、あたらないのが全体で 2つ ほどあつ
た。 (こ こでは、詳細 は省略する)そ の中で、 1回 目の調査であたらなかったの
で、自分 の判断基準 が違 っていた ことを反省 し、 2回 目には判断基準 を変えて
やってみたが、やはり、あたらなかった とい う人 もいた。
今回の調査が興味深 く示 して くれていことは、投稿者 の性別が意外 にあたら
なかった とい う事実 よりも、 それ以上 にその判断根拠 にみられる、女性像、あ
るいは男性像 に対す る学生たちに抱かれているイメージとい うか、観念が、浮
き彫 りにされた とい うことと、 それへの彼 らの反応である。
二、判断根拠の検討一学生の気付 きを中心 に一

1

連続幼女殺人事件の「犯行声明文」および「告白文」への識者のコメン
トをめ ぐって

大学生の判断根拠 をめぐる、 さらなる検討 に入る前 に、文体 と性差 の関係 に
ついて、興味深い議論 を紹介 しておきたい。 それは、武田春子氏 (1990)が ま
とめた識者 のコメン トである。武田氏 (同 掲書・ 29頁 )は 、1988年 に起 きた、
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周知の連続幼女殺人事件 において、
「今 田勇子」とい う名 で出 された「犯行声明
文」および「告白文」 についての、いわゆる識者の コメン トに「根強い性差別
観念がある」 ことを指摘 してい る。
犯人が男性 か女性か分からない時点で出 された識者 の コメン トが、犯人が分
かった時点で読 みなおす と、武田氏 の言 うように、 (全 員ではないが)性 差 に対
する共通のイメージな り、認識が、識者 にみえか くれしているのがわかる。 そ
こでの識者 とは、推理作家、精神科医、臨床心理学者、犯罪社会学者、国語学
者、言語心理学者等、犯罪問題や言語 に関わ りのある職業 についている、 いわ
ば、 その領域 でのプロを指 している。以下 に、武田氏 (同 掲書 030頁 )の 識者
の コメン トのまとめを示 してお こう。
★「男 らしさ」
「さて、真実の証明 に入 ります」 自分の ド
論理的.理 路整然.「 つ まり」
ラマにのめ りこんでいない.非 情緒的.硬 い表現.女 が使わない表現
「〜か
「証の一つ を立てましょう」
らなる」
「物証」
「警察発表」
「捜査状況」
「 さて、
「事
「つ け回す」
「近 い筈だ とにらみ」
真実の証明 に入 ります」
「犯行声明」
「 この世 の臭 い とは思えな
「不注意からなる」
「現世の刑法」
実であります」
いほどの悪臭」
ふざ
田
け
.ゲ ーム感覚
.挑 戦的.悪
.「 今 勇子」
★「女 らしさ」
情緒的。陰湿.文 章全体が長 い.ネ チネチ。子 のない女の心情がよ く書け
ている。男 にはわからない心理を描写.丁 寧.「 悟 ってい らした」
「ですの
い
い
でお願 いです」
「あげた 」「〜かしら」
.女 らし 語彙「おばさんも」「高
「切開」
.文 章全体がやわらかい
齢」
上述のように、武 田氏がまとめた識者のジェンダーに対す る認識 と、今回の
大学生を対象 にした調査の性別判断根拠 とが酷似 していることに気付 くのであ
る。社会経験、専門的知識 の乏しい とされる学生 と、 その道のプロである識者
に、 それほど大差 ないイメージをもってい るとい うことに驚 きを感 じ、 さらに
は、 そのイメージの源 はなにか とい うことも、考えるようになってきた。
ここで、識者の認識 と、今回の調査で示されていた判断根拠 を、学生に提示
し、 それについての意見を求 めた ところ、 ほぼ、以下 のようであった。
「そ こか ら女
「子供が産 めない、
、
、
」とい う記述 に注目し、
第一 に、た とえば、
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性 だ と判断す る識者 は、 むしろ、子供 を産んだ ことのない男性が多いのではな
いか」とい う意見である。 とい うのは、
「子供が産めない女性は、むしろ、 そん
な ことはしないだろう」と思われるからである。 したがって、識者 といっても、
ジェンダー認識は、主観 にすぎない ものであるとい うことが分かる。第二 に、
識者であるがゆえに、
「自分の専門 にせ まく固執 してしまってい るのではない
か」とい う意見である。つ まり、
「専門自体 の世界での性差認識が男女の現実像
とか け離れ、ステ レオタイプ化 しているのではないか」 とい う指摘である。
ついでに言えば、性別判断をめぐるこの事件への識者 の コメン トにとどまら
ず、他の問題、事件等 に対す る識者 のコメン トに対 しても、
「識者の意見を鵜呑
みにしない ように心がけるべ きだ」 との意見 も出 され、教師 とい う立場にある
者 として、私自身、大 いに反省させ られる機会 ともなった。

2

投書の性別判断にみるステレオタイプ

つ ぎに、今回の調査における判断根拠をもとに、今 日の学生たちの抱 いてい
る男性像、女性像 を、大 まかに描 いてみると、男性は、そして「男 らしさ」は、
忙 しいサラリーマン、女性は、そして「女 らしさ」 は、 ヒマな専業主婦 とで も
なろうか。それぞれ、①、② と二つの側面から見 ることができる。
男性 のステレオタイプは、①毎日、家族のために、一生懸命働 き、 とても忙
しい。厳 しい社会 の中で、苦労 してお り、 さらに、新聞 も読 み、専門的知識 も
あり、政治・ 経済等をマクロ的視点から考えている。女性のように、厳 しい一
面的な理想論 には走 らず、会社側 の立場 も考慮 しつつ (そ のため保守的 にもみ
える)、 あ くまで現実的で具体的な提案を論理的、客観的 に述べている。② しか
し、強気で攻撃的で、型 にはまった言い方をし、体裁 にこだわ り、感情がみえ
てこない。一般論 に頼 うなければ、自分 の意見を前面に押 し出せない。
一 方、女性 のステ レオタイプは、①毎 日、主婦 として、家庭 の中で、家事 (料
理 等 )や 育児 に専念 してい る。優 しく、 きめ細 か く、 よ く気 が利 いて、 しか も、
自慢 せず、控 えめで ある。 (会 社 に勤 めてい る会社員 (男 性)よ りも進 んだ考 え
をもつ こともあ り)柔 軟 で、丁寧で、わか りやす く、面 白 く、 リズ ム の ある書

き方をする。② しかし、家庭 に閉 じこもりがちなので、視野がせまく、新聞 も
読 まず (朝 のフイ ドショーに うつつをぬか し)、 社会や政治からずれている。一
方で、 ヒマがあるので、オバ タリア ン的 に、生活 にあまり影響のない ものを自
信たっぶ りに提案 してみるが、非現実的であった り、誰 にで も考 えられるよう
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な もので、独創性 もな く、一介 の主婦 にす ぎない。感情的、 ヒステ リックな物
言 いで、結論 がない。

①が、学生によって描かれている肯定的ステンオタイプ、つまり、
「望ましい
男性像、女性像」 と思われるものである。②が、 ともに、否定的ステレオタイ
プである。さらに、後述するが、特に女性に対する②が男性に比べると、かな
り、厳 し く、 また、多 くあげ られて いた。 これ らのステ ンオタイプは、男女 と
もに、かな り共通 にあるものだ とい う ことに気付 き、学生 自身驚 いて い る。
「皆、
同 じようなイメー ジを持 っているとい う ことは、少 々恐 い気 がす る」 とい う学
生の感想 が、 この ことを物語 ってい る,
被調査者 である学生 自身 は、 サラ リーマ ンや主婦 としての経験 がないので、
彼 らのサラ リーマ ンや主婦 に対す るイメージは、 マ スメディア等 よ り、四六時
中、流 されてきた、 また、流 されて い る情報 は もちろんの こと、直接的 には、
学生 の親 の世代 の生 きざまを空気 の ように感 じなが ら、生 きて い る ことか ら、
つ まり、 それ らの諸状況 の 中か ら、作 られて きた ものであろう。 つ ま り、学生
の「男性像、女性像」は、彼 らが生 まれ、育 って きた 1970年 代頃 の、高度経済
成長 の過程 で、社会的 につ くられて きた、親世代 の男女 の生活 のあ り方 をみる
ことに よって、形成 されて きたので はないか とい う ことで ある。 また、竹 中恵
美子氏 (19950112頁 )の 指摘 してい るように、家事 の軽減化 が展開 されてい く
時代 を表 象 にお けば、「三食昼寝付 き」 とい う代名詞 の専業主婦 のイ メージは、
いい意味 で も悪 い意味 で も、 この頃、特 に強 くあったのではないだろうか。
しか し、周知 のよ うに、 その時代 に比較 し、今や、労働力 の女性化 の進展 が
急速 にみ られ、女性イ コール専業主婦 とい った図式 が現実 に崩れ つつ ある状況
を迎 えてい るに もかかわ らず、学生 の「女性像」 は、上述 の通 りで ある9

‑方 において、大人 の女性 の典型 を「専業主婦」 として しまうのは、 まった
く根拠 のない ことで もない。様 々な ところで指摘 されてい るように、「主婦」と
い う表現、あるい は、立場 に疑間 を もちなが らも、主婦 とい う役割 が、個人 の
生 き方 に深 く入 りこみ、
「主人」 をたてて、家族 のために存在 してい くことに、
心 を注 いで しま う状況 が ある。 それが、投書 の文体、内容 へ も大 き く影響 を与
えて い る場合 が少 な くない静〉
ともあれ、社会背景 の変化 とはい って も、 つ ま り、女性 が収入 に結 びつ く仕
事 に積極 的 に参加す る機会 が増 え、女性 の経済的 自立 も可能 とな りつつ ある と
い って も、男女 の関係 のそれ までの認識 を直 ちに変 えてい くことに はな らない
し、 また、 そ こに難 しさがある とい う ことだ。 つ ま り、現実 は新幹線 並みに、
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認識 は各駅停車並みに動 いて い るとい うことになるのだ ろうか。
三 、女性 に対す る否定的 ステ レオタイプ

1

否定的 ステ レオ タイプヘの学生 の気付 き

今回の性別判断 の取 り組 みを通 して、男女 に対す る学生の認識 が、 どの よう
な ものであるか次第 に分 かって きたが、 さらに、指摘 しなければな らない もの
に、女性 に対す る意外 なほ どの否定的見解 で ある。 これは、女子学生 自身 も抱
いてい る、 または、抱 か されて きた、否定的 ステ レオタイ プで あるf)
以下、 この点 をめ ぐる女子学生たちの感想 をい くつか紹介 しておきた い。
「感情表現的文体 を女 の文 と判断 して い る今 の私 の判断基準 その ものに、今
あらたな発見 と驚 きを経験 してい る。」
「漢字が多 いか ら男性 で あるな どと判断 され る と、『女 は知性 に欠 ける』とい
われてい るようで、女 の私 はイヤになる。 しか も、 この ような考 えを男性 だ け
｀
でな く、同性 で ある女性 自身 の多 くが持 ってい る ことも事実 なので、悲 しくなっ
て しまう。」
「女性 は、男性 に対 して、劣等感 が あるか ら、 マ イナ スイメージを根拠 とす
る回答 が多 くみ られたのではないか。」
「問題 なのは、女性 自身 が、女性 に対 して、女性 は、 日常的 で視野 の範囲 も
限定 された ものであるとい うような認識 をもってい るところ。 これ は、女 の社
会的地位 を低 め られかねない ような認識 である。」
学生の気付 きに共通 に示 されてい るその声 は、女性 自身 も、女性 の ことを否
定的 にみて しまってい る ことの発見 で ある。20才 前後 の、女子学生 の今後 の生
き方 が、 (つ くられた)否 定的 な専業主婦像 として しか思 い浮 んで こない とい う
事実 は、や は り、悲 しい ことではある まいか。

2

女性 に対す る否定的 ス テ レオ タイプの成立要因へ の気付 き

前章 でみた ような否定的 ステ レオタイプが、特 に女性 に向け集中 してい る と
い う この認識 は、 いか に、形成 されてきた ものか、学生 たち と話 し合 う中でで
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て きた意見 のい くつかを紹介 してお きた い。
・・・ (中 略)・ ・・ この思 い込み
「政治 に関心 があ り、詳 しいのは男 とい う。
は、歴史的産物 に他 な らないのではないか。」
「『男語』『女語』 は、男 は仕事、女 は家庭 とい う、 かつての社会的状況 や立
場 を反映 してで きて きた文 法 ではないか。」
「『女 の くせ に』 とい う言葉 は、『男 の くせ に』 とい う言葉 よ り、使用頻度 が
高 い。『女 が こうあるべ き』とい う言 い方 は、男 のそれ より、質、量 ともに、 そ
して重 く、女 を圧迫 して きた。」
「小学校 の先 生が、『女 の子 は「です・ ます」体 の方が いい し、男 の子 は男 の
子 らし く、
「 で ある」体 が いい』と言 つて いたのを思 い出す。 これ は、 おか しい
と、今思 う。」
「話 し言葉 につ いて、会話文 の主語や語尾 に、男女差 がみ られ るが、 それ ら
は男性 の作家 が (明 治時代以来 )、 女性 に女 らしい「 美 しい 日本語」 とされるも
のを押 しつ けたか らではないか。 そ して、 それ も、今や崩れつつ あるのではな
いか。書 き言葉 の方 も。」
「 生 まれて きてか ら、男 は男 らし く、女 は女 らし くと、周囲か ら与 えられて
きた ものであ り、容易 に取 りのぞ くことは難 しい ものである。」
最初 の調査 か ら、その後 の取 り組 みの中で、学生たちの意見 を聞 いてい ると、
言語 は記号、 コ ミュニ ケー シ ョンの手段 で あるだ けな く、男女 の社会的、歴史
的関係 と深 く結 びついてい くことへ の、彼 らの気付 き・ 認識 となって い くのに
気 が付 くのである。 それにして も、女性 のおかれて い る社会的現実 は変わ りつ
つ あるのに、陰 に陽 に、認識 は「女 らし く」
「男 らし く」と慣習的 に、 また制度
い関係 に変 えてい くことは、けつ
い
それ
らし
るため
を人間
に
されて
きて
、
的 形成
して容易 な ことで はない。

3

学生たちの今後 へ の模索

「識者 の コメ ン ト」の検討、 自分 たちの意
投書 の性別判断 の調査 にはじまり、
識 のあ り方 を反省 しあ うなかで、学生たちは、言語 とジ ェンダー との関 わ りに
ついて、僅 かなが らで も考 え直す契機 をつかんで きた のではないか と思 ってい
るが、今後 へ の模索 を感 じさせ る学生たちの意見 をい くつか紹介 した い。
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「偏見、先入観、固定観 念 にしば られてい ることに気付 いた以上 、 なん とか
した い。」
「 ステ ンオタイプ を即 あてはめて人 を見 る、先入観だけで人 を判断す るのは、
真実 か ら遠 ざかる危険な こ とだ とわかった。」
「文体上 の女 らしさ、男 らしさの境 目が な くなって きて、混在化の進行中 に
あるのではないか。」
「 ステ レオタィプは幻想 にす ぎず、文体等 は、結局、筆者 の姿勢、

性格 の反

映である。」
「男女平 等 とか、みんないつ も言 ってい るわ りには、 みんな、男 は威張 って
い る、女 は控 えめで あるとい うイメー ジを持 ってい るよ うだ このよ
。
うな状態
で は、真 の男女平等 は実現で きない。」
今回の こ とを通 して、最初 は、投書の性別判断を嬉 々 として、 もっ ともらし
く、詳細 に述 べ て くれた学生 が、 この一連 の取 り組 みの終 わ る頃 には、文体、
内容 か ら、性別 を判断す ることは難 しい と言 い、あるい は、
「男 らしさ」「女 ら
しさ」が、 いかに作 られて きた ものかを、 自 らの主題 として取 り む もでて
組 者
きた。私 自身 も、 ジェンダー認識 の あ りようをめ ぐって、学生 に教 え られた こ
とが多 くあった。 自分 に内面化 された認識 に気付 くこ とは、それが あま
りにも
自然 に形成 され、無意識 の レベル にまで も入 りこんで きて い るだけに、困難 な
こ とで あるし、 また 自分 の認識がなにか によって、あるい は誰 かによって
、作
られてい る (マ イ ン ドコン トロール されてい る)と い うこ とに気付 くの も な
嫌
もので ある。 しか し、一度、気付 き、反省 し、 自覚す るようになれば
、今後の
生 き方 を模索する上で、なん らかの支 えになることが あるか もしれない と
、学
生 にも、 自分 自身 に も期待 した い。
最後 に、 くどい よ うだが、ぁ らためて、学生 の言葉 を引用 した い。
「 よ く言われ る新聞 に書 かれてい るような難解 で あるとされ る文章 を男語 だ
とするのは、『男 の子 は青、女 の子 は赤』とい った イメージ的 な ものにす ぎない
のではないか。女性で もその ような文章 を立 派 に書 くこ とがで きる。ただ、 そ
れ を生意気だ、無理だ ととらえる人がい る限 り、男語 。女語 とい うのは
存在す
るか もしれない。新聞 に載 った投書 を今 あ らためて読 んでみ ると、使われて い
る言葉や文章 に性別 をあか らさまに感 じることはなか った。意見 は、性別 を
超
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越 した、『人間』 の意見 として感 じるし、 またその方が好 ましいのでは。」
おわ りに
今回の投書 の性別判断 をはじめ とす る、一連 の取 り組 みについて は、次 の よ
うにまとめ られ る。
これ まで多 くの研究 で指摘 されて きた ことで あるが 、言語 は、単 なる記号 で
はな く、人間 をめ ぐる社会関係 の反映 であ り、男女関係 について言 えば、男女
の歴史的、社 会的関係 を如実 に物語 って い るものである。 さらには、 その社会
関係 を再生産 してい く役割 も果た してい るので はないか とい うことで ある。 こ
の課題 の考察 のため、投書 を通 しての、 ジェ ンダー認識 の調査 は、 それ まで、
ジェンダーについての思 い、感 じを、意識化 し、気付 く作業 として、役 に立 つ
のではないか と思 う。
少 し大 げさになるが、投書 の性別判断 の今回の取 り組 みは、 また、言語研究
の一つ あ り方 として も、有効 で はないか と思 う。 た とえば、 これ までの投書の
分析 の場合、投稿者 の性別 を知 った上で考察 し、性差 がある (注 1で あげた研
究 )、 あるい はない (寿 岳章子氏 (1966)等 )と い う結論 づ けがなされて きた。
今 回 は、被調 査者 に性別 をあてて もらう とい う、逆 のアプ ロー チを とることに
よって、投稿者 の性別判断 に とどまる ことな く、 とりわ け、被調査者 となって
協力 して くれ た学生たち自身が、 自 らの判断根拠 の限界性 に気付 き、投書 の世
界 を越 えて、広 く言語 とジ ェンダー、 あるい は、現代社会 との関 わ りにまで関
心 を深めて くれ るようにな った ことで ある。考 えてみ ると、 このよ うな逆 のア
プ ロー チは、桑原武夫氏 (1976)に お ける、周知 の「第 二芸術」論展開 のきつ
かけとなった方法 に似 て、興味深 い ものである。
*こ

の論文 の作成 にあたつて は、
統計 について諸井克英氏 に貴 重 な ご意見 をい

ただいた。さらに、ジェンダー認識に対するの考え方についても、いろいろな
方 に鋭 い指摘 を受 けた。心 か ら、感謝 した い。
注

1.投 書 と性差 に関す る これ までの研究 として、国緒英子氏 (1987)、

中西清美

氏 (1992)、 佐竹 久仁子氏 (1995)ら が い る。 これ らの分析 で一致 してい る こと
は、文体 に性差 が、 あるい はその傾 向があるとい う ことで ある。詳 し くは、 こ
れ らの論文を参照 された い。
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2.牧 野成一氏 (1979:211〜 12)に よれば、アメリカ人 よ りも、日本人 の方が、
文体の性別判断においてステ レオタイプ (女 は論理的でない、直観的等)に よ
り強 くとらわれていると指摘 している。
3.1984年 に、兼業主婦が、専業主婦を上回った ことで もわかる。
「専業」とい
う表現が、仕事をもたない主婦 とい う立場 の人が少な くなったとい うことをあ
らわしている。

4.主 婦 は、夫を指す「主人」 とい う語彙 に違和感を抱 きながらも、主婦 とし
ての立場が周囲から期待されている場面では、不本意ながら、
「主人」を使用 し
なければならない とい うことは、 よ く指摘 されている。人間 として存在すると
い うよりも、
「主婦」として存在する、 しなければならない状況 に立たされる場
合 には、 よ り強 く「女 らしさ」が求められ、知 らず知 らずのうちに、
「主婦」と
しての役割を見事 に演 じてしまうことがある。これは、言語問題でいえば
、
「女
ら,し い」といわれる「丁寧体」等の表現を通 して、自分の立場 を表現 し
、
「女性
の言葉」を結果的に再生産 してしまうことになる。詳細 は、熊谷
(1996)を 参
照されたい。
「女 らしい こ とばづかい」 の歴史的考察 は、遠藤織枝氏 (1994)に まとめ
られてい るので、参照 されたい。
5。
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『朝 日新聞』 1995年 10月 13日 の投書

○ は段落 の始 ま りを示す

① Oこ んなに私たち国民 をバ カにした話 はない。今回の法相辞任劇 だ。 田沢法
務大臣が二億 円借 り入 れ裏取引疑 惑 にか らんで辞任 した。十 日朝 のテ レビ
ニ ュースのなかで、彼は記者イ ンタビューでこう言 らていた。o記 者 裏取引
の事実 はあつたのか 田沢氏 ない 記者 ないのなら、なぜ辞 めるのか 田
「通 してあげるため」
沢氏 国民が待 つている補正予算 を通 してあげるためだ○
とは何 ごとだ。 いやしくも一国の大臣が何 も悪いことをしていない (と 本人 は
、
)の に、途中で突然職務 を放 り出す ことこそ、国民 にとって迷
、
、
、
言 っている、
、
、
)う えで職務 に精出すの
惑 な話。 むしろ、疑惑 を晴 らした (本 当にそうなら、
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が政治家の道で はないか。○すべ ての政治家 がそ うだ とは言わない。 が、 自分
の言動 や理 念 を明 らかに しない まま、利得や肩書 に目を奪われ、行動す る政治
家 が多す ぎるのではないか。 それが 国民 の政治不信 を増幅 させてい るように思
えてな らない。○それ とそんな政治家 が平然 を してい られ る背景 は、
「国民 のた
め」だの、
「 地域 のため」だのの大義名分 に簡単 に丸 め込 まれて しま う風潮 が社
一
会 般 にある一― とい うこ とに、
肝心 の主権者 で ある私 たち国民 が気付 くこと、
目を向ける こ と、 それがい ま一番大事 な ことだ と思 うのだが、、、く
。
② O七 日の本紙「 天声人語」欄 に「秋 刀魚 (さ ん ま)を 食 べ るのは 日本 ほか、
韓国、台湾 、 ロシア、 フィ リピン程度 で、、、」とあったの を読み、ひ とこと。○
南 ィタ リアには、秋刀 魚 を使 ったおい しい料理があ ります。秋刀魚 に、 ナチ ュ
ラル チーズ、パ ン粉、 ニ ンニ ク、香草な どの ころもをつ け、塩 とオ リー ブ
油を
か けて、オ ー ブンで焼 いて食 べ る料理 を
「 ペ ッシェ ァズー ロ ァ ッモ ッリカー
ト」 として紹介 した本 も出版 されてい ます。○ほかにもイタ リアには
、 日本人
が「欧米人 には食 べ られない」 と思 い込んで い る食材 がた くさん
あ ります。 シ
チ リア島 の町 の市場 に行 くと、 タ コを 丸 ゆで"に した ものが
店先 に並べ られ、
お客 は切 り分 けた ものを、 フ ァス トフー ドのよ うに、立 ち い パ
食 で クっいてい
ます。北部地方な どでは、 ゥナギ料理 もよ く食 べ ます。○
「欧米人 は刺 し身が
食 えない」とも言われ ますが、
「 ィワシのマ リネ」のよ うな、火 を通 さない魚料
理 を食 べ るイタ リア人 には、刺 し身 に対す る抵抗 をあ ま り感 じない
人 も多 いの
です。 また、北 イタ リアには、 ソバ粉 を混ぜたパ ス タ まで あ
ります。○明治期
に英国、戦後 は米国を中心 に西洋文化 を学 んだ 日本人 は
「 欧米風の食事」 とい
うものを少 し偏 って考 えて い るよ うに思われ ます。「秋刀 魚 の
味」を知 るイタ リ
ア人 もまた、 ヨーロ ッパ人 なのです。

③ O大 和銀行が先の巨額損失事件に関する情報開示をせぬまま、多額の
資金を
調達 したことが国際的な問題 になっている。信用第一の金融業界 で
相手をだま
したような行為は、信義に背 いたルール違反であり、非難 も
当然だ。○それに
しても、最近 の金融機関の体 たらくぶ りは本当にひ どい。変額保険や
不良債権、
そして住専などの諸問題は、 どれ もた利益優先主義 による強欲な姿 から
勢
生ま
れたものばか りで、
「世 のため人のため」 とい う思想はみじん も感 じられない。
○そんなズサンな経営をしてきた金融機関 に「信用秩序維持」 とい
う大義名分
のもと、公的資金を導入するかどうかの議論がある。欲の皮が
突っ張 って、倒
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れそうな企 業 を国民 の血税 で救 う ことには大 きな矛盾 を感 じるが、信用不安 回
避 のためには仕方 ないのか もしれない。○ で も、公的資金 を導入す るな ら、 そ
の前 に資金 の売却 や、突出 した行員 の高賃金体系 を改 めるな ど、金融機関 はす
べ き ことが あ ろ う。資金 の投入 だけで は経営 は改善 されて も、不 良化 した経営
マ ィ ン ドや モ ラル は直 るまい。 それ を正すために も金融機関 は、経営失敗 の責
任 を明確 に して反省 し、 自 ら厳 しい改革 を断行すべ きだ。
④ O最 近 の小 学生の体格 の良 さには驚 きさえ覚 える。我 が家 の周 りにも、 どう
見 て も高校 生 としか思 えない子 がた くさんい る。辛 うじてラ ン ドセルで見分 け
が つ くほ どだ。○実際、小 六の私 の姪 (め い)も 、身長 は一五五 センチ、体重
は四五キ ロほ どあ り、話 せ ばその幼 さです ぐ小学生 だ と分 か るが、黙 っていた
ら、高校 生、 いや OLに 間違 えられない勢 いで あ る。○ まあ、小 さい よ りは、
大 きい ほうが良 いかな、 と思 っていたのでが、実 は これが くせ者 らしい。遊園
地や動物園、その他入場料 の必要 な場所では、た いて い入 り口で呼 び止め られ、
確認 され るそうだ。小学生 だ と言 って も疑わ しい 目つ きで見 られる とか。○ ど
こに行 って もそんなふ うなので、 とうとう姪 は「 あ― あ、早 く中学生 にな りた
い なあ、 そうした ら小学 生 って言 われな くって いい もん」 と発 した。気 の毒 な
限 りだ。○ そ こで提案 だが、ぜひ小学生証明 カー ドの発行 をお願 い した い。連
絡先 は学校、 そして顔写真 と発行年度 とい う簡単 な もので良 い と思 う。必要 と
感 じた親 が学校 に請求す るとい うのは どうだ ろう。

⑤O正 直、今回のフランスの核実験 には大 いに失望 させ られた。○ これまで私
は、 フランスに対 して、文化や芸術 の中心 とい うイメージから少なからず好感
を持 っていたが、幻想 に過ぎなかった ことを痛感 させ られた。○まず、かつて
の植民地で実験 を行 うとい う卑劣 さが許せない。彼 らが、かつての植民地の住
民 を自分たち と同 じ血が流れている人間 として見 ることができないのは、前近
代的な植民地主義的優越意識 をい まだに捨 て切れていない証拠だ。○ この事実
か らだけで も、フラ ンス を文化国家 と言 うことはため らわれ る。○ だか らとい っ
て、国内で行 った 中国が ましとい うわ けで はない。○両国 に共通 す るのは、禁
上になる前 に、駆 け込 み乗車的 にや って しまお う とい う無責任 な発想 だ。○ こ
うした動 きを一つ認 めれば、な し崩 し的 に核 を持 ちたが つて い る無責任国家 の
駆 け込 み乗車的核実験 を誘発 し、 せつか く動 きだ した軍縮 とい う世界的 な流れ
を逆流 させ る ことに もな りかねない。○ どうか両国が真 の文化国へ の道 に戻 っ
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て くれ る こ とを心 か ら願 ってや まな い。
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