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　フランス女性史研究者であるM. ペロー（M. Perrot）が指摘するように、近代の性役割分業は、

男性と女性とをそれぞれ社会全体の公的空間と私的空間とに分割するだけでなく、それと同型的に、

職業という公的空間の中でも男女の分割を形成してきた。それは、保育、教育、看護などの「女性

の職業」（ｍétier féminin）の成立であるが、なかでも看護は、今日、男性に少しずつ開かれつつあ

るが、これまでほぼ全面的に女性化した職業であった（Perrot, 1998）。

　M. ペローと同じくフランス女性史の研究者であるJ. W. スコット(J. W. Scott)によれば、19世紀

において、雇用者は、女性の「自然的」性能に結びつけて「女性の労働」（travail féminin）という

カテゴリーを創出した(Scott, 1991, p.496)。他方、組合に加入していた男性労働者は、女性の給与が

男性より低いという事実を不可避的なものと受け入れ、女性労働者を自分たちの雇用を脅かすもの

とみなしていた。そして、保護立法、すなわち女性に対して労働時間を制限し夜間労働を禁ずる法

律は、概して男性が支配的な工場の労働にのみに適用されたのである（ibid., pp. 501-506）。

　看護のプロフェッションは、19世紀から20世紀にかけて、「宗教的使命」から「女性の職業」とし

て生成した。しかし、この「宗教的使命」＝「女性の職業」という規定は、他方において、「女性の

労働」（travail féminin)＝「安価な労働」 (ibid., p. 491)という規定と重ねあわされていた。これらの

二つ規定の歴史的生成は異なっていたが、前者の規定における「無償の奉仕」に、後者の規定は矛

盾することはなかったからである。それは、他の女性たちと同じように、職業への継続的なコミッ

トメントの形成を困難にした。

　フランス社会におけるジェンダーの次元の脱構築は、1968年の五月危機に象徴される社会革命に

はじまったと言われている。フランスの看護の男性化は、このころから進んだと想定できるが、



東洋大学社会学部紀要　第43-2号（2005年度）

78

I. フェローニ（I. Feroni）は、男性化の比率が、1975年に6.7%、1991年では11%なっていることに

留意している（Feroni, 1994, pp.148-149）。その後、フランスの看護の男性化率は、大きな変化はな

く安定化している。

　他方、日本においては、看護の男性への開放は、なお、わずかであるが、4年制大学の看護教育

が進展することにともなって男性の入学者が受け入れられるようになり、看護の男性化の割合は、

1982年の1.1%から1992年の2.2%へと増加し、2000年では3.0％に達している（厚生省健康政策局看護

課監修、1995、および看護問題研究会監修・日本看護協会編集、2001）。

　20世紀の後半は、フランスをはじめとする西ヨーロッパで、女性の職業と結びついたジェンダー

の次元を問題にし始めた時期である。それまで、宗教的使命とされてきた看護が、職業へと転化す

る過程のなかで、なお無償での奉仕という考えが依然として存在し続けてきたことが、女性たちが

職業のキャリアと家族のライフサイクルとを折り合わせ両立させることを阻んでいた。言い換えれ

ば、「時間・空間において限定された関与」、すなわち「職業生活と私的生活とを分離させること」が、

契約に基づく給与者として職業活動に継続的に従事する必要な条件であったのである（D. Kergoat, 

1992, pp. 62-63）。

　看護におけるジェンダーの次元の問題は、E. フリードソン（E. Freidson）のように、市場におけ

る競争、プロフェッション、官僚制という三世界についてみることができる（下の表を参照）。医療

についてみれば、限定されたクライアントのための開業医の自由市場から、社会保障の医療保険に

統制される国民的市場へという展開をみることができる。それとともに、看護は、病院の慈善から、

安価な労働へと転化するが、医師の専門分化した医療の発展によって、病院の官僚制化された組織

へと組み入れられていく。すなわち、国家の管理する社会保障制度による医療の市場が構築される

とともに、安価な女性の労働とされてきた看護は、医師の支配の下に官僚制化されることによって、

その労働生産性を向上させたと言えるだろう。看護のプロフェッションの機軸としての教育による

知識が、ディプロマと経験とによって示されるとするなら、それぞれが、経歴の構築にたいする能

力の統制と、医療の専門分化という分業に対応しているのである(Freidson, 2001)。

看護における三世界の関係

ジェンダーの次元 経歴 教育 分業

市場競争 「女性の職業」＝
低い労働生産性 安価な労働力

プロフェッション ライセンスとマン
デイトとの妥協

ディプロマ＋
経験

官僚制 女性の労働生産性
の向上

委譲される技術
的役割



看護におけるジェンダーの次元の脱構築－フランスと日本の比較社会史試論－ ／原山　哲

79

I　フランスの場合

委譲される役割と固有の役割との分裂

「女性の職業」におけるコミットメントを問う

　M. ペローは、20世紀にはいっても、フランスの女性たちは、看護をはじめとする「女性の職業」

（ｍétier féminin）において、「キャリアをつくる」ことは難しく、結婚し出産すると自分の職業的

活動を中断しなければならなかった、と指摘している。

　「『キャリアをつくる』ということは、いずれにしても、ほとんど女性の考えではなかった。野心

というものは、女性にとって、とっぴな男性的な振る舞いとなるから、そぐわないものとなるの

だった。ともかく、こういった状況は、なんらかの放棄、とくに結婚によるあきらめへとつながる。

他のヨーロッパ諸国と同じように、フランスにおいて、結婚による『法的制約』がないとしても、

多くの職業は独身であることを想定していた。1900年、男たちは街で寝て朝帰りもしていたのだが、

看護師たちは全寮制で厳しい監督のもとに置かれていたのである」（Perrot，op. cit., p. 204）

　20世紀初めのフランスにおいて、女性は職業に従事するためには独身でなければならなかったが、

M.ペローの議論によると、それは、事実上、女性に「奉仕することが要求される」ということを意

味していた。

　「車掌がヴァカンスをとれないのも、看護師に日曜日がないのも、秘書に決まった勤務時間がない

のも、あたりまえだった。女性に仕事への献身が期待されるのは、なお宗教的な理由が存続してい

たからである。また同時に、女性の仕事への献身は、男性の給与生活者のように勤務時間が厳密で

なく、家政婦たちの流動的で延長される仕事の時間と同じような状況であった」（ibid., p. 204）。

　言い換えれば、看護における「奉仕」の要求は、宗教的使命から職業が離脱してからもなお、給

与生活者の必要条件である職業生活と私的生活との分離が実現していないということを意味してい

たのである。こういった「奉仕」が要求される状況は、Y.クニビーラー（Y. Knibieler）たちの研究

が示すように、職業の場からの排除を帰結する、ということに留意しなければならないだろう。

　Y. クニビーラーたちの看護師のオーラル･ヒストリーによる研究によると、フランスでは、1936年

に週40時間労働、年間2週間の有給休暇を法制化したものの、第二次大戦にヨーロッパが入ると、実

際の労働時間は週45時間に戻ってしまっていたという。1960年代にはいっても、労働時間の短縮は

人員の増加を意味していたが、人員不足の問題は解決できていなかった。

　「1945年から1965年の間に看護職に就いた若い娘たちは、1925年から1945年の間に生まれており、

出生数の少ない世代だった。しかも、彼女たちがケアしなければならない患者は急激に増加してい

た。つまり、社会保障の確立によって患者が増加したからだけでなく、ベビーブームが産科、婦人

科、小児科を一杯にしていた」（Knibiehler et al., p. 275）。

　それまでの看護学校は、新たな看護師の養成に追いつかなかった。それゆえ、労働時間の短縮は

望めず、スタッフに、さらに加重負担が課せられることになった。Y. クニビーラーたちは、1960年
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代に「労働条件の問題」から起こった看護の「人員の蒸発」について、次のように指摘している。

　「看護者たちは、多くの仕事に疲弊していたから、可能ならばただちに辞めて、ある者は結婚し

て私生活へと、ある者は新しい技術による専門化された別の仕事へと、また、それ以外の職業を

見つけて逃れたのである。看護師の職業活動に従事する平均的な年数は、1961年から62年にかけ

ての時期において、5年にすぎなかった（最も楽観的な推定によると15年以下）。しかし、この逃

亡は、経験者の人員が不足することになるから、残された者たちの仕事がきつくなるだけだった」

（Knibiehler et al., pp. 275-276）。

　このような女性の職業の場からの排除は、雇用する側によって要求される「奉仕」が女性たちの

願望と対立することに起因している。

　「とくに女性の職業とされてきた場合の不利な状況、すなわち要求することができないということ

を考えてみよう。供給と需要の法則が作用しているなら、看護師の不足は、報酬を引き上げ、彼女

たちの仕事の威信を上げることになるはずだった。だが、そうはならなかった。労働条件や生活条

件を向上するために闘うよりも、皆、私的な家族生活へと逃れることを、出来ることなら選ぼうと

したのであり、仕事はやむをえない最後の選択だったからである。それが、女性に与えられた、当

時のいわゆる『自由な選択』であった」（ibid., p. 278）。

　1968年の５月危機は、フランス社会の大きな変化を象徴していたが、看護師も例外ではなかった。

フランスの女性たちは、その後1970年代に入って、職業活動へのコミットメントの継続を実現する

ことになる。看護師もまた、他の職業と同じく、1968年の５月の社会運動にかかわった。それは、

他の女性たちと同じように、私生活を犠牲にすることを正当とする「宗教的使命」（vocation）を否

定して、「職業」(métier)へのコミットメントのための適切な労働条件を求めようとしたからである。

　フランスの看護師で、1970年代、WHOやILOを通して教育や労働条件についての施策の形成に関

与してきたR.マニョン（R. Magnon）の回想によると、この時期から、看護師は、労働者としての

権利、ストライキの権利を要求したのであり、そういった行動は、それ以前では考えられないこと

だった、という。フランスは、これまでになく看護師の人員不足に遭遇していたが、状況に変化が

現れたのである。

　「有効な人員が幾年も得られないままではあったが、勤務時間や労働条件の改善の施策がとられ

るようになり、それが、広範囲にわたって看護師の需要曲線に対する積極的な影響を与えることに

なった」（Magnon,1982, p. 89）。

　言い換えれば、看護師は、自分たちの職業が他の職業となんら違うものではない、と考えるよう

になっていたし、幾世紀も自分たちを圧迫してきた修道女たちの「献身」、「服従」という考えから

脱却しなければならないと意識するようになっていた。職業の領域と私的領域とが分離されないま

まで、無限定の関与を、「宗教的使命」であるとして女性たちに課すことはできなくなった。看護師

は、自分の職務についての独自の意味、すなわち「人としての病者に対するケア」を再確認し、また、

服従し献身する修道女と自分たちとを同一視するヴェールを取り払ったのである。

　1970年代は、フランスの女性たちが、公的空間と私的空間とへの男女の分割を問題化させ、ジェ

ンダーの次元の脱構築を試みていった時期であると言えるだろう。看護師の場合、とりわけ、1973
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年に準備され1976年に結実したILO看護職員条約が、ジェンダーの次元の脱構築にかかわっている。

1973年の準備の作業において、ジュネーヴに看護の専門家たちが集まり、看護師たちが職業への関

与を継続するために、労働条件と報酬の改善、キャリアの形成の途が与えられることが必要である

ことを議論し、ILOとWHOとの共同報告書を作成した。

　当時の状況について、R. マニョンは、医療の発展にたいして看護の発展がともなっていなかった

ことを指摘している。1970年代に入って、フランス、さらに西ヨーロッパで、多くの女性が労働市

場に参入し、労働条件が改善されることによって、女性の職業へのコミットメントの継続性が実現

していった。マニョンによると、1973年にジュネーヴでの報告書が提示されてから、フランス政府

の対応はすばやく、1976年のILO看護職員条約にさきがけて、1974年から1975年にかけて、看護の

プロフェッションの問題、すなわち人員の不足に対する施策が実施に移された。人員の確保やケア

の組織化を強化するために、看護部長（infirmière générale）という看護部門の総責任者が設けら

れた。そして、公立病院で4年勤務した看護師は特別手当（月額100から250フラン）が給与に加算さ

れた（Magnon, pp. 102-113）。

　そして、1970年代から1980年代において、フランスの看護師たちは、職業へのコミットメントを

強め、その大多数が、職業のトラジェクトリーを、結婚、育児といった家族生活のライフサイクル

と折り合わせながら、継続して構築するようになった。

　I. フェローニは、フランス厚生省のデータを分析し、1975年では30歳以下の年齢階層の看護師は

全体の2人に1人であったが、1988年には3人に1人となり、この時期に看護師の年齢構成が高くなっ

たことに留意している。また、病院看護師の経験年数の平均は、1974年には5年だったのが、1986年

には9.9年になり、1970年代からフランスの看護師の職業に従事する期間は長くなってきていること

がうかがえるとしている。しかし、他の職業に比較すると、看護師の経験年数の増加は大きくはな

く、たとえば、1989年、国家資格を持つ看護師で10年以上の経験年数の者は全体の44.7%であるのに、

初等教育の教師のそれは69%であった（Feroni, op. cit., pp. 143-146）。

　「女性の職業」という考えも、1970年代から1980年代において、問題化された。I. フェローニによ

ると、看護に男性が少しずつ参入するようになり、1970年から1988年の時期において、男性は看護

学生一学年目の全体の5％から11.9％へと倍増した。また、この同じ時期において、看護師の家族の

状況も変化し、独身者は、1975年に48%だったのが、1989年には29%となった。しかし、この同じ時

期に、フランスの医師の職業が、急速に女性化し、半数近くが女性によって占められるようになっ

たことと比較すると、この看護の男性化は、さほど、めざましいとは言えない。しかも、1991年で、

男性は、一般のケアで６％であるが、手術室で21％、集中治療室で13.5％、管理職で20％というよ

うに、一般のケアから遠ざかる傾向がみられた。（ibid．pp. 148-150）。

　その後のフランスの看護師の年齢構成はさらに高くなっており、1989年では40歳以上が30％に達

していなかったが、1997年では50％近くにまで増加している（DREES, 1999）。この年齢構成の変

化については、1970年代から1980年代前半までフランスの看護師の採用が増加し、その後、増加が

抑制されていったという雇用構造の変化からの効果を考慮しなければならないだろう（Frenesy et 
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Perin,1996, pp. 81-84）。つまり、職業活動へのコミットメントの継続性が実現しただけでなく、新

たに採用される若年の看護師の比率が相対的に低くなったのである。

　労働時間は、その後、いっそう短縮されて、女性が職業へのコミットメントを実現する条件を形

成した。フランスでは、1982年に、法定の週労働時間が40時間から39時間へと移行し、また、パー

トタイムの勤務が法的規制によって権利として認められるようになった。パートタイム勤務者は、

1983年には看護師全体の10％程度で、週平均23時間の労働であり、看護師全体のなかで周辺的な位

置しか占めていなかったと言える。しかし、その後、パートタイム勤務の看護師は増加し、1997年

では20％になり、週平均27時間の労働へと、その比重を増大してきている（DRESS, op. cit.）。フラ

ンスでは、失業問題の解決策として、仕事の「時間を分け合う」ことをめざし、2000年を境にして、

週労働時間は、さらに35時間へと短縮されることが政策的に試みられてきている。それが、公的領

域での職業活動における男性、私的領域での家事における女性という伝統的性役割分業の脱構築を、

いっそう推し進めることになるか否か、今後、議論されなければならないだろう。

技術者としての看護師－医師から委譲される役割

　第2次大戦後、抗生物質や生体検査の新たな医療技術が、静脈注射や採血といった技術的操作を増

加させ、フランスの医師は、その業務を遂行しきれなくなっていた。そこで、看護師は、医師から

委譲された技術的業務を引き受け、また、家事的な業務を看護助手に委譲することになるが、こう

いった業務の委譲の連鎖は、組織のヒエラルヒーを構成し、人件費のコストの削減という観点から

みて組織を合理化するものであった。国家資格をもつ看護師、看護助手から機能分化し、看護師の

カテゴリーは、伝統的に女性に帰属されてきた家事的な業務から解き放たれることになる。そのこ

とは、また、同時に、「女性の職業」におけるジェンダーの次元が問題化されていくきっかけとなっ

たと言えるだろう。

　この医療の技術が飛躍的に発展したことについて、Y. クニビーラーらは、1945年－1960年に、患

者へのケアは、「母性的態度」から「技術」へと移行した、と述べ（Ｋnibiehler et al. , op. cit., pp. 

278-279）、増大した静脈注射、採血、脈拍や血圧の測定といった技術的操作が、ルーティン化され、

看護師に委譲されていったことについて、次のような看護師の証言とりあげている。

　「1946年前は、親切な医師が、私に静脈注射を教えてくれました。1950年には、そのころ実施され

始めた点滴を教えてくれました。そして、私は、医師が患者に設置した輸血を監視していました」

（ibid., pp. 280-281）。

　医療の技術革新に対応する体制として、医師R. ドゥブレ（R. Debré）の主導による1958年の改革

（ドゥブレ改革と呼ばれる）によって病院における医師の地位は変えられることになった。すなわち、

それまで公立病院に勤務する医師は、別に自由開業をおこなうことができていたのが、公立病院に

専任で勤務することが義務づけられ自由開業は禁じられたのである。

　Y. クニビーラーらは、二つの大戦の間において、公立病院は、パートタイムで医師を雇用してい



看護におけるジェンダーの次元の脱構築－フランスと日本の比較社会史試論－ ／原山　哲

83

たが、すでに1945年から徐々にフルタイムの勤務を導入しはじめた、と指摘している。このころま

では、ある看護師の証言によると、看護師が患者へのケアにおいてかなりの自律性を保持していた。

　「私は、自分の病棟の女王か女主人になった気分でいました。すべてが、私の判断で動いていまし

たし、あらゆることが私を介してなされていたのです。それは、いきいきと感じられることでした」

（ibid., p. 292）。

　1958年のドゥブレ改革は、医師を病院の組織に統合し、医師と看護師との「チームという考え」

を強調することになる。新しい医療技術と、それに伴って生ずるさまざまな医療リスクへの対応の

必要性から、医師と看護師の結束が必要となったのである。その例証として、Y. クニビーラーらは、

次の小児病棟の看護師の証言をとりあげている。

　「私は、医長や医師を、夕方にあっても、どんな時間でも、呼ぶことができました。私は躊躇なく

そうしたし、医師たちは、患者である子供についての私の報告を、真剣に聴いていました」（ibid., 

p. 293）。

　しかし、Y. クニビーラーたちの研究の示すところによれば、看護師たちの証言は、1960年代以降

の状況についてとなると、医師との葛藤に言及するようになる。

　「包帯は私がして、外科医は傷がどうなっているか私に訊きさえすればよかったのだ。朝、私が気

づかぬときに、彼が病棟に来た。彼は、私がいるのに頓着せず、私がしたばかりの包帯を解いた。

彼は傷の状態をみたかったのだ。そこで一騒ぎだった。『誰が包帯を解いたの？』、『僕だよ』、『あそう、

だったら、あなたがやり直しなさいよ』」（ibid., p. 294）。

　大学病院（Centre Hospitalière Universitaire）における専門分化された医療を中心に、「医療技術」

は発展していくが、それによって、フランスの看護師は、I. フェローニが言う、「看護の職業の変貌」

（la mutation du métier）の過程に直面する。第一に、1946年から国家資格というライセンスを持つ

者だけが看護師としての業務、マンデイトを独占することになるが、1949年にケアの補助者として

の看護助手、およびケアに関わらないが看護を補助業務とする病院サーヴィス員の職務が規定され

た。これによって、看護に従事する人々の職務の分化は、明確に制度化されることになる。第二に、

医療従事者、とりわけ国家資格を持つ看護師の人員の急激な増加である。フランスの看護師の総数

は、精神科看護師も含めて、1955年においては7万7千人であったのが、1988年では、30万5千人と4

倍以上になっている（Feroni, op. cit., p.74）。

　この「変貌」は、看護師の仕事において医師から委譲された役割の比重が増大するということで

あり、看護師が医療の技術的業務を実施する「技術者」（technicienne）なるということである。つ

まり、「医療の仕事の変化が、医師から看護師へと業務の委譲を引き起こし、看護の組織全体にすさ

まじい影響を与えた」のである（ibid., pp. 84-85）。

　そして、この変貌は、看護の業務におけるジェンダー次元すなわち、女性の「自然の」性能とさ

れてきたものを問題とすることを帰結したのである。

　フランス看護史の研究者G. シャルルは、看護は女性の「自然の」性能（qualités « naturelles »）

という考えに依拠した「女性の職業」にとどまっているかぎり、このジェンダーの次元の脱構築は
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部分的でしかない、と指摘している。

　「一般の人々は、病気になったとき、女性のほうが、男性よりも、期待されるとおりの性能を示し

てくれる、と考えている。実際、人々は、自分が病気になったとき、『微笑んでくれて、優しく、共

感してくれて、愛らしく、献身的で』といった人がいてくれることを、要するに、看護師というよ

りは、伝統的に女性に期待されてきた性能を示す人がいてくれることを望んでいるのだ」（Charles, 

1981, p. 25）。

　そして、男性の看護への参入は、看護の職業に結びついていた女性の「自然の」性能という考え

を否定することになるかもしれない。しかし、実際は、この男女の混合は、男女の新たな分化をつ

くりだしていて、男性は、より技術的業務が自分に割り当てられるのを期待するだろうし、女性は、

どちらかといえば、やはり家事的業務に関わるだろう。

　「この職務のイメージは、いまでも女性的である。人々は男性がこの看護の職業に関わることを認

めるとしても、男性が女性と同じことをするとは考えてはいないのだ」（ibid., p. 25）。

　しかし、「自然の」性能というレトリックは、職業の資格化と対立する。職業の資格化を実現する

ためは、看護師は、自分たちを女性の「自然の」性能から切離し、技術者として再規定することが

必要だったのである。

　「あまりにも古めかしく、味気ない、この女性らしさのイメージは、現代の看護師の活動や役割の

多様な様相を反映していない。女性の解放、そして彼女たちの技術への参画の時代にあって、看護

師は、正当にも、なお一般の人々の見方の反映である女性の性能というイメージを拒否したのであ

る」（ibid., p. 27）。

　男性の看護への参入は、実際、この医療技術による「看護の職業の変貌」と呼応していた。I. フェ

ローニが指摘するように、19世紀末看護は女性化された職業として確立され、軍事の救急や精神科

の看護以外の領域に男性の参入が受け入れるようになったのは1960年代に入ってからだった。そし

て、国家資格のある看護師全体の男性化の比率は、1975年では6.7%だったが1991年では11%へと増

加した。看護の職業のジェンダーの構成は急には変わらなかったが、一般のケアの領域において男

性の参入が実現したのである。（Feroni, op. cit., pp. 148-149）。

　R. マニョンは、女性の「自然の」性能という考えに依拠した看護の神話を消滅させるために、看

護師の男女混合は必要なのだ、と主張する。つまり、男性の看護への参入は、男女の性能の規範、

つまり医師と看護師との関係についての伝統的な「両性のカップル」のアナロジーに基づく看護師

の側の「母性的で、献身的な女性」という考えを問題化する契機となる（Magnon, op. cit., p. 85）。

　1981年、デクレ（厚生省令）により、医師から委譲された技術的業務を、看護師が責任をもって

引き受けることを、はじめて明記しようと、準備がすすめられていた。すなわち、それまで医師の

指示による静脈からの採血は、医師の監督のもとで行われるということになっていたが、実際は、

医師の監督はされずに行なわれていた。それが、その法案において初めて、実際に行なわれている

とおりに「法的」にも明記されたのである。しかし、この法案には、病理の医師たちが反対した。

彼らは、看護師はあくまでも「医師の助手」であると考えていたから、看護師の責任を明確にする
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ことを好ましく思わなかったのである。これに対して、看護師たちは、看護師の職業団体、労働組

合、看護学生にも呼びかけて、街頭デモンストレーションをおこない、対抗した。その結果、1984

年になって、医師からの委譲された業務とともに、看護師の患者との関係的役割を中心とする「固

有の役割」（rôle propre）が明記され、看護師が自分の仕事を、責任をもって遂行することがデクレ

（厚生省令）により明記され、法において確認されたのである。R. マニョンは、この責任の明記は、

看護師のプロフェッションとしての自律性を承認することになったと評価している（Magnon, 2001, 

pp. 106-109）。

教育の展開による固有の役割の概念の形成

　病院での看護の実践においては、医療技術の飛躍によって、医師から委譲された役割の価値が重

要となり、看護師は「技術者」（technicienne）になる。ところが、教育においては、看護師が発展

させようとしてきたのは、患者との関係の次元を中心とする「固有の役割」であった。

　1948年、国連の機関であるWHOは、加盟国の政府に、健康への権利が人権であることを喚起し、

保健の領域において看護師の特定の卓越した役割を認めるように勧告した。それは、その後、看護

のプロフェッションとしての社会的承認を推し進めるための梃子とされてきた。1949年、ヨーロッ

パ議会は、看護教育の水準の統一化を提案し、1953年、国際看護協会（ICN）は、看護の倫理綱領

を提示したが、フランスをはじめ世界の看護師は、プロフェッションとしての自律性の実現の基準

として、その倫理綱領に、その後長い間、依拠してきた。

　しかし、G. シャルル（G. Charles）によると、1950年代はじめ、フランスの看護学校の教育プロ

グラムは、医師から委譲された役割を中心にすえていて、看護師の固有の役割についての教育を組

み込んではいなかった。

　「看護師は、ケアの技術者である。彼女は医師の指示を実施する。こういった看護師についての考

えによって、1946年の医療法での看護師の規定がなされている。そして、1951年の教育プログラムは、

そこから発想をえているのだ」（Charles, 1981, pp. 39-40）。

　G. シャルルは、このような技術の重視は、技術的業務によって看護師に課される「細分化された

労働」、そして「ケアにおける人間的特性への感受性の欠落」という問題があることを忘れてはなら

ない、と指摘している。

　「宗教的威光が消失し、仕事が病気中心の細分化した技術的業務の実施となってしまうと、看護の

職務は、その意味を失った」（ibid., p. 40）。

　他方、1950年代には、看護の基礎教育とは別に、上級の看護教育が実現した。看護のカードル

（cadre）、つまり管理職と教育職の養成のための三つの学校が設立されたのである。第一のカード

ルの学校は1951年に赤十字によって、第二は1954年にカトリックの学校で、病院修道会の連合団体

によって、そして第三は1956年パリ・アシスタンス･ピュブリックによって設立された。いずれの

カードルの学校も、教育期間は1年程度であった。このようなカードルの養成の学校の設立をふまえ
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て、1958年のデクレによって、看護教育と看護管理の両者の職務の資格が法律の裏づけによって制

度化されることになったのである（Knibiehler et al., p. 251, G. Charles, 1979, p. 182、Fresney et 

Perrin、op.cit.,pp. 87-88）。

　さらに、医療技術の発展によって、三つの主要な領域、すなわち、小児科、麻酔・蘇生、および

手術において、専門分化のための看護の教育の必要性が生じ、いずれの領域も、1年程度の教育期間

により取得できる資格が制度化された。小児専門の看護師の教育と資格は、早くから、第二次大戦

後の母性保護政策と呼応して、1947年に確立された。また、外科と麻酔技術の発展の必要性から、

1960年、麻酔の専門の看護師の資格のための教育が、さらに、1971年、手術室専門の看護師の資格

のための教育が組織化されている（Fresney et Perrin、op.cit., pp. 84-86）。

　しかし、看護の教育のその後の発展は、医療技術の進展に対応するだけでなく、看護のプロ

フェッションとしての自律性という考えに焦点を置くことになる。

　すなわち、G. シャルルは、看護師の「固有の役割」（rôle propre）という考えが、現れたのは、

その表現が用いられていないものの、1961年の改正された教育プログラムにおいてであるとしてい

る。「固有の役割」とは、以下のような看護の肝要な要素、とりわけ「保健教育の役割」の業務にか

かわっている。

　「看護師は、まず、ケアの技術者であるが、彼女が受ける教育は、単に事実を知った上でケアを

するためだけではない。看護師は、さらに、安楽、衛生、病気の状況などについて患者を見守るこ

とにおいて責任を引き受ける。そして、看護師は、実施されている治療の限界についても責任があ

り、患者の状態の変化を適切に知らせ、治療の変更ができるようにしなければならない」（Charles, 

1981, p. 41）。

　つまり、看護の職業の定義は、患者への心理的、精神的、教育的援助、責任を包含するようにな

り、この「保健教育の役割」は、看護師に「医師に対する一定の自律性」の可能性を与えることを

意味したのである（ibid., p. 41）。

　看護の教育プログラムは、1972年の改正において、教育期間は2年から3年になり、「保健教育の役

割」は、いっそう強調されるようになる。そして、1978年の法律によって、看護の職業は、その自

律性の根拠である看護師の「固有の役割」という表現によって規定されることになった。

　この看護師の「固有の役割」の概念は、実際には、まず教育の領域において展開され、たとえば

アメリカにおける看護理論の提唱者であるV. ヘンダ－ソン（V. Henderson）の「人の健康の必要の

充足」についての「看護のモデル」として教えられることになる。I. フェローニによれば、「固有の

役割」の概念を推し進めようとしたのは、「看護のモデル」を教育プログラムにおいて実現しようと

する教育者、および「看護のモデル」の理論の実践での展開を試みようとする管理者であった。し

かし、I. フェローニは、この固有の役割は、実践の領域では医師の医療技術の進展に支配され、医

師からの「委譲された役割」、すなわち技術者の役割と対立することになった、と考えている。言い

換えれば、看護師のプロフェッションのアイデンティティは、この二つの対立する役割に「分裂」

されてしまったということになる（Feroni, 1992, pp. 402-403）。
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Ⅱ　日本の場合

ジェンダー化された職業の存続

中断されるキャリア

　戦後の連合軍の占領下の時期に厚生省看護課長だった金子光は、1950年の人事院による国家公務

員の給与規定において、正看護師に該当する甲種看護婦の初任給が大卒事務官に匹敵するよう主張

した。そこで、3年間の看護教育と国家試験合格による専門職業の価値が認められたという（金子、

1994、117-119頁）。しかし、金子は、当時の私立病院の給与は、国立病院に適用された給与水準以

下であったし、さらに、労働時間の長いことや夜勤のあることなどの点からみても問題があったと

指摘している（金子、1992、204‐205頁）。

　1950年における看護師の勤務年数について金子光は労働省の統計データから検討しているが、そ

れによると、病院、診療所の施設における日本の看護師の70％が勤務年数3年未満であり、平均勤続

年数が3年に満たなかった（同上書、206頁）。言い換えれば、看護師にとって、他の職業に従事する

女性と同じように、職業と家庭との両立が困難であり、職業の継続ができなかったのであるが、勤

続年数と比例して給与が決まることを考えると、3年以上の経験は、看護師の能力として評価されて

いなかったことになる。

　1947年の労働基準法が制定された時期の看護師の労働条件は、金子光によると、1日8時間労働、

週1休日で週48時間労働という労働基準法の規定からかなり逸脱していた。看護師は例外として1日9

時間労働が許容されていたので週54時間労働となるが、現実には看護師の労働時間の平均は、それ

以上の週56.2時間であった。この労働時間は、他の働く女性の労働時間と比較すると、公共部門での

48.3時間、また民間部門での45.6時間より、はるかに多かった。1953年、全日本国立医療労組は、1

週44時間の要求を提出したが、このときの人事院の判定は否定的であった。しかし、その後、1961年、

厚生省は、厚生省所管の病院における看護師の勤務時間を1週44時間とし、他の病院施設でも、労働

時間は短縮されていった（同上書、200-202頁）。その後の労働時間の短縮は、1997年になって1週40

時間体制となり、そのときの日本看護協会の会員調査によると、病院の週所定労働時間は40.3時間、

77％が超過勤務をし、その月平均は12.3時間となっている（日本看護協会調査研究課、1998）。

　さらに、労働時間だけでなく、問題なのは夜の勤務である。1950年代、ほとんどの日本の病院が、

日勤、準夜勤、夜勤という3交代制を確立していたが、夜の勤務は、結婚している看護師にとって深

刻な問題であった。

　金子光によると、1963年、全日本国立医療労働組合は、国立病院の夜の勤務の改善を要求した。

それは、夜の勤務は、準夜勤、夜勤あわせて月6回とし、40床以下の各病棟のセクションで少なくと

も2名の看護師を配置する、というものだった。1965年、人事院は、準夜勤と夜勤をあわせて月8回

に減らし、病棟の各セクションでの1人だけの勤務を廃止する、という結論を出した（同上書、203
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－204頁）。この人事院の勧告は拘束力がなく実現すべき目標という意味しかなかったが、1968年、

新潟県立病院のストライキをきっかけに、「ニッパチ闘争」（2名の看護師の配置、8日の準夜勤・夜

勤を要求する闘争）と呼ばれるストライキによる要求が全国にひろがり、しだいに勧告の基準がま

もられるようになっていった。

　しかし、1976年のILO看護職員条約の日本での批准が成立しなかったのは、金子光によると、准

看護婦の問題で、看護協会側の主張と労働組合側の主張とが対立したからだという。そもそも、こ

の条約は、「看護婦の労働条件、教育問題、社会保障などが全部入っている、看護婦を守る条約」で

ある。そこで、准看護師から正看護師になるための条件について、看護協会側は、現行法どおり、3

年以上の経験と2年過程の進学コースの卒業後国家試験を受けることを主張したが、労働組合側は、

以下のような理由で、6年の経験のみをという案を提案した。

　「准看護婦は年をとるにつれて勉強する意欲も減退してくるし、現実的にはとても勉強などできな

い状態で働いている」（金子、1994、192-195頁）。　

　すなわち、このような看護師の労働条件を改善するためにこそ、ILO看護職員条約があるのでは

ないか、という考えは、労働組合側にはなかったのである。

　1950年代に生まれたフランス女性は、1970年代に労働市場に参入し、職業のトラジェクトリーの

継続性を実現した。1970年代なかば、フランスの女性の生涯に職業活動に関与する年数は、男性と

同じくらい長くなった。しかし、日本の女性たちは、職業にいっそう従事するようになったが、今

なお、結婚、出産を契機に中断する傾向にある。

　H.ノハラは、1992年の日本とフランスを比較し、日本の女性の労働力率が、20歳－24歳（80%）

と40－49歳（78%）では高いが、その間の年齢階層では低い（60%）ということを指摘している。そ

して、フランスの女性の25％がパートタイムで働いているが、この比率は20－54歳のすべての年齢

階層でかわりはない。しかし、日本女性のパートタイムの比率は、29歳までは5％でしかないが、40

歳すぎると40％になる（Nohara, 1999）。

　つまり、日本の女性の職業のトラジェクトリーは、フランスの女性に比較して、不連続性を示し

ているのである。この不連続性は、出産、育児によるのだが、日本の看護師の場合，どうであろう

か。

　日本の看護師は、1980年代から1990年代に生じた年齢構成の変化をみると、職業へのコミットメ

ントを実現してきていると言えるだろう。病院に勤務する看護師の年齢構成をみると、30歳未満の

看護師は、1981年においては39％で、2001年においては30％である。また、病院に勤務する看護師

の独身者の比率は、1981年においては37％、2001年においては40％となっている。しかし、その半面、

とくに25歳から29歳の年齢階層の未婚者の比率は、1981年で45％、2001年で67％、また30歳から34

歳の年齢階層の未婚者の比率は、1981年で21％、2001年で44％と、看護師の未婚率が増加し、晩婚

化が進展していることにも留意すべきだろう（日本看護協会調査研究課、1982、2001）。

　日本の看護師の勤務形態は、パートタイムが少なく2001年において3％であり、日本の他の働く女

性とは異なって、40歳以降にパートタイムが増加するということはない。しかし、年齢階層が病院
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の部門別に異なっていることに留意すべきであろう。30歳未満が大病院、とりわけ特定機能病院な

どの短期ケアの部門に、40歳以上が老人病院、精神病院といった長期ケアの部門に多く集中する傾

向がある。2001年において、特定機能病院、高度専門病院では、30歳未満は42％であるが、老人病院、

精神病院では40歳以上が60％である（日本看護協会調査研究課、2001）。

　さらに、日本看護協会が1995年において実施した調査であきらかにされた県別の病院勤務者の平

均勤続年数をみると、全国平均は、8.5年であるが、東京、神奈川、千葉、埼玉の東京圏では、6.3年

と平均を下回っている（日本看護協会調査研究課、1995）。

　そこで、日本の看護師のキャリアの中断が見出されることに留意すべきであろう。若い年齢階層

は、大学病院などの特定機能病院、また東京圏の病院に集中し、キャリアを中断した後、40歳以降

の年齢階層において、長期ケアの部門、あるいは東京圏以外において勤務する傾向があると言えよ

う。

ドメスティック･ワークからの未分化

　日本の20世紀後半の看護の進展について考察する場合、伝統的に病者のケアは家族の構成員に

よって行われてきたことが想起されるべきであろう。明治国家による近代化の開始において西欧の

医学と病院のシステムが導入される際、職業としての看護もまた、西欧から移植されたのである。

言い換えれば、近代以前の社会において家族の外部における看護の職務が歴史的に不在であったこ

とは、近代以降の看護の発展を制約してきたのである。川島みどりは、「付き添い」という病院外の

介護者への依存は、病者が家族にその看護を期待してきたという日本の伝統的慣習に由来している、

と指摘している（川島、75頁）。実際、最近まで、病院の看護師は、基礎的な看護、つまり療養上の

世話の多くを、患者の家族、あるいは「付き添い」に依存してきたのであり、こういった事情が、

日本において、看護師と看護助手とが機能分化することにならなかった理由の一つでもあるだろう。

　1945年の敗戦の後、連合軍総司令部（GHQ）は、日本のさまざまな社会改革を企図していたが、

連合軍大佐であり、アメリカ人看護師のG. E. オルト（G. E. Alt）が、看護改革に果たした役割は大

きい（ライダー島崎、大石、2004）。それと関連して、1948年に病院管理研究所（現在の国立医療病

院管理研究所）が設立され、アメリカの病院管理についての研究が試みられたことは、それまでの

日本の病院における医師を中心としたモノクラティックな権威の構造が問いなおされる機会であっ

たと言える（金子、1994、91-93頁）。

　1945年から1951年までの占領政策の公衆衛生・社会福祉の部門の責任者であった、アメリカ人医

師、C. F. サムス(C. F. Sams)の証言は、日本の病院組織を国際比較の視点からとらえていて興味深

い。彼の証言によれば、日本の病院組織は、アメリカのオープンシステムの病院とは、かなり異なっ

ていた。つまり、アメリカの医師は、診療所を開設しながら、自分の患者の入院のために、病院で

も診療をおこなっていることが多い。それに対して、日本の医師たちは病院において専任のスタッフ

として勤務し、病院の管理行政にもかかわっている。医療法によって院長が医師であるということ
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は、病院組織における医師の一元的権力のありかたを示している、というのである（Sams, p. 122）。

こういった医師を中心とするモノクラティックな権威の構造は、看護の自律性を実現するプロ

フェッション化に有利な条件とは言えなかった。サムスは、彼が訪れたある病院について、日本の

医師は看護を病院組織の肝要な機能とみなしてはいなかった、と指摘している。

　「看護の高いレヴェルに看護師を訓練し、その高いレヴェルを病院において実現しようと試みるこ

とは無意味であった。院長が看護師たちについて言うことによれば、高いレヴェルの看護は、彼が

考える病院の機能とは両立しない、ということだった。院長は、そもそも、高いレヴェルの看護と

は何か知らなかったのである」(ibid., p. 148)。

　看護において家族や「付き添い」への依存を廃止するという考えは、「完全看護」と呼ばれるシス

テムにおいて実現されることになった。しかし、川島みどりによれば、このシステムは、看護の人

員についての規定がなかったので、機能しえなかった、という。1958年、「基準看護」のシステムに

よって、人員についての基準を設定することになるが、事実上、「付き添い」を廃止するにはいたら

なかった。1960年代、日本においても、フランスにおいてと同様に、医療の技術的発展が出現する

ことになる。しかし、川島によれば、新たな医療技術による業務の増大にたいして対応するには、

看護の人員は不充分であった。それゆえ、病院外の人員、つまり「付き添い」を廃止するというこ

とにはいたらなかったのである（川島、前掲書、64‐66頁）。

　1950年以降、個人病院の増設によって、病床数は増加するが、荒井蝶子は、1980年代の時期にお

いて欧米諸国と比較して、日本の看護の人員は、なお相対的に低いレヴェルにある、と指摘してい

る。たとえば、人口1万人あたりの看護師の数は、アメリカが83（1984年の統計）、フランスが66（1977

年の統計）にたいして日本は63（1988年の統計）である。アメリカ、フランスの場合、さらに、看

護師のほかに看護助手が、看護に関っていることになるから、看護の人員はこの倍になると推察さ

れよう。荒井は、日本において看護の人員比率が最も高い状況、つまり看護師1人に患者2人の制約

における看護の状況を次のように説明している。

　「患者は、1日24時間看ていることを必要とするが、看護師１人で、患者を24時間看るわけにはか

ない。3交替（日勤、準夜勤、夜勤）であるとすると、1人の看護師は6人の患者を看なければならな

い。1週5日の労働で看護師1人は年120日休暇をとるから、常に仕事に就いているのは全体の看護師

の70％である。単純に計算すると、1人の看護師は、9人の患者を看ることになるが、夜勤の人員は

少なく各病棟1ないし2人で、その分だけ日勤の人員を多くし、日勤のケアのレヴェルを保つことが

できよう」（Arai, p. 9）。

　このような看護人員の制約条件における看護の状況に加えて、荒井蝶子は、経験ある看護師が辞

めることが多いと、それに替わる新人を監督、指導しなければならないために、看護師のチーム全

体にとって負担となることに留意している。

　「幾年も仕事に就いていた看護師は、新人の看護師よりも、はるかに看護の能力を備えている。経

験ある看護師が多く辞め、経験のない看護師が入れ替わると、ケアの質のレヴェルを維持するため

には、新人の看護師を監督しなければならず、それは看護師のチームの全体にとって負担が増大す
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ることになる」（ibid., p. 9）。

　しかし、組織における経験の累積による能力の形成は、平均して数年間という勤続年数と対応し

て短期間に限定して評価され、それ以上の経験は評価されて来なかったとみることもできる。それ

ゆえ、看護師のキャリアの中断の傾向は、職業と家庭との非両立という理由によるだけでなく、経

験の累積が短期間に限定されて来たという理由によると言えるのではないだろうか。

　その後、日本の看護のシステムは、1994年の「新看護体系」のシステムによって、「付き添い」へ

の依存を廃止する方向へと進展した。それは、病院の機能分化を考慮して、患者数と看護師数の比

率に在院日数の評価を加え、さらに、正看護師だけでなく、准看護師、また看護補助者の導入へと、

柔軟な基準を設定した（川島、前掲書、81‐85頁）。

　しかし、フランスの看護師が、ドメスティック･ワークを看護助手に委譲していったことに比較す

ると、日本の看護師は、その業務が看護助手から未分化のままであり、医師から委譲される技術的

業務とドメスティック・ワークとの間において、「曖昧な」立場にあると言えるだろう。「付き添い」

の廃止は、すでに戦後の占領軍総司令部の医療改革によって提案されたが、「付き添い」は存続し、

看護助手を導入することにはならなかった。その後、「付き添い」は廃止されたが、看護師は、人員

の制約条件において、いかに組織的に適応するか、という問題に直面してきたのである。そして、

看護師と看護助手との未分化の存続は、看護が「女性の職業」であるとされてきたことを問題化す

ることを困難にしたとも言えるだろう。

看護教育のダブル・スタンダード

　看護教育の改革のための法制度の準備は、占領軍総司令部の医療改革において、アメリカ人看護

師G. E. オルト（G. A. Alt）の指導のもとでおこなわれた。1947年、日本看護協会が設立され、1948

年、保健婦助産婦看護婦法、また、1949年、保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則が制定された。

1915年に制定された、戦前からの「看護婦規則」と「私立看護婦学校講習所指定標準の件」においては、

看護婦養成所への入学資格は高等小学校卒業か女学校2年終了で、修学年数は2年とされていて、さ

まざまな看護の教育レヴェルが許容されていた。占領軍総司令部の医療改革は、それまでの看護の

ライセンスが看護の教育水準を高め、高等学校卒業後、3年の修業年限とすることにあった（ライダー

島崎、大石杉乃、前掲書）。占領軍総司令部による看護教育の改革の試みは、法制度だけでなかった。

すなわち、日本の三つの看護学校をモデル校として選び、新しい看護教育を確立することが試みら

れた。1946年、東京において、聖路加女子専門学校と中央赤十字病院附属養成校とが東京看護実験

学校（Tokyo Demonstration School of Nursing）となり、また、1948年、岡山においても、国立岡

山病院附属高等看護学院が、同様の実験校となった（同上書）。

　しかし、戦後の占領軍総司令部による医療改革の下で厚生省看護課長だった金子光によれば、医

師会から、高等学校卒業後、3年の修業年限による資格の看護師を養成することが可能であろうか、

という疑問が出されたという。すなわち、高校卒業者の看護学校に入学する者が限られ、看護婦不
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足になるのではないか、ということであった。そこで、厚生省は、高校卒の甲種看護婦のほかに、

中学卒の乙種看護婦の2種類の看護婦を養成することを提案した。この乙種看護婦の提案は、占領軍

総司令部が「難色を示した」が、最終的に受け入れたという（金子、1992、13-22頁）。

　この乙種看護婦は「重篤な患者や急性の患者にはつけない」という業務制限があったから、現場

における勤務スケジュールが混乱した。そこで、1951年、厚生省は、甲種看護婦を正看護婦として、

ほかに看護助手を設ける案を準備したが、日本医師会の要請によって廃案となった。結局、正看護

婦とは別に、中学校卒業後2年の修業年限の准看護婦の資格を設けることになるが、それには業務制

限はなくなり、同一のマンデイト（業務）にたいして、二つライセンス（資格）が存在するという

ダブル・スタンダードが確定されることになった（金子、1994、119-121頁）。

　金子光は、当時の医師会の要請にしたがっていた一人の国会議員が、次のように述べたと回想し

ている。

　「あなたは日本の看護課長なのだから、アメリカの言うなりになるな。アメリカの言いなりになっ

てレヴェルの高い看護婦ばかり作ろうとすると、農村の娘たちは看護婦になれないじゃないか」（同

上書、123頁）。

　A. オルトにかわって占領軍総司令部の看護部門の責任者となったV. M. オルソン（V. M. Ohlson）

は、金子光に、「私たちも准看護婦制度は賛成できない。将来、いろいろ問題がおこってくると思う」

と言ったという（同上書、125頁）。

　1951年、その直後、占領軍総司令部は解散され、日本は連合国とサンフランシスコ平和条約を取

り結ぶ。

　1967年、保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の改正によって、看護教育は、それまでの実践

重視から理論重視へと転換することになる。実際、それまで、実習と言われる時間は、看護教育全

体の三分の二を占めており、それは、ときには、病院の看護人員の不足を補完してもいたと言われ

ている。その後は、実習による実践教育の時間と講義などの理論教育の時間との比率は逆転するの

である。

　こういった看護教育の転換は、日本における高等教育への進学率が増加しつつあった時期であり、

とりわけ女性の短期大学への進学率が増加したことと対応している。看護師への志望者を確保し、

看護師の能力のレヴェルを保つためには、看護教育を、短期大学、大学教育のなかに組み込むこと

が必要であったと言えるだろう。

　このようにして、日本の看護教育は、専門学校、短期大学、および4年制の大学、それに准看護師

の養成所というように、多様化した。

　看護教育が大学教育として発展することについて、荒井蝶子は、1991年の時点において、看護師

の資格を新たに取得した者のうちの1.3%、すなわち487人のみが、4年制の大学における看護教育を

受けた者であることに留意している。この同じ年、3千500人が短期大学における看護教育を終了し

ている。そして、2万人が、3年生の看護専門学校を卒業し、1万5千人の准看護師が、正看護師にな

るための学校で2年の修業を終了した。他方、3万人が、准看護師の資格を取得している(Arai, op. 
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cit., p. 7, 日本看護協会、2001)。

　このような看護教育の多様化について、荒井蝶子は、まず、准看護師の教育の存在が、看護のプ

ロフェッション化を阻んでいると指摘している。

　「日本看護協会は、長年にわたって、准看護師制度を廃止しようとして来たが、成功しなかった。

それは、准看護師が、低い報酬によって容易に雇用できるからであり、それゆえ、日本の医師たち

は、准看護師の存続を支持してきた。その結果、日本の看護教育の水準は、全体としてみると、低

いままになっている」（ibid., p. 7）。

　その後、4年制の大学における看護教育は、さらに発展し、2000年には、卒業生の数は3千人を超え、

新たに看護師の資格を取得した者全体の8.3%を占めるようになった（看護問題研究会監修・日本看

護協会編集、2001）。しかし、荒井蝶子が指摘したように、このような看護教育のレヴェルの多様化

は、教育水準の統制によってライセンスが一義的に確定されることにはならず、異なったライセン

スに対して同一のマンデイトが許容されることになった。これは、結果として、看護のマンデイト

すなわち業務における責任が明確にされず、その地位の評価を困難にすることにつながるだろう。

結　　論

　J. W. スコットは、19世紀のイギリス、フランスの女性労働者についての歴史的考察において、「女

性の労働をある種の雇用、安価な労働と同一視することが、19世紀の間に、さまざまな仕方で形づ

くられ、制度化され、自明のこと、常識とされるに至った」と述べている(Scott, p. 491)。スコットは、

A. スミス（A. Smith）が男性の給与は家族全体の生活を確保するためにあると指摘したこと、また、

E. ビュレ（E. Buret）が女性の給与は低い生産性を前提としていると主張した、ということに留意

している(pp. 492-493)。

　19世紀ヨーロッパにおける「女性の労働」の生成に関するスコットの考察は、「女性の労働」が、

実証科学にとっての「事実」としての「経済」のなかに位置づけられてきた、ということを示して

いる。ここで、「経済」が実証科学にとっての「事実」として現れたということだけでなく、さら

に、「経済」は社会的に構築される「コンヴァンシオン」(convention)であるとするL. ボルタンスキー

(L. Boltanski)、L. テヴノ(L. Tevenot)の社会経済学を想起してもよいだろう(Boltanski et Tevenot, 

1991)。

　L. ボルタンスキーとL. テヴノは、異なった社会的世界（市場、組織、公共、家族など）の間の正

当化の妥協によって成立する「コンヴァンシオン」（convention、協約）を考察するパラダイムを提

唱し、それを「コンヴァンシオン理論」(Théorie de conventions)と名づけた。コンヴァンシオン理

論の意義は、文化パタンの統合の視座から、異なった社会的世界における価値（grandeurs）の「経

済」の視座を組み入れる可能性が開かれることにあると言えよう。

　20世紀後半の病院医療を国際比較の視点からみるなら、OECD諸国において医療技術の専門分化
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による「生産性」が重視されてきたという事実に留意しなければならない。比較の変数を、人口

1000人あたりの病院の職員数（医師、看護師、看護助手など）D、人口1000人あたりのベッド数B、

平均在院日数Lをとり、1990年のフランスと日本において比較してみよう。

1）人口1000人あたりの病床数（B）は、フランス（Bf）と日本（Bj）の比は、ほぼ2対3である（Bf 

: Bj = 8.5 : 12.4）。

2）平均在院日数Lは、フランス（Lf）と日本（Lj）の比は、ほぼ1：4である（Lf : Lj = 10.6 : 

38.4）。

3）人口1000人あたりの病院の職員数（医師、看護師、看護助手など）Dは、フランス（Df）と日

本（Dj）の比は、ほぼ2：1である（Df : Dj = 18.2：10.9）。

　病床数の差と平均在院日数の差は、フランスが日本よりも、病床を小規模の病院施設に分散させ

ずに大規模の病院施設に集中し、病院が専門分化した医療のセクションの施設となっていることを

示している。さらに、フランスにおいて、日本よりも、専門分化した医療が、病院の職員数の増大

を必要とし、それによって、看護をはじめとするスタッフが、医療の官僚制化にくみいれられてい

ると言える。

　官僚制化による女性の職業活動の地位の向上については、コンヴァンシオン理論のパラダイムか

らなされたJ. ガッドレイ(J. Gadrey)らの大規模なハイパー・マーケットに関する研究に留意すべき

であろう。その研究によれば、小売業における女性の職業活動の地位が向上したのは、新たな組織

様式の効率性が小売市場の独占に成功することによって、女性の労働生産性を高めることを可能と

したからである。1980年代以降、フランスの日用品の小売は、地域の近接性重視の自営業の店、お

よび街の定期的なマルシェ（市）から、郊外の大規模なディスカウントのハイパー・マーケットへ

と転換した。そこには、ハイパー・マーケットという組織様式の効率性と生産性の論理を受け入れ、

女性の労働力市場を官僚制化することによって、女性の職業への参画の地位の安定性を実現すると

いうコンヴァンシオン（協約）の成立をみることができる(Gadrey et al., 1999)。
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【Abstract】

Déconstruction de la dimension du genre dans la profession 
d’infirmière, comparaison socio-historique France-Japon

Tetsu HARAYAMA et Maryse Boulongne-Garcin

  En France, la hiérarchisation des services selon la spécialisation technique 
s’est développée depuis les années 1960. L’engagement professionelle continue est 
étroitement liée avec la mise en œuvre de leur rôle de technicienne et aussi 
l’établissement des dipômes selon les  fonctions
   Au Japon, on n’a vu qu’après les années 1980 la notion de performance en termes 
de durée de séjour. Ce qui a entraîné l’indifférenciation entre infirmières et aides-
soignantes, l’engagement intérrompue selon la situation familiale et les diplômes 
différents à la même fonction




