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１　はじめに

本稿は，日本の近現代出産史研究を振り返り，その特徴と課題について検討するものである。

これまで，出産史の研究は，既存の学問分野の垣根をこえて行われてきたが，研究上の傾向

を主題とした研究はほとんど行われてこなかった。しかし，とりわけ産み方や子どもの健康に

かかわる事柄については，これまでの出産史研究の動向が，現在の出産に関する価値観にも影

響しかねない。また，出産は，女性の身体に深く関連する事象であり，それについての研究史

を整理しておくことは，女性の人権の観点からも重要であろう。

私が本課題に関心をもったきっかけは，自分自身の出産経験にある。2008 年の私の初産は，

緊急帝王切開であった。妊娠中は大きな医学的トラブルもなく過ごしていたが，出産時に子ど

もが「顔位」（通常，胎児は顎を引いて，最も細い後頭部を先頭に生まれ出てくるものだが，

顔位では顎が反り上がった状態になり，狭い産道を進めなくなっていた）であることがわかっ

たからだ。しかし，私は妊娠中から出産に関する文献を多く読んでおり，陣痛促進剤をはじめ

とする医療介入の危険性や，いわゆる「自然なお産」の魅力などについて知識を蓄えていた。

事前に病院に提出していたバースプランの用紙にも，夫の立ち合いやフリースタイル分娩など，

本稿は，これまでの日本の近現代出産史研究を振り返り，その特徴と背景および課題について検討す
るものである。まず特徴は，「産み方と子どもの健康の 2つの側面から，“問題がない ”とされる事例を
中心に出産の歴史を描くこと」と定義づけられる「安産中心史観」の傾向をもつことである。その登場
の背景には，病院での出産が主流になっていく １960～１970 年代において，しばしば妊産婦の心身や子
どもの生命がないがしろにされていた事実があった。安産中心史観は，パターナリスティックな出産の
ありようから女性の人権を守るうえで必要な視点だったのである。しかしながら，近年の研究のなかに
は，助産師の関心の幅を狭めたり，出産への幻想を妊産婦に抱かせたりすることにつながるものがあり，
女性の人権やQOLにとってむしろマイナスに作用する可能性がある。まさに今，出産史研究は岐路に
立たされている。
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当時理想とされていた多くの要素を書き込んでいたと記憶している。そうしてせっかく出産の

時を迎えたのに，急に帝王切開と言われても簡単には納得できず，正直なところ頭に浮かんだ

のは「敗北」という言葉だった。幸い子どもは無事に生まれ，もちろんうれしかったが，思い

描いていたお産とのズレや，その後に出会った助産師 １）からの「次はVBAC（帝王切開後の

経腟分娩）すればいいのよ～」という善意の発言，「顔位でも経腟分娩できた例を知っている」

といった話への違和感は長らく拭えなかった。また，その後，第二子を妊娠した際に妊婦検診

を受けた産婦人科医院でも，助産師の帝王切開に対する無関心さにショックを受け，転院を決

意したことがある（伏見 20１6：１9１-１97）。こうした問題について，私は 20１6 年に，以下のよ

うに記述した。

〔緊急帝王切開を経験した自分が〕母子ともに無事だったにもかかわらず，敗北感や疎外感

を感じたのは，帝王切開そのもののせいではなく，これまでの出産文化および出産史に関す

る言説が，安産（正常産）中心に組み立てられてきたからだ（産むことの裏側にある，産ま

ないこと・産めないことに関する研究は近年さかんに行われているが，産むことをめぐる研

究についていえば，今なお安産中心に行われているということである）。わたしはこれを，「安

産中心史観」と呼んでいる（同：１94-１95）。

本稿では，これまでの日本の近現代出産史研究を改めて分析し，上記の記述の妥当性も含め

て検討しながら，研究の特徴と背景および課題を具体的にあぶり出すこととしたい。なお，引

用文中の〔　〕は，伏見による補足である。

2　日本の近現代出産史研究の特徴

まず，日本の出産史研究には，新村（１996），杉立（2002）に代表されるような通史的研究

がある。これらは，主に産科学に関わる制度や器具，学説等の変遷に着目し，古代から近現代

まで長いスパンで描いている。一方で，吉村（１985，１992，１999），松岡（１99１，20１4），安井（20１3）

などのように，産み方や出産をめぐる価値観の変容を軸として近代以降の出産史を描く民俗学・

人類学・社会学的な研究が存在する。

現代の私たちの出産のあり方に直結するのは特に後者であると考えられるため，本稿では，

後者のこれまでの研究動向について考察する。こうした研究のパイオニアである文化人類学者

の吉村典子は，後述する通り，「人工難産」となった病院での出産経験をきっかけとして，「そ

の時自分が知っていた以外のお産方法を発見したい」という思いから，瀬戸内海の離島へ向かっ

た（吉村…１992：2１，77-78）。その結果，それぞれ条件の異なる島であっても，「“助産のにない手 ”
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の移り変りは共通してい」たという（吉村 １985：222）。吉村は，「古い時代から順に，とりあ

げ婆さん，産婆（途中から助産婦となる），産科医への流れ」のうち，特にとりあげ婆さんや

近隣女性ないし家族が支えた時代の出産について，「そのやり方の合理的なこと，産婦の心身

へのケアーに満ちあふれていたこと」を強調する（同：222，１992：１4）。そして，坐産に代表

されるその時代の産み方が，「なるべく体力の消耗を防ぎ，スムーズにお産を終了させる」も

のであり，かつ「体内の胎児にとっても，無理なく，安全に早く母体外に出てくる」方法であっ

たという（吉村 １992：202-203）。

また，吉村は，四国山地に位置する愛媛県上
かみ

須
す

戒
がい

の出産習俗を主題とした研究を「安産」と

いうキーワードでまとめている。吉村によると，そもそも安産は「自分の身体に備わる生理的

な働き具合そのものによって支えられて」おり，「安産の大部分は，自分の心身の機能が作り

守るもの」であるという。そして，上須戒における「夫婦共同型出産」が，「「安産」のための，

重要な出産環境の一つ」であったことを提示している（吉村 2008：524，550）。また，吉村が

長年にわたり調査してきた離島や山里における出産習俗の共通点として，次のように述べる。

どの調査地でも，「女の身体は産めるようにできていて，誰だってお産できる」という身体

観が支配的で，その身体観は出産を「自分の大切な身体現象だが，普通の健康体であれば特

別不安に満ちた現象ではない」との認識を夫婦に与え落ち着かせた。民俗の場の出産は，「産

み（落とし）やすさ」が基本で，坐産（坐って産む方法）や立産など多様な出産姿勢があり，

産む人が体感した陣痛強度や身体状況を，産む人から介助する人々に伝達できる民族語彙（「し

きりがくる」「筋がさす」等）の共有や，物心両面で支援する家族や血縁・地縁の互助ネットワー

クによる強い安心等に支えられていた。これらの状況は，産婦に心身共の「産みやすさ」を

提供し，最大の「安産」情況を作り出していた（同：553）。

一方，出産が医療の対象となった後の状況について，吉村は以下のように解釈する。

産婆がお産させやすい仰臥位姿勢の強制や，産婆や産科医が「お産の専門家」で，妊産婦は

その指導に従う人との誤認，そこから始まった「お産専門家」による「産ませやすさ」の重

視と，反対に産婦の「安楽な産み方」に対する研究や出産の体験的有用情報の軽視等が，産

婦に「産みやすさ」への自助努力への視線を放棄させてしまっている（同：553）。

〔現代の出産保健システムは〕自身の身体感覚から今出産がどのような状況にあるかを自覚

的に判断したり確信したりする妊産婦の「安産への感覚力」を否定し，知覚する力の育成努

力を無視している（同：560）。
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このように，吉村は，医療従事者の関与によって，産婦が本来もっている「安産への感覚力」

や，地縁血縁によるネットワークが提供していたような安心感が失われたことを示唆する。そ

して，出産が医療の対象となる以前の出産のあり方を「掘り起こ」すことは，「出産現状の改

善を映す鏡」として「民俗社会の普遍的な安産への視線」を現代の人々に届けることになると

いう（同：56１）。

一方，助産婦の介助を受けて助産所や自宅での出産を経験した文化人類学者の松岡悦子は，

助産師こそが「産む女性の立場」と「同じ立場」に立てる存在であると述べ，助産師による介

助のあり方を高く評価する（松岡 20１4：１-2，4）。松岡は，「出産を見る 2つの見方」として，

「出産は本来生理的なもの，つまり正常に進むもので，まれに途中で異常になることがありう

る」という「生理的パラダイム」と，「どんな出産も潜在的に異常になる可能性を秘めており，

終わってみて初めて正常だったことがわかる」という「医学パラダイム」を提示する（同：

62）。そのうえで，「日本の出産の変遷を，生理的パラダイムから医学パラダイムにシフトして

いく過程」とし，「助産師がどの社会でも歴史的に医療を用いずに出産の担い手でありえたのは，

正常産の存在が前提とされていたからだろう。異常産を基調にした医学パラダイムの出産が中

心になったのは，日本では〔病院での出産が主流になってゆく〕１960 年代以降」という（同：

65，203）。そして，「医学パラダイムに立って女性を病人のように処遇すれば，出産で女性は

力を失い，自信をもって育児に踏み出すことができないだろう」とも述べる（同：208）。

産婆・助産婦の介助によって出産した女性たちにインタビューを行った菅沼ひろ子助産師も

また，以下のように述べており，松岡と同様の立場をとっていることがうかがえる。

かつて当然のように自宅でお産した女性たちは概して安産である。その理由を挙げてみると，

周囲の女性たちも同じようにして出産をしてきたという環境にあって，そのことを共有して

いる家族や親族，近隣の人々による支えがあったこと，さらに今のような情報もなく余計な

専門知識をもたなかったことも考えられる。ネットや妊産婦雑誌などの情報や母親学級など

もなかった頃には，「そういうもんだ」と教えられ，周囲の体験者や産婆さんの教えが生か

されていた。そんな中で，昔の女性たちは，自らのからだの声をキャッチしてそれに対応し

ていた。彼女たちにとって産むことは自分の身体の問題であった。不要な心配や不安をもた

ないことは，からだの緊張をつくらない。つまり赤ちゃんが通る産道を広げ，押し出す力を

助けることになる（菅沼 20１１：１１0）。

つまり菅沼は，吉村が切り分けていた「周囲の体験者」と「産婆さん」を一つながりのもの

として捉え，その上で，産婦が「自分のからだの声」に対応すれば，安産につながるというイメー

ジをもっているようだ。文化人類学・民俗学者の安井眞奈美もまた，自ら助産所で「満足いく」
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出産を経験し，助産師の活動に注目してきた（安井 20１4）。安井（2013）は，産婆・助産婦が「日

本の近現代の出産環境において，出産が医療の対象となるきっかけを与え，生殖に関する国家

の政策の中でその立場を大きく変えながらも，さまざまな形で女性の身体に向き合ってきた」

存在であるとし（安井 20１3：ⅲ），彼女らの具体的な足跡を辿ることに多くの紙幅を割いている。

また安井は，安産を「無事に子どもを産むこと，また，無事なお産」という意味であると述べ

（同：6），「女性たちがリラックスして産める環境を確保する——これが，安産につながる大き

な一歩と言えるだろう。〔中略〕妊産婦にとって望ましい出産環境を創り上げるため，これか

らも助産師の役割はいっそう重要になる，と確信している」という（安井 20１4：１5）。

ここまで，産み方や出産に関する価値観の変容について論じた代表的な研究を取り上げてき

た。吉村の場合は地縁血縁のネットワークによる出産，松岡・菅沼・安井は産婆・助産婦・助

産師の介助による出産を高く評価している。そして，それぞれが評価する出産方法をとると，

産婦にとって産みやすく，安産できるという事例が強調される。その根拠は，女性の身体が本

来，安産できるようになっているという価値観である。また，流産・死産を除けば，医療介入

のない環境で生まれた子どもの健康は当然視されているのか，ほとんど話題にならない 2）。逆

に，病院での出産については，産婦にとって産みにくく，「人工難産」等につながるおそれが

あることなどから，概して否定的であるという共通点があった。

このような特徴をみる限り，従来の近現代出産史研究は「安産中心」に展開されてきたとい

うことができる。安産という言葉について，これまで取り上げた先行研究によれば，女性にとっ

て産みやすく，胎児にとっても無理のない無事なお産，とまとめられるだろう。また，産科医

の直原廣明は，「医学的な「安産」の定義はありませんが，理想的な「出産」とは，次の 3つ

が満たされたものです」とし，「正期産の時期（妊娠三七週から四一週までの間）に自然に陣

痛がきて，過度な医療的処置を必要としないスムーズな出産」，「出産後の赤ちゃんとお母さん

が健康」，「産後の回復が早い」と条件づけている（直原 20１8：37-38）。つまり安産には，医

療介入が少なくスムーズに出産を終えることと，健康な子どもが生まれることの 2つの意味が

あることがうかがえる。これらをあわせて，本稿では「安産中心史観」を，「産み方と子ども

の健康の 2つの側面から，“問題がない ”とされる事例を中心に出産の歴史を描くこと」と定

義する。

次章では，日本の近現代出産史研究が「安産中心」に描かれることになった背景について掘

り下げる。
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3　「安産中心史観」登場の背景と意義

3-1　出産史研究の背景
敗戦後の日本における出産は，大部分が自宅等で行われていたが，１960 年代に病院等の医

療機関での出産が過半数となり，１970 年代には 9割を超えた。しかし，藤田（１979：１42-

１84）や杉山・堀江（１996：4-１5），安井（20１3：１72-１87），伏見（20１7：40-4１）などによると，

１960～１970 年代の病院では，医療従事者から産婦への叱責や，説明なしに行われる会陰切開，

研修医等による「衆人環視」，陣痛誘発剤や促進剤の多用による子宮破裂，胎児の死亡や後遺

障害など，妊産婦の心身および子どもの生命をないがしろにするような扱いが常態化していた。

また，産婦人科医院の理事長夫妻らが健康な女性に対し，子宮や卵巣がガンに侵されていると

騙して，みずからの利益目的で摘出手術を行ったという富士見産婦人科病院事件も １980 年に

発覚している。当時は，医療従事者の権威が圧倒的に強く，女性たちの多くは，みずから物申

す立場にはないと思い込んでいた。

しかしこうしたなかでも，１970 年代以降，消費者運動や女性運動の興隆のなかで出産の実

態調査が行われ，１979 年には『出産白書：336１ 人の出産アンケートより』（国際婦人年大阪連

絡会編）が刊行されるなど，出産を経験した女性たちの声が公にされるようになっていった。

特に，病院での出産におけるつらい経験を読者投稿から多数引用した『朝日新聞』の連載「お

産革命」（１978 年 １0 月から 30 回連載。１979 年書籍化，１988 年文庫化）は，社会の関心を集め，

その後の出産史研究に多大な影響を与えた。また，１988 年に結成された「陣痛促進剤による

被害を考える会」は，１970 年から １995 年までの被害症例 １20 例の原因と今後の対策に向けて

の会の活動についてまとめている（陣痛促進剤による被害を考える会編 １995）。同会によれば，

「被害者の誰一人として薬の副作用や危険性，注意しなければならない症状についての説明は

されていな」かったという（同：22）。

このように，“不適切な医療介入 ”による難産や健康被害が社会問題になるなか，いったい

どうすれば安産できるのか，なぜこのような現状になってしまっているのか，という問いを立

て，答えを探しに行ったのが，みずから出産を経験した文化人類学者の女性たちだったのである。

3-2 「産む側」から発信された初期の研究
吉村典子は，１969 年に病院で経験した自らの初産を「人工難産」と表現し，「産婦としての

自衛努力よりも，産科医という医療専門家にからだを預けその指導に従うことのみを，安産へ

の正しい態度とみなしていた。そして，その産科主治医の陣痛促進剤に対する知識不足によっ

て母子共に正に「万が一」の難産に遭遇してしまったのである」と述べる（吉村 １999：85，

2008：550）。つまり吉村は，前節で述べたような “不適切な医療介入 ”によって，安産の機会
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を逸した一人であるといえる。

彼女の最初の著書『お産と出会う』（１985）では，彼女自身の出産や友人の出産で生じた問

題について，具体的に描き出されている。そして，「産婦の訴えなど取るに足りないものとし

て “聞く耳持たぬ ”医師や，もっと攻撃的に「おまえらに何がわかる！文句ぬかすな」と，ま

るで産婦が口をきけることさえ，腹がたってたまらない，ましてや人間らしい判断能力がある

なんて，言語道断と思っている医師がかなりいる」ことや，「出産時のトラブルによって引き

起こされた障害児」が多くいることに言及した（同：40，258）。

一方で，当時の価値観に照らせば「お産は，個々人の秘密に属する “おおっぴらにできない ”

話題」であり，そのうえ医師の批判までしてしまえば，「さまざまにはね返ってくるであろう

白い眼と，どんなものであれ，現状打開のための会や運動などを起していく女に加えられる有

形，無形のいやらしい圧力，そんな圧力を受けた時の家族の，とくに夫の困惑顔などが思い浮

んでくる」ことを気にせざるを得ないと述べており，産科医療について女性が語ること自体の

難しさもうかがえる（同：29）。

このような葛藤のなかで吉村は，自らの出産経験を問い直し，オルタナティブな出産のあり

方を求めて離島へ渡ったわけである。彼女は，執筆動機について，「私たち「産む側」の女にも「こ
0

ころ
0 0

があるのだ」ということを知ってほしかったからだ。産みの場のベルトコンベアーに乗せ

られて，俎上の鯉，またはこころ
0 0 0

を持たないただの物体のようにあつかわれ，産まされている

私たち，それが「当たり前」とみなされる「産む側」の女たちの心の中を，「本当はこんなんだぞ」

と，みんなの前に曝け出して，聞いてもらいたいと思ったからだ」と言う（同：27１，傍点ママ）。

「猛反撃」を受けることも辞さず，現状を「「産む側」から揺り動かし，ゆさぶるインパクトに

なれたら」という吉村の思い（同）がいかに切実だったかがわかる。

上記吉村（１985）に代表される通り，「産む側」から出産史が問い直され始めた時期の著作は，

さまざまな葛藤のなかで，横柄な医療従事者に「産ませてもらう」ことへの勇気ある異議申し

立てとして生み出されたのである。「安産」の機会が女性から不当に奪われていた時代において，

こうした異議申し立てが行われることは妥当であり，女性たちのエンパワメントにもつながっ

たと考えられる。

研究だけでなく，先述の新聞記事「お産革命」においても，山奥の村での聞き取りに基づく

出産史が綴られている。そのうえで，全国的な出産環境の変化とその功罪が，「第一次お産革

命」・「第二次お産革命」のキーワード 3）で語られ，当時病院で行われていた出産だけがすべ

てではない，ということが多くの人々に伝わる契機となった。

たとえば，吉村の『お産と出会う』と同じ １985 年に初版，１99１ 年に増補改訂版が出版され

た『出産の文化人類学』の著者である松岡悦子は，自身が出産に初めて関心を持ったきっかけ

が「お産革命」の記事であったと明かしている（松岡 20１4：１）。松岡（１99１）は，陣痛促進
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剤や会陰切開などの医療介入によって，出産する女性が強い苦痛を感じている様子を描き，「本

来何でもない出産を，難産にしてしまったのではないか」と疑問を呈す（同：98）。舩橋（１994）も，

藤田真一の「お産革命」を機に「出産を語る本が続々と出ている」現状や，吉村（１985）の与

えたインパクトについて述べ，陣痛促進剤による被害例と新たな社会の動きについて紹介した。

こうした背景を見ていくと，「安産中心史観」が妥当性や革新性をもって登場したことは間

違いない。今日の病院出産において，産婦が満足のいくケアを受けられているとしたら，出産

史研究者およびその周辺の人々が地道に訴え続けてきたことが，直接的・間接的に影響を与え

た結果であるといえるのではないだろうか。

4 「安産中心史観」の変化と課題

4-1 出産史研究の変容
第 3章では，「安産中心史観」が登場した背景と，特に初期の研究の意義を考察した。出産

史研究において，その後も助産師に対する期待と病院に対する批判的なまなざしが向けられて

きたことは，第 2章で述べたとおりである。

なお，助産師を主題とした研究の嚆矢といえば，落合（１990），西川（2004，初版 １997）な

どが挙げられるだろう。これらの研究自体は，それぞれ一人の産婆・助産婦のライフストー

リーに寄り添いつつ，地域社会および日本の出産環境の変動を扱ったものであり，安産中心史

観にもとづく研究とは言い難い。しかし，その後の研究で安産中心史観と助産師研究が分かち

がたく結びついていくことを考えると，一人称で語られる産婆・助産婦研究は，彼女らに対す

る共感的な態度の広がりにとって一定の役割を果たしたと考えられる。落合（１990）では特に，

１9１6 年に開業してから 50 年以上産婆として働いた話者が「産婆なて好かねえ」と言いつつ，「誇

りがあるから歩ったのよ。死産なてあまりねえし。行ってから死んだのなの，一人だていねえ

し」と語り，また国家が敗戦を契機として，産婆に期待する役割を「産めよ殖やせよ」から「受

胎調節」へと転換させたことに怒りをあらわにするシーンが印象的である。一方，西川（2004）

では，１926 年から 50 年間産婆として働いた話者が実際に取り扱った「異常分娩」についても

具体的に描かれる。医者の少ない地域であったことから，産婆が異常分娩に対処せざるを得な

かったのであるが，地域の女性たちからは，「医者以上や」とか，「あの人は器械使うて出して

くれた」，「人の面倒みるもんの，上手なもんの」と評判だったことが併せて記述されている。

話者は自宅開業の後，母子健康センターで勤務し，やがて診療所に吸収されていくが，診療所

で嘱託医の医療ミスが起こると，助産業務は終了となり，話者が出産の世話をすることもなく

なった。このように，産婆・助産婦のライフストーリーにそくした研究は，それぞれの立場か

ら国策に向き合いつつも結果的に翻弄される存在としての産婆・助産婦像を形成してきた側面
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がある 4）。

近年の出産史研究においては，女性が本来安産できる，というテーゼが，病院での “不適切

な医療介入 ”から女性を守ることよりも，①帝王切開をはじめとする医療介入による出産―あ

るいはそうした出産をする女性―を，女性の力や女性性，「母性」の観点から批判することや，

②女性の安産する力（いわゆる「産む力」）を引き出す助産師の役割を強調することにつながっ

ている面がある。

①について，産科医の関口允夫は，「友人の精神科医」の「帝王切開で生れた児の母親には，

母性愛がない」という発言を「常に念頭において」おり，「長い陣痛に耐えて，やっと産んだ

わが子を慈しむから，母児を結ぶ母性愛が自然に芽生えるのであって，麻酔で眠っている間に，

手術で取出された児に対する母親の愛情と異なっていても不思議ではなく，むしろ後者の母親

には母性愛が芽生えない可能性を簡単に否定出来ない」と言う（関口 １998：１57-１58）。本書は，

帯に「やたらと帝王切開が増えてきた昨今，母性愛の欠如を指摘し，産科医療のあるべき姿を

問う。〈日本助産婦会…推薦！〉」とあり，出産への医療介入と「母性愛」の問題をめぐって助

産婦らと結びついた状況がうかがえる。また，疫学者の三砂ちづるは，ベストセラーとなった『オ

ニババ化する女たち』において，埼玉県名栗村での聞き取り調査から，戦後に病院で出産する

ようになった世代が「子どもをかわいがって育ててこなかったから」，年老いてから家族に「非

常に冷た」くされると述べる（三砂 2004：34）。そして，女性が「自分のからだを使って，セッ

クスしたり出産したりということをしていないと，女性の中の，女性としてのエネルギーの行

き場がなくな」り，「世の中がオニババばっかりになってしまう」と繰り返す（同：１52）。また，

松岡（2007）は帝王切開について，「最も女性が力を発揮することのない，女性が単に胎児の

容器に還元されてしまう出産法です。〔中略〕でも出産後の痛みや育児を引き受けるのは医師

ではなく女性です。女性が自分の力で産んでしまえば医師の出番はなくなりますが，帝王切開

は百パーセント医師が力を発揮する出産法なのです」と言い切る（同：１9１）。

②については，安井（2009：79-80）が，「吉村〔典子〕は，医者に頼り切りにならず，産む

人の視点を大事にしながら，身体に本来備わっている力を充分に発揮して産むことの重要性を

主張したのである。仮にこれを「産む力」と名づければ，産婆・助産婦・助産師は，近代から

現代に至る国の医療政策の中で，その役割と社会的な位置づけを大きく変えながらも，妊婦の

「産む力」をうまく引き出して助産にあたってきた」と述べる。そして社会学者の大出春江は，

産婆・助産婦・助産師を「正常産の専門家」と位置づけ，その「自立性を促進するような」教

育のあり方を歴史的に考察した（大出 20１8：70-7１）。また，さまざまな地域の「おばあさんたち」

から出産経験の聞き取りを行った助産師の菅沼（2007：１43）は，「おばあさんたちの話は，私

にとって「目の覚める」体験でした。人間には「産むという能力」があるということに気づか

されたのです。女性の産むという能力を引き出すこと，そこに関わるのが助産師の仕事だと強
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く思えるようになったからです」と言う。

4-2 変容をもたらしたもの
前節で述べたような変化を支える存在は，従来から出産史研究に携わってきた研究者，出産

史に関心を抱いた医療従事者，新たに出産史研究に参入した研究者など，さまざまである。ま

た，「産む力」を重視する根拠も，医師中心のパターナリスティックな出産に対する「産む側」

からの異議申し立て―すなわち，固定的な男女の上下関係の否定―だけでなく，その逆ともい

える，従来的な「女性らしさ」ないし「母性」の礼賛が入り込んでおり，状況は複雑である。

しかし，そもそも出産に対して価値づけすることや，特定の出産のあり方を通して近代批判

を展開することの危険性については，今から 30 年前の段階ではっきりと指摘されていた。女

性が子どもを産むという話題は，強調すれば女を「産む性」だけに還元することになりかねず，

軽んじれば性差から生じるさまざまな問題を見過ごすことになりかねない，「ヤバイ話題」で

あることを，歴史学の荻野美穂は １990 年の段階で指摘していた（荻野 １990：59-60）。社会学

の落合恵美子もまた，１989 年（初出 １986 年）にはすでに，「「出産」は，「女」や「家族」と

いう曖昧な現象を定義する際の，最後の拠所とされることが多い。他の領域では失われてしまっ

た自然的な，あるいは人間的な価値をそこに見出して，現代社会批判の突破口としようとする

夢想家さえいる。しかし，これほどに胡散臭い拠所が他にあるだろうか。〔中略〕フェミニス

トならむしろ，〔中略〕積極的に「出産」幻想を切り崩すべきであったろう」と喝破していた（落

合 １989：１69）。

したがってここでは，個別の研究をイデオロギー別に分類するようなことは行わないが，「男

女共同参画社会基本法」が制定された １999 年頃から，ジェンダー平等化に対するバックラッシュ

現象が本格化していったことは（船橋 2007），前節①で挙げた三砂（2004）の大ヒット等と無

関係ではなさそうだ（斎藤 2006）。加えて 2000 年頃といえば，子どもの虐待が社会問題化し

た時期でもあり，出産のあり方が育児に与える影響について注目されたことも見逃せない（松

島 2003，竹原他 2009）。

また，前節②の動きについて，松岡・小浜（20１１），安井（20１3）によれば，１990 年代には，

少子化と産科施設のサービス競争などが相まって「自分らしいお産」が流行したのに対し，

2000 年代になると，産科医・産科施設不足が深刻になる。また，相次ぐ震災被害などもあり，

産科医がいつも近くにいるとは限らないことを実感せざるをえない状況がある。一方で，生殖

補助医療や新型出生前診断などの新たな医療技術のバリエーションと利用者が増え，医療とど

のように付き合えばよいかという女性たちの戸惑いも挙げられる。
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4-3 「安産中心史観」の問題点
これまで述べてきたことから，現在において「安産中心史観」がはらむ問題点について指摘

しておきたい。

第一に，帝王切開をはじめとする「異常分娩」に対する助産師の関心の低さが挙げられる。

これまで，助産師は産婦の「産む力」を引き出して安産をもたらす存在，あるいは「正常産の

専門家」として語られてきたこともあり，助産師が自律して出産に携わりたいと考えるのは無

理もない。しかし，現在の日本では，現実として五人に一人が帝王切開で生まれている。にも

かかわらず，帝王切開に関する情報が産前の母親学級等で十分提供されなかったり，産後の女

性が痛みや気持ちに寄り添ってもらえなかったりする状況がある（竹内 20１3：１9１-１92，竹内

他編 20１3：i ）。こうしたことは，私自身も経験している。一方で，家族の立ち合いが許され

なかった帝王切開の最中に，助産師が手を握って励ましてくれたり，手術の進み具合などを伝

えたりしてくれたことは，私にとって大変心強かった。手術中，医師は執刀に専念しており，

産婦は手術の進行状況を直接見ることができない。医学的知識とケアの技術をもつ助産師の手

術への関わり方は，産婦にとって重要である。

第二に，出産時の医療介入が必要になった際，産婦が安産を前提とした出産観を内面化して

いると，自分には「産む力」がなかったとか，理想の安産ができなかったという否定的な感情

をもつことがある。緊急帝王切開を経験した女性たちにインタビュー調査を行った今崎裕子の

研究でも，「「経膣分娩は自然の摂理」「痛みを伴なった出産をすることがお母さん」といった

女性の出産観が，緊急帝王切開を体験した女性の出産に関する気持ちに影響する」ことが示唆

されている（今崎 2006：79）。また，産まない・産めない女性に対する抑圧となることは言う

までもない。

第三に，「産む側」からの研究のなかで，疾患や障害をもつ子どもの出生が，これまでほと

んど等閑に付されてきたことは，大きな問題である（伏見 20１8）。新型出生前診断や「誕生死」

は近年話題になっているが，現実には，生まれて初めてわかる疾患等も数多くある。民俗学・

人類学，あるいは社会史的な研究成果がこれまでの出産の問題をあぶり出し，今後の出産のあ

り方に資することを目指すのであれば，安産だけでなく，また産み方だけに注目するのではな

く，子どもの多様な健康状態にも留意した研究を展開していくべきであろう。

第四に，「安産中心史観」の行き過ぎが，出産する母子の生命をおびやかすことにつながり

かねない問題がある。たとえば，2003 年に助産所で出産したある女性は，妊娠中から子ども

が逆子の状態であった。助産師はリスク等の説明をせず，自らの経験を根拠に「逆子の方が簡

単」と言って，病院での医療介入を批判していたそうである。しかし，分娩時に子どもの顎が

引っかかり，子どもは仮死状態で生まれた。女性は助産師に病院搬送を求めたが，拒否され，

子どもはまもなく亡くなった。医療従事者であるはずの助産師が，妊産婦に対して，十分な
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リスク説明なしに「自然」の良さばかりを強調したり，過度の医療批判を行ったりして事故に

至った事例をその後女性は他にいくつも知ったという（伏見 20１0：１１5）。なお，逆子の分娩

を助産所で扱うことは，そもそも許されていない。女性がそのことを知ったのは，子どもが亡

くなった後のことだった（伏見 20１6：１94）。このケースで直接的な責任を負うべきは，当該

助産所の助産師である。しかし，この女性が助産師の言い分を否定できず，助産所での出産を

強く望んだ背景として，女性の「産む力」を前提とした価値観や，医療介入へのネガティブな

イメージを強化するようなテレビ番組，書籍，ネット記事等が氾濫しており，それらに対して

冷静な判断をするのに必要な情報には「なかなか出会えな」い社会状況があったという（星野

2010）。

以上のことから，もともとは陣痛促進剤の多用などの問題や，病院で医療介入を受けるのが

当然という価値観から脱し，安産の機会を女性に取り戻すべく出てきたはずの言説が，いつの

間にか新たな社会規範となって，母子の安全性を脅かしたり，無用な劣等感を抱かせたりする

ことにもつながっている可能性を指摘できる。

こうした傾向に関して，産婦人科医の宋美玄も，「「自然分娩でないと」と思う人が多い」こ

とを憂慮し，「よく「女性には本来，自力で産む力が備わっているのに，医療が邪魔をしてい

る」と言う人がいますが，それは間違いです」と警鐘を鳴らす（宋 20１9：１2-１3）。また，宋は，

20１3 年 5 月に行われた内閣府の「少子化危機突破タスクフォース（第 4回）」で提出した資料

において，「「女性には誰でも自然に産む力が備わっている」「出産は安全で当たり前」など事

実とは違う認識を持ってしまったために，必要性があって医療が介入した出産に不満を抱いたり，

母児共に健康で出産を終えることが出来なかった例で「ミスではないか」と医事紛争に発展し

たりすることが，産婦人科医不足の遠因となっている」とも述べている。これは，「安産中心史観」

がもたらした第五の問題ともいえるかもしれない。

5 おわりに

本稿では，これまでの日本の近現代出産史研究を振り返り，その特徴と背景および課題につ

いて検討してきた。その結果，「産み方と子どもの健康の 2つの側面から，「問題がない」とさ

れる事例を中心に出産の歴史を描くこと」と定義づけられる「安産中心史観」の特徴をもつこ

とが明らかとなった。その登場の背景には，病院での出産が主流になっていく １960～１970 年

代において，妊産婦の心身および子どもの生命をないがしろにするような扱いが常態化してい

た事実があった。この時期に病院で「人工難産」を経験した吉村典子は，いったいどうすれば

安産できるのか，なぜこのような現状になってしまっているのか，という問いを立て，離島や

山村へフィールドワークに出かける。そして，女性が出産について語ることへの羞恥心や圧倒

世界人権問題研究センター『研究紀要』第 25 号

― 34 ―



的権威を誇る医師たちへの恐れと闘いつつ，１985 年に調査結果を出版した。吉村の研究は，

藤田真一の「お産革命」とともに，その後の出産史研究に多大な影響を与えた。彼女らの仕事は，…

“ 不適切な医療介入 ”による難産や健康被害の実態を詳らかにし，病院での出産を相対化する

ことで，女性のQOL（クオリティ・オブ・ライフ）向上やエンパワメントに一役買ったとい

えるだろう。

しかしながら，近年の出産史研究においては，女性が本来安産できる，というテーゼが，病

院での “不適切な医療介入 ”から女性を守ることよりも，帝王切開をはじめとする医療介入に

よる出産―あるいはそうした出産をする女性―を否定的にとらえることや，女性の安産する力

（いわゆる「産む力」）を引き出す助産師の役割を強調することに結びついているきらいがある。

これらの変化が生じたのは，ジェンダー平等政策に対するバックラッシュ，児童虐待の社会問

題化，また少子化や産科医・産科施設不足，生殖補助医療および新型出生前診断の広まりなど

による混乱と無関係ではないと考えられる。

そうして形成された今日の安産中心史観は，さまざまな課題につながっていると考えられる。

少なくとも，帝王切開などの「異常分娩」に対する助産師の関心が低いこと，安産できなかっ

た産婦が無力感などを感じること，疾患や障害のある子どもの出生が等閑視されていること，

出産する母子を必要な医療から遠ざけて生命の危険にさらしかねないこと，出産に対する幻想

（“安産神話 ”といえるかもしれない）が産科医不足の遠因となっていること，が挙げられる。

以上のように，安産中心史観は，パターナリスティックな出産のありようから女性の人権を

守るうえで，必要な視点であったといえる。しかしながら，これが行き過ぎて助産師の関心の

幅を狭めたり，さらに「女性は誰でも安産できて当然」として，それ以外の可能性を度外視す

る “安産神話 ”に変貌してしまったりすれば，女性の人権やQOLにとってむしろマイナスに

作用する可能性がある。まさに今，出産史研究は岐路に立たされているのだ。

※本稿は，伏見（2020）をもとに，大幅に加筆修正したものである。

※本稿は，世界人権問題研究センター個人研究費，科学研究費補助金（基盤研究（C））

１7K03520「女性差別撤廃条約総括所見をめぐる総合的研究：日本の国内実施体制と阻害要

因を中心に」（研究代表者：吉田容子），科学研究費補助金（基盤研究（B））１9H0１398「出

産の危機状況を医療，女性の身体，子供の命の視点から解明するエスノグラフィー研究」（研

究代表者：安井眞奈美）による研究成果の一部である。
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注
1）　現代日本において，切開・縫合・投薬等の医療行為が認められているのは，原則として医師のみで
あるが，医療行為を要しない出産を介助することのできる職業に，助産師がある。20１7 年現在，日本
での出産のうち，約 99.3％は医師のいる病院等の医療機関で行われているが，約 0.6％は助産師が管理
する助産所，約 0.１％は自宅等での出産である（厚生労働省「人口動態調査」より）。また，現在の助産
師は，１899 年制定の「産婆規則」で「産婆」として制度化され，１947 年の「助産婦規則」で「助産婦」
に改称された。この翌年に，「助産婦規則」は「看護婦規則」，「保健婦規則」とともに「保健婦助産婦
看護婦法」に統一された。その後，2002 年に同法が「保健師助産師看護師法」と改正され，「助産婦」
という名称も「助産師」と改称された。本稿では，引用文を除き，各文脈の時代あるいは内容に応じた
呼称を用いる。

2）　たとえば大出（20１8：１37-１39）は，明治末期から大正初期にかけての「畸形児」の出産についてわ
ずかながら言及した希少な例である。新村（１996：25１-257）は，「障害児の出生」を主題とした稀有な
論考だが，対象としている時代は古代～近世である。
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3）　第一次お産革命は，明治以降に出産の介助をする人が素人の「トリアゲバアサン」から近代医学教
育を受けた産婆に変わったこと，第二次お産革命は，１960 年代以降に介助の担い手が医師へと変化し
たこと。藤田は，第一次お産革命が「古い習俗を一掃して，人間らしく，衛生的に産ませるようにした」
変化であり，第二次お産革命は「妊娠・お産の「安全管理」」だったと位置づけた。そして，来たるべ
き第三次お産革命について，「「出してもらう

0 0 0 0 0 0

お産」から「夫婦協力して産む
0 0 0 0 0 0 0 0

お産」へ」，「母親の自分で
産む力を弱めてきた方向から，それを取り戻し，強める方向へと流れを変えるべきだ，とすでに動き始
めていた」と述べる（藤田 １979，傍点ママ）。

4）　従来描かれてきた産婆・助産婦像の傾向と問題点については，木村（20１3）が詳述している。
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