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摘要  

日本是个发达的资本主义国家，从文化意义上来说，也是一个传统文化的惯性

非常大的国家，日本男女的分工相对明确。在男性占据统治地位的传统家庭中，父

亲或丈夫都有很高的权威，而母亲、妻子和女儿仅是他们的附属品。但是随着社会

的发展，日本女性的社会地位也渐渐发生了变化。尤其是战后时期,日本女性的社会

地位有了显著的提高。  

本论文首先介绍了日本男女地位发展历程。接着通过文献资料以及对比研究，

从国际，国内以及女性自身等方面来详细阐述男女地位变化的原因。最后，结合实

际提出了自己的思考，希望对于当今的中国社会也具有一定的借鉴意义。 
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要旨 
日本は発達している資本主義国家であり、文化の面からみても伝統文化の根が深

い国である。日本の男女分業はとても明確である。男性が統治的な地位を占める

伝統の家庭の中で、父親と夫がとても高い権威を持ち、女性は彼らに付き従うほ

かなかった。しかし、社会の発展につれて、日本女性の地位もだんだん変わって

きた。特に戦後日本女性の社会地位は著しく高くなってきた。 

本稿はまず、日本の男女の地位の発展を紹介する。そして、文献や資料、およ

び対比研究を通して、国際、国内及び女性自身の方面から男女地位の変化の原因

を詳しく述べてみる。最後、実際と結びついて自分の考えを出して、これは今の

中国社会に対しても一定の参考意義があるだろうと思う。 
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はじめに 
 

伝統的な日本女性は、より安全な「内」＝「家庭」にとどまるのを好み、「外」

＝「社会」に進出しようとしなかったため、「外」なる「社会」における地位が

低い。確かに、現在の日本女性の社会地位は引き上げられつつある。しかし、国

際的に見ると、女性の社会地位問題は依然として厳しい。一体、この男女差別と

いうのは永久に終わらないのだろうか。 社会の発展に従って、女性の地位はとて

も大きく高まる。竹中恵美子は『戦後女性労働史論』の中に女性の仕事は完全に

男性に支配されると述べた。また、金野美奈子は『ＯＬの創造―意味世界として

のジェンダー』の中に業務上の男女の相違の存在歴史の産物だと指摘した。2005

年の「人間開発報告書」によると、日本は、看護師の96％、教員の46.7％が女性

である。専門職や技術職の女性の割合は昨年も今年も46％と、半数近くになって

いて、世界では５６番目である。一方、研究者の女性の割合は11.6％しかない。  

こういう状況を改善するために、日本政府が、女性差別撤廃条約を通過して、

条約の実施状況を審査した。2003年の国連女性差別撤廃委員会では、日本のＧＥ

Ｍ指数（ジェンダー．エンパワーメント指数）の順位について「日本女性の地位

の順位は驚くべきものである、懸念せざるを得ない」など、女性の地位向上をす

すめる政府の政策の遅れが多くの委員から指摘された。  

本稿では、歴史の流れにつれて、日本女性の社会地位の変化を論述し、分析

したものである。主に戦後日本女性の地位の変化とその原因について考察した。

日本歴史の流れでは、武士社会になるまで、女性はより高い地位を持っていたこ

ともある。次に、女性の社会地位の変化の原因について分析した。本稿の研究を

通じて、日本女性の社会地位の変化とその原因を明らかにし、日本女性の社会地

位の現状を更に理解することを望んでいる。 
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一、日本男女の地位の一つ目の転換点 
 

    （一）原始古代の日本男女の地位 

上古の日本女性が親切で、気前が良くて、行動力があった。彼女たちの自由度

と開放度は中国のその時の女子と比べて勝るとも劣らない。6 世紀の飛鳥時代に

入ってから、日本の歴史の上で初めの女皇が現れた―推古天皇。彼女が在位する

時、中国文化を導入し、冠位 12 階を設立し、17 条の憲法などを公布し、天皇を

中心とする政治を確立した。それから第二位の女性の天皇は持統天皇で、彼女は

天武天皇の皇后で、在位する時、天武天皇の政治思想を継続して、大化改新を完

成した。その後の奈良時代は女性が時代をとなえる時代だったと言うことができ

る。この時期、本当に男性が権力を握る時間は 14年間しかなかった。 

日本古代社会の女性は政治活動の中で輝いただけでなく、古代文化の建設の中

でも不滅の功績を持っている。日本古代はもともと文字がなかった。漢字は日本

に入ってから、だんだん日本言語を記録する文字となった。それから音を表す文

字が現れた―万葉かな。平安時代になって、女性文学は大量に現れてきた。貴族

の女性は万葉かなで和歌、日記、物語などの文学作品を書いた。その書道は上手

で自由自在で、独特な風格があって、女手と称された。このような女性の手から

出た漢字の草書が曲線の美があって、「女手」の社会化を促進して、それによって

日本の公用の文字――ひらがなとなった。しかも平安時期に国風文化の最大の特

徴は貴族女性文学が興るということである。世界ではじめの長編小説『源氏物語』

の作者は紫式部で、女性である。同時期の女流作家の紫式部は、彼女の『枕草子』

も日本国学の傑作だと誉められる。また、『蜻蛉日記』や『更級日記』などの作者

もすべて女性である。 

（二）平安時代後の日本男女の地位  

日本女性の地位は主に平安時代の後期から改変し始めた。それからずっと近代
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まで、女性はほとんど男性に属し、男性の随従者になっている。『源氏物語』の中

での描写から私達は以下のように見抜くことができる。男権の社会制度の創立に

従って、貴族女性は奥の部屋で養いを求められて、乳母と侍女にめぐって、よく

知らない男子や家の中の成年男子との出会いを許さなかった。更に政治の舞台に

上がる可能性がない。結婚前にこのようで、結婚後の女性もとても受動的であっ

た。実家に残して男が夜間に会うのを待つか、あるいは男性の家を居住させるか、

すべて必ず男性側の裁決を待たなければならない。 

このように、日本女性はすでに全く男性に属する存在となってしまった。その

時の日本女性は独立自主の人格が喪失した。この点は彼女たちの呼び方から見ら

れる。例えば、『蜻蛉日記』の作者は藤原論寧の娘、あるいは藤原兼家の妻、ある

いは藤原道岡の母と称された。『更級日記』の作者は管原孝標の娘と称された。こ

れと中国古代の女子とは同じで、父の名字に夫の名字を加えて自分の名字がなか

った（例えば陳李氏、陳劉氏など）。 

その上、日本の文学史を見渡して、私達ははっきり見ることができて、鎌倉時

代から近代前まで、中世の何冊の女性日記を除いて、女性はほとんど二百年余り

文学の舞台に上がっていなかった。彼女たちは武家制度と男尊女卑の思想の下で

生活していた。良妻賢母だけになるのを求められた。 
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二、日本古代から近世への日本男女の地位変化の原因 

日本女性は古代社会の中で地位が低くない。母系社会から奈良時期の 10 代 8

帝の統治までの長い間、また平安時期の女性文学の光り輝きに至って、女性は崇

拝されていた。しかし、平安時代後期、特に鎌倉時代後から、女性の地位は巨大

な逆転が発生した。両性関係の中で、女性は主導的地位から男性の随従者となっ

た。その変化はその時の日本社会の内部原因もあれば、外来文化の影響もある。 

 

（一）日本社会制度の変化 

平安時代後期、平氏が貴族に取って代わって政権を獲得した。武士は歴史の舞

台に上がり始めた。間もなくて、源頼朝は平氏の政権を覆し、鎌倉で幕府を創立

し、鎌倉時代は始まってきた。鎌倉時代では、源頼朝は各地の領主の武力の支持

で、鎌倉で武士の統治を基礎とする封建的な体制の新しい政権――鎌倉幕府を立

てた。天皇を中心とする貴族の勢力は依然として存在したが、武士はすでに実際

の権力を掌握し、公家はただ形式上の監護権だけで、武士は正式に歴史の舞台に

上がった。武家社会は形成した。それからの室町時代、江戸時期に至って、武士

はずっと統治の地位を占めていた。男性は政治分野と経済分野にいて主導的地位

を占め、これで女性はだんだん劣勢に置かせ、地位は以前よりずっと及ばなかっ

た。しかも上層社会で、女性は慎重に発言する、才気が現れできない、話の内容

と言葉遣いが含蓄で婉曲で、上品だということを求められた。このような社会の

制約の下で、女性の発展は極めて大きな制約を受けた。 

7 世紀の中葉に施行した「大化改新」は日本女性の悪夢の初めだった。「大化改

新」は唐化運動で、日本は中国の各種の制度を大量に導入した。例えば、戸を部

門にして、戸ごと正統で初めの男性から戸主の地位を受け継いで、そしてこの戸

主が全部一族の財産を管理して、子女の婚姻を決定する。そのため、女子は必ず
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戸主つまり父と兄、夫の命令に従わなければならない。もう自主権がない。 

特别提醒： 

本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于都已经被

论文数据库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业论文使用，因为这些论

文是不可能通过学校论文检测的，特此提醒，以免造成不良影响！论文由于超过购买时间限度

或不符合新的论文要求所以可以免费下载，仅登部分论文以供参考！ 

另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯一性，

切实维护顾客利益！ 

购买说明： 

一，现成论文来源：每年 11 月—5月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。我们的写手

在写作淡季没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长写做一些论文。这是我

们现成论文的来源，现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文题目的同学购买使用。对于

要求比较高，或者已经确定题目的同学只能购买代写论文。 

二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作的论

文，我们绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 

对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在同一

个省份字出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②买断版权，

只要出 500-600 元即可买断现成论文的版权（6000 字内的 500元，6000 字以上的 600元），即

同一篇论文只出售给一个人。如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就不可以再买断了，更

好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目录等

基本内容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找老师，

问问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购买论文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某一部

分给顾客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有重复的论

文。等顾客觉得没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服务。 

 

（二）中国の儒学の大きな影響 

日本の儒学は中国の儒学から栄養を吸収し、中国の儒学の発展を原動力として

だんだん成長してきた。西暦紀元の 5世紀初めの日本の応神天皇 16年に、百済人
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王仁は『論語』を日本に持って、日本の儒学の発展史を開いた。奈良時代と平安

時代の日本の初期の儒学は、主に中国の原始儒学と漢、唐の経学の影響を受けた。

鎌倉時代以降、中国の朱子学が日本に入って、江戸時代になって、日本の朱子学

は官学となった。 

儒家思想の栄えに従って、「男尊女卑」の儒家の女性観はその時の日本社会に対

して巨大な影響をもたらした。平安時代の前、日本の婚姻は妻を訪ねたという形

式である。儒家の女性観はその時の社会に合わない。武士の封建政権の創立に従

って、儒家思想の中で男尊女卑の道徳的な観念は鎌倉室町時代、特に 17世紀後の

江戸時期に、最高峰に発展してきた。江戸時代の婦人は、「三従四徳」を提唱して、

女性は男子の道具のようである。江戸時代の後期、女性の道徳規範を広く宣伝す

る訓戒が現れ、例えば『女小学』、『女中庸』、『女大学』などである。 
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三、日本男女の地位の二つ目の転換点 

 
（一）日本女性の職場での地位の上昇の表れ 

日本経済の発展に従って、男は生計のために忙しくて、女は家庭の費用を管理

して一家の生活の面倒を見る。つまり、女性は内で、男性は外である。これは男

女の全くの平等を実現しないが、封建社会で子供を産む道具としての女と比べて

すでに進歩になった。そのほか、社会進出の女は絶えず現れ、家庭出費を補助す

るために外出してアルバイトする現象もある。これらのまばらな姿の出現は、女

性が社会人として家庭事務の中で発揮する役割を体現している。 

（二）日本女性の文学での地位の上昇の表れ 

日本女性の社会地位の高まりに従って、文化上で女性文学の繁栄期が現れた。

例えば、反戦詩人の金子光晴、反戦派作家の宮本百合子、戦後の女性作家の瀬戸

内晴美、芝木好子、元地文子などは日本の文壇に新しい血液を注ぎ込んだ。彼女

たちは婚姻の自由を主張した。愛情のために毅然として前の婚姻を捨てる。これ

は封建社会で絶対に許さないのである。社会事業の上で、近代女性は理想を求め

るために、社会の眼光を顧みないで、晩婚、遅い妊娠、結婚しない、子供をもう

けないなどを選ぶ。 

（三）日本女性の政治での地位の上昇の表れ  

第二次世界戦争後、日本女性の地位は占領当局から関心を受けた。その時、日

本の女性も積極的に自分の権益のため絶え間なくイベントを行っていた。彼女た

ちは公民権、参議官の権力、選挙権と被選挙権を求めた。女性の政治の上の要求

は政府に譲歩をさせた。絶えない努力を通って、1946 年 4 月 10 日に、日本女性

は初めて参政権の後の投票権を取った。   



8 

日本の立法機関に入るのも日本女性の地位が高まる重要な振る舞いである。日

本女性は積極的にそれぞれの議員選挙に参加した。1946年に行った衆議院議員の

選挙の中で、79人の女性が選挙に参加し、その中の39人は議席を獲得し、日本国

会の中の第1陣の女性議員となった。女性の当選率の高さは、人々の予想をずっと

超えた。近ごろ、日本の多くの裁判所は女性の司法官を招いて任用し始め、それ

に検察官、弁護士などの以前男性の主導的な専門の職務上で女性が席を持ち始め

た。 
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四、日本近代から現代への日本男女の地位変化の原因 
 
 

（一）教育水準の高まり 

日本女性の受けた総合教育は高まり、だんだん多くの西方の自由な教育を接収

し、自我意識の育成を重視した。彼女たちは勇敢に家庭を出て社会に入った。こ

のような挙動は、日本女性に自己価値を実現する機会を提供して、女性の経済の

独立を実現した。 

戦後、日本女性は男性と平等な教育の機会を受けて、9 年制の義務教育を享受

して、男子と同じな中等、高等な教育機会を受けることができた。日本では、女

性は主に短期大学に集中し、短期大学の中では 90%以上は女子学生で、普通大学

の中では女性がただ四分の一だけ占める。日本はすでに法律の上から短期大学を

大学の骨組みに組み入れたが、4 年制の大学より等級が低い。このように日本女

性が高等教育を受け、あまねく自身の教養を高めることができるが、一方はそれ

は広大な女性を高等教育の下層に制限させる。それによって男性と同じで充分な

職業の発展の機会を得ることができない。 

 

（二）日本社会法律制度の健全 

 

 現代に入って、日本社会はひどい労働力不足が現れた。今日では、日本経済と

科学技術が発展するのに従うと、社会上は多い種類の職業が現れ、多くの職務は

女性が担当するのを要る。甚だしきに至っては、男性ができない職務がある。日

本経済と科学技術の発展の過程で現れた専門の職業は、女性が協力して改善する

ことができるのがたくさんある。女性は重要な仕事をする時、男性と比べて更に

厳格な考えモデルと落ち着いている頭を持って、これは日本女性をもっと高級の

開発の分野に入らせた。 
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日本の『男女雇用機会均等法』の公布のため、日本は女性の参議員が現れ始め、

そして選挙権と被選挙権を持ってきた。女性の介入は、日本は男性の考えに頼っ

て社会を維持するだけでなく、日本社会も総合性、収容性があるようになった。

これも日本社会の政治に対して良好な影響を果たした。これらの女性社会の地位

の上昇の表象は、日本が先進国の道へ向かうのを促す重要な 1つの変化である。 
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終わりに  
古代から現代まで、日本女性の社会地位が高くなったこともあるし、低くなっ

たこともある。戦後民主改革と自身の努力で、日本女性はもう理不尽な待遇に甘

んじなくなった。しかし、日本は相変わらず世界有数な「亭主関白」国である。

「男は外、女は内」も依然として日本の基本的な社会分業パターンである。その

ため、専業主婦は女性の生涯就職だと言われをしても給料が違う。本当の意味で

の平等を達するためには、女性はもっと意識改革や社会からの信頼を勝ち取る努

力をしなければならない。  

物事はすべて二面性がある。一方では、日本女性の地位の引き上げは、各業種

で女性の影が現れて、労働力が増加して、日本経済の発展を加速して、文明先進

国に近寄っている。しかし、もう一方では、女性地位の高まりのため、男性は家

庭に引退する傾向もあって、女性の演じた役はだんだん強い勢いを持っている。

同時に、男性はすぐだんだん弱々しくなって、これも女性地位の変化が持ってき

たマイナスの問題である。この変化の最も重要な影響は老齢少子化で、日本社会

の最も根本的な問題だと言える。少子化の直接持ってきた老齢化の現象がひどく

なる。日本はすでに老齢化の社会に歩み始め、未来、老年人口は絶え間なく増加

し、若者の負担は更に重くなってくる。同時に、このような家庭の負担を軽減す

るために、少子化現象はさらに続ける。こうして、このような悪循環、日本にい

っそう予想してはいけない結果を持ってくるだろうと思う。これも中国が注意す

べきな問題である。 

本稿の研究を通じて、日本社会地位の変化とその原因を明らかにして、日本女

性の社会地位の現状を更に理解することができた。本稿では、社会制度上の日本

の女性の地位の変化について、歴史的分析と現在の統計を交えてかなり明らかに

する事が出来たが、実際の女性の意識などの定性的な分析については十二分に行

うことが難しかった。これは、今後の課題として、続けて関心を持とうと思って

いる。 
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