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栄養 をめ ぐる知 とジェンダー

一一一 栄養学の誕生 とく母 〉の創 出 一一

村 田 泰 子

はじめに

本論文は、明治大正期に誕生 した栄養学 とい う学問に焦点をあて、ジェンダーおよびジ

ェンダー化とい う観点から言説分析をこころみるものである。

明治以降、社会構造の急激な変化にともない、日本人の食生活のあり方がおおきく変化

してきたことは周知のとお りである。たとえば、柳田國男は、食物の次元で感知される変

化について 『明治大正史 世相篇』のなかでつぎのように書き記 した。 「明治以降の 日本人

の食物は、ほぼ三つの著しい傾向を示 していることは争えない6そ の一つは、温かいもの

の多くなったこと、二つには柔 らかいものの好まるるようになったこと、その三にはすな

わち何人も'酎寸くように、概 して食 うものの甘 くなって来たことである」[柳田國男、一九

三一=一 九九〇:五 五]。そ して、日本人の味覚がこのように変化 したことについて、柳田

は食物の輸送 ・保存技術の向上や砂糖の量産体制の確立といった今 日でいう産業社会学的

な説明にくわえ、火への禁忌の消滅や人々の居住様式の変遷など彼独 自の民族学てき視座

にたって説明をこころみたのである。

ただし、これ らの変化を書き記すにあたって、柳 田のテクス トにおいては歴史をつ うじ

て変わらず在ったものがただひとつ前提 されていることに留意 したい。それは＼食物およ

び食べること一般にたいする、女性特有のこまやかな配慮や思い入れ といったものである。

柳田によれば、近代以前の社会ではただ常の 日の食事のみが女性によって準備されていた

が、明治以降、すべての食事が女性の手にゆだねられるスタイルが都市部を中心に一般化

した。調理において女性が活躍する割合が増大 してゆくのにともない、それまでじゅうぶ

んに発揮され る場を与えられてこなかった 「母や妻娘などの親切」[同:五九]あ るいは 「細

かな才知」[同:五 九]と いった女性本来の心的特質が、よりよく発揮されることが可能と

なる。 ようするに、上に引用した 「温かく、柔らか く、甘く」というきわめて情感に富む

柳 田の観察は、女性を本来的に優 しく、温かく、打ちくつろいだ気分の演出家とみなした
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いとい う柳田の気分のあらわれであったとい うことができる。

本稿が問題 とするのは、まさにこのような非歴史的本質としての 「母性」の措定のされ

かたにほかならない。フェミニズムの諸研究が明 らかにしてきたように、あるものが変化

の領域に入れ られ、あるものが 自然のなかにとりわけられるとき、そこにはつねに複雑な

文化的諸力のせめぎあいが存在 している。 とくに本稿で中心的にとりあげる明治三〇年代

から大正にかけては、社会状況の変化にともない、女性をとりまくディスコースの全体に

も大きな変容がみ られた時期であった。明治期に刊行 された総合雑誌 ・評論誌における 「家

族」の表象について調査をおこなった牟田和恵によれば、明治二〇年代以前の誌面では、

旧来的な婚姻関係を批判 し、夫婦 ・親子間の情愛のふかさによって営まれる新たな家族関

係の構築を称揚 してゆく言説が数多くみ られた。 ところが国家主義体制の確立というあら

たな政治的要請が高まりつつあった明治三〇年代を起点 として、母子関係に重点をおいた

日本独 自の家族形成がめざされてゆく。そのさい、女性にもとめられたのは、貞節あるい

は従順 さといった旧来的婦徳ではない。女性はく母〉としてみずから積極的に家政に参与

することをつ うじて、家族の求心点となってゆくことをもとめられたのである[牟 田和恵、

一九九六=一 九九八参照]
。

食にかんする専門科学である栄養学の誕生は、このく母 〉という特異なジェンダーの創

出と分離 して考察されるものではない。栄養学の言説は、すでに存在 していたわが国独自

のジェンダー規範 とふ くざつにむすびつきながら一 ときには古い規範を却下し、ときに

はそこにあらたな息吹を吹き込んでやることより 日々の食行為の現場をく母〉創出の

ためのこの うえない舞台へと変えさせた。そして、後述するように、これらの言説におい

てもっとも重要な役割をはたしてきたのが、高度にジェンダー化 されたく栄養 〉とい う文

化的概念であったとかんがえられる。

本稿では、〈栄養 〉概念の脱 自然化および脱ジェンダー化をめざして、栄養と女性につ

いて書かれた当時の言説について分析をこころみる。栄養学の誕生以降、女性のおこな う

日々の食行為の位置づけはどのように変化 してきたのか、またそれによって女性はいかな

る回路をつ うじて〈母〉というジェンダーに近似させられてきたのか。以下に考察をおこ

ないたい。

1栄 養学の誕生

はじめに確認 しておきたいのは、わが国における栄養学の成立と展開のおおまかなプロ

セスにっいてである。これからみてゆくように、明治一五年に政府が栄養学の導入をきめ
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た背景には、(女性ではなく)個 別の男性身体をいかに効率よく活用してゆくかという政治

課題が存在 していた。端的にいえば、兵士の体力向上のために有効であるとかんがえられ、

栄養 という視座の導入がきめられたのである。

ところが、明治三〇年代をさかいに、栄養学の言説には主題上の変化がみられた。家庭

における女性の調理行動の問題が前景化 してきたのである。ここでは、第二節以降おこな

う言説分析への導入 として、女性 というただ一方のジェンダーのおこないが、いつ、どう

いった経緯から栄養学上の問題 として論 じられるようになったかに的をしぼって整理 して

おきたい。

1-1栄 養行政のは じま りと脚気

栄養学 とは、食物 とそれが人体にもたらす効用について、科学の観点か ら解明をこころ

みる学問である。それがわが国の為政者のあいだにはじめて知られるようになったのは、

やはり開国以降、西洋 とい う他者の出会いをつ うじてであった。ただし、近代国家の根幹

となる産業構造および政治的諸制度の整備 さえいまだ不完全であるなかで、庶民が日々何

を口にするかを学問的に問 うことの意義が認識 されるには時間がかかった。伝染病対策や

乳幼児への予防接種の実施な ど、国家が国民の身体的生へ と積極的な介入をおこなう 「公

衆衛生事業」の初期段階にも、食はあくまで個人の私的生存の最下辺に属することがらと

して、ながいあいだ軽視 されっづけてきたのである。

この 「最下辺」のことがらに、わが国の為政者および科学者の関心を向けさせ る直接的

なきっかけとなったのが、海軍内における脚気病患者の問題であった。当時、脚気は、都

市部を中心とす る精白米食の一般化およびそれにともなう特定のビタミン成分の不足によ

って社会問題化 してきていたが1、それが偶然にも国防上の危機をひきおこすことになった

とき、はじめて栄養行政 とでも呼び うる一連の取 り組みへ と発展 したのである。

そのくわしい経緯については別稿で論 じたためここでは立ち入 らないが2、平均的に脚気

罹患率が三割を超えていたという海軍艦隊において、明治一五年夏の壬午事変のさいに、

脚気患者の大量発生のために戦闘に支障をきたす とい う事態が生 じた。それをきっかけに、

明治一六年、海軍に脚気調査委員会が設けられる。そこでは、患者の階層 ・気温 ・湿度 ・

労働 ・食物にっいて詳 しい調査がおこなわれ、脚気の原因はどうや ら日本式兵食の内容に

1明 治一〇年代には
、脚気による死者は全国で二万人を超えていたといわれる。

2栄 養学 とい う学問は
、上で述べた脚気の問題にくわえ、当時の日本社会を特徴づけていた対西洋

のコンプレックスー とりわけそれは、身体的な劣等意識として表明された一 をいかにして克服

すべきかという問題にかかわって明治後期に受容がは じまった。 くわしくは、村田泰子 「〈栄養〉

と権カー 明治大正期における栄養学の成立 と展開一 」[二 〇〇一年]を 参照のこと。

京都社会学年報 第8号(2000)



126 村 田:栄 養 をめ ぐる知 とジェンダー

あることがつきとめられた。海軍では、副食の増加、パン食の採用 といった具体的改善を

おこな うことにより、同年脚気の根絶に成功 している[高 木和男、一九八七:三 四七一五

七]。

また、明治一五年 とい う年は内務省東京衛生試験所が 「日本食料調査」とい う四年がか

りのプロジェク トに着手した年でもあった。そこでは、七大栄養成分の働きと測定方法が

明 らかにされたほか、味噌やイワシ、大豆など、当時 日本人が常食としていた食品を中心

に約一六〇品 目の化学的分析がおこなわれた[衛 生試験所彙報、第一号]。

さらに、このプロジェク トの一環 として、わが国初の本格的な食事調査が実施されもし

た。陸軍士官学校の学徒および東京鍛冶橋監獄の囚徒を被験者として、彼らの年齢 ・体重 ・

運動程度 ・食費 とともに、そこで供 される一週間分の食事内容にっいてこまかなデータが

集計されている。同一九年には、高等師範学校や攻玉社塾、二松学舎の生徒などについて

も規模を拡大して同様の調査がおこなわれた[衛 生試験所彙報、第一号、第二号]。そ して、

これらの調査をつ うじて導きだされたのが、日本人男性が一 日の諸活動をこなすのに必要

とされる最低栄養基準であった。

ようするに、初期の栄養調査に特徴的であったのは、第一に、兵営や学舎など集合的な

場で供される食事(そ れはたいてい専門の料理人によってつ くられ る)の みを対象にして

いた点、そしてまた、その目的が個別の男性身体の管理にあった点であるとまとめること

ができるだろう。

1-2食 の合理化運動へむけて一 食糧問題 と主題の変容一一 ・

ところが、明治三〇年代をさかいに、栄養学者 らの関心は、個々の家庭で女性によって

準備 される平素の食事の全体へと向けられるようになる。

では、この時期、「家庭の食事」のいったい何が栄養学者 らによって問題 とされていた

のか。ここでは、内務省榮養研究所の初代所長となった佐伯矩(さ いきただす)の 実践を

手がか りに考察をこころみたい。用いる資料は、佐伯の主著 『榮養』[佐伯矩、一九二六]

および、内務省榮養研究所が発行 していた 『榮養研究所報告』である。

さて、明治の終わ りか ら大正期にかけて、わが国の栄養研究は国家による保護と資金提

供を得て本格化 していた。それまでの研究が軍医や衛生試験所の技師、あるいは各大学の

医学 ・生理学 ・衛生学などの研究者によっていわば職 務の片手間におこなわれてきたのに

たい し、大正期以降、それは 「栄養学」とい う独立 した自然科学の一分野になった(く わ

しいことは次節で述べる)。佐伯矩 とい うのは、世界初の国立の栄養専門機関となった内務

省榮養研究所の開所に尽力 し、大正一〇年の開所のさいにはその初代所長をっ とめた人物
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である。

佐伯の言説を分析 してゆくうえで興味深いのは、彼が単なる一科学者 としてではなく、

統治者にきわめて近い立場から栄養学の重要性をうったえつづけていたことである。佐伯

に とって、栄養学 とは、日本が近代国家 としてやってゆくための鍵をにぎる学問であった。

佐伯によれば、栄養研究は、単に 「生物学上の必要」か らのみ求められるものではない。

それは、「社会政策上の必要」、「食糧政策上の必要」、「体格体質改善上の必要」、および 「科

学の精華としての必要」[佐伯矩、同:九]と い う観点か らしても、やはり同様に不可欠な

ものだ と佐伯は うったえた。

なかでも、栄養学がによって解決が可能であると佐伯がかんがえたのは、明治中期から

つづいていた食糧不足の問題である。その背景には、人口増加率に米生産率の伸びが追い

つかないという根本的な問題にくわえ、米穀市場の未整備の問題、あいつぐ凶作の問題、

明治期に 日本がおこなったふたつの戦争の影響などさまざまなことが らが関与していた。

米価騰貴は大正に入っても緩和されることはなく、とくに地方の貧農および都市部下層賃

金労働者階級の生活は圧迫 されていた。政府は、明治五年以来っづけていた米の輸出を輸

入にきりかえ対処にあたったほか、農商務関連の諸省庁(明 治一四年農商務省、大正九年

農商務省食糧局、同年国立工業試験所内食料研究所など)を 設置 し、食糧流通の正常化を

はかっている。 しか し、それにもかかわらず、大正年間には各地で未曾有の米騒動が勃発

した。

こうした状況において、当時 「国家の学」 として政府から保護を うけていた諸学問は、

食:糧問題解決にむけて積極的な議論をおこなっている。たとえば、経済学の分野では、家

計総支出に対する食物支出の割合である 「エンゲル係数」の概念が導入され、明治の終わ

り頃からくりかえし世帯単位での 「家計調査」が実施 されていた。権田保之助が大正八年

におこなった職工および小学校教員家庭についての家計調査は有名だろ う[高 木和男、一

九七人:三 四一]。そして、経済学とい う学問が低所得者層の 「生活費問題」を特化 してあ

つかったのに対 し、栄養学は、同 じ問題にく栄養〉という観点か ら光をあてたのだった。

佐伯は、「衣食住中食の改善は比較的簡単且的確にして生活安定の基礎 を為す」[佐伯矩、

同:九]と い う事実に着 目し、栄養学こそが国を救い うるとかんがえたのである。

佐伯は、具体的に、食糧問題解決にむけてのさまざまな研究をおこなった。その成果の

ひとつが、「毎回食完全」のルールである。佐伯は、栄養成分は一 日の うちでどのように配

分 して摂取するのがもっとも効率的であるかとい う問いを立て、ラッ トや家兎をもちいた

つぎのような実験をおこなった。そこでは、あらかじめ飢餓状態に置いておいた数匹の家

兎に、家兎にとっての完全な栄養食であるオカラが二通 りのや り方であたえられる。A群
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の兎には、オカラに存する栄養成分(粕 ・蛋白質など)を 等分にまぜ こんだものが朝 ・昼 ・

夕の三回に分けてあたえられ、B群 の兎にはそれ らの栄養成分のうち一種類のみを朝に、

他を夕にとい うふ うに偏ったあたえ方がなされた。その結果、両群のあいだにはいちじる

しい体重増加量のひ らきが観察されている。むろん、三回それぞれの食餌が均等であった

ほうのグループがよりよい成長を遂げたのである[『榮養研究所報告』、第一〇巻 ・第一号]。

こうして、佐伯は毎回の食事を完全にしてゆくことが食糧をもっとも節約することにつな

がると結論づけ、「毎回食完全」 という主張をおこなったのである。

また、同様の目的から、佐伯は 「経済的献立」 とい うものを考案 してもいる。収入の少

ない家庭向けに考案されたこの献立が じっさいにどのようなものであったか、次に一例を

あげておこう。

(甲)「高債の献立」

朝食 小カブの味噌汁 浅草海苔佃煮

昼食 クワイ と葵インゲン 牛肉の醤油煮

夕食 アイ鴨 と芹おツユ 八ツ頭の甘煮 シャコの天プラ

(乙)「経済の献立」

朝食 大根の味噌汁 焼海苔

昼食 ホウレン草のホワイ ト煮 サハラの付焼

夕食 精進汁 大根のフロフキ ヒラメのオランダ揚[佐 伯矩、同:一 一三一四]

各献立表には、三人分の調理に必要な食材名 とそれぞれの使用数量、蛋白質量、温量、

価格が明記 されている。(甲)が 一 日約三円六〇銭の経費を要するのに対し、(乙)の 「経

済の献立」はおよそ半分の経費で作られることになっている。

この献立は、単に価格とい う観点からだけでなく、栄養価 とい う点においても経済的な

ものとなるよう計算されていた。とい うのも、栄養分が必要な量を超えて摂取 された場合

には、それを消化 ・排泄す るために、体内において余計なエネルギーがかかって しま う。

佐伯は、「多く摂取すれば多 く排泄 し、少なく摂取すれば節約が之に応 じて講ぜ らる」[佐

伯矩、同:七 二]と して、こうしたエネルギーの節約をもめざしたのである。

ようするに、ここで確認 しておきたいのは以下のことが らである。わたしたちが分析の

対象 とする明治三〇年代から大正にかけて、(大正期に頻発 した米騒動に象徴 される)食 糧
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不足とい う政治的不祥事への対処を目的に、一般家庭への栄養学的介入がはじめられた。

栄養学者が家庭の主婦にお しえようとしたのは、かぎられた食料 ・かぎられた食費の範囲

内で、いかに家族の生命を保持 してゆくことが可能であり、また必要であるかということ

である。佐伯のことばを借 りれば、高価な食材を購入 しなくとも、栄養学を学びさえすれ

ば、「同一の成分 と同等の榮養価」[佐伯矩、同:一 一二]を 得ることができるのである3。

その実践は、ひろい意味で、近代に誕生 した合理的な家庭の管理技術のひとつであったと

い うことができるだろ う。

2真 理の配分をめぐって 一女性的知識の無効化一

以上が、わが国における栄養学誕生のおおまかな経緯である。ただ し、栄養学に固有の

ジェンダー的な主体形成の作用についてかんがえるとき、それを近代に誕生 した数ある女

子修養科 目のひとつ、数ある家庭の管理技術のひとっとして位置づけるだけではじゅうぶ

んではない。

冒頭でも述べたように、国家主義体制の確立がめざされた明治三〇年代以降、 日本人の

食事の風景もおおきく変わった。いくつかの歴史研究によっても指摘されてきているよう

に、ごはんをよそ うく母〉のすがたを中心に、家族がつどい、楽 しみながら食事する風景

が誕生したのである[石 毛直道、一九九〇年、森本隆子、一九九七年ほか参照]4。

3こ れらの知見は
、榮養研究所に常設されていた献立展示のコーナーのほか、活字を中心とするメ

ディアによって普及した。とくに米騒動直後の大正七年九月の 「安価料理講習会」(榮養研究所主宰)

には、佐伯の「経済の献立」を取材するため、ほとんどの主要新聞がつめかけている。同様 に、家計

簿を普及させたことで知られる『主婦之友』でも、「家庭料理の一週間の献立」[大正一三年七月]、
「人は一 日何銭で生活し得るか」[大正一四年七月]といった特集がほぼ毎号組まれた。また、『婦人

之友』では、費用三五銭、五人家族という設定で読者から一週間分の献立アイディアが募られ、材料

の選定や食費の繰りまわし法にっいて専門家らが審査した[加 藤秀俊、一九七七:一 二六]。いずれ

も、大正期には二〇万部の発行部数をほこっていた婦人雑誌である。
4森 本隆子は

、石毛などの先行研究を参照 しつつ、「近代家族はくごはん〉とともに誕生する」[森

本隆子、一九九七:二 四三]こ とを次のよ うに主張した。森本によれば、旧来の家庭では、各自が

ひとつづつ小さな箱型のお膳を所有 し、食事 どきになると 「銘々の身分に応じて」料理が配分され

るスタイルが一般的であった。それが明治三〇年代ごろから 「ちゃぶ台」とい うスタイルにとって

かわられる。明治四〇年に出版された漱石の処女作 『吾輩は猫である』の挿 し絵には、ちゃぶ台の

周囲にたわむれる子供たちのすがたが、大正三年の 『心』には、若い 「先生」夫婦が、客を交えて

楽 しく食卓をかこむすがたがそれぞれ描写されている(「先生の奥 さん」は、下女を立たせて、みず

から給仕の役をつ とめる)。やがて大正から昭和にかけて、「ご飯のよそい手である主婦が、華奢な

く妻〉から貫禄に満ちたく母〉へ と風貌を変化 させ」[同:二 四八]と 森本は分析 している。
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では、じっさいに人々がこうした変容を体験す るにあたって、栄養学 とい う学問はどの

ような貢献をしてきたのだろうか。 とりわけく母〉というジェンダーの誕生と栄養学の誕

生とは、相互にいかなる緊張関係をはらみっつ進行 してきた歴史的プロセスであったのか。

本節以降、栄養学のテクス トを女性の身体使用および 自己意識の形成にかんする政治的 ・

道徳的テクス トとして読み替え、言説分析をお こなってゆく。はじめに考察され るのは、

栄養学の誕生による女性の実践的知識の無効化 という事態である。

佐伯矩 という人物が、わが国における栄養学の誕生に、主導的役割を果たしてきたこと

についてはすでに述べた。佐伯は、明治九年に代々っついていた愛媛の医師の家に生まれ、

京都帝国大学医化学教室を卒業 したのち、明治三人年には米国工一ル大学大学院にて生理

学 ・生化学 ・衛生学 ・細菌学をおさめている。そして、当時 日本国内に噴出していたさまざ

まな社会問題が、「いずれ も栄養学をおいて解決できない」[佐伯芳子、一九八六:一 四]

とい う確信を得たのち、明治四十四年に帰国し、以後栄養研究にうちこんだ。大正三年、

佐伯は私財を.なげうって私立榮養研究所を設立 している。

ここで着 目したいのは、当時自然科学として正式には認められていなかった栄養研究を

「栄養学」として周囲に承認 させるために、佐伯がさまざまな努力をおこなわなければな

らなかったことである。明治半ばの時点では、栄養学の基幹 となる 「栄養」の語の用法さ

えまちまちで、英語nu面tion/nutdmentの 訳語 として 「養分」「滋養」「滋養物」「エキス」

などの表記が区別なく用いられていた[江 原絢子、一九九八]。また、当時、栄養研究は西

欧の医学学会においても独立した自然科学の一分野として認められてはいなかった。それ

は、栄養研究が、固有の学会および学術雑誌をもたない、半端な科学であることを意味す

る。

そのため、大正七年、佐伯は国定教科書や内閣印刷局の官報 ・広報にもちい られていた

表記をすべて 「栄養」に統一することを文部省に建言 した[佐 伯芳子、同:二 三]。佐伯は

また、国立の栄養研究機関の設立を政府 にっよく要請 しっづけた。大正九年には 「国立榮

養研究所設立建議案」の上提のためにみずから国会へも出向き、同年九月、内務省榮養研

究所の開所が国会で決議されている。翌年には世界に先駆けて 「日本栄養学会」も設立さ

れた。

ところが、国家の財政が緊迫するなかで、この新奇な科学のために国費を投入すること

はなかなか周囲の理解を得 られるものではなかったとい う。当時、佐伯に対しては、他の

科学者 らから、「料理に関係するとは博士の面汚 しだ」、「佐伯喰ひ もの博士」[佐伯芳子、

同:三 九]と いった陰口がきかれていたとい う。大正一〇年の内務省榮養研究所開所式の

席でも、こ,のような研究所はまったく不要であるか らつぶしてしまえといった主旨の発言
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がある有力な科学者によってなされた[佐 伯芳子、同:三 三]。 こうした批判は、のちに研

究所が廃止 となった昭和一五年まで、ことあるごとに蒸 し返されている。

昭和二年、佐伯が国際聯盟保健部の依頼で世界講演をおこな うことが決まったときにも、

講演予定地のひとつであった在ブラジルの日本人科学者から、政府に宛ててつぎのような

手紙が届いていた。

此の次は佐伯喰物博士が来るのですが、何の為めに政府がこんな人をよこすのか本

人も亦 どう云ふ気で来るのか訳がわかりません、伯国へ派遣するならモ少 しなんと

か熱帯地病に縁のある人を送って貰い度いものです 喰物博士 じゃ丸切 り問題 に

もなりません……これも内務当局から外務当局の啓蒙が必要です、御所の節 どうか

頼みます[佐 伯芳子、同:人 四]

これらの文面か ら読みとることができるのは、栄養学とい う耳贋れぬ学問にたい し、当

時、人々のあいだに根強い不信感 ・蔑視が存在 していたことである。そ うした意識の背景

には、わが国固有の事情 として、食べ物について男子がとやかくい うことは 「粋」でない

とする旧来的な武士道的禁欲の思想および性的役割分業の意識が関与 していた。 「ただの

日」「ケの日」の料理など女に任せておけばよいことであり、男子が一生をかけて研究する

には価 しないものとかんがえられていたのである5。

それが近代にはい り、栄養学の誕生によって、突如科学のことばによって語られる対象

となった。それは、ジェンダーとい う観点からとらえかえせぱ、従来 「女性のもの」 とさ

れてきた行為領域に、男性科学者が踏み込んでくることを意味 している。栄養学の誕生以

降、男性科学者のみが、食べることにかんする権威ある言説をうみだすポジシ ョンにすえ

られたのである。

このとき 「真理」の領域から排除されたのは、たんに女性の知識のみではなかった。こ

こでは立ち入らないが、同時に東洋医学的な 「食物本草」の知識、およびそれにもとつい

ておこなわれ る 「食養生」の実践 もまた、女性が日々習慣的に身にっけていた知識 ととも

に真理の領域から排除 されたのである。佐伯にとって、これ らは 「単だ自己一人の体験に

遍重 し」たものか、あるいは 「素人流の臆断や半可通の学問」[佐伯矩、同:七]に すぎな

5貝 原益軒の『養生訓』では
、例外的に男性によって食行為が論じられている。しかし、栄養学とはこ

となり、『養生訓』は他の身体的諸活動(睡 眠や入浴など)とのゆるやかなつながりにおいて食行為を

とらえる。また、『養生訓』の場合、実践の主体となるのは武家や富裕な商人層の男性にかぎられてい

た[貝 原益軒、一九六一]。ようするに、贅沢をしないかぎり、庶民の食行為はどのようにおこなわれて

いてもよかったのである。
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い。 とくに一般的主婦の栄養観念について佐伯はつぎのよ うに念入 りに非難 した。

誤れる榮養観念。榮養の改善は大食 ・飽食 ・過食 ・美食 ・刺激食 ・高価食品 ・特殊

食品によって得 らるるものとの誤解に基 くものである。過ぎたるは及ばざるが如 し

とい う浬言は榮養上に最適切に之を適用す ることが出来 る[佐 伯矩、同:七 〇]

このように一般的主婦の 「誤解」が列挙 して示された うえで、とりわけ 「過食」や 「飽

食」といった時宜に合わない不経済な行為は、早急に改善されるべきとされた。「人は平素

必要以上に食ひ過ぎて居る」のである。そ うした改善の手助けとなるのが、栄養学者のみ

が知る、「人の要求する最低度の榮養量」であった[佐 伯矩、同:六 ニー六]。

これ らの言説の内部で、またこれ らの言説をっ うじて、女性が各戸の台所で編み出し、

代々つたえおこなってきた個別の工夫や経験的知識は、すべて学問的には価値のないもの

とされた。栄養学者が、「理論的」なもの、「真理」に属するものを知っているのにたいし、

女が知っているのはっねに 「実践的」なもの、「誤れる」ものでしかない。E・ アー ドナー

が指摘 したように、女の発話は、同類か ら同類にのみ語 りかけ うる種類の発話だ[E・ ア

ー ドナー、1972=一 九人七:三 四]。それは一回限 りの発話 としてのみ存在するもので、栄

養学とい う科学にとっては聞き取 り不可能な雑音でしかないのである。

ようするに、栄養学の誕生にまつわるジェンダーおよびジェンダー化の戦略の第一のも

のは、食行為のなかに性差にまっわるひとっの取 り決めを成立させることであった。食行

為について 「誤謬」しか知 り得ない女性は、栄養学のよきクライアン トかつ実践者 として、

これまで自分がおこなってきたや り方をよく反省 し、改善してゆかねばならないとい う取

り決めである。

3「 下女の仕事」から 「聖者の戒行」ヘー 家事労働の高度化 ・専門化..

こうして、大正期以降、家庭における食事の風景は一変 した。ただ し、変化は真理の領

域か ら女性を追い出すことだけに終わ りはしない。そこには、女性の自我実現が希求され

た明治後期から大正にかけてのより大きな政治的流れがむすびつき、さらなる変化がもた

らされた。女性は、より産出的なや り方で一一っま り、抑圧するのではなく、彼女たちの

もてる能力や 自主性を じゅうぶんに活かす とい うや り方で一 やは りく母〉とい う主体的

ポジシ ョンへと近似 させ られていったのである。
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大正という時代が 「女の時代」であったというのは鶴見俊輔の言だが6、これから分析を

おこなってゆく雑誌記事をみていると、それはむしろ 「女にかんする言説」が氾濫 した時

代であった と言い換えたほうがより適切であるように感 じられて くる。

多くの歴史研究が明らかにしてきたように、開国以降、理想 とされるべき女性像はつね

に揺らぎのなかにあった。開国直後、封建的な男尊女卑の考え方ではもはや通用 しない、

わが国の女性ももっと外に出て行 くべきだとする言説が聞かれはじめていた。やがて、開

国直後の喧喚が一段落 したのちも、社会主義思想の影響および普通選挙運動の高まりにう

ながされ、「婦人解放」は無視することのできない政治的要求として形成されてきつつあっ

た。これ らは、当初は対外情勢に敏感な知識人階級のあいだに限定 して見られた動きであ

ったが、大正期以降はあらたに都市中間層の女性を取 り込んで拡大してゆく。そ してまた、

こうした解放言説が出てくる一方で、それに対する反動的言説 も付随 してあらわれていた。

伝統的 「婦徳」の重要性がふたたび強調されるのである。 これ らの言説がふ くざつに絡み

合 うなかで、女性の本質とは何か、女性にふ さわしい職務はどのようなものであるかにつ

いて、男性 ・女性の双方から、かつてなかったほどの議論が交わされたのが大正 という時

代であった[牟 田和恵、一九九六=一 九九人ほか参照]。

では、大正期に栄養学とい う専門科学が成立 したことは、これ ら一連の政治的議論をど

のように条件づけ、また、結果 として、女性的自由の可能性をどのように制限 ・認可 して

きたのだろ うか。本節では、女性解放をめぐるさまざまなや りとりのなかで、食べること

の学問化がどのような役割を果た してきたかを考察する。資料 として用いるのは、大正期
層
に刊行された雑誌 『女性』『文化生活』などである。

この期の言説に特徴的なことの第一点 目として挙げられるのは、男女の職分を明確化 し

てゆこうとする動きである。女性的とされる一連の行為(い わゆる再生産労働)は 、公的

かつ男性的な行為領域 との比較において、「家庭的」「実践的」「実践的」といった定義をな

される。そ して、この区別を無視するもの一 明治四四年刊行の雑誌 『青踏』に象徴 され

る 「新 しい女」の動き一 にたいしては、しばしばつぎのような批判がなされた。

男女の心身に根本的の差異のあることを忘れ、専心一意た ゴ男子の真似をすること

ばか りを目的とし、それが果たして女子に適当なことであるか、或は女子に最 も仕

甲斐のあることであるかを顧みず、た ゴ男子のして居る事は何でもしや う、随つて

今まで女子の仕事 とされて居た事は何でも捨て ㌧しまは うとふや うな、狂気 じみた

6雑 誌『女性』の復刻版の序文として書かれた
、「もうひとつの女の時代」より。
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事を目的とする所謂 「新 しい」と称する女が随分少なく無い[野 上敏夫、一九二二:

B一 九]

ここで、「女子に最も仕甲斐のあること」と述べ られているのは、家事や育児といった旧

来的な女性的職務の全般である。同様の主張は、「女性の成就す可き生活革命」と題 された

雑誌記事では、つぎのように言い換えられた。

男の進める文明は、華やかに相違無く、ヒロイツクであることは争へないが、それ

らは余 りにロマンチツクだ。之に反 して女の進めた文明は常に実際的だつた。女性

は何んな場合にも地面に足をつけてゐる。女子の文明は飛行機を作って空飛ぶ鳥の

真似を仕ようとす るのではない。又童蒙を浮べて鯨の眠 りを驚か相 といふのではな

い。女性は人々をして如何に暖かく着せ如何に美味く食べ させ如何に居心地よく住

ませ るかに、其の魂を捧げてきた[生 方敏郎、一九二三:九 七]

ここでは、男性的な文明が 「華」の部分であるなら、女性的な文明は 「実」の部分、つ

ま り実生活にかかわることがらであると区別されている。女性は、これまでどお り、家に

いて、家族の身のまわりの世話だけしていればよいのだ。ただ し、ここで重要なのは、女

性の労働がけっ して下位にはおかれてお らず、むしろ美化 して語 られていることである。

この記事では、「女性の自ら職分 と思つてやつて来た労役は、何 と尊いものではないか」

[同:九 八]、 「下女の仕事は之聖者の戒行である」[同:九 九]と 女性的労働への賛美がひ

としきり述べ られている。

このように、いったんは男女の職分が区別された うえで、女性的労働に高い価値付与が

なされたことがこの期の言説の第二の特徴である。それは、つぎに引用する永井潜の言説

にも共通してみられ るレ トリックである。

男女の仕事の性質は、各其の趣を異にして居て、原始人類 より現代文明人に至る迄、

男は外を主として争闘的であり、男の働が重くして間隔的であるに反 して、女の働は

軽 くして持続的であるが、其の大本に於て、此の両者は同様に取 り扱はるべきもので、

決 して其の間に大なる懸隔径底を附すべきものではない[永 井潜、一九二二:九]

さらに、こ うした 「女の働」がいかに尊 く、重要なものであるかは、当時理想 とされて

いた西洋的家族のあり方 とかさねて論 じられることが多かった。大正二二年の 『文化生活』
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に掲載された 「消費生活の浪費問題」 と題された記事では、女性のあるべきすがたについ

て、「単に内助の功を尽 したのみで満足すべきものではない。一歩を進めて協力、又は合同

の勢力によつて単性では達 し得なかつた新天地を開拓 し、結婚生活の進展をなす処に彼の

女の任務が存在する」[森本厚吉、一九二三a:七]と い うきわめて西洋式の夫婦観が、森

本厚吉とい う人物によって主張 された。

森本は、佐伯矩の 「栄養学的節約」(市 価 ・栄養価の両面から節約をこころがけること)

というかんがえにっよく賛同を示 し、その著作のなかにもしばしば佐伯の知見を引用 して

いる経済学者である。

近事益々研究の歩を進めっ 》ある榮養學は、吾々の家庭生活又は社會生活の上に、

色々な教訓を開展 して、其実行を促 して居る……現代の如 く最大多数者の生活が経済

逼迫に苦 しんで居るのみならず、自己の日常食物消費でさへ科學的に充実されて居な

い時には、当然之等を全廃 し、其冗費を以て三度の食卓をして一層滋養に富める経済

的食品で、充実せ しめなければならぬではあるまいか[森 本厚吉、一九二三b:四 一

七]

森本によれば、 日本人の夫婦の多くは、いまだ 「家庭の権威であるべき主婦が恰も高等

女中の如き状態で毎 日随屋に燥って家事に忙殺されて居ると云ふが如き」[森本厚吉、一九

二三a:五]あ りさまで、それは非効率的であることはなはだ しく、彼が理想とする西洋

モデルの 「文化生活」の対極に位置するといってよいだろう。 したがって、女性が経済学

や栄養学をまなんで家事を効率よくとりしきるすべを身につければ、夫婦が語 りあう時間

も生まれ、夫婦関係が円滑にゆくと森本は主張 した。ここでは、食の合理化運動 というま

ったく別様の政治的動機によってはじめられた運動のなかに(第 一節でみてきたように、

食の合理化運動のそもそもの 目的は食糧問題の解決であった)、いっのまにか女性に特定の

ジェンダー的自己形成を強いる主張が混 じってきているのがわかる。

同様の主張はしばしば女性 自身によってもなされた。大正一〇年の『文化生活』では、「料

理の根本精神」と題 して、手塚かね子がつぎのような主張をおこなっている。

一般の女學生
、或は家庭の主婦が、存外料理といふものを軽視 し、殊に思想的傾向を

帯びた女學生等が、料理 といふものを軽視 しているのは、明らかな現象でありまして、

高尚なものはもっと別にある、料理は面倒 くさいとか誰でも出来るものとかいる考か

らしまして、下品とまでは言はなくとも、料理に封 して漠然 とながら一種 どうでもい
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いといふ軽視 した心持の動いてゐることは事実であ ります」[手塚かね子、一九ニー:

一九]

手塚はやはり、西洋的な 「ホーム」を理想 として、若い女性によって食行為がないがし

ろにされている現状をなげき、「これからの女子は料理のいかに尊むべきかを積極的に知 ら

しむべきであ りませ う」[同:ニ ー]と 主張 した7。ただ し、手塚がめざしたのは、経済的

とい うことよりはむしろ、明るく楽 しい食卓である。手塚によれば、わが国においては、

「食事に楽しく皆で向ひ、その生を享楽するといふことは最近まで決 して無かつた」[同:

ニー]。 しか し、「人間の摂取する食物が科學的に研究されて来た」[同:一 九]今 日、そ う

した禁欲倫理観からは解き放たれ、家族がくっろげる楽しい食卓を心がけなくてはならな

い。その実現は、「料理の心得ある聡明なる一家の主婦」[同:二 二]の 肩にかかっている

と手塚はしめくくった。

こうして分析 してきた一連の言説は、一見 したところ、ふたたび女性を家領域に閉 じこ

めようとする保守一色の動きのあらわれであったかに思われる。 しか し、牟田も指摘 して

いるように、大正期にあらわれたあらたな女性像は、かつて欧米人をして 「日本の花には

香 りがなく、日本の婦人には力がない」と言わ しめた、かぼそく従順な良妻賢母的女性像

への回帰では決 してない。そこでは、女性的職務は男性的職務と等 しく価値あるものとさ

れ、さらに女性には、みずか ら主体的 ・積極的に家政に参与 してゆくことがもとめられた

のである[牟 田和恵、一九九六=一 九九八]。過去の女性が、「高等女中」あるいは 「下女」

として家長の命令にただ服従 してきたとすれば、現代女性がおこな う実践は、「聖者の戒行」

であり、「消費主宰の大任」[河 津逞、一九ニー:五]で あった。

栄養学の誕生という事態は、このように女性的労働の価値を言説的に称揚 してゆく明治

末期から大正期にかけての政治的流れから独立 してあったものではない。この時期、突如

科学のよそおいをもって誕生 した栄養学 とい う学問は、女性の再生産労働の基幹である食

物管理の営みを高度化 し、その専門性を高めることに貢献 した。それによって、「過去」と

の比較において、女性がこうした職務にはげむことの 「今 日」的意義や重要性を、より説

得的に語 り出す ことが可能 となったのである。

7明 治三二年の高等女学校令発令および同三六年の教授要 目設定のさいには
、従来各種女学校

でおこなわれていた女子教育科目のうち、とくに家庭科に力点がおかれた[大塚力、一九六九:二〇

〇一一]。また、内務省榮養研究所では、「最も進歩したる栄養学上の知識を日常生活の実際問題に

結びつけて、明確に之を学修せしむるところ」として、栄養学校を併設している。研究所主宰の「栄養

講習会」の参加者には、多くの中流家庭の主婦および子女が参加したという[佐伯矩、一九二六]。
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4女 性のからだの表象にみる、〈母〉概念とく栄養〉概念の近似性

ここまでの節では、栄養学の誕生にまつわるジェンダー/ジ ェンダー化の戦略について、

順に、真理の領域からの女性の排除、男女の性的役割分担の強化、女性化された食行為の

言説的称揚という観点から分析をおこなってきた。ここからは、さらに議論をすすめて、

栄養学の基幹 となるく栄養〉概念そのもののなかに織 り込まれたジェンダー的な意味生産

の作用について考察をこころみたい。それをかんがえる手がかりとなるのが、栄養学の言

説における 「女性のからだ」の表象である。

男女の肉体のあいだにさまざまな差異を発見 し、それ らの差異に一連の文化的意味を付

与 してゆくや り方は、むろん時代や文化によって一様ではないし、またなにをもって 「身

体的」領域とし、なにをもってそれ以外の領域(つ まり 「構築 されたもの」の領域)と す

るかは、フェミニズムの内部でもながいあいだ論争の的であ りつづけた。 ここでその議論

に立ち入 ることはしないが、重要なのは、わたしたちがあた りまえのように 「身体」と呼

んできたものには長い歴史があるとい うこと、そしてまた、「身体」に付与されたこの非歴

史的外観一 あたかも太古からずっとそ うあったもの、社会的 ・言語的構築の領域か らは

除外されたものであるかのよ うな自然化された外観一 こそが、今ある固定的なジェンダ

ー関係の存続に大きな役割を果たしているとい うことである[J・ スコット、1988=一 九

九二、J.Butled993ほ か参照]。 こうした認識をふまえた うえで、具体的に佐伯矩ら初期栄

養学者のテクス トにおいて女性の身体が どのように表象されてきたか、分析に入ろう。

第一に、初期栄養学者にとって、食行為をおこなう女性の身体は、公的領域での諸活動

に関するかぎりはさほど関心をひ くものではなかった。そのことは、たとえば明治一五年

におこなわれた 「日本食料調査」の調査方針にもあらわれている。

この調査が、兵営や学舎、商家など、きわめて男性的な場所を対象におこなわれたこと

についてはすでに述べた。そ うした場所 は、単に 「多数ノ平均ヲ得」やすかっただけでは

ない。そこには、「他 日枢要ノ地位二立テ社会ノ機関ヲ運転スル者」の身体、および 「将来

商事ノ振否二関係アルヘキヲ予想」され る者の身体が配置 されていたからこそ調査対象 と

して選ばれたのである[『衛生試験所彙報』、第二号:二 三一四]。

また、「本邦人の保健食料」が論 じられたさいにも、そこで問題とされるのはつねに男性

の身体であった。「体位体格の向上」という政治的要請 とのかかわ りで、男性が一 日にどれ

くらいの栄養素を摂取すべきかについて、身長や体重、労働程度や体表面積 といった微細

な差異を考慮に入れながら、明治大正年間をつ うじて盛んな議論が交わされたのである。

一方
、女性の 「保健食料」にかんする記述はきわめて少ない。たとえば佐伯のテクス トに
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おいては、「女子及未成年者は大体に於て左の標準に由る」とい う付加的項 目として、次の

ように述べ られているのみである。

成人女子及一人一二〇歳男児一 九割[佐 伯矩、前掲書、六七頁]

「九割」とはつまり、男性の摂取量の九割 ということである。公的諸活動に関するかぎ

り、「児童 と同類のもの」、つまり労働 しない者の範疇に入れ られる女性の身体については、

それ以上、どんな立ち入った議論 もおこなわれ ることはなかったのである。

ところが、同じ身体が、とある一事をめぐっては高い栄養学的配慮の対象 となった。「子

を産む」という例のイベン トである。M・ ロザル ドが述べたように、女性 という性は、つ

ねに、急激に変わ りゆく外的 ・社会的状況には無関係な生活を送るものとして表象されて

きた。女たちの生になんらかの変化が見出されるとすれば、それは彼女のライフサイクル

の諸段階から演繹される変化であるにすぎない。 とりわけそれは、特定の男性との性的 ・

生物学的な絆によって規定され る変化であるのだ[M・ ロザル ド、1974ニ ー九八七:一 五

四]。佐伯の主著 『榮養』のなかの 「妊産婦の榮養」と題 された箇所では、妊娠 ・出産とい

うイベ ントをつ うじて変化する女性の身体が、栄養学的見地から次のように段階的に定義

されている

まず、女性は月々排卵をお こな う。それは、佐伯によれば、「失血及び榮養分割愛に関

する平素の練習」[佐伯矩、一九二六:九 五]を おこなっている状態であるといい、まだこ

の段階では特別な注意を要 しない。彼女はただ、「与える」ために準備をしているだけなの

である。妊娠初期のつわ りにっいても同様である。彼女のからだは、「榮養上からは母体の

新陳代謝の標準を低下せむ」[同:九 五]と いう内的意志の力にしたがい、やがて体内に育

ってくる胎児のために自身の取 り分を減 らす ことの準備をしているにすぎない。

っついて、妊産婦の身体にっいて。 「生理的であるとはいえ妊娠は身体の新陳代謝の上

には各方面に亘 りて異常を来すが当然である」[同:九 五]と いい、彼女の身体には高い栄

養学的配慮が必要となる。妊婦の身体は、とりわけ何を口にす るかにっいてわがままな要

求をお こなうものとされる。さらに 「妊娠進む」段階になると、「食物は性状に於て愈々完

全ならむことを期」[同:九 六]し 、そのわがままさの度合いは増大してゆく。この段階に

なると、不消化物や刺激物を避けること、あるいは 「滋養肝油」や 「皮下榮養法」など、

母体に対す るさまざま具体的処置が講 じられている。

しか しまた、いざ出産 とい う事業を終えれば、女性の身体はふたたび 「過食を慎め」と

い う厳 しい態度をもって扱われ ることになる。なぜならそれは、「分娩による復歴の緩解に
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よりて食事に満腹の感を得ること梢々遅延す」[同:九 六]る ような、だらしない身体とな

るからである。

ただ し、授乳 とい う行為との関連において、出産後の女性の身体は継続 して栄養学者 ら

の関心を呼びよせた。「母乳の栄養」の問題のためである。母乳栄養にかんする議論はすで

に明治の末ごろから登場 してお り、おおよそ明治四〇年以降、「人乳検査」[『衛生試験所彙

報』、第一〇号:二]、 「乳汁ノアルカ リテー ト並二乳児ノ営養品 トシテ牛乳ノ価値」[同 、

第一六号]と いった研究が登場 している。

佐伯もまた、「天然榮養 と人工榮養」と題 された節で、あらゆる点において 「人工栄養」

より優れているとされる 「天然栄養」について、次のように述べた8。

佐伯によれば、「生母の乳を以て其の児を養ふことは天倫な り。母健康にして脚気 ・腎

臓病 ・花柳病 ・結核其の他小児に悪結果を及ぼす可き何等危惧の原因無き場合と錐 ども、

尚且っ細心の注意を要するものである」[同:八 四]。そ して、この 「天倫」のために、母

親が以下の五点について知っておかねばならない。第一に、初乳を新生児に飲ませること

は害ではないこと。第二に、授乳の時間を規則正 しくし、夜間には与えないこと、さらに

消化器疾患の多発する夏季には母乳の代わ りに常温湯を与えること。第三に、授乳時には

母の乳房 と乳児の口腔内を棚酸水を用いてよく清拭すること。第四に、体内で自然に作ら

れることのない栄養成分、たとえばビタミンなどについては、その母乳中の欠乏をふせ ぐ

ため、母はかならずビタミン含有の食品を知って摂取すること。そ して最後に、乳児の排

泄物に気を配 ることである[同:八 四一五]。

そして、つねつね栄養学の科学 としての正当性 ・完全性をあれほど主張していた佐伯が、

ここでは奇妙なほどにあっさりと 「人工榮養の天然榮養に及ばざるもの遠きは人工榮養の

尚不完全なるが為めである」[同:八 五]こ とを認めていることは興味深い。佐伯は、母乳

の出がよくない女性、身近に乳母の得 られない女性に対 しては、人工榮養 とい う最終的手

段に頼るまえに、まず牛乳や豆乳、小魚、味噌汁などを多く摂取 してみることをすすめて

いる。妊産婦 ・授乳婦の身体にこれほどおおくの言説が集中したことは、女性の再生産能

力の管理 ・活用が、この権力にとって最重要の課題であったことを意味 しているだろ う。

要するに、ここに示 された女性の身体は、ひ とことで言えば、〈母 〉の身体であった。

女性は、自分自身のために栄養摂取をおこな うのではない。そこから産まれ出る胎児のた

めに食べるのである。

8天 然栄養 とは母乳のことであ り
、他方、人工栄養 とは、当時衛生技術の革新によって可能 となっ

てきていた、「牛羊乳又は穀粉其の他諸種の食品の調合によりて製出したる食料を以てする」[佐伯

矩、同:八 五]授 乳法のことである。
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これを、イ リガライが提起 した性的差異の概念になぞ らえ、次のように言い換えてお く

ことも可能だろう。イ リガライによれば、多くの社会において、女性はつねにく母 〉とし

て、母体 として、男を包み込むものとして位置づけられてきた。今のわたしたちの文化に

あるのは、ふたつの性ではな く、男性 というただひとつの性のみである。そ してこの男性

中心的なエコノミーは、男性性に外在するものとして女性性を表象することによって再生

産されている。女性は、あたかも、何かが生み出されるための場、あるいは場 を構成する

不定形な物質性、つまりく栄養〉そのものであるかのようだ。そこから育ってゆくのは、

胎児、兵士、家父長制的家族、国家といった別種のさまざまな男性的な諸人格であり、女

性 とい う人格にはどんな固有の輪郭もあたえられてはいない[L・ イ リガライ、1977=一

九八七、1984=一 九人六、J・ バ トラー とD・ コーネル、1997=二 〇〇〇:一 三五一一三

六ほか参照]。

っま り、大正期女性に振 り当てられたく母〉とい う主体的ポジションは、より正確には、

主体ではないもの、主体たりえないもののポジションを指 し示すものではなかっただろう

か。それは、単に胎児 という一個の身体を生み出すのみならず、あたかも社会関係の全体

を生み出 し、養育するような母胎であったと結論づけられる。

5「 米騒動」 というパラ ドクス

さいごに、栄養学の誕生と〈母〉の創出をめぐって展開 してきたここまでの議論を裏づ

けるために、大正期に女性によって引き起こされた米騒動 とい う事例について考察してお

きたい。それは、この権力が社会のすみずみにまでゆきわたったことを示すとともに、こ

の権力がみずからの帰結 として招いたひ とつのパラ ドキシカルな結果でもあった。

ここでふたたび柳 田國男を引くが、近世以前の日本社会には、「女性は小鍋立(こ なべ

たて)を してはならぬ」 というひとつの規範があった。

東北には今でも時鳥をコナベヤキと呼ぶ地方があるが、そこでも昔姉妹が鍋で焼い

た食物を争 うて、腹が裂けて死んだという童話などが残っている。江戸期の多くの

女訓の書を見ても、人に嫁 ぐ者の最 も慎むべき所行の一つ として、必ず小鍋立をし

てはならぬ とい うことが書いてある[柳 田國男、一九三一=一 九九〇:五 七頁]

この 「小鍋立」とい うのは、家族全員で大鍋を囲んでお こなわれる正規の食事以外に、

家の留守を預かる女性が、ひとりで、あるいは複数で、こっそりとうまいものをつくって
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食べることをい う。つねに家のなかに居住を義務づけられてきた女性が、みずからが置か

れた場所/時 間の利点をもって、そ うしたささやかな楽 しみを享受 してきたことは想像に

かたくない。しかし、こうした行為は、「家庭における食物統一の破壊」にっながるもので

あったため、また 「奢修」や 「わがままの振る舞い」へと流れ るものであったため、きび

しく戒められたと柳 田は指摘 している。

柳田によれば、そ うした禁忌は明治以降しだいに消滅 してゆくという。 しかし、国家お

よびその基盤 となる「家族」に重点をおく別種の権力編成がかたちつくられてゆくなかで、

そ うした小鍋立的行為に対 し、ふたたび禁忌がっよまることとなった。ただし、それは柳

田が分析 したの とは別の理由から、っま り家族道徳の観点からである。大正一二年に雑誌

『女性』に掲載された 「家庭の公開」と題された論文では、「思想感情傳統を同じくする最

も近親なる人々の強固な結合体」[宮本秀脩、一九二三:八 人]で ある家庭において、夫婦 ・

親子のあいだに作られてはならないさまざまの障壁が列挙 されている。その うち、「日夕最

も子供たちに親表 して居る母親」がすべきではないことがらのひ とっに、小鍋立によく似

た次のような行為があった。

妻君が主人の不在中内緒で美食を取 り寄せる、身の回は りの物を買ふ、膀繰 りを蓄

へる、さういふことも結果はみな同じこと(子 供に悪影響を与えること:筆 者注)

です[同:九 七]

ただし、女性がこのように食物に執着することは、決 して一枚岩に否定されたのではな

い。女性化された食への執着心が、家族のために発現する場合にかぎり、む しろ肯定的に

あつかわれてきたのである。くりかえし述べてきたように、それがく母〉として、「食の管

理者」 としての執着であるならよいのである。こうした権力の要請に、女性がもっとも忠

実にこたえ、それをアク ト・アウ トしてみせた例が、米騒動 という事件であっただろう。

大正期に連発 していた米騒動のなかでも、最大規模のものは大正七年夏に富山湾一帯の

沿岸各町で起こったものだと言われているが、男性が北方へと出稼 ぎ漁業に出払ってしま

うこの地方では、それは留守を預かる女たちによって引き起こされた騒動であった。たと

えば、騒動直後の大阪朝日新聞では、「女房連の示威運動(デ モンス トレーション)」 と題

し、次のようなス トー リーが語られている。

其の出稼ぎ先は何れも非常の不良にして仕送金は杜絶するの状態なるのみならず

反つて帰路の旅金をさへ留守居せる家族に請求し来る揚て加へて昨今の物価騰貴
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にては生活の困難殆 ど名状する能はず多 くは食ふや食はずの悲惨なる日を送 り

つ Σあ り[大 阪朝 日新聞、大正七年八月六 日]

そ うした状況のなかで、「数 日来何事か寄々協議 しあ りし家の者たち」が、あるとき突

然、二百名 とい う大人数で海岸に参集 し、あた り一帯の米屋を襲いはじめたのだという。

女たちは、「今 日の如き物価の騰貴は米屋の罪なり等と口々に絶叫 し」、物を投げっけ、つ

いには米の値段を下げさせることに成功した。しか しそれだけでは騒ぎは収まらなかった。

その後、騒動は全国各地の 「女たち」へと波及 し、新聞各紙は 「女房軍愈猛る一 又現れ

た新集団」[同、大正七年八月八日]と こぞってこれを書き立てた。こうして女たちがひと

しきりヒステ リックに騒いだあとで、ようやく 「続いて男子が蜂起一 女房が引込んで亭

主が出る」[同]と い うことになる。

下層の、しかも女性によって権力への社会闘争が参画 されたさい しょの事例 として、米

騒動 という現象のもつ社会的意義はおおきい。 しかし、無数のく母 〉をつくりだしてはた

らく権力とのかかわ りにおいてこの事件を考察するとき、皮肉にも、この騒動は、この権

力を 「成功」を例証 していた。米騒動は、ほかでもない、「食の守護者」である女性たちに

よって引き起 こされた闘争だったからである。ある雑誌記事作者のことばを借 りれば、「婦

人は平常は取分けて其の力が現れないが、若 し他か ら来つて其の家庭を躁躍せんとする時

は女は、真剣 となる。その時は男子以上であると見て宜い。普通やきもち喧嘩で女の方が

余計真剣になるのは家庭を思ひ子を思ひ、夫を惟ふ念慮が男の同様の念慮よりも濃かく、

切実で、本気であるからである」[中 野正剛、一九二二:一 〇七]。

しかしまた、別の観点か らすれば、米騒動とい う社会現象はむ しろ規律的権力にとって

ひ とつの 「失敗」を意味してもいた。 とい うのも、第一節でみてきたように、栄養学とい

う学問はそもそも恒常的な食糧不足の問題、とくに大正年間に頻発 していた米騒動への対

処を目的にはじめられた。 この学問が、食糧不足をもっとも迅速に解消するものと思われ

たからこそ、国家はそれに手厚い保護 をあたえたのである。 ところがいま、当の栄養学の

実践が、その意図せざる結果として、さらなる 「米騒動」の勃発をまねいた。 しかも、こ

の騒動は、公的領域においては主体たりえないはずのく母〉たちによって引き起こされた

騒動である。こうした観点から再考するとき、米騒動 とい う社会現象は、規律化の完全性

と同時にその不完全性をも示唆する、興味深い事例であったとい うことができるだろ う。
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おわりに

本稿では、明治大正期の栄養にまっわる諸言説を分析することにより、これらの言説が

女性の自己意識の形成をいかに条件づけ、またそれによっていかなる政治的効果を生み出

してきたかを論 じてきた。

第一節で明らかにしたように、わが国における栄養学の受容はそ もそも(女 性ではなく)

男性身体の規律化を目的にはじめられた。兵営における脚気撲滅ならびに兵力の増強に、

栄養改善とい う策が有効と考えられたためである。 ところが明治三〇年代以降、しだいに

栄養を論 じる諸言説のなかで女性身体の規律化というテーマが前景化 してゆく過程がみら

れた。女性は、日々の調理実践をつ うじてこれ らの言説にもっとも多く触れる機会を得た

ばか りでなく、しば しば栄養をめぐるディスクールの主題 とされることをつ うじて、これ

らの権力作用にとりこまれていったのである。

このようにおおまかな整理をおこなった うえで、第二節以下では、具体的に当時の栄養

学的テクス トの内部で女性 と栄養の問題がいかに語 られてきたかを分析 した。そこでは、

二重三重ものや り方で、女性がく母〉とい うジェンダーに近似 させ られてきたのがわかる。

食にかんする専門学問である栄養学の誕生により、一方では各戸の台所で培われてきた女

たちの経験的知識が無効化 され、他方、女性には栄養学者 らの教えをよく学びつつ、みず

か ら主体的に一家の食生活をとりしきってゆくことが求められた。こうした観点からして

みれば、栄養学 とい う学問は、衛生学や生殖をめぐる技術など、国家が世帯単位で諸個人

の生命を管理 してゆくための技術のひとつとしてあったと言 うことができる。家族とはそ

の管理のための単位で、〈母〉はその管理の網の目を社会のすみずみにまでゆきわたらせ

るために不可欠なエイジェンシーであった。そして、このプロセスをお しすすめるにあた

って栄養学という学問がとりわけ有効であったのは、それが基幹 とするく栄養 〉概念が、

〈母〉ならではの慈愛の深 さや自己犠牲的分与を表現するのに都合のよいものであったた

めだろ う。この自然化 された概念のなかにすでにさまざまな文化的意味が書き込まれ、わ

た したちは 日々その意味を嚥下しているのである。

では、このように結論づけたうえで、「母 として」ではない女性の食行為はどのようなも

のであり得るのか、またそれはどうあるべきか。それを論 じることは容易ではない。なぜ

なら、今 日のように栄養の専制ボ強固で抗 しがたいものであるとき、不用意にその外部に

あらたな理想をもうけ、それを選びとることを 「すべての」女性に課すことは女性の心的

負担の倍化につながる。おそらく、規律化 とい うかたちで進行する権力のもっとも厄介な

ところは、わたしたちがそれにたいする抵抗をこころみようとすればするほど、結果 とし
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て、「女性にとってすべきこと」 「すべきではないこと」の リス トをさらに増殖 させて しま

うような しくみがそこに準備されて しまっている点ではないだろ うか。

したがって、本稿では 「代案」あるいは 「〈母 〉に代わるもの」を提起することは慎重

に避けながら、ただく栄養〉あるいはく母 〉とい う本質主義的概念を歴史化 し、無効化す

る作業をお こなってきた。 さいごに、それ とはべつの方向性 として、本文第四節でも示唆

したひとつの理論的立場についてふれて稿を閉 じることとしたい。すなわち、規律化の結

果っくりだされたく母 〉とい う概念の内部にふみとどまり、そこから現状変革を志向して

ゆくとい うや り方である。このことは、イリガライによる 「女性的なるもの(the角minine)」

とい う戦略的概念が昨今再評価されてきていることとも関係するが、一見本質主義的態度

にきわめて近いこれらの立場にこそ、現状変革の契機を読み とる糸口がかくされているよ

うに思われる。その理論的および実証的検討は今後の課題としたい。
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  Nutritional Knowledge and Gender: 

   the Birth of Nutritional Sciences 

and the Creation of the Nurturing Mother

Yasuko MURATA

      This paper offers a feminist critique of nutritional sciences in the early twentieth 

century Japan, by focusing upon its constructive force of creating a new gender image, that is, 

the `nurturing mother'. 

      At the turn of the century, when Japan was experiencing a radical social 

transformation into a centralized government, a new way of representing people's dietary 

practices emerged. It was the nutritional approach towards food, which was first adopted by 
the Meiji government in 1882. This approach became institutionalized and popularized 

during the Taisho era. 

      What characterized this new science were discourses upon women. I have examined 

some of these discourses and pointed out the ways in which this new gender image of women 

was articulated. Firstly, women's role became clearly distinguished from that of male 

nutritionists, who were positioned to give advice to these women. Women were asked to be 

attentive to what nutritionists teach and to contrive a more efficient way of preparing foods. 

Secondly, women were supposed to show certain toughness within the household. It was 

said that Japanese women's traditional gender role (to be always obedient and faithful to the 
`head' of the family under the patriarchal system) was no longer appropriate to the coming 

new age and that women have to be more active and responsible in the household management. 

And thirdly, further moral value was attributed to women's everyday practices of cooking 

within the household. Importantly, this feminized form of toughness and attentiveness has 

played a majour role in the above-stated centralization process during the Taisho era. With 
this attentive and active mother(s) at the center, people gathered around the table. It 

therefore enhanced the privatization process of the family and satisfied the political 

requirement of the time. 

      In addition to that, languages used to describe the body of a mother were very similar 

to that of `nutrition'. Her body was depicted as a material, nutritional, altruistic and 

self-sacrificing one, whose main concern was not the maintenance of her own life but of the 

others. Without the materiality of this body, without this `place' of construction, any 

construction would not have been possible. In this sense, the body of the mother was indeed 

a matrix from which the whole social relations emerged.

京都社会学年報 第8号(2000)


	文書名 _k-08-6-1
	文書名 _k-08-6-2



