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はじめに

近年、女性論、女性学の類の書物や記事が洪水のごとく次々と出版されて

いる。そのジャンルも哲学あり、経済学あり、心理学、民族学、人類学等々

多岐にわたり、内容も学問的精度の高いものから、実践的なもの、低俗なも

のまで、まさに百家争鳴、玉石混交の状態にある。これほど両性を巻き込ん

での論争はかつてなかったであろう。女性問題とか、女の視点とかいうのは、

女子供のこと、いいかえれば次元の低い問題として、文学の素材にはなりえ

ても、学問研究の対象にはならなかった時代からすれば、隔世の感がある。

女は一人前の人間の数には入らなかったのであぢ：

今曰、女性問題はすなわち男性問題であるとの認識の下に、宇宙観、歴史

観をはじめ人間をとり巻く諸々の環境についての見直しがすすんでいる。な

ぜならば、人類が文字を発明し、その生活や感`情を記録するようになった頃
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には、社会はすでに優越した民族の優越した性の支配下におかれていたから

である。現実はことばによって脚色され、さらに文字によって全く異なる世

界となりうるのである。ことばや文字によって伝えられてきた支配者の側の

価値観、支配者側の論理の裏に隠されたものを見出すことは重要である。

本論の主題は、社会経済構造における「男の論理」と「女の論理」を導き出

すことにあり、タイ国の事例を中心に、曰本、沖縄、そして欧米との比較を

試みることにより仮説を検証していくというアプローチをとる。

１．仮説と分析枠組の提示

（１）仮説について

本論においては、下記の３つの仮説をたて、先に述べた主題にアプローチ

する。

仮説１：社会構造を規定する要因として、宗教、政治、経済の３つをとり

あげる。これらの要因は、社会を動かす力（パワー）を持っており、その勢

力は互いに拮抗するものであると考える。時代によってこれらの力には序列

が生じる。序列については６つの組み合わせがある。ここでは最も優位にあ

る勢力として、宗教、政治、経済の順でパワーの交替が行なわれてきたもの

とみる。なお、図１の概念図にみるように、この構造は、「公」（社会集団）

と「私」（家庭、個人）の側面を持つ。

宗教

ｊ
Ｊ

公
団「

(社会集
」

ｒ
・

ロ

杣
像

庭、個人）

政治経済

図1社会経済構造規定要因の概念モデル
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仮説２：上記の仮説１における要因の内部においては、各々いくつかの指

導原理が存在する。これらの諸原理には「男の論理」によって立つものと

「女の理論」によって立つものがあり、両者は天秤のようにバランスがとれ

ていることが望ましいが、往々lこしていずれかに傾いている。その結果、仮

説１の社会経済の構造もいずれかに片寄ることになる。なお、ここで使われ

る性別の概念は、生物学的なそれでなく、抽象的なものであり、シンボル化

され這程砦瀦｡したがって男性が｢女の理論｣に従って行動することもあ
り、またその逆もある。

仮説３：１と２の仮説は本論においては第３の仮説へと導かれる。すなわ

ち、産業革命以降の近代は、宗教、政治、経済の全てにおいて「男の論理」

が優越している時代である。したがって、先進国とは「男の論理」が優越す

る社会であり、「女の論理」が優越している社会は、いわゆる後進国、後進

地域となる。「男の論理」側に行き過ぎた振り子は必ず揺り返すものである

とすれば、振り子は今、「女の論理」側に戻りつつあるといえよう。

（２）分析枠組について

前記(1)の仮説について「男の論理」と「女の論理」に相当する概念をまと

めたものが表１である。
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表1「男の論理」対「女の論理」

この表においては、縦に力（パワー）要因を配置し、横に「男の論理」と

「女の論理」を代表すると思われる概念を対置した。これらの概念はいずれ

も目新しいものではなく、その説明にあたっては多弁を要しないであろう。

これらの諸概念の中で、特に支配的と思われるキー・コンセプトについては

下線を付した。

先にみたように、時代の中心的な力（パワー）は、宗教一う政治（軍事）

今経済へとその比重を移してきた。その流れの中で、「男の論理」は、

血縁集団から部族国家へと社会が拡大する過程で武力で政治権力を手にし、

ついで宗教において神の名の下に自らを権威たらしめて他方の性を服従せし

め、最後に生産手段を集中することにより経済的自立を奪いとった。

この図式は、性差別のみならず、階級差別や国家統合、植民地支配の搾取

のプロセスとも合致するものである。したがって、女性の解放は、人間性の

解放につながるものであり、現代社会における「男の論理」の行き詰まりは、

「女の論理」への回帰によって未来展望に－つの視点を提供するものといえ

－４５６－

力（パワー） 男の論理 女の論理

宗教

（権威）

天なる父（唯一神）

世界宗教

禁欲原理

人為的タブー＝戒律

母なる大地（多神教）

民族宗教

愛・慈悲

自然の摂理

政治

（権力）

武力（戦争）

組織原理

(中央集権的）

父権的家父長制

秩序

知力（平和）

恩情主義

(地方分散的）

母系的血縁集団

調和

経済

(富）

生産（資本）

工業

市場原理

狩猟（個人主義的）

消費（生活）

農業、商業

生活者原理（市場外）

農耕、採取（集団的）
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る。

ここで、筆者の立場を明らかにしておかねばならない。筆者は「男の論理」

の方が優れていると認めるものでもないが、「女の論理」が卓越すべきもの

と主張するわけでもない。両者は天秤のようにバランスがとれて然るべきも

のであろう。ここで求められるものは、二者択一ではなく共存の、中性では

なく両性具有（androgynous）の発想である。

２．宗教の力 権威

世界三大宗教といわれる仏教（約2,400年前に成立)､キリスト教（約2,000

年前に成立）、イスラム教（約1,400年前に成立）は、いずれも男性聖職者を

正統な継承者としている。また､ギリシア哲学（約2,400年前に成立）に発す

る西洋哲学の体系も本質的に反女性的であり、女性は思考の枠外に追いやら

れてきだ:)東洋思想の儒教(約2,500年前に成立)においても女性は男性に従
うべきものとされている。

一方、世界各地にみられる原始宗教、民族宗教の神話・伝調や祭祀には、

地母神崇拝や女性の霊力を認めるシャーマニズムなど、古代においては女性

が宗教を主導していた名残が多くみられる。

これらのことは何を意味するのであろうか。

ギリシアの有閑階級が生んだ西洋哲学や、社会統治の理論である儒教が、

「男の論理」による男たちの思想であるのはともかく、現世において虐げら

れ苦しんでいる人々を救済しようとする慈悲と愛の宗教である仏教やキリス

ト教が現に虐げられている女性の解放を拒んだとは考えられない。筆者の疑

問はまさしくこの点にあった。（イスラム教については本稿と直接の関連は

ないのでここではとりあげない。）

この疑問を解く鍵は、表ｌのキーコンセプトにある。表１において釈迦の

説く慈悲の心、イエスの説く愛は、自然に回帰する「女の論理」であるのに

たいし、人為的な禁欲、戒律は「男の論理」である。すなわち、前者は後者
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に優先するものであり、後者をもってしてもいささかもその光を損うもので

なくむしろ輝きを増すものであるが、後述するように宗教が政治権力と結び

つき、社会秩序を保つ手段として利用されるようになった時、後者が優先さ

れたのである。結論からいえば、仏教、キリスト教ともに開祖である釈迦、

イエスの意図に反して「男の論理」の支配する政治権力の道具として利用さ

れたということである。この他両者は多くの共通点をもっていることに驚か

される。

まず第一に、両者ともにその教えを自らの手で書き残したのではなく、仏

教教典も新約聖書も後世の弟子達の手によって書かれたものであること。し

たがって教理はともかく、その記述に矛盾が生じ、解釈に時代が反映するこ

とは避けられない。

第二に、両者ともに圧倒的に強力な父権文化への反逆者であったこと。釈

迦は富裕な王家に生まれ、イエスは貧しい大工の家に生を受けたが、共に自

らの存在証明である家系からの逸脱者である。釈迦は出家という行為により

父系の伝統を離れ、イエスは処女伝説により父系を否定した。これは父権文

化からの解放をめざすものであったと思われる。

第三は家族の否定である。釈迦もイエスも家族を捨て、故郷を離れた。こ
エロス

こで注意しなければならないのは、家族の否定力《性の否定として強調されて
エロス

いることである。家族は夫と妻の“性，，と親と子の“血'，によって繋がれた

集団である。したがって家族を否定することはこれら両者のくびきを否定す

ることであるが、「男の論理」に傾斜した宗教指導者はその愛まで否定し、

不自然な禁欲原理に基づく独身主義をつくりだしたのである。家父長制を前
エロス

提にしたままでの“性”の否定は反射的に血のつながりによる母子関係の強

調、母性愛への!憧れとなり、子を通じて救われるマリアと罪に落ちるイヴに

女性を分断したのである。
エロス

第四に、家族の否定は性や血の繋りを超越した愛として認識されているこ

と。上記のこととも関連するが、家族の否定は愛の否定ではなく、むしろそ
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の拡大にあるということに注目したい。「汝の敵を愛せよ」というイエスの

教えは、親子の愛、男女の愛をはるかに越えた普遍的なものであり、仏の慈

悲の心というのもそれであろう。

最後にとりあげたいのは、その思想の革命性と、後世における政治権力に

擁護された発展である。仏教はインドの古代民族宗教であるバラモン教を土

台としたカースト社会に、そしてキリスト教はユダヤ教の律法社会に対する

革命であった。したがって彼らは現世で恩恵を受けている僧職者や富裕階級

を厳しく弾劾し、病人、罪人、取税人、遊女、異邦人ら社会の底辺の人々や

アウトロー達と親しく交わった。結果的には自らの出身社会では受け入れら

れなかったが、他国において後世の政治権力者に国教として手厚く擁護され、

人心掌握の手段としてもちいられた。解放を目差す宗教が逆に抑圧と搾取を

正当化する手段に用いられ、結果として支配者を神の認めるところとさせた

のは皮肉なことである。

タイ国における仏教と女性

アジアの女性といえば、イスラム世界のヴェールに覆われた女性、インド

のハーレムの女性、中国のてん足の女性、そして韓国や曰本の耐える女性な

ど、そのイメージは暗く、陰に隠されている。しかし、あまり知られていな

いが、アジアには、今曰の基準からいっても女性の地位の高い国々が存在す

る。これらの国々は母系制の伝統の上に仏教、それも小乗仏教を奉じる社会

である。１７世紀から２０世紀初頭にかけて、ビルマ、スリランカ、タイの国々

を訪れたヨーロッパからの旅行者の紀行文には、このことに関する記述が数

多くみられぢ:）

タイの女性は、家庭においても社会的にも男性と対等に、時にはそれ以上

に堂々と威厳をもって行動している。それでもタイの女性は、ビルマやスリ

ランカに比べ、男性に服従している面が多いという。これらの国々の女性が

他のアジアの国々の女性に比べて解放されているのは、伝統的に女性が働き
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者で農耕や家事の主導権を握ってきたという背景もある災しかし､宗教に

よる女性の行動の拘束が強くないという点も見逃してはならない。仏教の基

本教理である悟りによる救いは、男性にも女性にも平等に与えられており、

女性が仏教の教えを実践するのにはなんの障碍もないのであ箸:但し､女性
が出家に際して受ける戒は約350戒であり（男性は約250戒）ビルマにおいて

さえも来世は男に生まれ変わりたいと祈るという。

男性と女性の関係を社会的に拘束するのが結婚である。キリスト教やヒン

ズー教と異なり、仏教においては結婚は俗事であって神聖なものではな(〈&

死もきわめて当然で不可避なことであるから、夫の死によって妻が不利益を

被ることはない。このような考えは、結婚において夫と妻の立場を自由にす

る。多くの国では妻からの離縁は難しいが、スリランカ、ビルマ、タイでは、

離婚についても両性は対等であり、財産、子供は平等に分ける。また、死別

性別を問わず、再婚も自由である。これらの国々においては、結婚、離婚、

再婚については男女は平等であるというより、差別がないといった方があた

っているのであ葛も

しかしながら、キリスト教の伝来とヨーロッパ流の法律は女性の行動にく

びきをかけた。また、「男の論理」によって高度成長を遂げた近代資本主義

は、低賃金の労働者か、専業主婦かという選択を女性に迫ってくる。男性上

位の文化が差別のない文化より経済的に強大であるという現実は、これらの

国々における女性優位の基盤を揺るがそうとしている。しかしながら多くの

場合、これらの国々においては、性差別の問題より、経済植民化に端を発す

る貧困の克服の方がより大きな課題なのである。
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３．政治の力 権力

政治は古代社会においては宗教と不可分の関係にあり、父権文化に先立っ

て母権文化が存在した。

人類の最原始期に於いては女子は男子より優秀の地位に立ち、系統

は今日の如く父によって伝わったのではなく実に母によって伝わった。

社会も男子の暴力によって支配されたのではなく、女子の霊力によっ

て治められた畔

しかし、限られた土地と資源をめぐって武力による抗争が起き、血縁集団

からより広域な統合国家へと社会集団が拡大するにつれ、力（軍事力）をバ

ックにした政治が歴史の主流となった。被征服民族を奴隷とするなど、多様

な民族を内包する集団を統合するには、女性の神秘的な霊力と呪術の桂桔と

は異なる支配者の論理が必要になる。それは、人間が他の人間の自由を拘束

して服従させるための論理である｡これが表1（Ｐ､456）における組織原理で

あり、社会階級を定め、男尊女卑、長子相続を是とする長老支配の社会体制

がつくり上げられた。前節でみたように、早くも紀元前５～６世紀には孔子

等中国の賢人や、ギリシアの哲学者らによって母権社会の混沌と自然調和を

廃し、父権による秩序で統合しようとする理論が成立した。この目的のため

には天地の創造から男性が優位であったとの神話をつくり出す必要があり、

ここに母権は葬り去られたのである。

表１においては、組織原理に対置する「女の論理」として恩情主義をあげ、

地方分散的とした。最も愛する者を後継者とし、最も優秀な資質をもつ人物

を指導者と仰ぎたいとする感情は男女を問わず不変のものであるが、これは

政権の不安定を生ずる。組織の論理は情に動かされない無機質の秩序を要請

する。はみ出したものは切り捨てねばならないのである。

組織の最たるものは軍隊である。兵法は繊密な計画と上意下達の命令系統、

そして絶対服従の規律があってはじめて成り立つ。権力は宗教の権威をバツ
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クに支配者の組織の論理を被征服者に押しつけたのであった。

「公」における社会集団を統合する力としての政治・組織の理論は、家族

という「私」の集団においても適用される。母系制に代わる父系制であり、

父系の血統を守るために女性は、子産み、子育ての道具として婚家に所有さ

れるようになる。父権的家父長制社会にあっては、男性は複数の妻妾を持つ

ことが是とされ、女性は男性の所有物となる。「家」という父系を守るため

に許された行為であって自然の情愛とは関わりない制度なのである。

タイ国における政治原理

タイとは、タイ語で自由を意味する言葉である。よく知られているように、

この国は1932年.の無血革命により立憲君主制となった。しかし、現在でも

「国王は神聖にして侵すべからず」の存在であり、「国王は仏教を信奉し、

かつ宗教の擁護者である」と憲法で規定されてい岩:)自由を標楴しつつ､前

近代的な身分社会の存在する国。この国は、東南アジアのクロスロードとし

ていろんな人種や文化がモザイクのように雑多に入り雑じって雑居している

国でもある。東南アジアの国々の中で唯一外国の植民地とならずに立憲君主

制を守った国として、よく日本と比較されるが、同質性の高い曰本とは違っ

て多様な文化が雑居する国であり、タイ人のメンタリティはむしろアメリカ

人に近いものがあるという。

タイ社会の政治原理をとく鍵は、１５世紀の中葉、アユタヤー王朝の時代に

制定されたサクディ・ナー制度にあるといってよい。サクディは位階、ナー

は水田を意味し、「サクディ・ナーという語は“水田を支配する権限”と訳

することができる;'１，

サクディ・ナー制度は、全国士を領有する国王が、平民個々人に

一定の土地の耕作権を下賜し、その代償として、賦役、兵役、納税、

官吏給養等の義務を課して、それら平民を貴族官吏（当時の官吏は
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すべて貴族の官位があたえられていた）に人格的に従属せしめ、そ

の貴族官吏を通じて全国を支配した制度であぢ:）

田中忠治は、タイ社会をして“チャオ・ナーイの社会”と定義し、現代に

おいても官吏は、かつての貴族官吏と同じように特権階層を構成していると

みぢぎチャオ．ナーイとは､サクディ．ナー制社会における高級貴族官吏の

ことであり、タイ社会においては、今でもチャオ・ナーイになることが最高

の価値とされている。このように、サクディ・ナー制は、土地と結びついて

「経済的権力、政治的権力、文化的権力」の３つを総合して社会を支配する

制度であっだ:⑪

タイ社会は、１３世紀中葉にあらわれたスコータイ王朝以来、アヤタヤー、

トンブリー、そして現在のバンコク王朝と､約700年余にわたる王朝の支配を

受けている。しかし、都市に住むこれら支配者層が、謀略と武力による政権

抗争に明け暮れようと国民のほとんどは農民であり、インドやクメール、中

国、ベトナム、マレーシアなどからの他民族の流入が絶えずあった。この支

配者階級と平民階級という２つの階級は、ゆるやかな支配、被支配の関係で

並存を続けてきたと思われる。だからこそ、多様な民族、文化があまり干渉

し合うことなく雑居しえたのであろう。支配者階層は人間不平等のバラモン

文化を土台にしつつ、自由を尊び、徳を重んじるという仏教思想をもって人

心掌握の手段とした。かくして、歴代の国王は仏教の擁護者となり、王族、

貴族官吏、平民、奴隷の身分は明確であったものの、それを固定化する中央

集権的組織原理はもたなかった。表１（456頁）の分析枠組に照らしていえば、

政治的な父権的家父長制は認められても、全体には、集権度の弱い母系的、

地方分散的な特質をもった社会であるといえる。また、仏教文化の影響は、

軍人よりも学僧を重んじる平和的な風土となっている。
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４．経済の力 一
国

近代以前の社会においては、土地を支配する者が富を得た。富の源泉であ

る土地は政治権力によって支配されていた。この段階では、経済は政治の支

配下にあって未だ独立していなかったといえよう。「公」の経済は土地の支

配を意味し、その生産物は封建領主のものであった。一方、「私」の経済は、

家庭を単位とする自給自足的経済であり、老若男女、それぞれの能力に応じ

た仕事の分担があった。１．イリイチの云うところのヴァナキュラー（ver-
nacular)な領域であるＷ

住民を土地に縛りつけた封建社会にあって唯一移動自由な商人による交易・

商業は、「公」と「私」の経済を結ぶものであった。彼等は流通活動により

経済を動かしていたものの、社会的な身分は、洋の東西を問わず最も低かっ

た。多くの場合、彼らは外国人か、奴隷出身の自由民であった。農業であれ、

商工業であれ、労働は低い階級の行なうものとされていた時代、搾取されて

いたとはいえ、実質的な経済活動は一般民衆の手の中にあり、人間生活の自

立と自存の基盤となっていたのである。

しかし、このような状態は近代資本主義の発生発展とともに崩壊していく。

富の源泉は土地から資本へと変わり、経済は政治権力から独立して国境を越

えて拡大していった。近代資本主義は土地と封建的身分制度の繋縛から民衆

を解放した代わりに、賃金労働者という階級を生み出した。同時に、賃金化

されない仕事、１．イリイチの呼ぶ「シャドウ・ワーク」が発生した。シャド

ウ・ワークとは、賃労働を補完する支払われない労働であって、専業主婦の

行なう家事労働はその代表的なもので笏匙

〈シャドウ・ワーク＞と賃労働はともに連れだって歴史の舞台に登

場した。．．．〈シャドウ．ワーク〉への繋縛は､なにより査蓬を
結ばれた経済的なつがいをとおして、はじめて達成されだ:’

政治権力と不可分の関係にある土地を離れ一人歩きした経済には「市場原
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理」が働く。市場は、需要と供給で構成され、両者は対等の関係にある。し

かし、前者が消費と呼ばれ、後者が生産に置きかえられる時、価値序列がつ

けられる。これは、勤労精神を尊ぶプロテスタントの倫理観に基ずくもので

あり、生産（production）対消費（consumption)という用語の意味するとこ

ろからも明らかである。近代以前においてはvernacularな領域で不可分の

関係にあった生産と消費は、分断されたその時から生産活動は消費活動に優

先するものとされたのである。そして前者の仕事は男性に、後者は女性に割

りあてられたのであった。また、貨幣化された賃金により労働の質が選別さ

れ、優位（高給）な仕事は男性が独占し、女性には低賃金の労働と無賃金の

労働（家事＝消費）があてがわれた。

生産活動が、競争原則、利潤原則によって動く資本の論理の上に立つもの

であるとすれば、消費活動は、生活の論理の上に立つものであると規定でき

よう。消費は家庭を基盤にし、労働者は家族の生活の維持に必要なものを稼

ぎ出さなければなら州､らである｡労働者の必要とする賃金は生祷奔篝？
向上に伴って上昇した。そして消費はますます生産への依存を高め、自立・

自存の領域はせばめられていく。ゆたかな社会と呼ばれる高度資本主義社会

において、生産者は財貨の生産と欲望の造出という二重の機能をもち、欲望

は生産に依存するようになるのであ巻:)かくして、ここに｢つごうのよい社

会的美徳(theConvenientSocialVirti6｝)」を押しつけられ､家事と消費

に専念する大量の主婦層が出現したのである。

資本の論理を「男の論理」であるとすれば、市場外にある生活の論理は

「女の論理」である。それは、青天井の成長と能率向上をめざして余計な枝

葉を切り捨て、必然的に公害と性差別をもたらした近代資本主義の論理を根

本から問い直すものである。有限の生活空間に生きる生命あるものの共存を

前提としたエコロジカルなアプローチ、調和の原則は一つの方向を示唆する

ものであろう。経済構造において支配される側であった消費者を生活者とし

てとらえ直し、疎外されてきた性が経済活動に参加する時、経済は新たな段
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階に入るであろう。そしてそれは同様に搾取されてきた第三世界の問題の解

決にも対応するものでなければならない。資本主義がもたらしたツケは払わ

れねばならないのである。

タイ国の経済構造と女性

現代のタイはニューＮＩＣＳと注目され、経済発展が著しく、見かけは資

本主義の国である。しかしながら、その経済構造は、前節でみたサクディ・

ナー制の伝統が生きている前近代的なものである。そこでは官吏になること

が富を蓄積する最良の道で鐙戟すなわち､資本家はいまだに政治権力者の
支配下にあるといってよい。

現在、自由放任経済政策がとられ、資本の自由を認めている力､の

ごとく見えるが、その自由は、あくまで政治権力の枠の中での自由

なのである。・・・タイでは政治権力者をバックに持たないかぎり、
（２２）

事業で成功すること|土ありえない。・・・

タイで経済の実権を握っているのは､その数約300万といわれる華僑である。

華僑商人は、都市に住む支配者階層である官吏と、農村社会に住む被支配層

である農民との間にあって、農民から収奪し、官吏に貢ぐという買弁的資本

家の役割を果たしてい言:)それゆえ、タイ農民の貧困とタイ官僚の腐敗の根
源はタイ華僑にあるという批判も住々にしてみられる。しかし、「華僑と官

吏の問には、官吏が華僑の経済活動を保護し、華僑が官吏に利益を分配する

という共生関係があり、華僑と農民の間には華僑が経済生活を保護し、農民

は華僑に利益を分配するという共生関係があ罰)というのが実態に近いよう
である。

これら華僑資本の手になる企業の他に､タイには１０O近い公企業（国策会社）

があり、これも官僚と華僑が支配している。この他、家業的な商工業には多

くの女性経営者がみられる。一般にタイ人は、商人、技術者、肉体労働者、
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（２５）

農民を低くみている。した力くって、経済活動は外国人である華僑や、権力中

枢の枠外にある女性が受け持つことになる。しかしながら、外国人であるが

故に華僑は表立って経済のリーダーシップをとりえず、社会的に活躍する女

性もまた支配階層の一員であることをみれば、官僚支配の経済構造を覆すこ

とは考えられない。また、人口の９割近くは農村にあって伝統的な農業を営

んでおり、その生活は自給自足的であって、資本主義的な近代農業ではない。

ここでも女性が生活の指導権をとりうる素地はある。

都市に住むエリート層の女性の社会的活動は、農村出身の若年女子の家事

労働によって支えられている。しかしながら、近年多くの外国企業がタイに

進出し、安価な労働力として低賃金の若年女子労働者を工場に吸収しつつあ

る｡よい家事労働者を得られないため、やむなく家事育児のために仕事を捨

てる女性も増えつつあるときく。外国企業の進出によって近代資本主義の波

に洗われはじめたタイでは、今、まさに低賃金労働者か、さもなくば、専業

主婦へと近代的差別が始まりつつあるといってよかろう。しかし、外国企業、

とくに若年女子を低賃金の使い捨て労働力としかみなさない曰本企業には不

満をもつ者が多いときく。「男の論理」が支配する近代資本主義をそのまま

の形でタイ国に導入しても前近代的な矛盾の上に、新たな矛盾を重ねるだけ

である。豊かな自然と資源に恵まれたこの国の貧困問題を近代資本主義は解

決できるであろうか。

まとめ

社会経済構造における「男の論理」と「女の論理」を明らかにしようとす

る本論の試みは、宗教、政治、経済の３つの力を分析し、タイの事例を検証

することによってすすめられた。日本、沖縄、欧米等について詳しく言及す

るには到らなかったが、これらの国及び地域の現状と歴史は自明のこととし

て、本論の仮説を適用し、まとめとしたい。
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表２社会経済構造における支配的論理

アメリカ

表２は、タイ、アメリカ、曰本、そして沖縄の社会経済構造における支配

的論理を整理したものである。検討にあたっては第１節で論じた表１（456頁）

を参考にされたい。結論からいえば、筆者は、「男の論理」と「女の論理」

が拮抗しバランスがとれている状態、すなわち両性具有的な状態を理想的と

みる。社会経済構造が「男の論理」に傾いた時、その国は発展するが、その

攻撃性の故に破局が予想される。「女の論理」に傾いた時は、平和的ではあ

るが発展性に乏しい。

表２をみると、タイ国はどちらかといえば「女の論理」に傾いており、前

近代性の克服が課題であるといえよう。アメリカは国際的な支配力の凋落が

問題にされるとはいえ、もっとも理想的ではなかろうか。日本は多少「男の

論理」に傾いており、今少し「女の論理」への回帰が必要なのではなかろう

か。沖縄は「女の論理」が支配的であり、基地問題や、公共投資への過大な

依存など、経済の力が弱い。自閉性の克服と経済力を育てること、そして規

範原理的なものの導入も必要かもしれない。しかし、二流と蔑まれようと母

性的なぬるま湯に浸ることも悪くはないかもしれない。ぬるま湯を維持する

ことも現実には難しいことなのである。

本論の仮説をもってある国、ある地域を診断しようとする試みは、軽率、
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暴挙との誇りを免れないであろう。しかし、２０世紀後半において大きなうね

りとなった女性解放運動が確実に進みつつある現在、社会経済発展の枠組を

この視点からとらえ直してみる作業は、徒労に終るとも筆者にとっては魅力

のあるテーマであり、かつ今後の研究の一里塚なのである。

脚注
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