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男性運動の派閥化と布置状況 

―K．クラッターボウ『男性性についての現代の視点』― 
 

今村 光一郎 
 

Kenneth Clatterbaugh 
Contemporary Perspectives on Masculinity (2nd.ed): 

Men, Women, and Politics in Modern Society 
（Routledge,1997） 

 
Koichiro IMAMURA 

 
 

1. ははじじめめにに 
 
類似する性・ジェンダーのイシューを扱う社会集団間には、どのような力学が働いているか。

性・ジェンダーの問題関心の共有が政策や学術の潮流にも現れてくる一つの要素として、社会

運動が寄与してきた側面は無視できない。1970 年代に女性運動の発展に対応するかたちで男

性学・男性運動が誕生したのは、アメリカ合衆国だった。現在では国際社会も男性の役割を重

視したジェンダー政策を展開するようになっており、女性運動のみならず多数のステークホル

ダーが性・ジェンダーのイシューに取り組んでいる背景が影響を与えていることは周知の事実

である。すなわち、男性もまた性・ジェンダー問題の当事者として運動に接しうるのである。 
では、男性が地域生活や家庭生活に参画し変容する過程で、どのように性・ジェンダーの問

題を捉え、市民活動のような集団的な実践にどのような力学が生じているのか、その有り様に

ついて詳述した事例は少数である（佐々木 2006、多賀 2018 など）。そのため、男性運動が始

動、展開するパターンに文脈に依存する特徴があるのか、それとも諸外国を参照して普遍性が

あるのかを検討できる段階にない。本書は、1990 年の段階でアメリカ合衆国における男性運動

の分岐、運動の戦略を網羅的に整理した初めての研究の成果である。各国の男性運動の状況を

分析する上での手がかりが得られるため、本稿を通じて紹介し、分析の視点を培いたい。 
 
 

2. 著著者者ににつついいてて 
 
著者の Kenneth Clatterbaugh は米国のワシントン大学の哲学名誉教授である。専門は近世

哲学、社会哲学、ジェンダー研究である。1967 年にインディアナ大学で博士号を取得した。近
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年の主な著作には、Clatterbaugh (2014)や Clatterbaugh (2016）などがある。 
Clatterbaugh 自身は社会主義者かつプロフェミニストの視点を保っていると、第二版の序文

で述べる。社会主義者かつプロフェミニストの視点とは、主にリベラルフェミニズムに近接し、

生産関係に着眼して女性の抑圧と男性の疎外を現代の資本主義の問題とみなす人々の視点であ

る。初版の刊行以降に起こった運動相互の勢力均衡は、強力なプロフェミニストの視点から反

フェミニストの視点に移っており、総体としての男性運動はフェミニズムを侵食し、家父長制

の制度と思想を補強していると述べる。社会主義者かつプロフェミニストの著者にとってこの

変動は、多様な視点を公正に提示することを一層難しくしているという。 
著者は、各男性運動の視点が「社会政治的」な視点であると繰り返し言及する。この含意は、

多数の運動が生活の広範囲に射程を定めており、全体の統制に向けたアジェンダ、すなわち手

順を用意した長期的な運動だ、というものだ。政治的価値観と傾倒は、確実に各視点の記述、

説明、評価、手順に加わるため、完全に客観的な男性性の捉え方などない。我々は、我々の理

論の根底にある価値観と前提を可能な限り認識しなければならない、という注意を読者に促し

ている（Clatterbaugh 1997: 205）。 
 
 

3. 本本書書のの概概要要とと意意義義 
 
3.1. 本本書書のの概概要要 
本書は米国の男性運動を理解するための基本的な枠組みおよび歴史、変遷、カテゴリーなど

各領域における男性運動の動向を知るために役立つ。男性運動研究の二つの特徴として、その

研究領域が社会学・心理学・犯罪学・人類学・政治学などの多領域にわたること、学術研究者

だけでなく、政策担当者や学校関係者、メディアも男性運動に対してそれぞれ関心を持ってい

ること、がある。本書は以下の通り 10 章から構成され、第１章が導入、第10章が第二版で加

えられた展望であるのを除けば、8 つの章はそれぞれ男性運動の派閥を検討した。 
 
第 1 章 男性運動の紹介 
第 2 章 保守的遺産 
第 3 章 フェミニストの支持者 
第 4 章 反動：男性の権利派 
第 5 章 男性探究運動（The Mythopoetic Movement） 
第 6 章 階級の問題：男性社会主義者 
第 7 章 ゲイ男性 
第 8 章 アフリカン・アメリカン男性 
第 9 章 プロミスキーパーズ 
第10章 過去から未来を見て 
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本書の目的は、保守派、プロフェミニスト、男性の権利派、精神主義派の男性探究運動、社

会主義者、ゲイ、アフリカン－アメリカン、そして福音主義のキリスト教徒の視点を検討する

ことにある。男性運動は、北米では第二波フェミニズムの影響を受けて林立し、1970 年代から

注目を集めた。すなわち単一の方向性をもつ運動というよりはむしろ、単一の記述のもとで概

括された複数の運動であることが、各章の運動の相違に表れているのである。 
個々の男性運動の集合としての効果は、フェミニズムを傷つけ家父長制的な制度と思想を強

化しつつあると Clatterbaugh は述べる。集合としての男性運動を下位分類するにあたって、

男性運動研究に「彼らが重要だと考える男らしさと、フェミニズムの影響の評価の視点から分

け」、「男性性に関する現代的な視点の地図」を提供する。ウィリアム・G・ドーティの『男性性

の神話』を除いては、男性たちと男性性についての視点の分類に関する研究はほとんど行われ

ていないと述べられている。 
著者の研究手法と時期区分だが、学術書、リーフレット、記事、機関紙、季刊誌、団体の趣

意書等、多様な資料を用いて、1980 年代から 1990 年代にかけての男らしさとフェミニズムを

めぐる男性運動の視点や認識をあとづけて対比を行なった。多数の研究対象からなる男性運動

研究における著者の一貫した姿勢は、同一の枠組みを用いて各男性運動の志向性の相違を明ら

かにすることである。 
本稿での構成上、3.1 では 8 つの視点の概要を整理する。3.2 では男性性をめぐる相違を説明

する。3.3 では第 3 章「プロフェミニズム男性運動」から、その思想と展開を詳述する。最後

に 3.4 でプロフェミニズムへの保守派の応答とプロフェミニズム男性運動が当時もっていた限

界を明らかにして、本書の知見を整理する。 
 
3.2. ８８つつのの視視点点のの概概要要 
本書の新しい点は、社会運動、および男性問題に言及する個別の立場から記述された膨大な

史資料を、同一のフレームを適用することを通じて志向性の違いを検討する点である。 
まず、第１章で述べられるフレームワークでは、社会政治的視点を特定するために、4 種類

の情報が必要だとする。必要な情報とは、「現代社会における男性の社会的現実は何か」、「この

社会的現実を維持または説明するものは何か」、「よりよい社会的現実はどのようなものか」、

「どうすればよりよい現実を実現できるか」の 4 つである。4 つの問いに対応させて各章には、

「歴史的素描と一次資料」「男性の現実についての記述と説明」「男性の現実の評価と変化のた

めのアジェンダ」「批判および応答」の節タイトルが用いられており、構成が統一されている。 
著者が膨大で詳細な史資料をもとに理解した男性性の現状を評価したのちに、社会運動の目

標および理想とする社会像・男性像はそれぞれ異なることが示される。著者の章立ての順序は、

8 つの視点が登場した時系列に従っており、提唱者による著作の刊行や組織の設立が運動開始

時のメルクマールとなっている。それらを表に示した（表１）。 
8 つの視点はフェミニズムに対する波として、フェミニズムに対する男性の応答の歴史とな

っている。フェミニズムに対する道徳的保守派の抵抗に始まり、1990 年に活況だった福音主義

キリスト教の保守運動のプロミスキーパーズで結ばれる本書の構成は、「男性運動の全体的な
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方向性を象徴」していると Clatterbaugh は総括する（Clatterbaugh 1997: 205）。これがどう

いうことか、8 つの視点の概要を示して説明する。 
 

表１．運動の目標と開始（筆者作成） 

 
 
第 2 章「保守派の遺産」は、フェミニズムに対する最初の反応である。ここでは、進化論を

提唱したダーウィンを創始者に定める、キリスト教の道徳的保守派の男性運動がたどった変遷

を論じる。Sexual Suicide（Gilder 1973）の刊行をきっかけに、伝統的な保守派雑誌 National 
Reviewの記事に繰り返し登場することで、進化論を根拠とした保守主義が再生産されている。

保守主義の目標は、夫を稼ぎ手、妻を主婦とする伝統的な核家族の回復である。中絶、ポルノ、

暴力、薬物乱用といった社会規範の崩壊した社会を招いたのが伝統的な核家族の解体だと考え、

小家族や地域共同体の単位で健全な社会変革を起こすことが望ましいと考えている。 
保守派の波と同時期に訪れた第 2 の波は、第 3 章の「フェミニスト支持者」であった。この

運動は Conscious Raising Group（意識昂揚グループ。以下、CR と表記）の組織を通じて 1973
年頃に勃興した。CR とは、個人の体験を少人数グループで共有して意識を高め合う運動のこ

とである。彼らは、女性を抑圧し、男性たち自身に有害な男性性の放棄を促す社会運動の創出

を目標とする。女性に対する暴力の撲滅、および男性の同性愛嫌悪を減らすこともまた、CR の

始動以来、一貫して取り上げられてきた個々人由来の問題である。 
第 4 章では、男性は一般的に多くの法と社会と心理の性質上、認識されてこなかった不公正

によって従属させられている、という前提を共有する男性の権利派（Men’s Rights）を対象と

する。この運動は、特に離婚と親権問題で生じる男性の不利益を男性差別と認識し、1970 年代

初頭にこの問題を中心に組織化された。1971 年の「全米離婚改革派連合（The Coalition of 
American Divorce Reform Elements）」設立が明確な出発点で、1973 年に「男性の権利派協会

（以下、MRA）」が誕生した。「離婚率を半分に減らし、男性の平等な権利を獲得すること」が

当初の目標だった。男性であることのリスク認識を高め、男性性のコストと差別を認識する実

質的な運動を構築することが、長期的な彼らの目標である。 
第 5 章では、精神主義派の立場である男性探究運動を紹介している。Clatterbaugh によれば

男性探究運動の代表的存在は、ロバート・ブライとジョン・ローワンである。男性探究運動の
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視点は、多くをユング派心理学に負う。1987 年にローワンが著した”The Horned God”（角の

ある神）は、男性的な原型を示す心理学由来のメタファーである。このように神話や魔術と絡

めて男性性を論じたローワンの同書に続き、ブライの実践が合衆国で最も影響力のある精神的

アプローチの手法となった。彼らの運動の目標は、適切な男性の成人男性の儀礼の回復である。

ユング派心理学では自分の傷や影に適切に対処できる成熟した成年男性像が肯定され、そのた

めの通過儀礼と成長過程を回復させることを運動のゴールとする。 
第 6 章では、カール・マルクスを社会主義思想の最も影響力ある理論家と定め、そこから生

じた社会主義運動に焦点を当てる。Clatterbaugh は、これが男性運動に発展した契機を、1968
年の Students for a Democratic Society によってなされた「女性に関する決議」と定める。こ

の運動は、短期的な運動の目標として、賃金労働における労働者男性の統制強化、長期的な目

標には労働者と所有者階級の分割を終焉させることを掲げる。女性の労働に対して及ぼされる

男性の権力に反対し、労働環境における男女平等と、その先の労働者を管理する所有者の解体

を目指している。 
第 7 章では、ゲイ男性の視点で各男性運動を照射する。この運動の始まりは、1969 年 6 月

28 日の「ストーンウォールの反乱」に遡る。この事件は、ニューヨークのゲイバーに対する警

察の踏み込み調査に対し、ゲイ男性が抵抗したことに始まるLGBTQ当事者の抵抗運動である。

以来毎年、数万人の同性愛者が全国のプライド・パレード（Gay Pride）で行進する。彼らは性

的指向に基づく差別の終焉と、同性愛を肯定する社会の創出を目標とする。 
第 8 章では、アフリカン－アメリカンの男性運動を紹介する。彼らの視点では、黒人解放運

動自体が黒人解放と黒人の男性性の主張とを同一視していたことに触れる。奴隷解放運動、公

民権運動と、男女に無関係に黒人差別解消のための運動は続いた。第 7 章までの各運動の担い

手にも多数の黒人著名人が含まれる。1990 年設立の「アフリカ系米国人男性評議会」は、史上

初めて黒人男性の同一性が掲げられた運動だった。 
第 9 章では、宗教的保守派で 1990 年代に広がったプロミスキーパーズの男性運動を概観す

る。これは、コロラド大学の元フットボールコーチである B．マカートニーが 1990 年に始め

た福音派のキリスト教徒による男性運動だ。福音主義は、信仰のみ、聖書のみを重視するプロ

テスタント保守派の一派である。地元の教会や評議会、Christian Coalition（キリスト教徒連

合）、Focus on the Family（超教派の福音主義伝播団体）を含む多数の支持基盤が存在した点

で他の運動と異なる。雑誌 New Man および指導者による膨大な著作やエッセイ集から、

Clatterbaugh は多数の出典を示す。 
本稿では、運動ごとに整理された男性運動の思想と沿革を、男性性をめぐる相違、プロフェ

ミニズム男性運動内部の差異、保守派の応答とプロフェミニストの限界、の三つに焦点化して

紹介する。各男性運動の外的・内的な葛藤が最も鮮明に浮かび上がるのがこれらのイシューで

あり、本書の興味深い特色である。 
 
3.2. 男男性性性性ををめめぐぐるる相相違違 

8 つの視点が異なるのは概して、「男らしいジェンダーロール」に何を含むかにおいて相違が
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あるからだ。8 つの視点を分類する際の基準は、彼らが重要と考える男性性のあり方が第一で

ある。本稿ではプロフェミニズムの男性運動とプロミスキーパーズをその後の歴史に与えた影

響から大きく取り扱うが、各運動が示した男性性を整理し相違点を本節で概観する。 
 

表 2．運動が評価する男性性（筆者作成） 

 
 

 これらの男性運動はいずれも、思想の核および明文化された媒体をもって会勢の拡大を図

る。男性ジェンダーを社会運動の対象とする上で、どのような男性性を保守すべき、あるいは

変革すべきなのか、が明言される。これにはまず現実の男性役割、男性性に対する認識の差異

があり、さらに各男性運動は肯定的および否定的に評価する男性性を提示している。 
 保守派には道徳的保守派と生物学的保守派があるが、本質主義者である点で共通する。男性

性と女性性の社会的役割は、こうして生まれもった本質的な性質が発現したものとされる。す

なわち、男女にとって獲得可能な行動と態度の型に制約があると認め、暴力的なステレオタイ

プに当てはまる男性を野蛮なものとする。したがって、道徳的保守派は社会の伝統に基づいて

いると感じる社会制度や慣行を称賛し保護する。具体的には、制度や慣行が支えてきた社会的

な役割により、扶養者であり女性と子どもの保護者、父親として道徳を守ること評価する。総

じて、男性性や女性性は外部の制約によって維持される社会的工夫として肯定される。 
他方で、男性から女性に対して生じる抑圧構造を重視してフェミニズムに応答した、プロフ

ェミニストと男性の権利派の視点が登場する。二つの視点が対照的であることが繰り返し述べ

られる。二つの視点は、男性の役割のコストに対する深い懸念を共有している。男性の権利派

が強調する男性像は、感情的なケアを行う女性に依存する存在であり、過労と罪悪感に特徴づ

けられるような、高いコストを背負うものだ。この結果、共感と自己認識の源となるはずの他

の男性たちに依存できない。男性の権利派が看取する社会的現実は、母親から得た女性的な価

値観では社会で成功できない、無力な男性像である。この現実から掲げられる理想は、”Men 
Freeing Men”、すなわち男性を解放する男性であり、抑圧されて一級の市民になりえていない

男性を解放しようという思考が核になる。プロフェミニズムの男性運動については次節で検討

するが、既存の男性性が文化的に創造されて抑圧を生じていることを前提とするのは男性の権

利派と同様だ。ただし、女性が男性によって差別、支配、客体化され、多くの男性に開かれた

権力の領域から排除されているという制度的な抑圧を重く見て、男性性を再配置しようとする
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点で男性の権利派とは理想が異なる。 
続いて、ユング派心理学に基づく男性探究運動は、安定した精神的基盤をもつ存在としての

男性像を評価する。キリスト教徒の神話から、男性には生来の「影」の部分と女性の原型をも

つアニマの両側面を備えており、この調和が取れた男性が魂を通じて遺伝的に受け継がれてゆ

く。家父長制が男性に付与した産物だとし、男性は女性らしさに圧倒され、健全な育成から切

り離されているというこの主張は、男性の権利派とも呼応して女性を非難する傾向すらもつ。 
男性性に対する社会主義者のアプローチは、三つの基本的な考えに基づく。階級構造の資本

主義社会の生産関係によって作られたものであること、男性性の代償は生産関係によって生み

出された疎外であるということ、そして権力の関係を持つ階級構造自体が変更されるまで男ら

しさの変更はありえないということだ。社会主義者の中でもプロフェミニストは性差別解消に

は階級構造の終焉は不可欠としながらも、資本主義の階級構造に加えて家父長制の構造によっ

て女性の抑圧が形成されていると信じる。社会主義者の視点では、所有者階級に抵抗し連帯す

る男性労働者が肯定的に捉えられ、低賃金のブルーカラーや女性の管理者は構造に縛られた存

在として否定的に形象化されている。 
アフリカン－アメリカンについては、彼らが白人男性との間に平等を達成するためには、家

父長制の構造、および白人の男性性の規範を受け入れることが必要になる。新興の女性運動の

中には、黒人解放運動の要求と言葉の多くを採用して運動を展開したものもあった。男らしさ

は女性に対する権力として現れるというプロフェミニストの主張や、男性が女性の労働力を支

配しているという社会主義の主張は、人種的特権に基づく男性間の違いを説明することができ

ない。1990 年代の時点で、黒人フェミニズムは確立された事実となった。第７章で紹介される

ゲイコミュニティの中ですら、アフリカン－アメリカンの男性はバーやクラブ、ゲイの懇親会

などで頻繁に「服従」を伴って迎えられる。このような態度は、ある種の抑圧に対する感受性

が他の種類の抑圧に対する感受性に変換されない、という問題である。 
理想の男性性は運動ごとに固有のトピックをもつため、Clatterbaugh は安易に対立軸を設定

していない。あえて筆者がまとめるならば、家父長制、ジェンダー間の抑圧構造という二つの

焦点をめぐって保守・革新の志向性が交互に引力をもってきており、政治思想や人種などの男

性問題に隣接する領域との間で男性たちの流出入が起きることで、微妙に均衡が崩れたり保た

れたりしている、という状況が浮かび上がっている。 
 
3.3. ププロロフフェェミミニニズズムム男男性性運運動動内内部部のの差差異異 
以上の全体的な傾向を踏まえ、本節ではプロフェミニストの著述を掘り下げて考察につなぐ。

３章で言及されるプロフェミニストを特に取り上げる理由は、2020 年代から遡って参照され

る潮流であること、運動内部の派閥間の葛藤が興味深いことの 2 点である。 
米国におけるプロフェミニスト男性の視点の基礎は、1960 年代後半から 1970 年代前半にか

けて築かれた。この視点に集まった男性たちの動機だが、プロフェミニスト男性の多くは、彼

らが親密に付き合う女性からの直接的な影響を通じて、フェミニズムの衝撃に対して関心を抱

いた。彼らは、米国社会が性差別的で、女性が男性によって権力の領域から排除されていると
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認めた。しかし、プロフェミニストの男性たちが同一の思想、理念をもって運動を形成したわ

けではない。むしろ、ラディカルフェミニスト（急進派）とリベラルフェミニスト（穏健派）

の理念と運動上の軸には大きな懸隔があり、多様な相違点をもっていた。 
 まず Clatterbaugh は、歴史上のプロフェミニスト男性運動を勃興から辿り、その多様性の

分岐を描く。1960 年代後半の運動開始当初からフェミニスト運動は、女性の抑圧に対する男性

の責任に立ち向かい、性差別に対する闘争における男性の役割の可能性を考えなければならな

かった。初期のラディカルフェミニストは暴力とミソジニーを本質とする男性像を措定した。

一方、リベラルフェミニズムは女性同様に男性も、ステレオタイプに従わされているとみなし

た。分岐は生じたものの、どちらの類型の男性たちも 1960 年代の後半から 1970 年代初頭に

CR を形成した。Unbecoming Men（Mike 1971）は男性の CR を起点として出版された初め

ての著書である。プロフェミニストの男性は全国組織を計画し始めた。1975 年には、テネシー

大学の女性学プログラムの後援の下、最初の男性と男らしさ会議（M＆M 会議）がテネシー州

ノックスビルで開催された。これらの会議は以来ほぼ毎年、通常は大学のキャンパスだが、さ

まざまな場所で開催されている。 
1981 年にボストンで開催された第 7 回 M＆M 会議から生まれた「全国男性組織（The 

National Men’s Organization）」は、1982 年に the National Organization for Changing Men 
(NOCM）になり、1990 年に再びその名前を変更して現在の NOMAS になった。これはプロフ

ェミニスト男性のための最大の全国組織である。この組織はリベラル派とラディカル派の両方

を含み、M＆M 会議と同時に会合を行う。目標として、「私たち自身や他の男性だけでなく、不

平等を生み出す制度も変える」ことを掲げて、男性の前向きな変化を支援する男性と女性の活

動家組織として地位を確立した機構である。この目標の提示は、「家父長制」の語と男らしさの

解釈をめぐるラディカル派とリベラル派の論争を回避し、双方の視点を混淆させた。すなわち、

政治的行動と不平等を生み出す「制度」の変更を要求する姿勢をとり、家父長制的な性質を備

えた具体的な法規変更を訴えた。 
章の後半では、ラディカルフェミニズム派とリベラルフェミニズム派の男性運動の相違点を

示しながら、二項対立が描かれる。ラディカル派のプロフェミニズムの中核には、私たちが暮

らしている政治的および社会的現実が「家父長制」として最もよく描写されるという信念、そ

して男性性が文化的に再生産されるのはこの構造の内部だという信念がある。 
ラディカルフェミニズムは、家父長制の支配下で男性が価値観や社会的役割を定義しそれら

を守らせるような規範の一つに、「男らしさ」が含まれるという立場をとる。ラディカル派の一

部は、明白な暴力こそが男らしさの究極の基準だと信じている。家父長制の価値観が内面化さ

れている場合、明白な暴力は家父長制構造を維持するために使われることはない。むしろ、家

父長制とミソジニーが浸透しているからこそ、女性に対する支配的な力のことを「男らしい」

と形容することで露骨な暴力の行使を回避しているのだと説明する。同時にラディカル派の男

性は、男らしさのコストがもたらす男性の寿命短縮、自殺率の上昇、ストレス関連疾患の発症

率の高さから、害がもたらされる側面を指摘する。しかし、彼らラディカルプロフェミニスト

の男性の女性に対する罪責感が各所に見られる。すなわち、積極的に家父長制の権威に頼らな
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い人間だとしても、男性一般が特権を享受していると考え、家父長制の構造のもとに明白な暴

力を回避して特権を保持する男性像に批判の核心を向けている。 
 リベラルなプロフェミニストも、男らしい性別役割の強制は女性らしさの制限と同質の一連

の制限であるというラディカル派の見解に同意する。「支配的であるように社会化されている」

と男らしさを理解し、社会化過程における負の産物として捉える。リベラル派のプロフェミニ

ストによる 1990 年頃の著作のほとんどは、歴史を通して、そして異なる世代や背景の女性と

男性との相互作用を通して変化するダイナミックな存在として「男らしさ」を扱う。 
 以上のようなプロフェミニスト男性間の相違点について小括する。ラディカル派は男性の権

力と特権を見出す傾向にあるが、リベラル派のプロフェミニストは男性と女性の状況に対称性

を見出す傾向にある。さらに、ラディカル派のプロフェミニストは男らしさの中心にミソジニ

ーを置く一方、リベラル派はミソジニーをいくつかの主要な特徴の一つにすぎないと考えてい

る。このような違いこそあれ、現代のプロフェミニストは、全ての男女が人間の能力を完全に

充足すること、男性性はこれらのうち一部分のみを発展させるのだという見解で一致している。

男性性のステレオタイプと理想の因果的役割については、理想的な行動や態度が単一であると

虚飾し、よく適応した男性にのみ占有される現実を問題とする。これを解決するための方策と

して個人に焦点を当て、男性的な性役割の制限から逃れることができる方法を模索している。 
 

3.4. 保保守守派派のの応応答答ととププロロフフェェミミニニスストトのの限限界界 
プロフェミニストの初期には道徳的保守派、のちにプロミスキーパーズの視点と大きく異な

ってくる。Clatterbaugh はプロフェミニズムの具体的な展開のされ方を述べ、プロミスキーパ

ーズと比較して大きかった運動の行き詰まりを説明している。 
まず、性・ジェンダー間に生物学的に差異を見出す道徳的保守派は当初から、割り当てられ

た親の役割の基本条件を変えてしまうフェミニズムに批判的態度をとった。端的に言えば、伝

統的な家族を攻撃してきたフェミニズムを批判している。フェミニズムにより 80 年代、90 年

代に進行した社会的ネットワークの衰退と仕事の不足、特に家族の賃金を支払う仕事の不足が

貧困をもたらし、道徳的保守派が求める伝統的な家族の回復が一層困難になっていると指摘す

る。一方、生物学的保守派は、現代社会における男性優位の普遍性に疑問を投げかけなかった。

一部の生物学的保守派は、男性が担ってきた公的領域における競争になると女性は劣ってしま

い、帰結として社会的コストと暴政を生むことになると懸念する。しかし、フェミニズムは社

会の基盤そのものに損害を与え、男性性を体現している男性にとって魅力的ではない。道徳的

保守派が男らしさを「男性の元来破壊的な傾向を制御するために課される社会的役割」とみな

すのに対し、ラディカルフェミニストは家父長制の社会秩序を維持するために元来穏やかな男

性に課される破壊的な役割とみなす。さらに後者は、家族における性的政治は国家の権力政治

における心理的モデルを提供するとして、前者が危惧する家族の崩壊は、男性による女性支配

を緩和する上で正の効果をもたらすかもしれないとまで述べる。ここに、保守派とラディカル

フェミニズムの間の、男らしさと家父長制の関係性をめぐる視点の相違が見られる。 
 プロフェミニスト運動の両翼は、男性自身の性差別的行動を認知させ、他の男性たちから密
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接な感情的支援を引き出し、彼らの反性差別主義を育み、奨励するための主要なツールとして

CR を採用した。参加者たちは自身を疑い、男性たちがミソジニーの中で支え合うことを恐れ

た。しかし CR は、男性がステレオタイプによってどのような影響、害を受けたかに焦点を当

てることに成功し、ミソジニーの思潮には至らなかった。1990 年代までにプロフェミニストの

間で新たに到達したコンセンサスは、男性は確かに権力を持っているがその権力を保持するこ

とはコストをもたらした、ということだった。 
しかし Clatterbaugh が集めた史資料では、プロフェミニズムの男性運動に従事した人々に

よる情緒的な経験が描出されている。ラディカルフェミニズムは、男らしさを維持する構造を

も指摘しているが、支持者の中には、家父長制から利益を得る自分自身を変えねばならない、

自分自身を信用しないという心理的な重荷に苦しんでいる支持者もいる。まず、男性の生来の

抑圧者性を重視するラディカルフェミニズムの支持者は、家父長制内部での変化を志向するあ

まり、抑圧についての語りを拒絶し、政治的なアジェンダの実践を阻んでしまった。一方、リ

ベラル派のプロフェミニスト男性は男性の経験からしか表現できない経験があるという立場か

ら、リベラルフェミニストから同意を得られるような、男性自身の制限に裏付けられた経験を

表現する中でフェミニズムにおける男性の肯定的なポジションを見出した。思想上の違いは、

公的機関に対する要求の姿勢の違いにも現れ、ラディカル派がピケッティング（デモ参加する

こと）やチラシの配布などの直接行動を行うのに対し、リベラル派は平等憲法修正条項に焦点

を当て個人的な変化を促すワークショップや、男性らしい固定観念や理想の限界から逃れるよ

うなワークショップに焦点を当てている。つまり、こうした思想上の違いが、プロフェミニス

トの間でも運動を展開する姿勢の違いを生んでいるのだ。 
9 章で Clatterbaugh は分析対象の最後にキリスト教福音主義の男性運動であるプロミスキ

ーパーズを登場させることを強調する。男性の現実とアジェンダの評価について彼らは、北米

の文化と倫理が危機に瀕しているとみなす。彼らは政治運動としてアプローチされるだろうが、

政治運動であることを明示的に否定しており、運動形成の経緯は父親に対する「家庭に帰れ」

というメッセージが核になっている。 
その経緯だが、19 世紀の元メジャーリーガーの W. サンデーは 20 世紀初頭、米国中で何百

もの伝道集会を主催した。節酒や女性の女性への参政権、教会生活への男性の参加の減少の問

題を扱ったように、女性の新しい主張、女性が率いられる家族の増加、男性の暴力、教会生活

における男性の参加の減少など、時事問題に取り組んだ。サンデーの集会は数千人の男性を動

員して成功したが、すぐに息たえた。男性は一般的な同一のメッセージを何度も聞くことに興

味を失う傾向があった。1990 年代のプロミスキーパーズもおそらく同様の運命に直面してい

た。そのメッセージは非常に一般化され、何度も繰り返され続けている。そして実際に、若年

の男女が平等に向かって動くジェンダー革命が社会や家庭にあるとすれば、プロミスキーパー

ズは、若いキリスト教徒と教徒以外の人々によってすでに放棄された伝統的な家父長制の復活

を求める声かもしれない、と Clatterbaugh は結んでいる。 
 最後に、1990 年時点でのプロフェミニズムの男性運動が到達した妥結点に言及して、当時の

プロミスキーパーズに押されぎみであったプロフェミニストの運動の限界がまとめられる。全

― 46 ―

教育・社会・文化研究紀要　第 22号



- 11 - 
 

国的なプロフェミニストの男性組織を構築することに加えて、リベラル派は性差別と闘う方法

として男性学プログラムを形成することに注力してきた。男性学の既存の理論は男性のセクシ

ュアリティ、仕事、暴力をプロフェミニストの視点から検討していないこともあり、男性学と

プロフェミニスト男性の視点との間には、依然懸隔がある。 
第 3 章の要約と結論の節では、男性の社会化に関する科学的な探究をリベラルプロフェミニ

ズムが促進し、歴史と異文化を通じた多様な男らしさへの関心を喚起したことが述べられる。

しかし、リベラルフェミニズムを支持する男性運動は、人間の能力のうちでステレオタイプと

して制限された一部分が男性性だと誇張されている、と考えるため、これを「男性の問題」と

政治問題化することは難しい。なぜなら、家父長制や暴力性をも文化的構築と捉えて保守的な

家族観にアンチテーゼを投げかける政治問題化では、性的暴力はたしかに家父長制の一側面で

もあるとみなせても、貧困や排除を枠組みから取り去ってしまうからだ。さらに、異性愛者の

白人男性が男らしさに由来する制限と抑圧に遭っているというリベラル派の主張は、黒人や女

性など、男性を特権的で抑圧されることと無縁の存在とみなす他の集団を疎外してしまう傾向

すらある。すなわち、複合する問題やこぼれ落ちるマイノリティを包摂できるものではなかっ

たのだ。のちの章で論じられたアフリカン－アメリカンやゲイ男性の運動は、こうした問題を

適切に指摘している。 
最後に Clatterbaugh は、概ね肯定的にプロフェミニズムの男性運動を評価しつつも、男ら

しさと「抑圧」を結びつける主張および戦略が他の運動を疎外してしまうことと、男らしさの

再定位に繋がる運動に成熟していないことの２点で、この運動の限界を示唆している。保守的

な視点と比較して、アンチセクシストが掲げる理想は、過度に理想的で、不完全なものに見え

るという。プロフェミニスト男性運動を紹介した上で、後続の章でそれが他の男性運動から敬

遠される語りを紹介する Clatterbaugh の筆致から、運動の限界と運動間の均衡の揺らぎが読

み取れるだろう。 
 
 

4. 考考察察 
 
 本書のねらいは、1990 年代当時のアメリカ合衆国に並立した男性運動を、それぞれが掲げる

理想の男性性および社会の提示の仕方から分類し、運動内の葛藤や女性運動との関係からその

限界と可能性を論じることにあった。本書の分析視角が優れているのは、林立する男性たちの

集団を現実の捉え方とアジェンダの観点で水平に並べ、かつ隆盛した順に男性運動の均衡の移

り変わりを鮮やかに描き出したことにある。 
しかし、本書、特に第 10 章の展望に関しては、いくつかの疑問点も残されている。第 10 章

で Clatterbaugh は、1990 年代の世俗的な男性運動は衰退していると述べる。各男性運動の季

刊誌や会議の動員人数はほぼすべてが減少傾向であることが根拠だ。同時に、男性は保守的な

視点を受け入れているようだとする。1994 年の総選挙で男性が女性よりはるかに高い割合で

共和党候補者に投票したこと、プロミスキーパーズが 1990 年代において唯一、活気と潜在能
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力が伸長する可能性を秘めた男性運動だったことを根拠として示している。 
Clatterbaugh は男性運動の帰結について、内部の分派が個々のイシューに限定した主張を前

景化させるなかで運動全体の凝集力を失っていると指摘するかのようである。しかしながら、

伊藤（2002）でも指摘されていることだが、プロミスキーパーズの男性運動は、反フェミニズ

ムの立場を明確にしながら、現代社会で男性たちが背負っている悩みや疲労感の癒しのための

男性運動、という位置価を持っていた。分派が独自の主張を広げて支持を失う、という構図は

個人の悩みや癒しに関わりを見出す男性運動の特徴を捉えそこなっているのではないか。すな

わち、現実には、著書で理論上の正当性を示した書き手たちが分派を形成して人的資源や理論

上の実りを継承していることが確認できる。たとえば Clatterbaugh がラディカルフェミニズ

ムの男性運動の領域で紹介したＭ．カウフマンは、男性が振るう暴力をイシューとして 1991 年

に White Ribbon Campaign を開始した際の担い手となっている。男性主体で女性への暴力撲

滅に取り組むこの運動は、開始以来傍観者に介入する個人の存在を尊重する運動として個々の

経験に根ざした、Clatterbaugh が示した書き手の立場の措定も変化しうるものであることの傍

証となっている。主張を前景化させるからといって、必ずしも他の男性運動や理想的な男性性

との間で距離が生じるわけではないことを、社会運動のフレーミング論等を参照しながら検討

する必要があるだろう。 
関連して、支持者の属性や世代の影響を丹念に記述することで、参加者のライフコースや世

代論との照合を可能にしにくいことに限界を見てとることもできるだろう。Clatterbaugh の研

究からは、ニュース、機関紙の言説内容と照合しながら各運動の応答と盛衰を明瞭に述べてい

る。しかしながら、こうした時勢の効果と密接にはリンクしない形で、父親であるがゆえの危

機、中年／高齢者などの年齢を重ねる不安を感じて男性運動にコミットするようなミクロな生

のあり方が、総括の視点からこぼれ落ちる傾向にある。韓国の「娘の会」に参与する男性たち

が、「男性としての規範から逸脱する不安感や、性役割規範に対する、個人－集団間に存在する

権力関係」（佐々木 2006）を語ったように、年齢段階に伴う参与の動機に目を向ける必要があ

るのではないだろうか。実際に、シングルイシューで展開された運動、男性の中でも多数派の

主張に寄り添い続けた運動は 00 年代以降、解体する傾向にあった。このように男性のライフ

コースがもたらした男性運動の動機から、会員の少数派が運動に参与する動機と離れる過程に

着目した分析を加えることが、男性運動の衰えを説明する新たな構造を示せたはずだ。 
いささか望蜀の言を弄したが、それによって本書の重要性が減じるわけではない。 
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