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スペイン・ Mallorca島における女性の

社会的活動に関する一考察

本 村 真

Makoto Motomura 

A study on women's social activities in Mallorca island， Spain. 

島拠地域における女性の社会的活動について、地中海に位置するスペイ

ン・ Mallorca島で長年にわたって生活する4名の女性のライフヒストリー

を研究対象として考察を行った。スペインにおける第二次政界大戦後の

Franco軍事政権下においては、修道女による女児に対する教育活動をも含

めたカトリック教会による活動と、ファランヘ党女子部のボランティア活動

や専門教育を含む活動が女性の育ちに大きな影響を与えたとされるが、この

ような活動を実際に体験した各人は自己の育ちをどのように記憶しているの

であろうか。加えて、 Franco死後にスペインに本格的に訪れたとされる民

主化前後の時期における各人の成人としての社会的な活動についてどのよう

に振り返るのか。スペインの一地方である島幌地域での生活体験に関する各

人の語りより、その育ちゃ社会的活動の特徴や意義について考察する。

はじめに

2011年12月下旬より2012年10月下旬までの約10ヵ月間、在外研究の機会を

得てスペインCatalunya自治州のバルセロナ自治大学を拠点として、スペイ

ンを対象地域としたいくつかのテーマに関する現地調査を実施した。その

テーマのーっとして、スペインにおける女性のライフヒストリーに関する調

査を実施した。スペインの特に島唄地域における第二次世界大戦後の女性の

社会的活動に関するライフヒストリーを検討することは、同じく島幌地域で
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ある沖縄における第二次世界大戦後の女性の社会的活動を理解する上での比

較対象を得るという意味でも意義があると考えている。

本稿では、今回のスペイン滞在中にBaleares諸島自治州のMallorca島で、実

施したフランコ政権下の個人の社会的活動に関する聞き取り調査の内容につ

いて、 Franco政権時代における 1)幼少時の生活と女児へのしつけ、 2) 

思春期の生活と職業選択、 3)成人以降の生活、 4)国や地域に関する認識

の4つの項目を柱にしてインタビュー時の発言をまとめ、それを他のインタ

ビューで得られた情報や文献・資料の情報等で補いつつ、 Franco政権下の

島という生活空間における女性の社会的状況について考察していく。本稿で

は、個人に対する個別インタビューで得られた情報を主たる考察の対象とす

るが、個人を特定できる情報の詳細は記さず、インタビューで得られた情報

の概要を主として記している。内容を理解する上で筆者による質問を記す必

要がある場合には< >内にその質問を記している。

1 .スペインにおけるFranco政権について

スペインの第二次世界大戦後の社会情勢を理解する上で、 Franco政権の

その社会情勢に与えた影響は非常に大きく、本稿で検討する女性の社会的活

動の背景としても同様である。ここでその詳細を記すことは筆者の能力およ

び紙幅の制限により行えず、その詳細については他の先行文献を参照された

い。女性の権利という点に関する概略を簡単に記すと、この全体主義的政権

の直前に樹立されていた第二共和制においては、女性の権利の向上が社会

的に認められ始めていたとされるが、そのような政治体制を否定する軍部

との聞でスペイン内戦(1936年-1939年)が勃発した。その内戦はFranco

(Francisco Franco)将軍が率いる反乱軍の勝利で終わったが、それ以降、

Francoが死亡する1975年までの間スペイン市民は独裁政権下での生活を強

いられれる。女性への影響を行使する手段として、 Franco政権は旧来より

大きな社会的影響力を持っていたカトリック教会の教義を多く取り入れ、婦
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女子の模範としての「家庭の良き妻」イメージを広げるための取り組みを実

施したは)。また本稿でもみられるような若干の地域差はあるものの、基本的

に女性の権利を男性のそれよりも制限する法的措置を施行していた。この点

に関してMorcilloは以下のように述べている。 1938年3月、 Franco軍事政権

は第二共和制下では廃止されていた1889年民法を再施行させた。この民法に

おいては女性が父親の許可なく実家を離れることは、結婚する、修道会に入

る、あるいは片親の再婚という理由による以外は禁止されており、結婚した

女性の法的位置づけは未成年者と同様で夫が後見人となった。 1950年代の経

済的・政治的変化等によって、 1958年民法が制定された。この民法において

は引き続き、女性は25歳になるまでは結婚あるいは修道会への入信という理

由を除いては実家を離れることが出来ないという規定は残されていた。その

一方で、独身女性が相続人となることができ、結婚した女性は後見人になる

ことができ、また世帯についての考え方が従来の夫の家 (casadel marido) 

ではなく夫婦の住まい (hogarconyugal)という位置づけに変わるなどの変

更が行われた。最も重要な変更点として、夫婦の共有財産という考えが導入

され、それを処分しようとする夫は妻の許可を必要とするという条項が追加

されたこととされる (Morcillo.2000. pp.66・67)。スペイン全土の状況として

はその概略がこのようにまとめられるこの時代を、一地方である地中海の島

(Mallorca島)を生活空間として個々の女性はどのように生き、そしてその

111芝は「とりわけスペインにおいて宗教を根源的に男支配の動因とみなすことには留
保が必要となろう」とし、それ以前に形成されていた「名誉観念」のジェンダー・
システムへの影響を強調しつつ、 16世紀以降のスペインにおけるジェンダー・シス
テム形成におけるカトリシズムの影響について言及している。すなわち、 16世紀
のプロテスタンテイズムの出現で、結婚制度を含めてそれまで制度化されていた秘
蹟のほとんどが否定され、それに対するカトリシズムがみずからの陣営立て直しを
図ったのが、トリエント会議 (1545-1563)であり、なかでも結婚制度に関する
プロテスタントの要求は痛烈であったため、それが公会議における重要審議項目と
なった。さらに、公会議決議が依拠したのが中世神学と教会法であったため、必然
的に結婚での女の劣位が確定され、それまでの道徳の二重規範、女の領域の家庭へ
の限定というジェンダー規範が強化されていくことになった。教会はまた、結婚ば
かりか、洗礼、結婚内の性、捜葬というライフコース全体を管理するようになった
ため、ジェンダーへの影響は計り知れない。(芝.1999.pp.lO-l1) 

戸
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生活をどのように記憶しているのであろうか。

2. Franco政権下のMallorca島における個々の女性の育ちと社会的活動

以下でスペインのBaleares諸島自治州Mallorca島で、生まれ育った3人の女

性 (A氏、 D氏、 E氏)と、島外で生まれ育ちその後20年近く Mallorca島で

暮らす女性F氏へのインタビューで得られた情報について、 1)幼少時の生

活と女児へのしつけ、 2)思春期の生活と職業選択、 3)成人以降の生活、

4 )国や地域に関する認識の4つの項目についてその概要を抽出して記す。

各氏の自由な「語り」も尊重してインタビューを行ったことによりそれぞれ

の項目の分量が異なっており、その語られた内容それ自体の客観性に関して

は個人の記憶故の限界を有するが、 Mallorca島という生活空間において長年

生活した女性の目には、自分自身の人生がどのように意味づけられているの

か、それぞれの固有性と共通性を抽出し分析することにより、 Franco政権

という個人の自由が抑圧されていたと評価される時代の、烏という生活空間

における女性の社会的活動の特徴を把握していく。加えて、それぞれの語り

の内容を補足する情報として、大学教員であるB氏(女性)、 NPO代表のC

氏(男性)、 F氏の娘G氏へのインタビューから得られた情報も追加して記

している。

今回インタビ、ユーを行ったMallorca島が所属するBaleares諸島自治州であ

るが、 2012年1月1日時点の全人口は1，119，439人(男性560，091人、女性559，348

人)である。 2002年1月1日時点では全人口は916，968人(男性458，349人、

女性458，619人)であり、 10年間で202，471人 (22.l%)の増加がみられる。

Baleares諸島自治州は、 Mallorca島、 Menorca島、 Ibiza島、 Formentera

島の4つの有人島を有し、州都であるPalmade Mallorca mをもっMallorca

島がその中心である。 Mallorca島の人口は、 2012年1月1日時点で全人口は

876.147人(男性435，936人、女性440，211人)であり、 Baleares諸島自治州全

体の78.3%を占める。 2002年I月1日時点のMallorca島の全人口は730，778人
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(男性363，935人、女性366，843人)であり、 10年間で145，369人 (19.9%) の

増加がみられる代パレアレス諸島自治州の主たる産業は農業と観光業であ

るが、夏場に観光客が集中することによる水資源の不足等を含めてその島民

への影響は大きいへ

( 1 ) A氏 (Baleares諸島自治州Mallorca島出身、 70代後半)

スペイン内戦前の1930年代にMallorca島にて出生、幼少時に市民戦争を

体験し、 Franco政権下で成人を迎える。父は実業家、母は専業主婦、 6人

きょうだい。成人以降は、様々な慈善活動や社会活動に参加する。以下、

Mallorca島にて行ったA氏へのインタビューから得られた情報を記す(本村，

(2) Instituto Nacional de Estadistica (スペイン統計局)HPの以下の URLにて 2013

年10月28日に検索実施。 http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/p321/serie/
10/ &file=02001.px&type=pcaxis&L=0 

(3) Mallorca島の出身でもあるパレアレス諸島大学 (Universitatde les Illes Balears) 

のAmerFernandez IまBaleares諸島におけるマス観光に関して他の先行文献も参

照しながら分析を行っている。その冒頭で、 Balear四諸島住民と観光に関する調査

は、観光活動がもたらす有益な社会的変質とともに、観光により引き起こされた不

平等と悪影響をも分析することになると指摘し、観光発展による観光地の「社会的

な劣化」の可能性について他の先行文献も紹介しながら述べている。また、観光の

社会への影響が島や小さい国の場合では大きくなるとし、その二つの特徴として、

観光へのほぼ完全な経済的な依存と、非常に速いリズムチェンジがあり、 Baleares

諸島ではこの二つの特徴がともに見られ、観光活動は特に経済的発展の意味合いで、

Baleares社会の現代化の重要な決定要因であるとする。 (AmerFernandez， 2009) 

また、 AmerFernandezに2012年5月に Mallorca島にてインタピューを行う機

会を得たが、その際に、 Mallorca島の観光業に関して以下の説明がなされた。 1959

年の Francoの経済安定(発展)計画がMallorca島における観光ブーム到来のキー

ポイントであった。それまでスペインは、第二次世界大戦では中立の姿勢をとり、

独裁政権であったためヨーロッパから孤立していたが、この計画以降、アメリカの

援助を受けたり、観光によってヨーロッパに参加したりするようになる。その影響

を受けた観光ブームにともない、 Mallorca島にも観光関連の企業集団が生まれたが、

Baleares諸島の島々に存在していた中産階級は観光業はうまくいかないと考えてい

た。初期においては、ホテルの受付やコックなどの経験は持つが、観光産業での経

営経験のない人たちに、イギリスやドイツなどの企業が資金を提供する形でホテル

を建設させた。短期間にめざましい経済発展があって人手が必要になり、 Andulsia

地方などスペイン本土から多くの人々がやって来た。当時約 40万人だった人口が、

現在では 110万人へと増加している。ほとんどがCataluna諾話者であった島々に、

AndalusiaやExtremaduraなどスペイン本土から大勢の Castellano語話者がやっ

て来た。こうした移住者によって Baleares諸島の社会が変容した(本村， personal 

communication， May 16，2012)。
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personal communication， October 12， 2012)。

1 )幼少時の生活と女児へのしつけ

非常に伝統的なカトリックの家庭で、 A氏は幼い頃から従属することだけ

を教わった。両親、学校の修道女、聴罪司祭の言うことに従っていた。女の

子ということで、学校ではあまり多くのことを学べなかった。フランス人修

道女が運営する学校で、フランス語、一般教養、刺繍を10年間習った。その

一方で兄弟達は、 Mallorca島の中心都市であるPalmade Mallorcaに大学が

なかった状況で、バルセロナの大学へ進学して学ぶ。

2 )思春期の生活と職業選択

A氏は17歳で学校を卒業した後、自分の意思で進学を決める。当時は

Franco政権時代だ、ったので、ファランヘ党女子部 (SeccionFemenina)(4)で

看護学を学んだ。その後、 EstudiGeneral Llul-liaで、ソーシャルワークを学

141 Silesらによると、 SeccionFemeninaはスペイン内戦勃発前の 1933年にファラン
へ党に創設され、そのメンバーは支援活動家として専門的にトレーニングを受け
た。 1936年には冬の保護 (WinterAid)が設立されたが、その主たる機能は軍病
院における傷病者へのケアだった。 1937年には、社会保護部 (Socia!Aid)が設立
され、その中に教育、社会的保護、病院の 3部局が制定された。この部局で学ん
だ特に優秀な生徒の中から、その後看護学校の校長となる者が選ばれた (Siles，J. 
et.als. 2010. p.l96)。また、看護と同様に多くの女性が活動を行う領域であるソーシャ
ルワークの 20世紀前半の発展の歴史に関して、 Banezはスペインとドイツを比較
して以下のように指摘している。すなわち、スペインではソーシャルワークの発展
にカトリック教会が多大な影響をおよほし、 ドイツよりもかなり伝統的な方法で行
われた。貧困への新しい対応に関しては、 ドイツの方がスペインよりも固としての
関わりが強かった。その当時の中産階級の女性のモチベーションに関しては、スペ
インの女性は宗教や独裁政権を通してのみ社会的な役割を担うことができた。ドイ
ツの女性の方は女性解放活動への参加がみられ、慈善活動に関してはカトリックの
みでなくプロテスタントを含めた両方の宗派とつながった活動への参加がみられた
(Banez，2005.p.43)。ここで言及されている慈善活動であるが、 1940年代のスペイン
のカトリック教会による慈善活動は Caritasというカトリック教会を母体とする組
織を通して行われるように一本化されていた (Banez.2005.p.41)。また、ソーシャ
ルワーク教育に関しては、当時慈善組織を行う中心的な組織であったこの Caritas
はソーシャルワークを学ぶための教育組織を 1950年代の終わりまでほとんど創設
せず、ファランヘ党の SeccionFemininaがソーシャルワーク関連の学校を作った
とする。最終的に 1960年代になって、スペイン政府は公的にソーシヤルワーク教
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ぶ。キリスト教を基にした使命感から社会活動に身を投じることになった。

それは「解放の神学Jによって始めた。 r解放の神学」とは、中南米から起

こった「貧困から戦いを始めなければ、キリスト教をよく理解できない」

「解放はまず経済的なものからJr天からではなく地上から」という考えを

含む。 r天国で幸せになるため、この世で我慢し苦しまなければいけないと

言われていたが、この世で幸せにならなければならない。解放はこの世で」

という運動であった。その後、政治意識を持つようになり、左翼政党に参加

する。徐々にフェミニズムに傾倒していき、女性は二重の意味で貧しいとい

うことに気がついた。女性が戦わなければ、男性は決して理解しないだろう

と，思った。

19世紀、 Mallorcaには非常に多くの宗教的な組織があり、カリタス会やフ

ランシスコ会の修道女が、貧しい家の女の子たちのための学校を村で運営し

ていた。その結果、 19世紀末Mallorcaではスペインの他の地域に比べて非識

字率が低かった。修道女たちは村の教師というだけではなく看護師でもあっ

た。

<職業選択として修道女を選ぽうとしたことはあったか?>ない。

Instituto de misioneras seculares (在野の婦人伝道会)の準会員ではあった

し、キリスト教の信仰には助けられることが多いが、解釈の仕方は様々であ

るので。

<lO、 20代の頃、生き方に影響を受けた女性はいたか?>当時はそういう

女性は地下活動をしていたので、知り得なかった。 Franco政権時代女'性の

鑑とされたのはファランヘ党女子部の活動であった。当時は地下活動をして

いた女性のことはわからなかったが、共和制の時代に教師をしていたという

だけで牢獄に入れられた共和主義の女性教師がいたことなど、 25-30歳以降

になって知った。あの時代、多くの知識人、画家、作家がメキシコやフラン

スに亡命せざるを得ない状況であった。
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3 )成人以降の生活

A氏の父親が1960年代初頭に死亡。結婚時に遺言状を書く習慣があり、父

親は財産を子どもたちが平等に相続すると記していた。父親は遺言状を書き

換えたいと言っていたが、結局そうしないまま亡くなったので、 A氏にも相

続権が生じた。 A氏自身は遺言状が書き換えられていたら、男性の兄弟に有

利な内容となっただろうと考えている。父親の遺産を相続し、 20代中頃のA

氏はかなりの金額を得る。遺産は自分が働いて得たお金ではないから、当時

所属していたキリスト教徒のグループに全額を譲渡しようと考えていたが、

金額が大きかったため、弁護士などから民間の文化財団を創設するようアド

バイスを受け文化財団を設立。文化財団とした理由は、 Franco政権時代社

会的な活動を行う財団は内務省の管轄で、当時の内務省は集会をしただけで

警察を送り込むような状態であり、一方、文化財団を管轄する教育省の当時

の大臣はより度量の大きい人物であったためであった。 I文化」という名

のもと広範な活動を行えば良いというアドバイスに従った。この財団から

UGT (la Union General de Trabajadores、労働者総同盟)に対して、紙や

印刷代、ストライキ時の資金資金等、秘密裏に資金が流れていた。

A氏自身については、ソーシャルワーカーの勉強を終えた時、女きょうだ

いが重病となっていた。また、 A氏が働くなどということは名家である家族

にとって耐え難いことであった。 A氏はそのような状況で自身の活動の場と

して学生寮を作った。当時学生寮といえば修道女が運営する定員40-50人程

度のものであったため、実験的に小規模な寮を作り、 Menorca島やMallorca

島の農村部出身の女子学生が18人生活していた。夏には「国際若者ミーテイ

ング」を組織し活動を行った。参加者のフランス人神父たちから IFranco

は独裁者だ」とか iMontserratの大修道院長が追放された」といった、当

時裕福な人間たちが耳にしていなかった話を聞く機会も得た。

その後、第2バチカン公会議(1962年-65年)で、キリスト教徒は世界に

向けて扉を開けなければならない、貧困者のために働かなければならない
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と言われたため、彼女たちのグループはMallorca島の貧困者の多くはホテル

の従業員だと判断し、自分たちもホテルで共に働くことにする(1960年代

中頃)。その頃のMallorca島で、は、ホテルで働くために島外からの出稼ぎの

人々がやって来始めた頃であった。当時の出稼ぎ者は家族全員が船でやって

来て、ホテルでは男女別に生活させられ、出入りはゴミ置き場の横からとい

う状況であった。勤務時間も決まっておらず、残業代も無しの状況である

などまるで中世のような状態であった問。このような状況において、 A氏た

ちのグループの最初の「戦いJは勤務時聞を8時間とするように要求するも

のであった。ホテル経営者たちは法律さえ知らず、弁護士の友人がいるA氏

たちの方が法律に詳しかった。 A氏がホテルで働き始めた当初は教養のある

彼女は快く受け入れられたが、 「戦い」を始めると客室係に情報を流してい

るとの理由で主任部屋の鍵を取り上げられ、客室に上がることを禁じられ、

ホール担当を命じられた。そのようなオーナー側の対応に対して、ある客室

係が言った言葉は「あなたは狙いをつけてください。私たちが撃ちます」。

客室係に対して、 l人が残業しないと言っても効力はないがみんなが揃って

残業をしないと言えば、雇用者は残業代を上げざるを得ないとか、年金受け

取り時に換算されないからブラックマネーを受け取るなといった助言を行っ

た。ホール担当を命じられたことで客室係へのアドバイスはできなくなった

が、逆にホールのウェイターたちへの情報提供が可能になった。

かつての学生寮は2階が社会教育学校となり、上階にはホテルの客室係が

住んでいた。ホテルでの労働によって人間性が失われていくのに気づいたた

めそのような工夫を行った。客室係は休日もなかったため、毎日がホテルの

中でだけ完結しており、ホテル外に出せば他の環境を知ることができるとい

育を認めた (Ba白ez.2004.p.l94)。
151 Amer Fernandezへのインタビューにおいて、 1975年の Franco死去後の民主主義
到来とともに、観光業関連の組合創立など労働者の権利が確立されるようになった
(本村.personal communication. May 16. 2012)、との説明があった。 A氏の活動は、
Franco死去を契機とする民主化による社会全体の変化に先駆けて、労働者の権利
擁護のために実施されていたものといえる。

噌

E
i4

 



琉球大学法文学部紀要人間科学第 31号 2014年3月

う考えのもとに実施した。休日獲得を実現した後は、友人同士が同じ日に休

みが取れるようにして遠足や夕食会などを実施。社会教育学校では客室係と

ウェイタ一向けに義務教育内容の授業を始めた。

加えてA氏は労働者のための iMarSisJ (マル・シス)という学校の設

立・運営にもかかわる。その学校は労働組合主義やマルクス主義の講座に変

化していった。 iMarSisJ (マル・シス)という名称は、寮の住所がマル通

り6番地(筆者注;スペイン語で6はシス)であったことと、 Mallorca語では

マルクスを「マルシスJと発音することに由来する。大学から教師が来てい

たが集会の自由がなかったため、警察が入ってこないようMallorca市の司教

と話をした。ローマ教皇との政教条約により、スペイン政府は教会と非常に

強い結びつきを持っており、教会関係の施設には警察が入ることはできな

かったためであった。司教の許可を受けて活動していたので警察が学校に

入ってくることはなかったが、盗聴していると知らせるための無言電話がか

かってきたり、尾行されたりはしていた。だがA氏が名家の出であるととも

に父親の友人に警官がいたこともあり、 A氏自身が投獄されるということは

なかった。しかし、グループの他のメンバーや客室係で投獄された人もい

る。

26年間ホテルで働き労使協議会の会長も務め、 Mallorca市9Jの労働者子弟

向け保育園も組織した。このような中、活動の母体となっていたグループは

変化していく。民主主義が始まった時(筆者注;Francoの死後の民主化を

意味する)それまでの組合活動から人材養成へと新たな段階を迎え、ホーム

ヘルパー講座を開始する。これは30-40代の女性を対象とした講座で、これ

まで働いたことのない人たちに仕事の機会を与えるためのものでもあった。

慈善事業ではなく IMSERSO(Instituto de Mayores y Servicios Socia!es、

高齢者・社会福祉協会)からの支払いを受けて職業として高齢者や病人の世

話をする。これは1980年以降のことだが、こうした職業はかつて存在しな

かった。
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Mallorca市の名家で、ある家族にとってA氏が労働するということは一大事

であったが、すでに父親は亡くなっていたし、 A氏の兄弟は彼女の決断を

常に尊重してくれた。 Franco政権時代、結婚しない女性は「頭がおかしい

女」というレッテルを貼られて精神病院に送られる可能性もあったが、 A氏

の兄弟は彼女の行動に一切口出ししなかった。そんなA氏であったが、貸し

ていたマンションにかかる費用などで精神的に落ち込んだ時期もあった。だ

が非常に昔風の考えを持つ母親から「聖書を手にしたのなら(キリスト教の

道を選んだのなら)、ビジネスをしてはいけない」と言われていたため、家

賃を支払わない借り手を追い出すことができなかった。 I住居はパンのよう

なものだ。住居を奪うということは、人からパンを取り去ることと同じだ」

と思っていたからである。法的には2ヶ月の不払いで借り手を追い出すこと

が可能であったが、結局彼女は借り手にマンションを譲渡した。所有してい

たマンション4軒のうち1軒はカリタス(筆者注;Caritas、スペインを代表

する慈善活動組織)へ寄付し、現在はアルコール中毒者のための施設として

使われている。

4 )国や地域に関する認識

Franco独裁政権下でのカトリック教会の状況に関して、バスク人司教が

何か問題発言をして、内務大臣が司教を追放すると言ったが、司教は「私を

追放するなら、あなたを破門する」と答えたという話がある。体制側もカト

リック教徒なので「破門」という言葉には恐れを感じたことを表し、当時

は教会と権力側の関に複雑な関係があった。しかし、実際に刑務所に入れ

られた聖職者もいた他、民衆側に立った司教が国外追放されそうになった

こともある。 Tara目的枢機卿 (VicenteEnrique y Tarancon)は民主主義

者であり右派から ITaranconを銃殺刑に処せ」という声が上がっていた。

Taranc加は現国王Juan Carlos 1の戴冠式でのミサで、説教を行った。民主主

義の始まりを望む国王が、枢機卿に対して勇気ある発言を行うよう求めたと
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言われている。 Franco独裁政権下では体制派と反体制派の常に2つのタイプ

の教会が存在してきた。

現在も同じ状態だが、現在目立つのは右派である。スペインの司教たちが

性的なことや家族のことに関してはデモを行うのに、筏でやって来る移民や

失業問題、家からの立ち退き問題、政治家の汚職に対してはデモを行わな

いことに、 A氏たちは怒りを感じている。というのも、今でもスペインでは

カトリック教会が多くの特権を持っているからである。左派である社会党

(Partido Socialista Obrero Espano1 ; PSOE、スペイン社会労働党)でさえ

その特権を取り去ろうとしなかった。外国では信者が自分の信仰する宗教に

対してお金を払うが、スペインでは政府がカトリック教会に対してお金を出

している。

ジェンダーに関連することとしては、スペイン語では一般化する場合に

男性名調を用いることがある。例えば、 iTodos 10s ho辺註昼 sonhijos de 

Dios， pero so10 10s坦旦註竪 puedenser sacerdotes (ムは全て神の子であ

るが、塁だけが聖職者になれるJ)。ミサでも常に男性形が使われる(6)た

め (Senor、Dios= i神」いずれも男性名調)、 Bさん達は実験的に神父

たちを招いて女性形を使って説教をしてもらったことがある。 A氏は現在

iCreients i feministes (信者フェミニスト)Jという組織の会員である。

5 )補足説明

ここで記されたA氏へのインタピューだけでなく、以下で記す3名の女

性のインタビューから得られた情報を理解する上で有用となる情報を、

Mallorca在住の専門家へのインタビューより抽出して以下で記す。

ゆ}この点に関して、 Carbayo・AbengozarはFranco時代の女性に関する言説を、特に
前述の SeccionFemenina (the women's branch of Falange)における言説も題材に
しながら研究している (Carbayo-A bengozar， M..2003)。
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①マヨルカ島に所在する大学の教員B氏から得られた関連情報

上記でFranco政権下における女性の育ちと社会的活動、そして移行期に

おける社会的活動の変容についてA氏へのインタビュー内容より得られた情

報を記したが、このA氏へのインタビューはBaleares諸島自治州内にある大

学のソーシヤルワーク学部教員B氏(女性)の協力を得て実現した。また、

実際のA氏とのインタビュー当日にもB氏には同席してもらい、 A氏から語

られる情報を明確にするための質問や補足説明を得たので以下の前半で記す

(本村， personal communication， October 12， 2012)。またそれとは別に、

B氏に対してはMallorcaの歴史等に関するインタビューを行っており、その

インタビューの際に得られた関連する情報についてもここで併せて記し、本

稿で考察するインタピュイーの語った内容の理解を促すための情報とする

(本村， personal communication， February 21 & May 16， 2012)。

Franco政権下の女性の権利と関連して、自分の活動のために父から相続

した遺産を売り払いたいと思ったという話がA氏より話された時、 B氏よ

り IFranco時代に女性が自由に資産を売買できたのか」という質問がなさ

れ、それに対してA氏より、他の多くのスペインの州とは異なり Mallorca自

治州では夫婦の財産の分離に関する税務上の法律があり、女性でも自分の望

む通りに売買することが可能であったという回答があった。また当時の女性

の状況に関するB氏からの補足説明として、 Franco時代は労働者だけでなく

女性もかなりの抑圧を受けた時代であり、性的虐待を娘に犯した夫と別れた

女性教師が教職を続けることを禁じられたという事例もあったとのこと。

B氏には神学者・哲学者・フェミニストである友人がおり、この夏 (2012

年) Iフェミニズムと宗教Jという題の2度目の会議が開催された。その会

議にはB氏も出席したが、その会議では「宗教jとしては一神教であるユダ

ヤ教、イスラム教、キリスト教が取り上げられていた。この話題とも関連し

てB氏の抱く以下の印象・理解が語られた。母親が「フェミニストでない女
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性信者Jであるため、男性が非常に男尊女卑になっている事例がある。宗教

(特に前述の一神教)は女性を抑圧してきた歴史があり、 「女性は仕えるた

めに生まれてきた。家にいて子どもをたくさん産んで、夫の世話をするため

にJとし、女性が働きに出始めるとあまり良い目で見られなかったし、女性

のみ外の仕事と家の仕事(家事)がダブルでのしかかる。宗教は女性を男性

に従い仕えるよう教育した。聖母マリアにしても、従姉妹に会いに1人でユ

ダまで、歩いて行ったことなどあまり語られず、母性的なことばかり強調され

ている。村娘だったのに、宝石に固まれたお姫様に変えられてしまった。

スペインにおける税金のカトリック教会への支出についてB氏は以下のよ

うに補足している。これはスペインとバチカンの政教条約の一部で、同条約

はFranco体制時に結ばれたものが、民主主義政権でも引き継がれている。

社会分野での予算削減が非常に多く防衛省の予算さえ減った今年 (2012年)

の予算の中で、唯一メスが入れられなかったのが教会関連。<このようなシ

ステムに対する抗議等はないのか?> (B氏の回答)スペインでは左派は少

数派。カトリック教会には社会的な後ろ盾がある。多くの人々が教会に行く

といった教義を実践しているわけではないが、習慣から子どもたちに洗礼を

受けさせるなどしている。以前は子どもの誕生時の洗礼が義務で、洗礼を受

けていないと学校に入ることができなかったが、今では選択が可能となっ

た。洗礼を受けている者が「信仰を捨てるJ手続きは、司教区宛てに文書を

提出し承認を受けなければならないなど非常に難しい。

以下は、別途実施されたB氏とのインタビューで得られた本稿の内容と関

連するスペインおよび、Mallorca島 (Baleares諸島自治州)の1930年代以降の

歴史に関する情報である。ソーシャルワークの教育実践に長年関わっている

B氏の専門的視点、より、労働者に対する社会福祉政策の変化を柱とした内容

が語られている。本稿で記される各氏の状況を理解する上でも重要であるの

でその概要を以下で記す。
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まず第二共和制の時代としてまとめられ(1932年-1939年)、期間とし

ては短いが絶対主義から近代的で多様な社会への移行期とされる時期につ

いて。労働者や農民の運動が起こり、女性を巡る状況が大きく変化した。

この時代に女性が選挙権を得、社会保障制度が確立する等の多くの建設的な

社会変化が起こった。内戦中を含めて右派も存在し、この短期間に社会主

義政権、保守政権(カトリックの伝統をひきずる女性票により政権に就い

たとされる)、人民戦線(ラジカルな左派)というように頻繁に政権が交

代した。イデオロギーの異なる3つの政権が相次いだこの時代、社会福祉政

策は前進と後退を繰り返しながらも継続した。 1936年7月18日のFrancoによ

るクーデターがCanarias諸島で勃発後、最後まで抵抗したのがスペイン北部

(Catalunya地方等)であった。しかし、 Mallorcaに関しては内戦はなかっ

たと言える。 18日のクーデターの翌日、すでにFranco側の蜂起者たちが

Baleares諸島の市町村役場や県政府など公的機関を占拠し、それまでの執政

者に対する投獄や銃殺を行った。クーデター前の第二共和制時代、 Baleares

諸島では進歩的な社会運動が存在したが、この時見せしめのための大量殺

裁が行われたとされる。この第二共和制時代のスペインは大きく 2分されて

おり、その時代にすでにFranco支持者がBaleares諸島にも存在していた。

Franco支持者はカトリック教会から大きな援助を受けていた。

この時代のBaleares諸島において際立つ存在であったのがEmiliDarderで

あり、共和制時代最後のPalmade Mallorca市長であった。クーデター後市

内のBellver城に投獄され、 1937年に銃殺された。医者でもあったため市の

社会・保健ケアの非常に重要な再編成を開始し、貧困と健康を結びつけた。

労働者階級や貧困者層の住む地域の上水道網の整備に加え、下水道整備、

Casa de socorro (救護院)を通じての医療の分散化、労働者の子ども達の

ためのサマースクール設置等を実施。それまでは社会の特定のグループに熔

印を押す形であったシステムを変え始めた先駆者でもあった。第二共和制時

代で政権が頻繁に代わる状態の中、一貫して社会福祉関連で大きな改革を
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行っていたことは特筆すべきである。

Francoのクーデター以降、 1939年からの40年間はFrancoの全体主義政権

によるファシズムが大きく影響を与えた時代である。経済的に自給自足体制

が取られ、ヨーロッパ内で閉ざされた固となる。労働者や女性の権利等の社

会的テーマにおける後退がみられたといえる。社会福祉面でも大きな後退が

見られた。この時代の福祉的行為は慈善事業をベースにしている。長期間継

続したがあまり変化が生じなかった時代といえ、この問、共和制支持者等の

反体制派に対する凄まじい弾圧があり、スペイン全土で10万人以上が行方不

明になったとされる。

スペイン北部に位置するCatalunya自治州(州都;Barcelona)とBaleares

諸島は、言語的には共通しているが社会構造はかなり異なる。 Baleares諸島

は観光ブームが起こるまで保守的な農村社会であった。 Catalunyaは19世紀

には工業に結びついた中産階級が発展し、労働者運動なども活発であった。

また、歴史的にもBaleares諸島は地中海の要所に位置することでフェニキア

人やローマ人などによる侵略に慣れている土地であり、そのため従属的な性

格が形成されたのではないかと推察される。と同時に、外部から来るものへ

の不信感もあった。 1960年代に観光客が多く訪れるようになり経済的な面か

らの利点は理解していても、 Andalucia州やCanarias諸島のような歓待モー

ドでの開放ではなかったと理解される。 Franco死後の民主化後に政治と教

会は離れたが、 Baleares諸島で、は国家カトリシズムが非常に浸透していた。

労働者運動が強いVasco地方やCatalunya地方ではこうしたことはあまりな

かった。

②元神父で現在Mallorca島にてホームレス支援を行っているNPOの代表C

氏へのインタビューから得られた関連情報

C氏はMallorca島中央部の町の農村部の出身で年齢は70代中頃(1930年代

後半の生まれ)。司祭となりペルーに派遣された後に、司祭仲間とともに
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「労働司祭 (Curasobreros) Jの活動を開始。その際に前述のA氏達のホ

テル労働者支援活動と合流。また、後述するD氏の兄でもある。 C氏自身の

修道院時代に被った性的虐待に関する内容も含めた自伝を出版する等、組織

的なカトリック教会活動に批判的な立場であり、以下で掲載する情報もその

ような立場からのコメントが多く含まれている。労働司祭の活動後はアウ

トサイダー的な司祭となり、住む場所や仕事を求めてハンガーストライキ

や徒歩でのMallorca巡り 15日間など、様々な活動を活発に行った。現在は社

会的に疎外されている薬物依存症を抱えたホームレス状態にある人々を支援

するNPOの共同代表として、そのような人々と寝食を共にしている。上記

の自伝以外にも、カタルーニャ諾の詩集を含めた複数の本を出版している。

以下、 Mallorca島にて行ったC氏へのインタビューから得られた情報を記す

(本村， personal communication， June 16 & 17，2012)。

まず、スペイン内戦(1936年-1939年)前後のMallorca烏についてで、ある

が、 C氏の出身の町は戦闘地区ではなかったが、 Franco派が900人以上を殺

害したとされる(当時のその町の人口は約19，000人程度)。また、 Francoは

Mallorca島の共和派の市町村長全員を抹殺したとされる。内戦後の数年間

は貧困と飢餓の時代であった。その頃、 Mallorca島には30以上の修道会があ

り、約10，000人の修道女がいた。この状態は1960年代頃まで続いた。司祭の

数は4，000-4，500人。当時女子児童向けの学校は、ほぽ全校が修道女が教育

を行うものであった。そういう点からすると、 Mallorcaの女性は「貧困」、

「従属j、 「貞潔」を神に誓う抑圧された女性である修道女から教育を受け

たと言える。

前述したA氏のホテル労働者支援活動と合流した1970年頃、 C氏は労働司

祭として活動を行っていたが、その頃のMallorca島のホテル業界は勤務時間

帯の規定なし、休日なし、保険なし、寝食はホテル内という無法地帯だっ

た。そこで、秘密裏で労働司祭としての活動を開始した。その活動や、自分
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の姿勢・考え方、また教会に対する様々な批判を行っていた行為から、司教

から教区教会を与えられることはなかったが、頼まれればミサを行う「宅配

サービス」のようなものを行っていた。 I神はどこにでもいるJ、イエス・

キリストが洗礼を受けたのはヨルダン川であり最初のミサは教会では行われ

ていない、という理解を基に結婚式の宴会を行うホテルの庭の木の下で結婚

の儀式を行うといったことを行っていた。当時、最初の年は約50家族からの

依頼であったが、最終的には夏の週末に6、7回のミサを行うほどになってい

た。ミサの費用を自分は受け取らず、施設のために任意の金額を払っても

らっていた。結果的に教区教会を持つ司祭より多くのミサを行うことになり

司教から禁止されるようになったが、それでも引き続きそうしたミサを行っ

ていた。こうしたミサを通して多くの支持者がでてきた。このため、今でも

NPOを援助をしてくれる人が大勢いる。

Mallorca人の気質等に関連して、 C氏は以下のように語った。スペインの

中央政府は面積と人口に応じて予算を配分するが、 Baleares諸島は 5つ

の島を足しでも面積は狭く人口も少ないため、配分される金額も少ない。だ

が、例えばMenorca島(筆者注;Mallorca島の隣に位置する島)で病人が出

てMallorcaで、手術が必要となった場合、飛行機で来なければならない。中央

政府は、島というものは海の真ん中にある土地だということを理解する必要

がある。島ならではの扱いが必要だ。その他、この島で作られる農産物だけ

では1100万人の観光客はカバーできないため、本土から船で輸送することに

なり価格が上がる。こうした状況であるのだが、 Mallorca人は非常に順応主

義者。しかも大半が自分たちのことをスペイン人だと感じていて右派。農業

従事者、貴族、教会、そしてわずかな数の職人という社会構造だ、ったため、

伝統的に保守的な土地柄。 Mallorcaで、は左派の政治家は人数も少なく、勢力

も強くない。ほとんど中世のような社会と言っていい。外部からの観光客が

来るようになったが、 Mallorca人は閉鎖的で、その原因は島であるから。

く閉じスペインの島眼でもCanarias諸島との違いは何故生じているのか?>
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スペイン.Mallorca島における女性の社会的活動に関する一考察(本村 真)

Mallorca は閉ざされた海(入口はジブラルタル海峡のみ)である地中海に位

置する一方、 Canarias諸島があるのは大西洋であり、他の目的地に向けての

通過点でもあった。かつて世界の中心は地中海だったが、アメリカ大陸発見

とともに大西洋が重要となった。つまり、地理的にも歴史的にもこの 2つの

島幌地域は大きな違いがある。その他、 Canarias諸島でのカトリックの勢力

は弱かった。 Mallorcaは300年間のイスラム支配を除き、 l世紀からカトリッ

クの影響があった。

また、ホームレス支援という自身の活動体験も踏まえて、 Mallorca島に

おける貧困について以下のように語った。貧困 (Pobreza) とは、食べ物や

家がないなど、資力の不足。なので資力が満たされれば貧困者 (pobres)

ではなくなる。だが、悲惨・みじめな者たち (miserables)は、ずたずたに

なった貧困者(pobres)であり、それを癒すための助けを行わなければいくら

資力が満たされても何も役に立たない。かつてMallorca島には多くの貧困者

(pobres)がいたが、悲惨・みじめな者たち(miserables)はいなかった。だ

が、現在は後者が非常に多い。このNPOを利用するのは後者のタイプで、

社会的に疎外された人々である。後者が増えた原因は、金と権力を重要視す

る社会とシステムであり、このシステムは家族の影響よりも強力である。シ

ステムには人々の生活を破壊するための「同盟者」がおり、中でも強力なの

が麻薬。現在の世界の大きなビジネスは、兵器と麻薬。兵器を売るために、

戦争は決して終わらないだろう。麻薬を売るために、麻薬中毒者が必要とな

る。このように、システムで重要なのは人間ではなく金。例えば、アフリカ

内陸部には米は届かず飢餓で死者が出ているが、兵器は届く。麻薬の問題

は、観光と移民と時を同じくしてMallorcaにやって来た。コカイン摂取者は

社会階層に関係ない。

(2) D氏 (Baleares諸島自治州Mallorca島出身、 70代前半)

Franco政権樹立後の1940年代初頭にMallorca島中央部の町の農村部に
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て出生。兄(1名)と姉妹 (5名)の計7人きょうだい。成人以降は、修道

女としてカトリック教会が運営する子どもを保護するための施設に勤務

する。上記の補足情報を提供したC氏の妹である。以下、 Mallorca島にて

行った、 D氏へのインタビューから得られた情報を記す(本村， personal 

communication， June 19，2012)。

1 )幼少時の生活と女児へのしつけ

D氏はカトリック信者の家族に生まれ、教会やミサへ行くのがごく普通の

ことで、当時は一般的に教会が何か批判の対象になることはなかった。当時

の女の子たちは月~土曜日まで修道院併設の学校に通い、日曜日は親と一緒

に教会のミサに出席していた。出身地の町には4つ修道会があったが、 D氏

は愛徳修道会(筆者注;Hermanas de la caridad ; Mallorcaで、創設された修

道会)運営の学校に通っており、同会の修道女たちの活動を目にしていて、

自分も同様の活動をしたいと同修道会を選んだ。愛徳修道会は100年以上前

から子どもへの対応を行ってきている。当時の町の人口は10，000人位だ、った

かと思う。当時、修道会問で支援を行っている貧困者の情報を共有するよう

なことはなかったが、修道会間の関係は良好だ、ったと思う。修道院の中には

学校を併設しているものもあり、 D氏の出身地のようにそれなりの規模のあ

る町では複数の修道院が学校を運営しており、親はその中から選択して子ど

もを通学させることができた。

2)思春期の生活と職業選択

当時はレジャー施設がなく、教会に卓球やテーブルゲームができる部屋

がありそこへ遊ぴに行っていた。修道女は当時の女の子たちにとって教師

であるとともに、社会活動をしているモデルでもあった。また、例えば彼

氏ができれば修道院に一緒に行って修道女に紹介するなど、家族的な存在で

もあった。修道女になるために20歳で修練院に入った。その後、教師の資格
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スペイン・ Mallorca島における女性の社会的活動に関する一考察(本村 真)

とソーシャルワーカーとしての資格を取得する。ソーシャルワークを選んだ

理由は、自分の使命は苦しむ人とともにあることだから。加えて、その資

格がなければ関与できない活動があったため。島内の専門学校で 3年の課

程でソーシャルワークを学ぶ。ペルーへ渡る前に別途教職課程を履修済で

あったので、ソーシャルワークを学んでいた頃は、午前中はミニョネス財

団(FundacioMinyones)で子ども達のために教鞭を執り、午後はソーシャル

ワークを学ぶという生活で、あった。このミニョネス財団は子どものことに従

事するBaleares諸島最古の財団で、創設は200年以上前に遡る。

3 )成人以降の生活

20代の中頃 (1960年代中頃)、兄のC氏がペルーにおり、ペルーの司教か

らD氏が属する愛徳修道会をベルーにも創設してほしいとの依頼があり、 3

人の修道女とともにペルーの貧困地区に修道会創設に赴き2年間滞在。帰国

後ソーシャルワークを勉強して、ミニョネス財団の活動に加わる。 3、4年間

この財団で働いた後、アフリカのブルンジ共和国から愛徳修道会への要請

があり、 1970年代中頃に同地に渡り5年間活動。帰国後ミニョネス財団に戻

り、現在に至る。ブルンジ共和国から戻った1970年代後半頃から、午前中は

兄のC氏が当時関わっていた「夜の病院 (Hospitalde Nit) Jでソーシャル

ワーカーとして無給で働き、午後はミニョネス財団の子どもたちとともに過

ごすという状態だ、った。当時はミニョネス財団が運営する施設の子どもの親

へかかわるような仕事がそれほどなく、このように両立することができた

が、今では親への支援と関連した仕事量が多い。

1970年頃、財団が運営する孤児(女児)向けの保護施設で活動していた。

当時の施設は大きな建物だ、ったが、その後小規模の3つのホームとなる。 3つ

のホームに分けているのは、子どもたちの生活ができるだけ普通の子どもの

それに近くなるようにすることと、 1つの学校に施設の子どもが大勢集まら

ないための配慮から。各ホームに10人の子どもが暮らし、現在では男女一緒
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に生活している。現在ホームにいる子どもたちの親は生存しているが麻薬な

どの問題を抱えており、子どもたちの多くは親元に戻れない。 D氏たちの活

動はこのホームで子ども達の家族になること。子ども達とこのホームでとも

に生活している。子どもたちはそれぞれのホームの最寄りの学校へ通う。 7

月と8月は 3つのホーム全ての子どもたちとともに、海岸部の大きな建物で

バカンスを過ごす。入所時には、虐待を受けていたなどそれまでの家庭環

境の影響で障害があるように見える子どももいるが、ホームでの生活に慣

れるに従い大きな変化を見せる。ホームで受け入れるのは3-13歳の子ども

たち。 15年前(1990年代後半)までは乳児も保護しており、 Mallorcaで唯一

乳児のいるホームだった。以前はMallorca生まれの子どもや、あるいは親が

Mallorca在住のスペイン人の子どもを対象にしていたが、現在このホームで

は10人中スペイン人はI人で、ナイジエリア人3人、ボリビア人2人、モロッ

コ人2人、イギリス人2人という状況。他のホームでは南米人、ジプシー、中

国人がいる。移民の増加とともにホームの子どもも多国籍化してきたが、う

まく共同生活を送っている。

かつて3つのホームを運営していた職員は全員が修道女だ、ったが、現在で

はD氏ともう一人の修道女以外はソーシャル・エデユケーターや心理学者

(カウンセラー)などで、給与を受けている人たち。修道女は給与を受けな

い。ホームの思想は「全ての中心は子ども」。毎週ミーテイングを行い、活

動の改善方法などを話し合う。

4 )国や地域に関する認識

1950、60年代、 Mallorca島においてソーシャルワーカーという資格はな

かったが、慈善事業を行っている人々はいた。貧困者などを助けるために聖

職者になった女性も多かったはず。病院や刑務所などで聖職者が活動してお

り、全ての活動が教会によって掌握されていた。その他に「慈善(愛徳)の

婦人 (Damade la caridad) Jと呼ばれる裕福な女性たちも慈善行為を行っ
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ていた。また、それぞれの修道会によって活動の対象が異なる。 D氏が属す

るサン・ピセンテ・デ・パウル愛徳修道会 (Hermanasde caridad de San 

Vicente de Paul)は、常に貧困者のための活動を行ってきていたので、 D氏

はこの修道会を選んだ。昔、看護士が存在しなかった頃は、修道女が危篤の

患者に付き添ったり注射を行ったりしていた。 1970年頃は衛生状態があまり

良くなく、出産の際に母親が亡くなる場合が今より多く、農業従事者である

残された父親は子どもの世話を行うことができなかった。悪い親であると

か、子どもがいらないからという理由ではなく、世話ができないために施設

に入れていた。

(3) E氏 (Baleares諸島自治州のMallorca島出身、 60代後半)

Franco政権樹立後の1940年代中ごろにMallorca島にて出生、 Franco政権

下で成人を迎える。父は医師、母は専業主婦、 E氏は長子で年子の妹と4歳

年下の弟がいる。成人以降は、教師として子ども達の教育にたずさわる。以

下、 Mallorca島にて行った、 E氏へのインタビューから得られた情報を記す

(本村， personal communication， February 21， 20l2)。

1 )幼少時の生活と女児へのしつけ

幼少時、 Mallorca島の中央部より北に位置する当時の人口で約2，800人程

の村(筆者住;1950年当時、 Mallorca島全体で人口137，000人程度)で生活

していたが、村の教会の神父さんに道で出会ったら手にキスをしていた。教

会の教えは男子と女子への対応が異なり、年ごろの女の子だけ村はずれの施

設に集められて男女の仲などについて「洗脳」された。女の子は聖く正しく

あれという教えが中心であった。村で行われる様々な行事においては、村

長、神父、警察署長の3名が村のトップとして振舞っていた。それ以外に教

会の修道女も偉く、一目置かれる存在であったが、親しいという感じではな

かった。くその村出身の女性が修道女として村に戻って仕事をするというこ

F
D
 

F
H
U
 



琉球大学法文学部紀要人間科学第 31号 2014年3月

とはありましたか?>村出身の修道女はおらず、全員島以外の出身修道女

であった(7)。教会自体もあまりお金はなく、修道女が家々を回って施し物を

集めていた。その際に、見込みのありそうな女の子を修道女としてリクルー

トすることもあったヘ E氏の父が亡くなった時の葬儀でも教会や修道女に

はお世話になった。 E氏の世代はかなりキリスト教への信仰が薄らいでいた

が、 E氏の母親の世代はとても信仰心に篤かった。しかし、その世代であっ

ても、神父が結婚するようになるといったカトリック教会の変化によって幻

滅し、信仰心は薄くなってきている。

その当時の教育に関しては、フランス語で書かれている本も隠れて読む必

要があった。教育内容については、例えばFranco政権時代は十字軍のスペ

イン奪回は信仰上の意味づけだったが、 Franco政権後は商業上の意義が強

かったという風に内容自体も変化が見られた。

2 )思春期の生活と職業選択

E氏の父は医師であり、娘たちに良質な教育を受けさせることを望んだ人

物だ、ったが、姉妹への対応と4歳下の弟への対応には大きな差があり、男尊

女卑的なところもあったと思う。島では昔も今も、 「他人がどう言うか、ど

う思われるか」と人目を気にすることが多く、姉妹は親に迷惑をかけないよ

うに品行方正だ、ったが、弟が当時交際していた女性を妊娠させてしまった

171 Mallorca島Palmade Mallorca市内において活動する、カトリック系宗教団体
Oblatas (オブラタス)の支援センターである CasalPetit (カサル・ペティ:小さな家)
でのインタビューにおいて、インタビュイーは 2人とも Canarias諸島出身であっ
た。ゆくゆくは出身地である Canarias諸島のために尽くしたいという思いがある
のかどうか筆者より質問すると、宗教家として出身の島への思いを超える思いがあ
るとのこと。宗教家としての自分の根っ子があるので、司教から指示されたとこ
ろが自分の活動場所である、という答えであった(本村.personal communication. 
February 24. 2012)。

181上掲の CasalPetitにおける 70代の修道女へのインタビューにおいて、彼女の出身
である Canarias諸島で彼女が幼少の頃、修道女は教会の活動のための寄付を受け
るために家々を訪問していたが、その時に見込みのある女の子をリクルートする
ことがあった、という類似の話が語られていた(本村.personal communication. 
February 24. 2012)。
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時、 E氏と妹は「何てことをしてしまったのだ」ととてもショックを受けた

が、父は家庭外で知人にもこの出来ごとを普通に話をしたりし、 「好きだ、っ

たら結婚すればよい」とあまり大事ととらえず、そのような父の態度にE氏

はショックを受けた。 E氏が大学生の頃(1960年代中頃)、当時Mallorca島

を離れてバルセロナの大学に進学していて、夏季休暇で帰省中の出来事であ

るが、家に夜中に帰ってきた時に、 「周りからどう思われると思うのかjと

父から注意された。その時に「バルセロナでの生活と同じように、ここでも

自分が帰りたい時間に帰る」と言い切ったところ、翌日父から鍵を渡された

という出来事があった。この点からすると、ある程度は理解のある父親だ、っ

たと言えるかもしれない。

職業選択という点については、 E氏が子どもの頃の周りの成人女性はほと

んどが専業主婦で、一部独身で家族の面倒をみていたり、修道女になったり

といった状況であった。 E氏の世代では、女性にとって教師になることや、

そのために大学の教育学部に入ることが憧れであった。当時は義務教育もな

い時代であったが、母親の意向によって高校は近くの別の村の学校で学ぶ。

その学校は当時としては珍しく、女性の大学出の先生が教えていた。そこで

学んだ後、大学準備コースを経てバルセロナで歴史学専攻コースに入学し、

その後5年間バルセロナで学ぶ。 E氏は小さい頃から勤勉で、高校の先生か

ら成績も良いので大学進学を勧められた。バルセロナの大学では他に10名程

の女子学生がいた。 E氏の出身の村ではE氏を含めて2名の女生徒が大学へ進

学する状況であった。

3 )成人以降の生活

E氏は大学卒業後の20代の中頃(1970年頃)にMallorca島に戻る。 E氏が

大学生時代に交際していた男性(後に結婚し離婚)もMallorca島出身だ、った

ので、当然島に戻って生活するという選択になった。帰島後、島中央部の島

内では人口規模が上位に位置する町の中学・高校併設の新設学校で、高校の
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歴史を教えることからE氏の教師としての仕事が始まった。その当時の教員

の男女比は半々になっていた。最初の頃は若い教員が多く、仕事以外の付き

合いもありとても楽しかった。生徒たちとの付き合いもとても親密でやりが

いがあった。教師を続けながら二人の息子を育てた。現在と違って、彼女が

結婚していた当時は夫が家事・育児に協力することはなく、仕事との両立が

大変だ、った。その後、 E氏自身が糖尿病を患ったことで視力の問題が生じた

ことや、学校の雰囲気が変化し生徒との関係も希薄になりやりがいをもてる

職務でなくなったこともあり、 50代前半(1990年代中頃)で早期退職を選択

した。その頃のMallorca島の学校現場の状況としては、ソーシャルワーカー

や心理学者、社会教育者(ソーシャルペタゴジー)といった、教師以外の専

門家が学校に関わるようになった。毎日子ども達と接している教師と時々に

しか会う機会を持たないソーシャルワーカーの意見が、時には異なる場面も

みられた。また、女子学生で心理学者やソーシャルワーカー、社会教育者に

なることを希望する者の数は多かった。心理学が流行し、カウンセリングに

いくことが一種の流行となったことも影響していると思える。

現在、 E氏は時々息子夫婦の子どもたちを預かったり、学校や保育園への送

迎を行ったりしている。お金がない家では祖父母が一日中孫の面倒をみている

ところもあり、 E氏の友人の中には毎日午後孫を預かっている者もいる(910 E氏

自身としては、海外出身の息子の嫁とは適度な距離を保てているのではと思

う。周りからは、もしもお嫁さんがMallorcaの人だ、ったら、孫の面倒はすべ

(91現在スペインにおける祖母の育児参加について、スペインの会国紙である ElPais 
の2011年3月の記事(，祖母の 31%は孫の世話J)では、保健・社会政策・平等省
等が共同で作成した 65歳以上の女性の生活状況を評価する報告書から、スペイン
では祖母の約 3分の 1(31%)が大半の時間を割いて孫の面倒を見ていることがわ
かり、多くの母親が働きに出ることを可能にしているこうした孫の世話には、退職
後の男性が加わるケースも徐今に増加しているとしている (Prades.J.2011)。また
Mestre Miquelらは、現状として夫婦が二人とも働いて収入を得る必要があるにも
かかわらず、 0歳から 3歳の子どもがいるカップルへの対策がない状況(例えば、
義務教育は 3歳からという状況、公立の幼稚園不足、親のスケジュールに合わない
幼稚園のサーピス提供時間等)が継続しているとし、国の対応の不十分さについて
指摘している (MestreMiquelJM. et.als.2012)。
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てお嫁さんの実家が行ってあまりかかわれなかったと思うからラッキーよと

言われている。

4 )国や地域に関する認識

Franco独裁政権時代、 E氏の弟がバルセロナで身分証明書を持っていない

だけで、警察の車両に連れ込まれ、出てきた時は鼻の骨が折られていたとい

う事もあった。独裁政治の特徴を一言で表せば「考えるなJ。

Mallorca島は、古代ローマやイスラムなど、実に様々な民族に支配されて

きた。 Jaime1 (ジャウマl世)が1229年にマジョルカに到着し、キリスト教

徒の支配下に置いた。現代ではこの島には観光業があり、若者の進路に特殊

性をもっ可能性がある倒。大学等の専門教育を受けなくても観光業ですぐに

稼ぐことができ、チップ収入で人によっては大卒者よりも高い収入を得るこ

ともある。しかし最近では、不況で職を失う機会が増え、そのように高等教

育を受けていない失業者向けの就業訓練サービスも行われるようになってい

る。最近のテレビのドキュメンタリーで、大学出身という履歴を伏せたら就

職が決まったという若者の事例が放送されていて、とても悲しく思った。

E氏自身、大学卒業後は出身の島であるMallorca島に帰りたいという思い

はあった。 Mallorca島の出身者は、この島に戻って生活したいという意識は

強いと思う。 E氏同様にMallorca島からバルセロナの大学に進んだ女子学生

は、そのほとんどが島に戻って仕事に就いた。 E氏達にとって、島外の大学

に進んでも島に戻るということはごく当たり前のことだった。 Mallorca人は

島外へ旅行しでも、すぐに島と比較し、やはり Mallorca島の方がいいと結論

醐 Mallorca島北部に所在する中学校の教員へのインタビューにおいても、この点につ
いて語られていている。観光業が理由となって高学歴を求める気持ちゃ勉強への意
欲が減少したという可能性はあると思えるとのこと。島の人口規模が小さければな
おさらのことであり、Ibiza島(人口約 10万人)や Formentera烏(人口約 7.000人)
では、自分が専門的に学んだことを仕事にするのは難しい。例えばFormentera島
は人口 7千人の島で、必要とされる医師の数は多くない。島で生活し続けるなら
そうした職業に就くための勉強をする必要はない(本村.personal communication. 
June 18.2012)。
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づける傾向がある。また、周囲とのつながりがあるので、周りからどう見ら

れるかを気にする傾向があると思う。

( 4) F氏 (Valencia州Valencia出身、現在Mallorca島在住、 80代後前

半)

F氏はスペイン内戦前の1930年頃にValencia州の州都であるValenciaに

て出生。 4名きょうだいの長女で弟が3名。父は船舶関係のエンジニア、母

は専業主婦。成人以降は、専業主婦として子育てに従事する。 F氏自身は

Mallorcaで、生まれ育ったわけではないが、フランコ政権下のスベイン本土

(Va討le印ncia1、+川ト

ので、以下Mallorca島にて行ったF氏へのインタビューから得られた情報を

記す(本村.personal communication. February 24. 2012)。

1 )幼少時の生活と女児へのしつけ

Valenciaで、F氏は教会の修道女が教えている小学校へ通う。生徒は男女

別々で女子のみの学校であった。大卒の修道女が教えていて、ほとんどが女

性の先生。 1クラス40名で各学年2-3クラスあったと思う。

2 )思春期の生活と職業選択

F氏の子ども時代、叔母さんたちはすべて専業主婦だ、った。 15-16才は高

校へ通いピアノも習っていて、コンセルパトリオ (Conservatorio;公立の

音楽学校)で学んだこともある。 22歳で夫と知り合って結婚。同級生には看

護婦や教師を目指していた人もいた。友達はすべて中流階級かそれ以上の階

級で、全員が専業主婦になった。当時は経済的な問題がなければ女性が働く

必要性はないと考えられていて、自分は「怠け者」で勉強があまり好きでな

かったこともあり、当然のごとく専業主婦になった。専業主婦という選択は

中流階級の娘にとって一つの重要な選択肢であった。いかに条件の良い男性
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と結婚できるかが重要。だが、同世代の女性でも「男性に依存せずに働いて

生きるjことを望んだ女性もいたし、同級生の中でも後に看護師や教師に

なった女性がいることが、同窓会で集まった際にわかった。結婚しない女性

は親元に残り、親の世話をした。

3 )成人以降の生活

結婚当時、女性の銀行口座開設や外国旅行、パスポート取得には、夫や父

といった男性の同意書が必要だ司った。 F氏本人の経験としては、女性の友人

と冷蔵庫を買いに行って分割払いにしようと，思ったが、男性の同意書が必要

と言われてその場で購入できず、非常に腹が立ったことがある。

夫(空軍パイロット)の仕事の都合で何度か引っ越しをし、 Mallorca島に

赴任したこともあった。現在、長女がイギリス在住、五女のG氏(後述)が

Mallorca島、それ以外の子どもたちはMadridで、生活。 Madridは「人が押す

(筆者注;スペインの都会生活に対する独特な表現)Jので、夫(元空軍に

所属し、後に民間航空会社のパイロットへ転身)が退役した後の生活の場と

して夫が以前から好きであり、五女のG氏も住んでいたMallorca島を選択。

基本的にスペイン人の親は高齢になっても子どもたちと住みたがらない人が

多い。近くに住むとしたら娘を好む。夫は男尊女卑的な傾向の強い人で、リ

タイアしでもいまだに変わらない。 G氏とともに夫 (G氏の父)の態度につ

いて文句を言いあっている。

専業主婦としての生きがいは、 F氏の場合はピアノや絵を描くこと。ただ

し、ピアノを再開したのは7-8年前からで、思春期には音楽学校へ通ってい

たが、結婚してからはほとんど弾かなかったので指が動かないとのこと。た

だ、他の友達は全く趣味が無い人もいて、うらやましがられることもある。

夢を持つことはとても大事で、年を取ってからクラリネットを学び始める友

人もいる。そのような趣味を持てるかどうかは、親からの教育の影響も大き

いと思う。
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4 )国や地域に関する認識

ファランヘ党の時代は、女子学生は15-18歳頃には1年間ボランテイアの

福祉活動(11)が義務であった。 F氏もセーターを編んで貧しい家庭に配ったり

した。 F氏の娘であるG氏の上の姉 (50代)の時代までその活動は存在した

(1970年代後半頃まで) 0 G氏の姉の場合は1年間、週に5-7時間(金曜日

や土曜日に)ボランティア活動(赤十字の仕事)をしていたと思う。 F氏本

人の場合は、ファランへ党の綱領(ドクトリン)を覚えることが主で、その

余った時間でボランテイアとしてセーター編みとか産着作りをしたと思う。

女性が公務員や軍人と結婚するためには、このボランテイア活動に参加した

という証明が必要であり、 F氏の夫は軍人であったため結婚の際にその福祉

活動に従事したという証明が必要だった。

F氏が幼少期の頃の下層階級の職業は工場労働などだ、った。女性は家事と

同時に内職を行ったり、工場で働いたり、農業を手伝ったりしていた。住む

ところも中流階級とは別。中流階級はお金が必要な学校へ子どもを通わせる

ので、階層の違う子ども同士の交流もなかった。近接する学校でも、中流階

級の子ども向けの学校とそれ以外の子ども向けの学校は明確に区別され、交

流は無かった。学校は基本的に私立でお金が必要。当時の中流階級の職業と

しては医師やエンジニア、建築家、弁護士などがあったと思うへ F氏の祖

母の時代だと親の紹介での結婚があったかもしれないが、 F氏の時代(1950

年頃)のValenciaだ、と恋愛結婚が主流た、った。

1950年代の終わりから1960年代にかけてスペインで観光ブームが起こり、

F氏の体験としては特にスウェーデンなと寺の北欧の女性の短パンやビキニ姿

叩これは、 SSU(Servicios Social Universitario)という活動であり、当時のスペイン
人女性が学校の終了証明書やパスポート、運転免許証を取得するためにも必ず参加
しなければならない活動であった (Morcillo.2000. p.l94)。

"" Mor・cilloは1961-62の学期に SSU(Servicios Social Universitario)に参加した若い
女性を対象とした調査研究に言及しているが、短大に通い保護者が中流階級に属
する者は 75%におよび、そのうちの 39%がいわゆる独立性の高い専門職(liberal
profession)であり、具体的な職業として弁護士、医師、エンジニア、教師が挙がっ
ている (Morcillo.2000. p.l20) 
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にひ、っくりした。地中海沿岸地方はこのような観光客が多く訪れたので、必

然的に外の文化に対する視野が広がり、旧来の考え方に影響を与えた。

F氏の母親は未亡人になった後、息子・娘の家庭に順に滞在していたが、

最近の傾向としては年老いても子どもとは同居せず、自分たちがそれまで生

活してきた家で暮らし続ける人が多いように感じる。その場合でも、子ども

の誰かがある程度近くに住んでいるのが普通ではある。

Mallorca島に長年暮らしているがMallorca人の友達はいない。 Mallorca人

は閉鎖的だと思う。 rピーチだけの友達jはいるが家には呼んでくれない

し、自分も島の知人を家には呼ばない。

5 )補足説明

①F氏の娘さんG氏から得られた関連情報

G氏 (40代後半)は、 F氏の五女でマドリッド州出身。筆者によるF氏

とのインタビューに同席したG氏より Mallorca人の気質等に関する情報の

提供を得たのでその内容を以下で記す(本村.personal communication. 

February 24. 2012)。

長年Mallorca島に住んでいるが、島の人はあくまで「夫 (Mallorca人)

の奏」として私を仲間に入れているという感じ。島にはフォラステール

(Foraster;よそ者)という言葉がある。夫はよそ者と結婚したという目で

見られている。

また、 Mallorca人の閉鎖性を表すエピソードとしてG氏より以下の話が語

られた。 Mallorca島の親戚がG氏の息子(現在Madridで大学に通う)の進学

に関して、国際的に活躍させたいのなら島の外の大学に行かせたらいいが、

鳥を愛する人にしたければ島の大学で学ばせれば充分、と言っているのを聞

いてピックリした。また、 Madridで大学生活をしている息子はMadridで、の

友人関係の気さくさにとてもショックを受けたと話していた。母親 (G氏)
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はMallorca人ではない息子ですら、島の慣習が身に泌みついていると実感し

た。

3. Mallorca島における女性の社会的活動

Mallorca島で、生まれ育った3人の女性 (A氏、 D氏、 E氏)と、島外で生ま

れ育ちその後20年近く Mallorca島で、暮らす女性F氏へのインタビューで得ら

れた情報と、その他3名のMallorca在住の者による関連情報を含めて上記で

記した。その内容を基にMallorca島における女性のライフヒストリーに関し

て、特にその育ちにおけるカトリック教会およびファランヘ党女子部の影響

の2つの項目について考察するとともに、その社会的活動の背景となってい

るMallorca島の特徴、そして女性の社会的活動の意義について考察する。

( 1 )育ちに影響を与えた要因

上記で記した4名の女性の育ちにおいて、カトリック教会の影響は大き

かったと各自が感じていることが読み取れる。その影響は家庭内のしつけに

おける基本的な価値体系として、あるいは修道女との関わりを通して影響を

与えたことが各人の語りから読み取れる。国教としてカトリック教会が厳然

たる地位を確立していた時代に育った4名ともに、カトリック教の信仰をも

っ家庭で育っている。 E氏にとって教会の教えは、男子と女子への対応は異

なり、年ごろの女の子だけ村はずれの施設に集められて、男女の仲などにつ

いて「洗脳Jされたと記憶し、女の子は聖く正しくあれという教えが中心で

あった。 B氏による補足にもあるように、以前は子どもの誕生時の洗礼が義

務で、洗礼を受けていないと学校に入ることができなかったという状況でも

あり、家庭生活に直接的にカトリック教会の示す価値体系が影響を与えて

いた。さらに、家庭外においても修道女を通しての影響があった。 C氏が補

足しているようにMallorca島におけるフランコ政権下の女子児童向けの学校

はほぼ全校が修道女が教育を行うものであり、 Mallorcaの女'性は「貧困」、
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「従属」、 「貞潔」を神に誓う抑圧された女性である修道女から教育を受け

たと言えるというC氏の指摘は、当時の状況を理解する上で重要といえる。

成人後、様々な社会改革活動に従事したA氏からすれば、フランス人修道女

が運営する学校での10年間の小・中学校時代の学びは、女の子ということで

学校ではあまり多くのことを学べなかったという印象であった。また家庭に

おけるしつけについて、 A氏は幼い頃から従属することだけを教わったとい

う内容の述懐を行っているが、 B氏による補足にみられた、母親が「フェミ

ニストでない女性信者」であるため、男性が非常に男尊女卑になっている事

例があるとの情報との共通点が見出され、かつC氏が指摘する修道女の「従

属」と類似する価値観の女児のしつけへの影響も類推される。

このように、各人の成人以前の生活へのカトリック教会の影響が多く語ら

れているが、 E氏はこの時期カトリック教会(キリスト教)への信仰の薄ら

ぎが生じていたという印象を語る。父が亡くなった時の葬儀でも教会や修道

女にはお世話になったが、修道女への印象としては、一目置かれる存在では

あったが親しいという感じではなかったと記憶している。その一方で、、自身

も修道女としてその後の人生を歩んで、いるD氏は、修道女は当時の女の子た

ちにとって教師であるとともに、社会活動をしているモデルでもあり、例え

ば彼氏ができれば修道院に一緒に行って修道女に紹介するなど、家族的な存

在でもあったという記憶をもっ。キリスト教を基にした使命感から社会活動

に身を投じることになったと語るA氏は、修道女になる道を選ぼうと，思った

かどうかに関する筆者からの質問に対して、キリスト教の信仰には助けられ

ることが多いが、解釈の仕方は様々であるのでそのようには考えなかったと

答えた。このように国教とはいえ、当然のことながらカトリック教会と各人

の「距離Jの違いがあり、その距離の違いにより、環境的にその能力を発揮

する機会が得られた場合の職業の選択に差が生じていた可能性が伺える。

カトリック教会への親和性が高ったD氏は、 「杜会的活動のモデル」であっ

た修道女を自身の生き方として選択した。信仰への薄らぎを感じていたE氏
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は、医師である父の良質な教育を受けさせたいという考えやその経済的支援

という環境を得て、当時の女性の憧れの職業の一つであった教師を選択す

る。 I解放の神学」という中南米から起こった活動とのつながりから、旧来

のスペインにおけるカトリック教会との距離が生じたA氏は、貧困を生じさ

せる社会それ自体の改革のための活動を選択する。 E氏やA氏がともに経済

的恵まれた環境であったことからすると、修道女による女児教育という社会

システムが主な教育環境である社会においては、その既存のシステムで教え

られる価値観とは異なる価値観との接触を可能とする高等教育への機会の差

をもたらす家庭の経済的条件も、女性の社会的活動へ少なからず影響を与え

た可能性を有する。ただし、当時は経済的な問題がなければ女性が働く必要

性はないと考えられており、専業主婦という選択は中流階級の娘にとって一

つの重要な選択肢であったというF氏の語りに現れている価値観の影響も大

きく、当時の中産階級における「専業主婦Jの社会的意味の女性の社会的活

動へ与えた影響も無視することは出来ないであろう。

また、特にその思春期以降の学びにおいて、ファランヘ党女子部

(Seccion Femenina)の影響がA氏とF氏の語りから読み取れる。 A氏は17

歳で学校を卒業した後自分の意思で進学を決めるが、その際、ファランヘ

党女子部 (SeccionFemenina)で看護学を学んだ。 A氏の記憶においては、

Franco政権時代女性の鑑とされたのはファランヘ党女子部の活動であり、

看護師養成などの女性の専門職業教育分野における影響力も有していた。ま

た、その後専業主婦を選択するF氏においては、ボランテイア活動との関連

でこの組織に関する記憶が語られている。当時、女子学生は15-18歳頃には

1年間ボランティア活動が義務があり、 F氏の娘であるG氏の上の姉 (50代)

の時代までその活動は存在し、ボランテイア活動を通して「女性の鑑」であ

るその組織の構成員との交流が行われた。そして、女性が公務員や軍人と結

婚するためには、このボランティア活動に参加したという証明が必要であ

り、 F氏の夫は軍人であったため、結婚の際にその福祉活動に従事したとい
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う証明が必要だったという。前述したように、専業主婦という選択は特に中

産階級の女性にとっては重要な選択肢であり、職業教育のシステムであると

同時に、経済的な安定という条件を有する公務員や軍人との結婚にその福祉

活動の証明が必要という制度も加わり、ファランへ党女子部は一般的に大き

な影響力を有していたと類推できる。

ここで記したカトリック教会およびファランヘ党女子部の影響はMallorca

島に特有のものではなく、 Franco軍事政権下におけるスペイン全土におい

てみられた現象であると考えられるが、伝統的に人々の生活と密接なかかわ

りがあった宗教と一体となった、スペインの軍事政権下における国の統一的

なシステムの女性の育ちへの影響を理解する上で重要で、ある。

( 2 )社会的活動の背景について

上記で記した4名の女性の成人以降の社会的活動、特に特にMallorca島出

身の3名の社会的活動について、自分の生まれ育った島への愛着を含んだ島

民性という点からその背景について考察する。筆者はここに掲載した個人

以外にもMallorca島で生まれ育った個人へのインタビューを行ってきたが、

一般的な iMallorca人」の特徴として「島への愛着」がスペインの他の地域

よりも強いという認識が多くの語りに含まれていた。 E氏も大学卒業後は出

身の島であるMallorca島に帰りたいという思いがあり、 Mallorca島の出身者

はこの島に戻って生活したいという意識は強いと思うと認識している。ま

たA氏も父親から受け継いだ遺産を、 Mallorcaの社会的な問題を解決するた

めに寄付し財団を創設している。その他、 Mallorca島北部に所在する中学校

の教員へのインタビューにおいても、外へ出て行きたいと思う時期もある

が、結局は島に戻ることが多いという印象が語られている(本村.personal 

communication. June 18. 2012)。さらにE氏によれば、 Mallorca人は島外へ

旅行しでも、すぐに島と比較し、やはり Mallorca島の方がいいと結論づける

傾向がある。このような生まれ育った島への愛着は、その半面、島の内と

円

itu
 



琉球大学法文学部紀要人間科学第 31号 2014年3月

外との隔たり(境界)へとつながる面も伺える。 20年以上Mallorca島に住

んでいるF氏はMallorca人の友達はおらず、 Mallorca人は閉鎖的だ、という。

「ビーチだけの友達」はいるが家には呼んでくれないし、自分も島の知人

を家には呼ばない。また、 Mallorca人の夫をもっG氏は、島の人はあくまで

「夫 (Mallorca人)の妻」として私を仲間に入れているという印象をもち、

島外出身の自分と結婚した夫はよそ者 (Foraster) と結婚したという目で見

られていると認識している。

Mallorca人の閉鎖性に関して、自身Mallorca島出身で長年社会的問題への

解決に関わっているC氏は、一般的な印象として語られCanarias諸島の開放

性との違いについて、地中海という閉ざされた海という地理的条件の相違か

ら理解している。 Mallorcaは閉ざされた海(入口はジブラルタル海峡のみ)

である地中海に位置する一方、 Canarias諸島があるのは大西洋であり、他の

目的地に向けての通過点でもあった。そのような地理的特殊性、特に地中海

の要所であった点と関連してE氏は、 Mallorca島が古代ローマやイスラムな

ど、実に様々な民族に支配されてきたと語っているが、その結果、為政者が

変わろうとも変化しないMallorca人としてのアイデンテイの形成と、それを

守るための「よそ者J (Foraster)に対する独特な警戒心や壁が形性された

という類推も成り立つ。

ここで記したMallorca島の閉鎖性という特徴は、社会的な問題の発生にも

影響している可能性がある。本稿で記したA氏、 B氏、 C氏、 D氏はMallorca

島における社会的活動として社会問題への解決と関連する分野に従事して

いるが、 Mallorca島出身のソーシャルワーカーの女性へのインタビューにお

いて、 1960年代にMallorca島で、観光ブームの到来とともに社会問題が増加し

たという認識が語られた。すなわち、その観光ブームによって人手不足と

なり、スペインの南部等から仕事を求めて貧しい人が流入し、その中にア

ルコール問題や経済的貧困の問題を抱えた人も含まれており、そのような

人々への対応として公的なソーシャルワークの必要性が高まった、という認
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識であった(本村， personal communication， February 22， 2012)。このよ

うな観光ブームに伴う人の移動による社会問題の増加について、後日スペ

インにおいて同様の観光ブームの影響を受けたとされるCanarias諸島で、長年

ソーシャルワーク実践およぴ教育にたずさわっているソーシャルワーカーの

女性へ確認すると、 Mallorca島と違ってGranCanaria島では観光ブームが始

まった時、他の地域からの移住者ではなく島に住んでいた島民が観光産業

における新たな労働力を提供したとのことであった。 GranCanaria島は当時

もスペイン圏内で貧しい地域であり、島中心部の農村部では十分な仕事を

持たない農民が多かったとのこと(本村・， personal communication， May 23， 

2012) 0 Baleares諸島大学 (Universitatde les Illes Baleares)の社会学者

Amer FernandezもこのCanarias諸島との比較について以下のように述べて

いる。 Canarias諸島はもともと失業率が高く(現在30%)、かつてCanarias

諸島が失業率25%だ、った時、 Baleares諸島では5%で、島外からの人手が必要

であった。その後、 Baleares諸島の場合は島の住民は観光業の中で地位が上

がっていき、島外からの移住者はその下位に位置するような状態となった

(本村， personal communication， May 16， 2012)。このような新しい島外か

らの人口流入が顕著にみられるようになった状況において、島民自らも感じ

ている閉鎖性が島外からの移住者も含んだコミュニティにおいて発揮される

時、 「社会的に疎外された人々」を増加させる要因となってしまう可能性を

有する。

( 3 )女性の社会的活動の意義

このMallorca島に関する上記の2つの要因を併せて、女性の社会的活動の

意義、特に社会的な問題を解決するための活動の意義について検討したい。

社会的にどのような人々が疎外されやすいのかは、そのコミュニテイのもつ

価値観や社会・経済的状況によって様々であり、それぞれのコミュニティ

によって解決が急がれる社会的な問題は異なってくる。ただし、上記した
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Franco政権下の特徴としてみられたある特定の性役割が強要される社会に

おいては、 「家庭的」とされる育児や病める者へのケアを担うものとしての

女性の役割が限定され、その延長線上で社会的な問題への対応が女性の役割

として門戸を聞いている、と認識することも可能であろう。実際、修道女の

役割として「看護師」としての役割も含まれ、また、ファランヘ党女'性部の

初期の活動で重要であったのは看護師の養成であった。ただし、そのような

体制側の意図や思惑とは別に、女性の活動それ自体が与える社会的影響が大

きく広がる可能性を改めて実感する。 A氏の活動は、民主化後の法制度にさ

きがけて労働者の権利擁護のための活動を展開したもので、あった。 D氏の子

ども達と寝食を共にする児童養護実践は公立の大規模な孤児院運営とは異な

る家庭的な実践であり現代にもつながるものである。つまり、女性のあるい

は男性をも含んだその地域住民による社会的な活動が様々な社会情勢によっ

て制限を多く含むような状況に置かれ、当初は限られた領域の活動のみの機

会が女性に提供されたとしても、その活動から派生する社会的影響は体制側

の想定を超えた先見性をもつものとなる可能性を秘めているのではないだろ

うか。

おわりに

以上、 Mallorca島での長年の生活歴を有する4名の女性へのインタビュー

から得られた情報に補足の情報も加えて記した。ここで取り上げたBaleares

諸島白治州のMallorca島は沖縄と同様の島腕性をもち、加えて為政者の度重

なる変更や第二次世界大戦後の人権抑圧状況などの歴史的類似性も有してお

り、戦後沖縄を理解する上での新たな比較対象となり得ると考えている。

Franco軍事政権下やそれに引き続く「民主化の時代」におけるMallorca島

における女性のライフヒストリーを比較対象として、沖縄における女性の社

会的活動の特徴と意義を多面的に把握する比較研究へと発展させていきた

し、。
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*本稿は『平成24年度文部科学省特別経費プロジェクト 沖縄におけるジェ

ンダー学の理論化と学術的実践報告書.1 (研究代表者:喜納育江)に掲

載された研究報告(Iスペイン島興地域パレアレス諸島自治州・マヨル

カ島における女性のライフヒストリーJ)に加筆・修正を加えたもので

ある。

*本研究は、前掲の「沖縄におけるジェンダー学の理論化と学術的実践プロ

ジェクト」、法文学部概算要求研究プロジェクト(I融解する辺境・島

幌地域における新しい公共の創造」研究代表者:高嶺豊)および、科学

研究費助成事業(挑戦的萌芽研究「島幌・辺境性を有する沖縄県におけ

る児童虐待予防に必要な「地域」の創造に関する研究」研究代表者:本

村真、課題番号:24653140)より研究補助を得て実施された。
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