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はじめに

家族は大家族から核家族へ，直系家族から近代家族へと質量ともに変化

して現在に至っている。家族をどのような視点から捉えるかによって論点

の様相が変わるため，その観点を提示して論じてみたい。筆者の学問領域

である社会学，社会福祉の立場から 社会 と 家族 について若干の見

解を提示し，小論での家族を える根拠としたい。

近世から近代への変遷の中で，家族を見るとその変化の様子が理解でき

る。明治維新以降の家族の特徴は，第一に挙げれば直系家
⑴

族から近代家
⑵

族

の誕生といえるだろう。小論の第一段階の作業としては，家族，家族形態

をパラダイム転換ごとにⅠ期～Ⅳ期と区分する作業を試みた。Ⅰ期とⅡ期

を直系家族，Ⅲ期とⅣ期を近代家族と区分した。また，仏教，仏教文化と

の関係を 察し若干の分析を試みた。第二段階として，大谷派婦人法話会

の機関誌 婦徳 の編集方針，執筆陣から家族との関係を 察して分析を

試みた。

小論では，仏教，仏教文化と社会，家族の関係に関心を寄せて研究をす

すめたが，仏教に精通していないが故に，本学会の主旨と目的から外れて

いることをお許いただきたい。
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第１章 家族の質量の変化

第1節 家族変遷の時代区分

Ⅰ期 直系家族期 徳川幕藩体制時代から明治維新まで

徳川幕藩体制の封建社会のパラダイムは， 自由なき秩序と序列社
⑶

会

といえるであろう。農山村社会と都市社会においても形態的には異なるが，

同質と えるのが妥当であろう。農山村部では，労働集約型の社会を形成

していた。この形態は，大家族を形成することによって成り立つしくみで

あり，補完するためにも血縁関係とのつながりを強固にする血縁親族の集

団化が進んだ。血縁地縁関係へと広がり ムラ共同体 を形成していた。

都市部において徒弟制度は，職域を他者の進入から守るために機能した。

徒弟制度は職域の秩序，序列を築き上げた。このような封建社会は，幕藩

体制の維持の根幹をなすものとして構築され，パラダイムとして民衆の生

活，文化へいやおうなしに影響した。家族もその影響を強く受けた。家族

の統率は秩序と序列によるところが大きかった。家督の相続権も序列が重

んじられた。家族の統率，維持は，規範や習俗，伝統的儀礼を遵守するこ

とで維持された。幕末には，幕藩体制維持が脆弱化し問題を露呈したが，

家族形態は幕末を迎えるまで維持された。

Ⅱ期 直系家族期 明治維新から終戦まで

明治維新を転換期として， 自由なき秩序と序列社会 のパラダイムは

転換期を迎えた。土地に封じ込められていた民衆は，他所への移動が可能

になり，都市部への人口の流入，連動して農山村部からの人口の流出がは

じまる。都市部の都市化，農山村部の過疎化がスタートした。人口の移動

にともない，都市部へ流入した家族は規模も小さく，周辺に地縁縁者のな
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い家族形態が誕生した。家族環境は，都市部における雇用は縁故による雇

用関係が一般的であったため，流入者の大半は日雇い労働などに従事した。

都市部流入者の大半は，定住地のない生活者となった。明治期の都市部の

スラム化はこのような状況下で生み出された。スラムの生活者の救済に仏

教
⑷

者が労働福祉，生活困窮者救済の道を切り開いた。明治維新を転換期に

民衆は，土地から解放され，序列社会からも解放された。問題を孕みなが

らも，家族の形態は大家族から核家族へと移行期に入った。明治維新以降，

新たに天皇制による天皇と臣民という新しい序列社会が形成された。民法

による家父長制がしかれた。その結果として民衆のパラダイムは 秩序と

新しい序列社会
⑸

へと転換された。家族は，血縁地縁のなかで形態を維持

したものと，都市部へ流入した家族とが混在した時代である。家族形態を

規定する産業形態も第一次産業から第二次産業へ徐々に移行期を迎えた。

明治にはじまる近代化である。第二次産業への従事者は賃金労働者となっ

た。賃金労働者家族は家族規模の縮小へ移行した。この時期は，封建社会

の直系家族であった。核家族化へ傾斜しながら終戦を迎えるまで続いた。

Ⅲ期 近代家族期 終戦から1980年代まで

終戦後は 新しい秩序と序列なき社会
⑹

へとパラダイム転換期を迎えた。

旧弊な男尊女卑観が打破され，男女平等，女性の社会進出へ拍車がかかっ

た。その背景には高度経済成長期を迎えた労働力の大量需要が生み出され

たことによる。わが国の産業構造も第二次産業から第三次産業へ移行期を

迎えた。家族を取り巻く環境も変化をし，都市部への大量の流入，農山村

部の過疎化の進行が極度に進んだ。家族規模は縮小し核家族化は進行した。

この時代に家族のパラダイムは， 男性は外で仕事，女性は家事 という

性役割分業が生み出された。このように家族は新しい秩序を築いた時代で

家族と仏教女性組織について（佐賀枝夏文) 137



ある。学歴社会は職域間の自由な移動を可能にした。近代家族は，保守的

な地縁血縁から分離し自由度を高めた反面，孤立と弱体化いう問題が浮上

していた。家族機能は縮小して，子育て機能も保育施設へと外部化される

など，近代家族の問題と病理が見えてきた時期でもある。

Ⅳ期 近代家族期 1980年から現在まで

高度経済成長期を牽引した規格大量生産が1980年で終焉を迎え，同年を

契機に 一商品生産体制から多様化の時代に転じた。また，生産と消費は

需要と供給がバランスを崩し，供給過多へ転じはじめた時代でもある。自

由競争が本格化し，世界市場へ進出のための経済機構改革が迫られた。ま

た，生産部門は安価な労働力のある中国・東南アジアへ流失がはじまり，

国内の労働力の余剰が出はじめた。家族形態は，わが国の約６割が核家族

化し，婚姻解消率も上昇した。さらに，子どもの不登校，高齢者介護の問

題など家族が抱える問題が増加の一途をたどっている。バブル経済の崩壊

以降，労働需要の減少，経済活動の低迷などの影響から家族構成員の労働

時間の延長，不規則が発生した。これらの諸要因から家族構成員の結束は

弱体化した。このように近代家族のもろさと弱体化を露呈して現在に至っ

ている。

このように，直系家族から近代家族へ移行していく様子が見えてくる。

産業構造が農耕中心の場合は，大家族形態が生まれ，工業化社会では，必

然的に核家族形態が生み出されることも理解できる。このように家族形態

が産業構造に応じて変遷し，それに応じて家族の文化や規範も生まれた。

Ⅰ期からⅣ期を通じて通史的にみると，Ⅱ期までの期間に秩序が維持され

ていた時代といえる。この期間，家族機能として 子育ての機能 情緒

的な安定の場 を十分に発揮していたことが理解できる。家族が形態とし
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て維持されるには，秩序が必要であることが分析から実証できる。Ⅲ期と

Ⅳ期に共通する 秩序 の崩壊は，そのことを十分に説明しているように

思う。

民衆の生活には，仏教，仏教文化が深く関係し影響したと えられる。

つぎに真宗大谷派の婦人法話会の活動をみてみたい。

第２章 大谷派婦人法話会機関紙 婦
⑺

徳

第1節 出版事情と沿革

大谷派婦人法話会の機関誌 婦徳 の総目次の検索を終えて，同会の沿

革や同誌出版事情の輪郭が見えてきた。同誌は，1907（明治40）年に 婦

人法話会 第一輯 （次号から 婦徳 ）として刊行されてから，終戦の前

年1944（昭和19）年まで明治，大正，昭和と刊行されたものである。通巻

として 婦徳 は432号まで出版された。

同誌は，大谷派婦人法話会が開講した法話，講話を中心に，同会の機関

誌として編集されたものである。雑誌のジャンルとしては，法話，講話集

を編集の柱とした宗教雑誌，家庭婦人雑誌というコンセプトで出版された

ものである。執筆陣は大多数が男性であり，男性中心の社会構造が色濃く

反映している。婦徳という言葉に象徴されるように，倫理道徳的な色彩が

濃厚に反映した婦徳涵養がテーマとなっている記事も多く見られる。同誌

の特徴として，記事内容に道徳的，教訓的な内容が盛り込まれたものが比

較的多い。婦徳涵養には二つの方向性があることが指摘できる。ひとつは，

家父長制の 家 の秩序維持を 婦徳涵養 が，機能していたと えられ

る一面である。これは，女性の社会的進出を遅らせた原因ともなったもの

である。もう一つは，聞法による人間性の涵養である。法話，講話は南条
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文雄，舟橋水哉，吉谷覚寿，住田智見，柏原祐義ら真宗大谷派の代表的な

学者・教学者が名を連ねている。このことの意義は高く評価されるべきも

のである。女性に聞法の場を提供し続けたことは，よき伝統といえるであ

ろう。同誌のコンセプトは，日本の家族文化の一翼を担った規範と符合す

る。その点から えると同誌は，まさに精神文化の伝統を顕彰する資料で

あるといえるであろう。

第２節 大谷派婦人法話会の設立趣旨

同会の設立趣旨は， 大谷派婦人法話会本部規則 に次のように目的が

謳われている。

第四条 本会は前条の目的を達成する為め左の事を行ふ

一 毎月一回（十日）本山内に於て法筵を開く

但し布教者の選定は教学部に依頼すること

一 便宜の箇所に支部又は支場を設け毎月定例法筵を開く

一 本会の発達に伴い慈善的事業を起こし若しくは之を補助すること

あるべし

一 本会は春期に於いて総会を開き前年度の会務を報告し，秋期には

追吊法会を執行す

（略）

一 天災地変若しくは国家の事変に際しては同胞の困苦を慰藉し奉公

の実意を表彰す

（略）

第十一条本会には左の役員を置く

一 総裁 一名 大谷派法主御裏方を推戴す
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一 会長 一名 大谷派新法主御裏方を推戴す

一 幹事長 正副二名 名誉会員中より之を推薦す

（財団理事長を兼ねるものとす）

幹事 若干名特別会員より之を選任す

（互選を以て財団理事を兼ぬ）

一 常置相談役僧俗四名相談役中より選任嘱託す

このように同会の目的は，第三条 本会は二諦相依の教旨に基づき専ら

婦徳を涵養し来世の得脱を期するを以て目的とす と掲げている。また，

具体的な活動は①定期的に真宗の教えをいただく機会を開催②慈善事業を

起こす，慈善事業を補助する。③追吊法会の執行④災害救助功労者，社会

的功労者の表彰を掲げている。本部規則に準じて支部規則が同時に整備さ

れて施行された。組織の要として総裁に大谷派法主御裏方を推戴し，会長

には大谷派新法主御裏方を推戴し，名誉会員より正副二名が推薦され任に

あたった。

浄土真宗本願寺派の女性団体の動向を見ると，1904（明治37）年，時勢

に呼応して本願寺派は，大谷 子裏方を会長に 仏教婦人会 を創設して

いる。東西本願寺の婦人組織化はこのようにして行われた。

第３節 婦徳 の出版の体裁

機関誌 婦徳 は，大谷派婦人法話会の機関誌として役割を担い，時代

とともに編集方針，記事の体裁も変遷している。体裁は巻頭言にあたる

本領 ，婦徳にまつわる記事，法話，演説と続き末尾に時報としてニュー

スが掲載されている形が定型であった。創刊から毎号ではないが，総裁，

会長を中心にした会員の集合写真をグラビア写真として掲載している。印
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刷は法蔵館に委託されていた。

初期の創刊から35号までは，表紙に婦徳の表題，号数を配し，花のデザ

インし中心には教典からの聖句などが毎回時宜に叶ったものが掲載された。

36号以降 婦徳 文字のデザインを中央に配したシンプルなものに変更さ

れた。 婦徳 の文字のデザイン化した表紙がその後もデザインに変更を

加えながら継続している。101号から106号までは，毎号意匠が異なる。

107号で椿のデザインを配したものが118号まで継続している。1925（大正

14）年新年号からお釈迦様にささげるスジャータが描かれている。

1939（昭和14）年11月からは紙面をＢ５版へ広げ，版組を大幅に変更して

いる。表紙を飾った意匠は，内容と共に変遷を辿っている。どの号にも共

通するのは簡素で清楚さが共通している。戦時下には，物資不足，その他

の事情から，新聞形式に簡便化された時代がある。通巻はこのように，そ

の時々の影響を受けながらデザインと出版体裁を変えながら出版された。

第４節 主な執筆陣

創刊当初から，432号まで，法話，講話，記事執筆陣は圧倒的に男性で

ある。真宗大谷派の関係者の法話，講話が掲載されている。28号には井上

圓了 宗教と教育 の講話が掲載されている。法話は，南条文雄の法話，

４号と５号 祖師の同情 ，６号と７号 平生業成 ，８号 慧燈大師の同

情 ，11号 感恩報徳 など草創期の 婦徳 紙面を飾っている。執筆者

は真宗大谷派の代表的な教学者，学者が名前を連ねている。また，大西憲

明が執筆陣に加わり，育児相談などの記事が彩りを添えている。大西論文

はシリーズ掲載の形式を取っている。358号 誌上育児相談 ，359号 誌

上育児相談 ，360号 誌上育児相談 ，361号 誌上育児相談 ，362号 女

性心理と宗教 ，363号 女性心理と宗教 ，364号 女性心理と宗教 ，366
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号 女性心理と宗教 ，367号 女性心理と宗教 ，369号 女性心理と宗

教 370号 女性心理と宗教 のように連載された。

読者が女性であることから， 家庭生活 向けに執筆陣が筆を取っている

のも特徴である。

第５節 わが国の女性団体の動向

わが国の主な女性団体の組織化の動向は，1893（明治26）年４月東京矯

風会，キリスト教関係婦人団体を糾合して全国的組織の日本基督教婦人矯

風会を設立，同年 婦人矯風会雑誌 を刊行している。真宗大谷派の奥村

五百子は，1901（明治34）年３月に偕成社で愛国婦人会を結成している。

同会は，わが国最大の女性団体へと発展し，終戦を迎えその役割を終えて

いる。1905（明治38）年10月，津田梅子を会長に日本基督教女子青年会

（YWCA）が創立している。1904（明治37）年本願寺派，仏教婦人会が創

設されている。大谷派婦人法話会は，このようにわが国，女性団体の萌芽

期と発展期，拡大期と歩調を同じくしている。

第６節 婦徳涵養の徳目と家族

歴史的な変遷のなかで家父長制の 家 を， 自由なき秩序と序列社会

であったととらえてみた。地縁，血縁の共同体という序列と秩序のなかで

人々は，礼節を重んじる勤勉な民衆として生きた歴史である。序列と秩序

は，封建制度のもとでつくられた体制維持のシステムである。保守的な秩

序や序列に重きを置いた道徳規範と徳目は，終戦を迎えるまで継承された。

家 意識とわが国が近代化していくプロセスをみると，意識構造と社

会構造で対立していたことがわかる。封建社会から近代化を成しとげ，政

治・経済部面の近代化を急いだ。その反面，基盤である家族は家父長制の
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もとで，秩序と序列を第一義とした精神性を固持していたと えられる。

このようにわが国の社会構造は近代化を急ぎ，意識構造は保守を固持して

いたと えられる。近代家族が誕生したのは終戦以降である。

家父長制は，秩序維持に重きを置き，社会道徳の涵養で維持された。秩

序重視の社会規範の一面を 婦徳 記事に見ることができる。婦徳涵養は，

家庭経営の目標と課題として編集されていたことが，同誌から読みとるこ

とができる。保守的な体質は，女性に犠牲を強いるような内容が散見され

る。この原因は，男性の筆になるものということが影響していたと えら

れる。社会秩序や 家 の秩序維持が継承されたのは，女性の忍従と犠牲

の代償であった。この事実は歴史が証言ており，記憶にとどめておかなけ

ればならない。結果して，女性解放を遅らせた要因と問題であったことは

重要な論点である。

婦徳涵養が精神文化として通底した時代は，前述のようにⅡ期 直系家

族期 明治維新から終戦まで の期間であり， 婦徳 の出版コンセプト

が一貫していた時期と重なる。この時期，仏教，仏教文化が家族の生活に

浸透していた時期でもある。家族の精神文化として機能し， 家と仏教

が醸成していた。その重要な要として，女性の婦徳涵養が家族の秩序機能

となっていた。

もうひとつの分析を試みれば，家族の子育て機能，規範維持機能などの

主要機能は 母性（受容性） と 父性（社会性） の担う面が大きい。性

役割として，女性と男性と同一視されがちではあるが，かならずしも，そ

うではない。家族機能として母性と父性が必要条件であると えられる。

Ⅱ期では，女性イコール母性と強調されたことは事実である。しかし，精

査すると 婦徳 記事は，婦徳涵養を語りつつ宗教性，人間性の問題，母

性と父性について語られているという分析ができる。
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高度に発達した市場経済を背景に都市化，過疎化が進展し，地縁，血縁

を軸にした結びつきや共同体は崩壊して久しい。戦後 自由なき秩序と序

列社会 から， 秩序なき自由競争社会 へ移行した。秩序なき社会は，

多くの社会病理を生み出し，凄惨な犯罪が多発している。そして家族は，

秩序なき自由競争社会 の状況下におかれた。連帯が失われ孤立した近

代家族からは多くの問題を露呈している。問題をあげれば児童虐待，ドメ

ステック・バイオレンスなどが頻繁に発生している。これらの問題は，秩

序崩壊と宗教性の欠如から起因していると えられる。秩序の崩壊，連帯

のない地域が問題を深刻にしている。家族に新たなる秩序が定着するまで，

この問題状況は続くであろう。宗教性に基づいた家族の基盤が必要である

ことは間違いない。

注

⑴ 直系家族は家父長制家族を意味し，中心概念は親子である。それに対して

近代家族は，中心概念が夫婦である。

⑵ 近代家族は直系家族が親子中心であるのに対して，夫婦中心の家族概念で

ある。わが国の場合は，近代化以降に工業化が進行し，核家族化がはじまっ

たが終戦まで家父長制が遵守されたので直系家族期と区分した。

⑶ 自由なき秩序と序列社会 は徳川幕藩体制が維持された間，民衆の生活

の規範として遵守された。自由な往来が制限されたなかで，精神の解放へ浄

土思想や仏教文化が民衆の精神的救済に機能した。

⑷ 真宗大谷派の浅草別院輪番大草慧実（1858～1912）は，渋沢栄一と安達憲

忠の支援を得て，1901（明治34）年東京浅草に無料宿泊所を設立し運営した。

後に同施設は，職業紹介へ展開し労働福祉を切り開いた。また，浄土宗の渡

辺海旭（1872～1933）は，1911（明治44）年の浄土宗労働共済会の 趣意

書 規約 を発表して事業をはじめた。同共済会は明治期のわが国を代表

する施設である。このように仏教者の活躍がめざましい。

⑸ 秩序と新しい序列社会 というパラダイムは，家族が直系家族の形態を

維持しながら，家父長制が維持されたことに論拠を求めた。 新しい秩序

の意味するところは，天皇制であり， 天皇と臣民 という関係で，明治維
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新以降に秩序維持のしくみが構築されたことを意味する。

⑹ 新しい秩序と序列なき社会 のパラダイムは，新しい秩序とは 男性は

外で仕事，女性は家事 という性役割分業が定着したことを意味する。また，

学歴社会が進行し，職域間の移動が可能になったことで序列はなくなったこ

と論拠とする。

⑺ 大谷派婦人法話会 婦徳 については，筆者の研究報告の小論，大谷大学

真宗総合研究所研究紀要20号所収 大谷派婦人法話会 婦徳 総目次 の解

説分部に掲載した解説に一部加筆して掲載した。
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