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―　先生は、1968年に一橋大学法

学部に入学された時点で、研究

者としての道を歩むことを考えて

おられたのですか。

全く個人的なことですけれども、

私は東京生まれで、生後 6 ヶ月か

ら、広島で被爆者であった養父母

のもとで育てられました。自分が

養女であることを18歳まで知らな

かったために、被爆二世として、平

和と憲法のために尽くしたいと願

って法学研究を志しました。実父

と実兄が理工系の大学教授であっ

たことからすれば、私も理系の血

筋だったのかもしれませんが、当

時は弁護士・研究者かジャーナリ

ストを考えていました。一橋大学

法学部に入学したときは、学生数

約800人中女性は10人、法学部は

2 人だけでした。「女性なのになぜ

法学部？」という質問が来るよう

な時代でした。
―　大学院に進まれて本格的に研究

者としてやっていく決意をされたと。

一橋大学大学院のときに研究者

としての道を決めて、フランス革

命期のジャコバン憲法や民衆の憲

法思想をテーマに定めました。修

士課程のとき、1973年にフランス

に短期留学したのですが、そのと

きパリ市歴史図書館で見つけたの

が、オランプ・ドゥ・グージュの

「女性の権利宣言」です。
―　フランス人権宣言が、女性の人

権を認めていなかったということ

を発見されるわけですね。

はい。水田珠枝先生の『女性解

放思想の歩み』（岩波新書、1973

年）にも少し出てくるのですが、フ

ランス人権宣言がすべての人の権

利を確立した人権宣言だと言われ

ているけれども、結局は白人、ブ

ルジョワ男性の権利だけで、女性

は入っていなかったのです。この

ことは、近代的人権の限界に関わ

る重要な問題で、これが理論的に

議論されるのはフランス革命200周
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年（1989年）のときです。
―　先生は、研究生活の当初は、女

性問題研究を封印されていたと

伺いましたが。

最初は、男性学問である主権と

か選挙権という、統治の原理に関

心を持っていたことは事実です。で

すが、人権の限界の問題をずっと

考えていましたし、グージュなど

の資料も収集していて、チャンス

があったら出版したいと思ってい

ました（1995年に岩波書店から、グ

ージュの伝記の翻訳を出版しまし

た）。
―　先生が就職された当時、やはり

女性差別はありましたか。

はい。その当時は、女性の憲法

学者なんてあり得ないという雰囲

気で、「女は憲法に向かない」とい

われて大学への就職がなかなかで

きませんでした。
―　なぜ女性は憲法に向かないの

ですか。

今でしたら、憲法問題の中心は

人権問題、まさに暮らしとか身近

な問題であると考えられています

から、男女は関係なく、むしろ女

性の憲法学者が求められていると

思います。しかし当時は、天下国

家のことを女が論じられるのかと

いうような意識があったわけです。

私が直接言われたのは、「女性がな

よなよした声で 9 条なんか教えら

れますか」と。私は、実は、その

とき一橋大学に女子ボート部をつ

くって、筋力トレーニングをやっ

て全日本に出たりしていましたか

ら、すごく声も大きくて、「冗談じ

ゃありません」と。

―　子育ての大変な時期と、先生

ご自身の研究生活の大変な時期

が重なっておられたのではないか

と思いますが、先生ご自身は、ワー

ク・ライフ・バランスというのはと

れていたのでしょうか。

全くとれてないですね。就職が

できない、また専任の職がないと

保育園に入れないというだけでは

なくて、論文を発表する場所もな

いのです。同級生がどこかの大学

に就職したということが、私の胎

教に悪いというので、大学院の時

に学生結婚した夫がそれを隠して

いたという笑い話があるぐらい、精

神衛生上非常に辛い時期が数年続

きました。そのとき私は、学会な

どであらゆる事務局を引き受けて、

やめないぞという意思を示しまし

た。当時は完全に男社会ですから、

事務局員として飲み会などに残っ

ても、「あなたは奥さんでしょう、

お母さんなんだから早くお帰りく

ださい」と言われたのですが、「い

や、大丈夫です」と言って最後ま

で頑張って、帰ったら子供が熱を

出していたこともしばしばでした。
―　先生のご本の「憲法と家族」の

中で、司法界のジェンダーバイア

スという問題を指摘されています

が、憲法学の研究者の中でのジェ

ンダーバイアスの問題は、憲法学

にどんな影響を与えたというふう

に見ておられますか。

私が若いときは指導者が男性ば

かりで、テーマの選択において、ジ

ェンダーや女性の問題をテーマに

したいと考えた研究者は、男性の

場合も、十分に指導してもらえな

かったわけです。
―　男性もですか。

そういうことに関心を持ってい

た男性は、就職の世話をしてもら

えなくて、やめていった人もいま

す。テーマの選択や就職の世話と

いうところに男性指導者や学界の

意識（憲法は天下国家の問題で、家

族や女性の問題などは重要な課題

ではないと考える傾向）が反映さ

れてしまうのです。
―　支配の根幹みたいなところは、

まだまだ男性社会ですか。

私は、東北大学に移ったときに、

国公立法学部で女性初の憲法学教

授になりました。私立には女性憲

法教授がいましたが、国公立には

全くいなかったというのは、やは

り、ある意味で権威主義だったか

らだと思います。例えば東大や京

大の法学部でも女性教員をなかな

か採用しなかった。

学術会議会員のとき（2003年～）

に、女性研究者の人数や役員の数

を調べたことがあるのですが、法

学分野の中でも性別役割分業があ

って、例えば家族法とか社会保障

法 の 分 野 で は 女 性 の 比 率 が

23~35%と高かったのです。しかし、

刑法では13%、憲法では 9 %で、安

全保障学会では2.8 % と皆無に近

い状態でした。
―　憲法改正の動きについては、先

生はどのように感じておられますか。

今、自由民主党が公表している

憲法改正案には、家族に関する24

条改正も含まれています。「家族は

互いに助け合わなければならない」

として、家族の絆とか一体感とか
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を憲法に書き込むというのですが、

それは何を目指しているのか。21

世紀になって、家族が多様化して、

シェアハウスだとか新しい家族の

形態が模索される方向に変わって

きているときに、旧態依然とした

家制度のような方向に向かわせよ

うとする一つの流れがまだ残って

いるわけです。9 条の問題だけで

なく、家族や人権保障の在り方（義

務の強化）なども、慎重に議論し

ていかないといけないと思います。

憲法学者の間では家族の問題は

余り注目されてきませんでしたが、

24条とならんで、「個人の尊重」と

掲げた13条を重視してゆかないと

いけない。13条も、2012年の自民

党改憲草案では「個人」という言

葉がなくなって「人」に変えられ、

何か意味が分からない条文になっ

ていますから、今後も注視してい

きたいと思います。
―　最後に、先生のこれまでのご経

験の中で、弁護士・弁護士会に対

して感じておられること、要望事

項がありましたら、何でも結構で

すのでお聞かせください。

今は女性弁護士も増えましたが、

全体の母数が大きいので、なかな

か比率は上がらず、2016年度でよ

うやく18.3%になりました。弁護士

会の中でいろいろ議論があると思い

ますが、会長・副会長などの役員

についてクオータ制の導入なども検

討すべきでしょう。これはアドミニ

ストレーション（団体の運営）の問

題ですから、私はクオータ制のよう

なポジティブ・アクションを使って

もいいと考えています。

あとは、男性弁護士たちにもリプ

ロダクティブ・ライツや性暴力の問

題、ポジティブ・アクションなどに

関心を持ってもらうため、男女を超

えた研修が必要かと思います。10

年近く前に日弁連でポジティブ・ア

クションのことを話したときに、多

くの弁護士さんが「ポジティブ・ア

クションなんて言葉、初めて聞きま

した」と言われたことがあります。

私は、講演で「世の中を変えるの

は弁護士の皆様です」といつも言

っています。私自身も今後、弁護

士資格を取れないかと考え始めて

いますので、もし、メンバーとして

入れていただく機会があれば、あり

がたいです。
―　最後にうれしいお話をお聞かせ

いただきました。本日は、ありが

とうございました。
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