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はじめに

戦後の平塚らいてうが、母性保護論争や女性参政権獲得運動など女性の地位をめぐる思

想・運動から一転して平和運動に身を投じ、再軍備反対、反核運動、安保反対闘争、ベト

ナム反戦と、1971年に亡くなるまで精力的に活動したことはよく知られている。米田佐代

子 が整理しているように、こうした彼女の戦後の仕事は、平和運動の先頭に立ったこと

を高く評価される一方で、「一定の政治的言説にとりこまれ、いわば「ただの人」になっ

てしまった」「戦時下の発言に関する自己批判を欠いている」といった批判もなされてき

た。また、平塚は1900年代以降、神秘主義、母性保護論争、女性参政権獲得運動、消費組

合運動、戦時下の翼賛的とされる諸発言と、多岐にわたる思想的変遷を辿ってきたが、戦

後の反戦平和運動が戦前までの軌跡とどう連続しているのか、その思想的必然性について

はあまり論じられてこなかった。

戦後の平塚は、以下のような立場から絶対平和を唱え、女性の平和運動をリードしてき

た。
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母こそ平和の力です。人間をうみ、そして育てる母、神のいのちの泉をじかに汲んで、

人類の生命を永遠に持続し、生長発展せしめるべき使命をもつ、その母が、人間を殺し

あう戦争を何よりも憎むのは、あまりにも当然です。それは世界中のすべての母―現

に、人類の炎をもやしつづけている世界の母の本能なのです 。

このような女性と平和の結びつけ方は、生命を育む母でありうる女性が「人間を殺しあ

う戦争」を憎まないはずがない、という本質主義的女性観に支えられている。こうした母

性論は、1918年から翌年にかけて与謝野晶子や山田わか、山川菊栄らとともに展開された

所謂「母性保護論争」のころから一貫している。母親運動をはじめ、戦後の大衆的な女性

の平和運動もまた、右に掲げた平塚と同様の、母性をよりどころとした運動を繰り広げた

が、平塚のこうした母性主義的平和論については、鈴木裕子などに「日本的母性主義」と

して批判されてきた 。

本稿では、平塚らいてうの戦後の平和運動・思想の論理を確認するとともに、彼女がど

のような平和に関する言説にとりまかれていたのか、戦前までの彼女の発言と戦後の平和

運動との連続性を視野に入れつつ考察したい。

また近年、女性と平和をめぐる議論は大きな展開をみせている。とりわけ冷戦後、旧

ユーゴやルワンダなどでの「民族浄化」に伴う女性への組織的性暴力がおこったのを受

け、戦時性暴力を戦争につきものの悲劇としてではなく、「人道に対する罪」として裁く

試みが始まった。日本でも第二次世界大戦中の「従軍慰安婦」問題が、やはり1990年代に

なって焦点化された。また、米軍基地周辺の性暴力や売春など、軍隊や戦争と平時の女性

への暴力をトータルに連続的なものとして捉えようという考え方も提出されている 。

1970年代に端を発する平和学の泰斗ガルトゥングは、「構造的暴力」という概念により、

戦争だけでなく貧困や家父長制などの日常的暴力をも視野に入れ、非平和な状況を変えて

いく必要があるとの論点を提出し、フェミニズムやジェンダー研究が問題化してきたテー

マが、平和学の視野におさめられることになった。

一方フェミニズムやジェンダー論は、自明視されてきた女性と平和の結びつきについて

多くの疑義を提示してきた。ジーン・ベスキー・エルシュテイン は、戦争と女性の関わ

りの歴史を詳細に分析しつつ、「平和主義者のアイデンティティを選択しない女性たちは、

数の上で、平和運動をする女性たちより、はるかに上まわる」（218頁）と述べ、「女性と

平和、戦争と男性、という結びつき」は「文化的記憶や物語に出てくる 正義の戦士>と

美しき魂>の仮面（ペルソナ）」にすぎないと論じている（12頁）。またジル・リディン

トン はイギリスの平和運動の歴史を丹念に追い、平和運動とフェミニズムの一筋縄では

いかない錯綜した関係を描き出した。日本においても、鈴木裕子 が日本の女性論客の戦

争協力を暴き、若桑みどり が市井の「軍国の母」たちが担わされた役割を分析するなど、

女性と平和の結びつきの自明性が疑問視されている。
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本稿ではこうした「女性」と「平和」をめぐる文脈のなかに平塚の平和言説を置き直し

つつ、女性と平和の関係ならびに女性の平和運動の意義と限界を見定めたい。

１．平塚らいてうの反戦平和思想

ここでは、戦後の平塚がどのように平和思想を獲得し、平和運動を展開していったか、

またそれらが同時代の反戦平和思想に占める位置づけなどについて、見ていくこととした

い。

まず、平塚の戦後の足跡をざっと確認しておこう。平塚が疎開先で終戦を迎えたのは59

歳のときである。女性参政権獲得運動の前線から退いたのち、高群逸枝らの『婦人戦線』

への接近を経て、1930年代には世田谷の「消費組合我等の家」を中心にした消費組合運動

に専念していたが、国家総動員法成立により中断を余儀なくされた。「何かといっては戦

争協力の手伝いに、婦人会、町会から引っぱられることが日ごとに多くなり、それも、欠

席したり、多少批判めいたことでもいえば、町内でそうしたことの先頭に立つ軍人の古手

などの人から、すぐへんな目で睨まれ」る、というような状況に、「ものを書く意欲を失

い、自分がこの先あくまで権力に抵抗し抜いていける自信も、あやしくなってき」たとい

う 。疎開を決意するにあたっては、前年1941年２月の父の死も影響していたであろう。

1942年には、姉の孝が用意していた常磐線取手ちかくの別荘に身を寄せ、農耕生活を営み

つつ、敗戦を迎えることになる。

敗戦後、GHQは1945年10月11日の五大改革指令において、日本の占領政策の５つの要

の１つとして女性解放を掲げ、女性参政権の実現や民法改正など、積極的な女性政策を展

開した。しかし平塚はそれらの政策には予想外に冷淡な反応をみせ、新憲法の女性の権利

条項についても一応は評価しつつも、「女性の特殊権利」が不徹底である点について批判

的に述べるにとどまった 。平塚を「東京に帰りたい、こうしてはいられない」（自伝④47

頁）といった思いに駆り立てた決め手は憲法第九条だった。

世界憲法史上未曾有のすばらしい「平和宣言」が行われたことは、わたくしの久しい夢

の実現であったのです。［…］戦争を好まないのは、生命を生み、育てる種族の母であ

る女性の深い本能であり、日本の女性も心から平和を望み、暴力を否定し、各国がその

軍備を縮小でなく、撤廃する日の到来をつよくねがってきました。（自伝④46頁）

1947年に疎開先から帰京すると、「世界に一つしかない非武装国の女性として、世界平

和への使命をどのように達成してゆくべきか――。平和実現のための、具体的方法をはや

く知らねばならない」という思いに駆られ、「平和に関する書物をあさり読む」ようにな

るが（自伝④52-3）、平塚が平和運動に関する着想をどこから得たのかを確認する意味で

も、その読書暦を自伝によって確認しておく。
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最初に手にしたのは、内村鑑三の非戦論について書いたものでした。［…］つぎに、な

にかの雑誌に、クエーカー教徒の一派であるという、フレンド協会の「『平和計画』に

ついて―米ソ関係若干の建設的考察」という論文をみて、クエーカーの人たちが、戦時

中兵役拒否をして投獄された話を聞いていたので、興味をもって読みました。また、

ブックマン博士のMRA―道徳再武装運動―について読んだり、昔、学生時代に読ん

だことのあるカントの『永遠平和のために』を読み返したり［…］しているうちに、

『一つの世界』という雑誌がでていることを、偶然に知りました（自伝④53-4頁）。

絶対平和主義の基礎文献がラインナップされているが、このうち注目すべきなのは、

『一つの世界』である。『一つの世界』は、稲垣守克らの世界恒久平和研究所の機関誌で、

1947年から49年まで刊行されていた（自伝によれば最初に入手したのは第２巻第８号）。

その世界恒久平和研究所は国際平和協会と合併して、1948年に世界連邦建設同盟（現在は

世界連邦運動協会と改名）が成立、総裁尾崎行雄、副総裁賀川豊彦、理事長稲垣守克のも

と、当時の平和運動の主流の一つとなった。平塚のまとめたところによれば、「戦争防止

の方法は、世界中の国をメンバーとする世界国家（世界連邦）をつくり、国家主権の、あ

る一部をその世界政府に委託するよりほかにない」（自伝55頁）というのが世界連邦運動

の骨子である。その理論的指導者エメリー・リーヴス『平和の解剖』の訳者である稲垣守

克は、かつて新婦人協会の賛助会員でもあり、知己であった縁から、平塚は稲垣に直接、

世界連邦運動の理論を学んだという。平塚は1949年にこの同盟に加入し、常任理事もつと

めるようになる。世界連邦に触れた最初の文章は1949年の「「婦人の日」大会における表

彰に答えて」である 。そこで平塚は、「一国の憲法で国民の権利がどれほど宣言されてい

ても、国と国との間が無政府状態では、国民はいつ奴隷のごとく戦争にかりたてられ、婦

人も子供も生命の危険のなかに放り出されかねない」と、国家を不可侵の絶対主権とする

当時の国家観（ウエストファリア体制）では戦争は防止できないことを指摘し、「国と国

との間の紛争を、暴力に訴えることなく処理しうる世界憲法をつくることができないなら

ば、民主主義的な世界機構の創造にまで飛躍しえないならば、新しい日本が戦争放棄をし

たことも、無意義に終わってしまう」と、法治主義的国際機構としての世界連邦への強い

期待を表明した。

世界連邦主義は、冷戦の長期化によって、事実上、現実的な平和構築能力を失ったとい

う点は否めず、平塚も離れていくが 、冷戦終結後の現在においては、2003年に国際刑事

裁判所が設立されるなど（世界連邦運動協会もその実現に助力してきた）、法による国際

秩序を建設する動きが求められている。

平塚が戦後婦人平和運動に本格的に乗り出すのは、1950年６月にダレス米国務省顧問に

提出した「非武装国日本女性の講和についての希望要綱」である。平塚のほか、ガンド

レット恒子（日本キリスト教矯風会会長）、野上弥生子、上代たの（のち日本女子大学

長）、植村環（YWCA会長）の五人連名である。彼女らはガンドレットを除いてみな成城
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に居住しており、平塚が起草した文章を持って回って賛同を得、その日のうちにダレスに

提出したのだった。このメンバーを核にして、1951年に再軍備反対婦人委員会（委員長は

平塚、副委員長に上代、市川房枝）が結成され、さらに1953年には全日本婦人団体連合会

（婦団連）が結成されて（会長平塚、副会長高良とみ）、平塚は大衆的女性平和運動に乗り

出していくことになる。そのきっかけとなる1950年の声明について話を戻すと、米田（注

１に前掲）によれば、「ややもすると「過去の人」と見られ、戦後の平和運動や婦人運動

からも距離を置いてきたらいてうだったが、この声明によって熱烈な支持をうけ」た

（278頁）。この要綱は８項目から成っており、その内容は、非武装╱絶対中立╱全面講和

╱中国との友好の必要性╱米軍基地の拒絶╱戦争協力拒否（「夫や息子を戦場に送り出す

ことを拒否する」)╱国際平和運動╱早期講和拒否、である。

この構想について平塚は、平和問題談話会による「対日講和問題についての声明」

（1950年１月15日付）における全面講和・中立・国連加盟・軍事基地反対などの主張に

「大いに同感」して練りあげたと述べている（自伝④79頁、米田前掲277頁）。平和問題談

話会は、ユネスコの声明「平和のために社会科学者はかく訴える」（1948年７月、欧米の

８人の科学者による）をきっかけに、吉野源三郎、安倍能成、清水幾太郎、久野収らに

よって立ち上げられた知識人による平和団体である。

道場親信 の整理によれば、戦後10年間は、「「反戦平和」運動といえば、一方では理念

的な「世界連邦」運動や民間ユネスコ運動と、もう一方では共産党系の「平和擁護」運動

が主流であった」。平塚が共感をよせた世界連邦主義や平和問題談話会はともに前者の絶

対平和主義である。後者の「反帝反戦論」は、ソ連など社会主義陣営は（アメリカ帝国主

義と異なって）「平和勢力」であるから、社会主義陣営の武力は核兵器も含めて、「平和の

ための武力」である、という論理であり、それには平塚は一貫して批判的であった。「一

方の陣営にたって、平和を守ろうという運動があります。［…］敵の侵略は認めないが、

味方の侵略はよしとする、敵の手からは武器を奪うが、味方の手には与えるという こ

の不思議な平和運動は、わたくしたち非武装者の、敵をもたない平和運動からはっきり区

別されなければならないものです。」 と共産主義勢力を批判し、あくまで「非武装中立」

を主張する立場をとった 。

平和問題談話会のうち久野収について、道場は、当時の絶対平和主義を最も精力的に思

想化した人物としてとりあげており、また古くは鶴見俊輔も、久野の「平和の論理と戦争

の論理」 に触れ、「平和の理論を革命の思想に従属させて考えるのが只一つのまっとうな

道だとする考え方がひろく知識人をとらえている時期に、平和への要求から出発して一つ

の思想体系をつくる道もまた開かれていることを示した」とのべ、「平和の理論と革命の

理論の区分と両者の相対的自立性、これをみとめたうえでさらに平和の理論と革命の理論

がいかにかかわるかを考えることが、二十年前とおなじく、今日も問題であろう」と、

1968年の時点で述べている 。「平和の論理と戦争の論理」で久野は、平塚も読んだ非暴力

主義やフレンド協会の良心的兵役拒否等にふれ、「戦争と戦争準備の行為に対しては、国
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家は国民を無条件に強制することを許されない、という法規を確立することによって、

《良心的反対者》たちのあの惨烈の犠牲は、始めてその償いをえる」と述べている。平塚

が久野に言及したものは見当たらないが、「心の平和運動」（1948年）では「新日本婦人同

盟」の動向に触れつつ、戦争の防止だけではなく「各個人の内部生活のうちに平和を確立

するためのこころの平和運動が力強く興ってこなければならないと思う」と述べており

（著作集第７巻28頁）、また久野の、国家への抵抗としての中間集団への期待についても、

アナーキズムに傾斜し消費組合運動にとりくんだ経験を持つ平塚にはなじみのある考え方

であったろうと推測される。

そして平塚の平和運動は、国際民主婦人連盟（国際民婦連）のよびかけたコペンハーゲ

ンでの「世界婦人大会」に婦団連から代表を送り、その報告会として日本婦人大会を開催

したのを皮切りに、国際的な女性の連帯へと歩みを進めた。1954年９月にはビキニ環礁水

爆実験をうけ、原水爆の製造、実験、使用禁止を全世界の婦人に訴えた「日本婦人の訴

え」を国際民婦連に送り、これをうけて世界母親大会の開催が決まる。その代表を決める

ための日本母親大会が1955年６月に開かれ、それ以降、2007年で53回目を数える母親大会

の運動が始まったのである。母親運動の、「女性」「子ども」「平和」を三位一体のように

して考えていくスタイルは、そのまま国際民婦連の綱領でもあり、かつ平塚らいてうの戦

前からの母性主義思想の根幹でもあった。こうして平塚は、大衆的な女性の平和運動のシ

ンボル的存在になっていくのである。

その後も平塚は、体調のゆるすかぎり、精力的に平和運動に参加・主導する。1955年に

発足し現在も活動を続けている「世界平和アピール七人委員会」 への参加のほか、日米

安保条約への反対声明、またベトナム反戦運動として、1966年に「ベトナム話し合いの

会」を結成、1970年には「ベトナム母と子保健センター」を設立するなど、1971年に亡く

なるまで、「女性」と「子ども」の視点に立つ絶対平和主義者として活動を続けた。

以上みてきたように、戦後の平塚の平和論は、当時の反戦平和思想の動向を充分ふまえ

つつ、平和問題談話会やとりわけ世界連邦主義に共鳴して絶対平和主義の立場をとり、そ

してなにより、あくまで女性（とりわけ母親と子ども）の視点に立脚することで独自性を

保ち、女性による平和運動をリードし、ないしは寄り添っていったといえる。

では、こうした戦後の反戦平和への志向性は、戦前の平塚において、いつごろからどの

ように準備されていたのだろうか。平塚の戦前・戦後の連続性について、とくに反戦平和

思想に特化して論じたものは見当たらない。また平塚自身も、戦前の活動と戦後の平和運

動との関係についてはほとんど語っていない。以下では、戦前の平塚の動向から平和との

接点を探りつつ、戦後の平和運動につながるラインを探りたい。

２．平塚らいてうの平和思想の起源

平塚は、「平和」、就中「女性と平和」の結びつきについての着想を、いつごろ、どこか
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ら得たのだろうか。

「平和」ということばが平塚のテキストに初めて登場するのはおそらく、1920年に新婦

人協会が提出した「衆議院議員選挙法改正に関する請願書」（日本初の婦人参政権要求）

においてであろうと思われる。15項目にわたって列挙された「請願の理由」の第12項目

に、「戦争を防止し、世界の平和を維持するために。」とあり、戦後もわざわざこの第12項

目の記述に言及している 。「社会改造に対する婦人の使命 「女性同盟」創刊の辞に代へ

て」でも、次のように述べていた。

［…］男性社会に於てあまりに容易に行はれる戦争は、一切の生命の愛護者である母の

世界に於ては、もっとも憎悪すべく、戦慄すべき罪悪であるに拘はらず、彼女等の意志

などに少しも頓着することなしに常に開始されます。そして男性の利己的な知恵の総て

を傾倒して考案された所謂文明的な大規模の装置のもとで、彼女たちの愛の結晶として

創造された無数の人間が公然と殺戮される大惨事を目撃し乍らも、何等の発言権も与へ

られてゐない彼女達はあまりに大きな打撃と、あまりに大きな苦痛のために、その心は

粉砕されてゐる場合でも歯を喰ひしばって只傍観してゐるより外ありません［…］（著

作集第３巻168頁）

これは、平塚が市川房枝らと1920年に結成した新婦人協会の機関誌『女性同盟』創刊の

際に書かれた文章である。「一切の生命の愛護者である母」にとって、戦争は憎むべきも

のであるが、女性参政権もない女性たちにとって、戦争に反対することはできない、とい

う主旨であり、母性を軸とした本質主義的女性論という点でも、参政権を獲得して女性の

発言権が増すことで戦争を抑止できると考える点でも、戦後の平和論と同様の論理が先取

りされていることが伺える。

しかしそれ以降、女性とりわけ母性を平和に結びつけて論じた文章は、終戦まで具体的

にはほとんどないに等しい。1930年代の「消費組合我等の家」での活動については、消費

組合運動は資本主義を切り崩すための「最も婦人らしい平和的な、また最も婦人にとって

手近な、しかも確実な方法」 と述べるにとどまる。戦争についても僅かながら言及があ

り、戦時下の軍備増大に関して「（国家予算の）半分近くが国防費というのではとくに女

は驚いてしまう。果たして国防のためには、農村問題も、産業、教育方面の事業も大部分

犠牲にしていいほどそれほど現下の我が国にとって最大緊急事であるかどうか。」 という

記述もある。また他国のこととはいえ、婦人平和協会が「なぜ今回のイタリアの（エチオ

ピアへの、引用者注）侵略行為に対し、とくに新兵器に対するなんらの防禦力をもたない

国に対する新兵器による卑怯とも、非道ともいいようのない虐殺行為に対し知らぬ顔をし

ているのであろう。日本女性の名によって伊政府への抗議、警告とともに、国際婦人平和

諸団体に、全世界の女性の心情にこのことを訴えてほしいと思う。」 と戦争への忌避感を

述べてもいる。しかしながら、女性と平和、というテーマ、あるいは平和そのものについ
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ても、平塚が明示的に関心を集中したことはないようにみえる。

とはいえ、戦後の平和憲法への感動やその後の平和運動が、平塚にとつぜん降って湧い

たというわけではない。ていねいに平塚の足跡を追っていくと、さまざまな見えない糸が

いくつも重なって、結果として戦後の平塚の平和思想をつむぎだしていった筋道が、おぼ

ろげながら見えてくる。

戦前の平塚と戦後の平和思想をつなぐ決定的な鍵は、新婦人協会であると考えられる。

新婦人協会は従来、今井小の実が批判的に述べているように、女性参政権獲得運動の側面

から語られることがほとんどだった。しかし今井は、新婦人協会、とりわけその婦人会館

設立の構想 がじつはハル・ハウスのセツルメント事業をモデルに構想されたことを明ら

かにし、新婦人協会と母性保護論争を社会福祉思想の観点から再評価した 。ハル・ハウ

スとは、のちにアメリカ女性平和運動のリーダーとなりノーベル平和賞も受賞したジェー

ン・アダムズが、1889年にシカゴに開設した社会福祉施設である。ハル・ハウスでは、働

く母親たちの育児支援として、保育所が設置され、「母親クラブ」を結成して子育てに必

要な知識が伝授されるなど、女性労働者の母性に配慮した活動が模索されていた 。平塚

はハル・ハウスについては全く言及していないが、今井は、平塚が賀川豊彦や山田わかの

夫である嘉吉からハル・ハウスについて学んでいることを明らかにしている。賀川豊彦

は、アダムズとも面識があり、自ら神戸でセツルメント活動をしていた。平塚は1919年、

山田わかとともに名古屋の夏期婦人講習会で講演した際、賀川豊彦を知り、神戸を訪れて

協会設立の相談もしている（自伝③43-44頁）。また山田わかの夫である嘉吉からは、アダ

ムズの『ハル・ハウスの二十年』 の原著を紹介され、市川房枝とともに読んで勉強して

いたので 、アダムズの平和運動について平塚が知らなかったはずはないだろう。また賀

川豊彦は新婦人協会の賛助会員でもあり、戦後は「世界連邦建設同盟」発足当時の副総裁

である。前述したように同盟理事長の稲垣守克もまた、新婦人同協会の賛助会員だった。

平塚の戦後の平和運動への道筋は、このように、新婦人協会を軸に結びあわされた複数の

糸によって導かれているように思われる。

とはいえ、当時もそれ以後も平塚は、アダムズにも彼女の平和運動にもほとんど言及し

ていない 。アダムズ流の、平和を女性と結びつけた議論、とりわけ命を育む女性は戦争

を憎む（べきである）という論理はむしろ、平塚ではなく、1910年前後以降の成瀬仁蔵や

新渡戸稲造らの発言に頻繁に見出せる。『20世紀における女性の平和運動』 によれば、日

本女子大学校の創立者である成瀬は、講演などで、「婦人の天職である、此の社会心を養

ひ、犠牲の精神を広め、平和の神となつて社会を融和するといふ如き働き」などと、平和

主義を女性の天性として位置づけており（30頁）、新渡戸もまた同様の女性観を披瀝して

いる（51-2頁）。1921年には、日本初の女性平和運動団体である婦人平和協会が発足した

が、それはそもそも1915年の有名なハーグでの国際女性会議（議長はアダムズ）からの成

瀬への呼びかけが発端となり、日本女子大学校に学んで成瀬仁蔵に影響を受け、新渡戸稲

造の元で国際平和を学ぼうと集まった井上秀、上代たのらの女性たちが中心になってい

― ―



る。1923年にアダムズが初来日した折りには、婦人平和協会の人々との交流を深め、同協

会はWILPFの日本支部となった。中心人物のひとりであった井上秀は、「女性の本来は

平和を愛します。それは女性の本能からいつても、種をはぐくみ、生命を育てる使命を与

へられて居るからでございます。」と、女性の生殖能力の特質によって女性は「本能」的

に平和を希求すると述べている（前掲書49-50頁）。こうした発想は成瀬や新渡戸、ひいて

はアダムズの女性と平和論の延長線上にあるとともに、戦後の平塚らいてうの女性と平和

論とも共通の思想であるといえるだろう。同協会は戦争開始ぎりぎりまで活動を続けた

が、平塚は日本女子大学校時代に成瀬の教えを受けているにもかかわらず、これらの動き

に反応した形跡はとくにみられない。新婦人協会の活動や内紛にともなう多忙と体調不良

と家族の世話でそれどころではなかったのだろう、アダムズ来日に関しても一切触れられ

ていない。

平塚の平和論につながるもう１つの重要な鍵が、エレン・ケイである。いうまでもな

く、平塚にとってケイの母性主義・母性保護思想は、与謝野晶子らと対立した母性保護論

争をはじめ、きわめて重要な理論的バックボーンであり、みずから『恋愛と結婚』の訳出

などもしてきた。1918年には、そのエレン・ケイの『戦争平和及将来』が、本間久雄によ

る自由訳で大日本文明協会から刊行されている 。これは第一次世界大戦の勃発と、前述

したハーグの国際女性会議をうけ、1916年に執筆されたものである。ケイもまた第一次世

界大戦を機に、女性と平和について積極的に発言しており、おもにドイツの女性平和思想

と影響しあっていた 。ケイはアダムズとは異なり、女性が参政権を持てば平和が訪れる

というような楽観主義を批判し、「参政権を持つやうな婦人たちに、果たして戦争に反対

したり、戦争に関する一切のことに反対したりすることに依つて、非愛国的であるといふ

非難を受けることを、耐へるだけの勇気があるであらうか 」（156頁）「戦争の参加者と

しての婦人（の存在、引用者注）は、婦人の選挙権は平和問題に好い影響を与へるといふ

ことを、楽天的に考えてゐる人に取つての一種の警告である」（210頁）と、女性が本質的

に平和を好むという考え方を意外にも批判している。彼女の平和論は本質主義的女性観で

はなく、優生思想にもとづいているとみてよいだろう。ケイは、戦争を淘汰論で語る者は

「戦争に送られるものは弱いものでなくて、最も強いものであるという事実を忘れている」

（64頁）と批判し、のちに自殺するオーストリアの異端生物学者パウル・カンメラー（カ

ムメレル）の説を援用して「確かに戦争は小麦から糠を篩い分ける。しかしながら潰され

るのは小麦である」（67頁）と、優生学的反戦論を唱えている。優生学といえばナチズム

が連想されるが、当時、戦争は逆淘汰であるとして優生論者が反戦論を唱えることは珍し

くなかった 。

平塚らいてうは、当該書を含め、エレン・ケイの平和思想についてはほとんど触れてい

ない 。しかし、戦後になって書かれた「民族の未来のために」（1949年）においては、ハ

ヴェロック・エリス（彼はケイの著作の多くに序文をよせている）に依拠して優生学的見

地からの議論を展開している。そもそもここで平塚が依拠するエリスの「世界大戦に関す
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る優生学」は、「その当時、わたくしの興味をひいたもので」 、1919年刊行の『婦人と子

供の権利』（天佑社）に平塚が自ら訳出して収めたものであった。平塚はエリスの主張を、

第１に戦争は「最良の民族の種の大部分を絶やしてしま」う逆淘汰であること、第２に第

一次世界大戦がもたらした性病の被害の大きいこと、第３に女性の結婚難、という３つの

論点に整理し、「エリスのいうところの優生学的政策は、どの程度現に行われているで

しょうか」と、戦後日本における優生学的政策の実現を求めてさえいるのである。じっさ

い日本において、優生思想に基づいた政策は、母性保護的労働法をはじめ、優生保護法や

売春防止法、家族計画運動といった福祉政策として、むしろ戦後においてこそ具体的な展

開をみせているし、そうした傾向は日本だけの話ではない。

といっても、平塚はこうした優生学的反戦論に全面的に依拠して自らの平和論を唱えた

わけではなかった。また、前述したようにケイは、平塚とは異なり、婦人参政権があれば

女性が平和を求めるとは限らないなど、「女性と平和」のむすびつきについては悲観的、

あるいはリアリストであった。ケイの主張は、リディントンの明快なまとめ方に従えば、

「戦争が女性の服従につながるからではない。選挙権のない女性の意向を無視するからで

はない。女性が本能的に男性より平和主義者だからではない。長引く戦争が「民族」を優

生学的に損なうからである」 。平塚の平和論にも、そうした側面はある。「平和と文化の

理想国」の担い手である女性たちは「もっとも良質優秀な子供だけを少なく生むことを考

えるべき」であり、「女性の恋愛本能と民族の幸福、利益とは、もともと矛盾するもので

はない」と、明らかに優生学にもとづいた知見を述べている 。しかし、女性は男性より

本能的に平和主義者であり、女性参政権が戦争を抑止する、と考え、絶対平和主義（パシ

フィズム）の立場をとる平塚は、エレン・ケイよりはむしろジェーン・アダムズに近い。

以上みてきたように、平塚の戦後の女性と平和へのこだわりは、彼女の表面的な言説だ

けを追っていくとやや唐突な印象を免れないものの、新婦人協会を仲立ちに出会った賀川

豊彦や稲垣守克、そしてとりわけケイとアダムズによって、着実に育まれていたことがわ

かる。ケイの優生学的平和論も、絶対平和と女性参政権運動を接続させるアダムズの平和

論も、1910年代以降の女性と平和をめぐる代表的な言説である。平塚は、ケイに母性保護

政策の重要性を、アダムズにセツルメント運動を学ぶなかで、それらの平和論に間接的に

触れ、みずからの平和論を醸成していったのではないだろうか。

そうした背景をもちつつ、戦後の平塚は、優生学的反戦論に立脚するよりはむしろ、女

性と子どもの幸福は平和なくしては成立し得ないという戦争の苦い教訓から導き出された

信念にもとづいて、平和運動の実践を担っていったように見える。また実際、「母」「子ど

も」「平和」が三位一体となった彼女の言説は、戦争を経験した多くの女性の「実感」と

合致して、戦後女性の最大の平和運動である母親運動・母親大会へと実を結ぶことになっ

た。以下では、その母親運動を手がかりにしながら、女性と平和、女性の平和運動の限界

と可能性をあらためて考えてみたい。
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３．女性と平和をめぐって

母親運動は、日本で最初の女性による大衆的平和運動である。「生命をうみだす母親は

生命をそだて、生命を守ることをのぞみます」というスローガンのもと、1955年に第１回

母親大会が行なわれた。すでに述べたように第１回大会は、1954年に平塚らいてうが国際

民主婦人連盟に提出した「日本婦人の訴え」を受けて世界母親大会開催がきまり、その日

本代表を選ぶための集会として行なわれたものである。

平塚はその成立事情によって、母親運動の「生みの親」 とされている。しかしながら、

実際の母親運動と平塚のかかわりは、基本的には間接的であるといってよいだろう。平塚

が手取り足取り指導したわけではないし、母性運動の側が平塚の思想を意識的・主題的に

受容・吸収したわけでもない。したがって、平塚が言うように、ただ戦争はいやだという

だけではなく世界連邦の建設への努力が必要だ、との指針にむすびつくような運動ではな

かった。しかしながら母親運動には、平塚が蒔き育ててきた平和・女性思想の種・芽が、

大衆的な女性運動というかたちで実現した、といえる側面がたしかにあると言ってよいだ

ろう。山本真理によれば、じっさい平塚がなにを主張しているかなど具体的に知っている

参加者は少なかっただろうけれども、「多くの一般女性も、母性こそは神聖なものであり、

したがって男性よりも女性のほうが平和を主張する道義的権利を持つと信じた。しかし、

おそらくは一般女性のほとんどが、平塚の意見など聞いたこともなく、平塚の思想を実践

しようと意識的に努力することなく、結果的に平塚の論調に沿った行動をとったといえ

る」 。平塚は母親運動の具体的な指導者ではなかったにせよ、女性の平和運動のシンボル

ではあった。それだけにまた、平塚の思想が本来はらんでいる問題点が、はっきりと浮き

彫りになる、という面もある。むろん、平塚がまったく予想もしていなかったような、新

たな思想・問いに逢着する、という面もある。

母親運動の中心メンバーのひとりであった山家和子は、らいてうより19歳年下の1915年

生まれであるが、大正デモクラシーに学び、母親になることで女性の権利と子どもの幸

福、そして平和を結びつけて考えてきた。米田佐代子は、「女性」「子ども」「平和」の３

点が密接に結びついている点で平塚らいてうと同じであると指摘し、「偶然の一致という

にはあまりにも不思議な符合」であると述べている 。

母親運動は平塚がいうように、「これまでまったく組織の外にとりのこされていた庶民

階級の平凡な主婦、素朴な母たちが戦争から、原水爆の恐怖から子どもを守ろうと起ち上

がり、世界の母とともに戦争は防げるもの、平和は守れるものとの自信をつよめ」 た、

という点で日本の大衆運動にとっても女性運動にとってもきわめて重要な契機になったこ

とはいうまでもないだろう。

母親運動を含むこの時期の大衆的平和運動には、多くの問題点も指摘されている。たと

えば和田進は、母親運動やうたごえ運動、日教組の「教え子を再び戦場に送るな運動」な

ど1950年代の反原水爆運動を中心とした大衆的平和運動全般について、「「紛争巻き込まれ
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拒否」意識」からの運動であると規定し、「「私生活中心主義」に根ざしているがゆえにこ

の意識は強力なものであったが、それ独自では積極的能動的平和観を形成するものではな

かった」と述べ、またアジアへの加害意識・戦争責任意識も希薄だったことを指摘してい

る 。

とりわけ谷川雁は母親運動をめぐり、女性たちが戦中にまさに「母」として当時の軍国

主義政策に事実上加担したことへの反省はないのかと手厳しく批判した。

戦時中盛んに旗を振って若者を戦地に送り、そして彼らを死なせてしまった当の女性た

ちが、今になって平和運動をしてもそんな運動は信用できない 。

こうした発言は、山本真理によると、「自分たちの戦時中の行動や戦争の道義的側面に

思いをいたさなかった女性にとっては青天の霹靂であった」とはいえ、多くは「谷川の激

越な口調に当惑する程度で、彼の発言は女性の戦争責任について活発な論争を喚起するこ

とのないままに終わ」った（前掲275頁）。反戦平和の立脚点としての母性が戦争協力のイ

デオロギーでもあったという両義性が当時母親運動のなかで問い直されることはなかった

ようだ。

また、女性の平和運動が「母親」という立場に立脚することそのものへの疑問もあっ

た。田中寿美子は、「子どもの問題、平和の問題では強くなれる母が、自分の権利の要求

になると、その意識も乏しく遠慮がちになる状態は、日本の婦人解放が完全でない証拠で

ある」と難じ 、それを受けて山辺恵巳子も、「確かに、この第一回大会の報告書を見て

も、子どもをぬきにして自分たちの問題を語るところまでは至って居ない」と述べてい

る 。一般に、母性に立脚した平和運動が、「母親」「主婦」といった女性役割を事実上強

化してしまうことについて、フェミニズムの側からの懸念がつねにつきまとってきたのは

事実である 。日本において、そうした対立軸がはじめて先鋭化するのは、1980年代の反

原発運動をめぐる議論においてであろうと思われる。たとえば『おんな・核・エコロ

ジー』（注３参照）のなかで深江誠子は、「フェミニストのなかに「母性」というコトバに

アレルギー反応を起こす」人がいる、「子どもの問題を語るだけで「あなたは右ね」と指

弾するフェミニストまであらわれている」ことを嘆き、母性だけが戦争や天皇制につなが

るのではないし、「女性だからこそできた、創意工夫に満ちた、のびやかなたたかい」の

可能性を示唆し、また何よりも「反原発運動は、フェミニズムを考える、豊かな温床で

あった」し、なによりも「女どうしが分断されていくこと」を避けねばならない、と述べ

ている。

翻って、母親運動についていえば、わずか10年前まで公民権もなく、社会的な発言をす

ること自体にさえためらいがあったというのが1950年代の一般女性がおかれた状況であ

る。その限界をいまの視点から指摘するのは簡単だが、この時期の女性たちが「母親」と

いう立場をよすがにして、ともかくも社会改革の主体となろうとしたという事実は、見の
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がしてはならないだろう。鹿野政直が次のように述べているとおり、「母親」というわか

りやすい立場に依拠することが、女性が社会に何かを訴えるためのよすがであり、出発点

でもあったのである。

「軍国の母」であったことの悔いは、心底に蓄えられていたのかも知れないが、それが

浮上して見据えられるということはまだなかった。世界的にもそうであったが、「母親」

の２字は、女性が、ことに平和を主題として、運動を起こそうとするとき、男性や国家

から身を護りまた説得性をひろげていくための、つまり〝無私〟の運動として正当性を

確保するための、ほとんど無二の旗印であった 。

山本真理は、母親運動をはじめとする女性の平和運動を労組のそれと比較しながら、

「彼女たちの平和運動には、政治行動とは別の側面がある」ことを指摘している。彼女た

ちは平和のための運動に参加することで、「勇気を出して主体的にものを考え、自分の生

活を変え、周囲の人々との人間関係を改善し、公の場で発言し、人生のあらゆる問題に立

ち向かうために自分の弱さと闘うことを誓った」。つまり、彼女たちの平和に関する考察

が「時として空をつかむようなものであったとしても」、それは「自己との対話でもあり、

自らの人生観を見直す作業」であったと山本は述べている。彼女たちが「母親」「主婦」

以外のものになろうとは夢にも思わないという点では旧態依然とした女性観のなかに生き

ているように見えるが、自ら考え主体的に行動することを学ぶこと自体が、女性解放の第

一歩であり民主主義の実践であった。こうした女性の主体化の仕方は、ほぼ同時期の生活

綴り方運動においても同様であった。先に述べた反原発運動もそうだが、「母親」「主婦」

に依拠して社会参加するほど、それらの家父長制的規範からははみだしていく。とりわけ

女性の平和運動には、男性の平和運動とは異なって、そのような女性自身の主体化のドラ

マがつきものである、という側面を、見のがしてはならないだろう 。

さて、平塚についていえば、以上のような母親運動の限界と可能性は、平塚自身にもあ

る程度はねかえってくると思われる。

平塚の戦争責任やその母性主義の限界についてはこれまで、「思想的には翼賛体制に加

担した」（鈴木裕子 ）、「らいてうの戦争協力、天皇への忠誠は隠しようもない」（佐々木

英昭 ）など、その天皇制賛美や戦争協力について多くの批判が展開されてきた。とりわ

け鈴木裕子の平塚批判はきわめて厳しいものだった。彼女は「母性思想が優生思想に転化

した問題」「中国観について」「「天照大神の生き通し」という言葉」「玄米食にまつわる問

題」の４点にわけて平塚を批判している。この論点はそれぞれ、優生思想、アジアへの戦

争責任・加害認識、天皇制賛美、エコロジー思想、が問題化されているものとみてよいだ

ろう。これらの個々の批判・指摘自体はおおむねうなづけるものではあるが、「らいてう

の天皇制ナショナリズム」「天皇賛美」「「翼賛」思想」ということばで総括しうるのかに

ついては疑問が残る。立入っての検討は別稿に譲りたいが、たとえば高良留美子 は、

― ―



1936年の「女性の感激」における天皇賛美的記述が、代議制民主主義の危機である2･26事

件を終息させた「立憲君主」への「感激」であったという側面、また1940年「日記抄」の

それが1941年に亡くなる天皇主義者の父との和解への希求であったという側面など、考慮

すべき点を指摘したうえ、総合的にみて彼女が戦争協力どころか、最大限の言説的抵抗を

しているのではないかと述べ、彼女の議会制民主主義と平和へのこだわりを浮き彫りにし

てみせている。

また戦争協力に関しては、1940年の「結婚・家庭・子供」での、「時代が結婚にかかっ

ている限り、結婚は国家民族の基礎で、まことに国家として重大な意義をもつものである

ことは、今さら言うまでもないことでありますのに、平時には、結婚といえば、個人の私

事として、国家からはほとんどかえりみられませんでした」「国家も個人も、結婚や母性

の社会的意義を、戦争というのっぴきならぬ現実の中で確認しなければならなかったこと

は、たしかによかったとおもいます」という発言が批判的に取りあげられることが多い。

「国家民族」という語の選び方は大いに問題であるとはいえ、平塚が戦時下に限らずそう

したことばで母性保護を主張してきたのは周知であり 、前述の発言からは、そうした自

分の主張が翼賛体制において実現するとは皮肉なことだというニュアンスを読み取ること

も可能で、全面的な戦争協力を前提とした発言であるとは必ずしもいい切れないものがあ

る。また結婚ならびに出産を単なる「私事」ではなく社会的文脈のなかで捉え、諸政策を

講じるという考え方は、大きな政府＝福祉国家の政策としては当然のことであり、また優

生思想が即座にファシズムと結びつくと断罪するのは短絡的である。むしろ優生思想と福

祉国家の結びつきとその問題性、というところまで視野に入れた上で、平塚の優生思想と

福祉国家志向を批判する必要があるだろう。鈴木裕子が天皇制賛美に繫がると批判した玄

米食推奨の問題も、彼女がよく言及する石塚左玄や桜沢如一らの食養道なども含め、戦後

の黄変米配給問題や食品添加物に関するエコロジー的運動の文脈に置き直して再考する余

地があるように思われる。

以上、平塚らいてうの戦後の反戦平和思想・運動を概観し、世界連邦主義への接近、エ

レン・ケイやジェーン・アダムズの平和論の影響、母親運動との関係などを明らかにして

きた。今後、戦後の彼女の平和思想の強度を考えるうえでも、戦時下の発言の検討ならび

に戦後との連続╱非連続性の裁定は今後欠かせない作業となるだろう。
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