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はじめに

　ケララ州はインド南西部、アラビア海と
西ガーツ山脈に挟まれた南北に細長く伸び
た州である。熱帯性気候、豊富な降雨量、
肥沃な土地に恵まれ、ゴム、バナナ、タピ
オカ、コーヒー、香辛料など換金作物が年
間を通して栽培されている。インド全体で
はキリスト教徒の数は人口の2.3%にすぎな
いが、ケララ州では30.7%を占めているこ
とも、特徴のひとつである（GOI 2001）。
街のあちこちにカラフルな教会、イエス・
キリストやマリア像が見られ、ヒンドゥー
寺院が多い他の地域とは異なった趣があ
る。
　美しいビーチとヤシの木、水郷地帯（バッ
クウオーター）のクルージング、アユール
ヴェーダ（1）などによって、南国のリゾート
地として観光客に人気があるだけでなく、

ケララ州は開発学においてスリランカと並
んで社会開発のモデルとしてよく知られて
いる。経済的には発展途上で所得水準が低
いにもかかわらず、教育や保健などの指標
では、男女ともに先進国と同様の高い水準
を達成しているからである。
　たとえば、インドの平均余命は男性62.6
歳、女性64.2歳であるが、ケララ州は10年
ほど長く、男性71.4歳、女性76.3歳である。
1000人当たりの幼児死亡率は、インドは55
人に対しケララ州は13人で、ブラジルの31
人、ロシアの14人より低い。識字率は男性
94.2%、女性87.9%と非常に高く、シンガポー
ルとほぼ同じ水準である。一方、インド全
体では、男性64.1%に対し女性は45.8%で、
その差は18.3%もある（2）。
　これらの社会指標を根拠に「ケララ州の
女性の地位は高い」と考えられている。し
かし、現実はどうなのだろうか。女子教育
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における課題はないのだろうか、教育分野
での成功がどのような変化を女性にもたら
したのか、そして男女共同参画社会という
視点からの課題は何なのか、について調査
することにした。2009年9月に9日間、ケラ
ラ州の政府教育局、教育機関、研究機関、
女性のための職業訓練所やNGOなどを訪
問し、関係者にインタビューを行った（3）。
　この報告では、ケララ州の基礎的な情報、
社会開発の背景について説明した後、社会
指標から見た女性の状況を示す。次に、現
地調査で得た情報をもとに、ケララ州の女
性の現状と課題についてジェンダーの視点
から分析する。

１．ケララ州における社会的発展の
　　背景

　インド南西部に位置するケララ州では、
日本の面積の約10分の1（3万9000㎢）に
3184万人が暮らす。インド32州のうち12番
目に人口が多く、人口密度では第3位の州
である（GOI 2001）。州都は南北に細長い
州の南端にあるティルヴァナンタプラム

（トリバンドラム）で、トラヴァンコール
藩王国（18世紀）の州都であった。ティル
ヴァナンタプラム市は教育・文化施設が多
い静かな街で、商業の中心は州の中央部に
位置するエルナクナム県のコーチ（コーチ
ン）市となる。主な産業は、観光業、農業
などで、最近はIT産業が成長している。
　ケララ州はインドの中で「特別な州」と
言われ、教育や保健など社会開発分野で突
出した成果を上げている。UNDPの『人間
開発報告書』でも、成功事例としてしばし
ば取り上げられ、その背景については、す
でに多くの研究分析がなされている。ここ
では、先行研究によって指摘されている要
因について、3つの観点からまとめた。

1　歴史的背景
　自然条件に恵まれているケララには、
3000年以上も前からヨーロッパ、中東、中
国などから貿易商が香辛料を求めて訪れる
など交易が盛んで、「海のシルクロード」
の要港地でもあった。キリスト教のミッ
ショナリーが早くから活動を始め、14世紀
ごろにはキリスト教徒のコミュニティがい
くつも確認されている。ヒンドゥー教徒が
多数を占めるインドの中で、キリスト教徒
が3割を占めるケララでは、独特の文化や
習慣が形成された。
　現在のケララ州は、1956年に3つの異なっ
た支配下にある地域が、マラヤーラム語を
母語とする州として統一され誕生した。南
部はトラヴァンコール藩王国では、教育の
普及に熱心な王やその妻たちが5歳から10
歳までの子どもについて男女の別なく義務
教育とし、1829年には図書館を開設し、
1860年代には公立学校を開始した。中央部
のコーチン藩王国でも、1818年には政府が
33の学校を設立し、ミッショナリーが英語
学校を始め、1890年代に公立学校を開始し（出典）Government of India （2001）。

図1　インド、ケララ州の位置
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た。北部のマラバール地方は、英国植民地
時代、マドラス州の管轄で、トラヴァンコー
ルやコーチンの藩王国と比較して遅れを
とっていたものの、1834年に学校設立の条
例が出され、後に小学校の建設が始まった。
　このようにインド独立以前の藩王国の王
たちやミッショナリーが、男女共に教育を
推進し、学校を建設していったことが、今
日のケララ州の教育レベルが高い主な要因
のひとつである。また、交易に従事する教
育を受けた人材の必要性もあった。さらに、
19世紀には西洋人がプランテーションの経
営を始め、商業化していく中で教育への投
資への意識が形成されていったことも指摘
されている。独立後間もない1951年の国勢
調査によると、インド全体の識字率は
16.7%であったが、ケララ州は男性58.4%、
女性38.4%と大きく上回っている。これは、
1991年のインド平均より、それぞれ高い数
値である（GOI 1991）。

2　政治的背景
　ケララ州が1956年に誕生し、共産党主導
の左翼連立が政権をとった。その後、左翼
連立政権と国民会議派主導の統一民主連合
の2大政党連合が5年ごとに政権交代を繰り
返しているものの、共産党政権が政策に大
きな影響を与えてきた。ケララは、インド
の中でもカーストによる差別が強かったの
であるが、主な支持層が中間層である共産
党政権によって、カースト制の廃止、土地
改革、教育改革、社会サービスの充実など
が断行されていった。搾取を受けやすい非
識字者が大半を占めていた他の州と比較し
て、1950年代初めには州人口の約半分が識
字者であったケララでは、民主主義的な選
挙によって選ばれた代表が、民衆のための
政治を行なったと考えられている（斉藤 
2005）。

　教育分野において、政府は学校建設、義
務教育の無償化、女子教育の促進などを早
くから行った。また、図書館運動やピープ
ルズ・ムーブメントと言われる大衆運動が
識字率を飛躍的に向上させた（4）。社会サー
ビスも充実しており、すべての村に医療機
関があるインド唯一の州で、71.6%の家庭
が敷地内で飲料水が入手でき、70.2%の家
庭に電気が供給されている（GOI 2001）。
　現地で会った人の多くが、「ケララには
カースト制は存在しない」「みんな平等で
ある」と言い、ケララは特別であるという
誇らしげな様子がうかがえた。今回の調査
ではカースト間や階層間の違いに特に着目
していないが、経済的な格差は小さいよう
に感じられた。コーチ市内では、デリーの
ように路上で物乞いをする人や生活してい
る人をほとんど見かけなかった。また、都
市部を離れたコッタヤム県やパラパド県を
車で走っていても、藁や泥でつくられた家
はほとんど見かけなかった。現地の人によ
ると、低所得者層には住宅への補助がある
そうで、ケララ州政府の社会政策が行き届
いている一面と受け取れた。

3　母系制家族
　父系制をとる社会が多い中、ケララでは
かつて母系制家族が多数を占めていた（斉
藤2005: 90）。その中でよく知られているの
はナヤール・カーストで、しばしば人類学
者などの研究対象となっている。マラバー
ル地方に多く住んでいたナヤールは、結婚
後妻も夫もそれぞれ自分の母親の家に住
み、夜に夫が妻の家を訪れる形態をとって
いた。男性には子どもに対する権利も義務
もなく、父子関係は存在しない。家族の土
地は、男性と女性の兄弟・姉妹全員で共有
し、長男がその管理にあたる。
　この母系制家族では、娘の誕生を不幸だ
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と見なすことはない。女性も物事を決定で
きうる立場にあるため、教育を受けること
が重要だと考え、娘を教育しようとする動
機が強いと思われる。これが、ミッショナ
リーが男女平等に教育を推進したこととあ
いまって、ケララ州では早くから女子教育
が進んでいた理由とされている。たとえば、
リドルとジョーシ（1996: 103）は、ケララ
の女性に関する社会指標が高いことに対し
「母系社会の存続と女性への愛着を持った
文化的価値観に起因する」と論じている。
　しかし、19世紀からイギリスが結婚や相
続に関する法律をナヤールの慣習とは相容
れないものに変更していき、母系制は崩壊
していった。コーチ市のあるナヤールの家
族を訪問したところ、家族の長である女性
は夫と2人暮らしで、1人娘は結婚して近所
にある夫の会社の社員寮に住んでいるとい
うことだった。女性の兄弟については、弟
が同じ敷地内の別の家に住んでいて、他の
兄弟はケララ州外に住んでいるそうだ。娘
さんがターリー（聖紐）を結ぶナヤールの
結婚の儀式などについて詳しく説明してく
れるなど、伝統が継承されている様子がう
かがえたが、居住形態や土地・財産の管理
については、子ども（兄弟・姉妹）の数の
減少や社会経済環境の変化によって、変
わってきているのだろうと思われた。

２．社会指標で見るケララ州の女性の
状況

　社会開発において成果を上げ、「ケララ・
モデル」として取り上げられているケララ
州では、女性の地位が高いと言われてい
る。主な経済・社会指標を見ると（表1）、
ほとんどすべてにおいて、インドの平均を
上回っており、特に女性に関連する指標で
の違いは明らかである。ここでは、これら

の指標から、ケララ州の成果を検証してみ
る。
　経済的な発展については、実はケララ州
は優等生ではなかった。1990年代初めに社
会開発のモデルとして取り上げられた当時
は、1人当たり州内純生産はインドの平均
以下であり、社会的な発展と経済的な発展
のつながりに疑問が投げかけられる事例と
もなっていた。しかし、州内純生産の成長
率が2000/1年の3.53%から2005/06年の12.59%
と上昇し、貧困層の割合もインド全体と比
較して極めて低い。
　1人当たり州内純生産も、1995/96年には
32州中11位、2000/01年には10位と躍進し、
2007/08年には6位にまで浮上している。ま
た、ケララ州では海外で働いている人から
の送金が経済の中で大きな部分を占めてい
るが（5）、州内純生産には含まれていないこ
とを留意しておくべきである（Ramachandran 
1996: 219）。コーチ市中心部から郊外へ向
かっているとき、セメント造りの大きな家
をいくつも見かけた。同行していた現地の
人が、「海外で働いたお金で立てた家です
よ」と説明してくれたことからも、ケララ
経済の中での海外送金の重要性が理解でき
る。
　社会指標においては、あらためて述べる
までもなく、インドの中で突出している。
合計特殊出生率と妊産婦および乳幼児死亡
率は最低値、平均余命は最高値であり、す
でに多産多死から少産少死への人口転換の
過程をたどっている。特に注目すべき点は、
ケララ州はインドで唯一女性人口が男性人
口より多い州だということだ。インドでは、
娘は嫁いで相手の家の人間となり、息子が
家を継いで親の老後を世話するため、男児
が好まれる。その結果、生物学的なバラン
スからかけ離れた男女の人口比となってい
て（6）、女性の比率は下がり続けている。し
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かし、ケララ州は1951年から1971年までの
時期を除いて、1901年からずっと上がって
いる（KSWDC 2009）。
　教育に関しては、純就学率で比較した方
が正確なのであるが、最近の州別の統計が
入手できなかったため、総就学率で示して
いる。小学校の総就学率は、ケララ州の方
がインド平均より低くなっている。これは、
ケララ州では就学年齢で入学し、それぞれ
の学年に相当しない年齢の子どもの就学が

少ないからである。他の州では、就学時期
が遅れ、たとえば10歳で小学校に入学した
子どもも1年生の就学者数に含まれている
ため、100%を超えた数字となっている。
　ユネスコ（UNESCO 2010）が発表して
いるインドの純就学率は、男性90%、女性
87%であるから、ほぼ100%の子どもが就学
しているケララ州より低いと言える。さら
に、中学校総就学率や、小学校および中学
校の退学率を見れば、違いは歴然としてい

表1　インドとケララ州の経済・社会指標の比較

インド ケララ州
州内純生産成長率（2005～06年） 13.87% 12.59%
1人当たり州内純生産（2007/08年） 3万3283ルピー 4万1814ルピー
1人当たり所得（2007/08年） 2万4258ルピー 3万2961ルピー
貧困層の割合（2007/08年） 19.33% 3.61%
人口成長率（1991～2001年） 21.54% 9.42%
人口の男女比（男性千人に対する女性の数）
（2001年） 933 1058

合計特殊出生率（2001年） 2.9 1.7
避妊普及率（2001～03年） 52.0% 72.1%
妊産婦死亡率（出生10万件当たり）（2001年） 407 140

男性 女性 男性 女性
乳幼児死亡率（出生1000人当たり）（2007年） 55 56 12 13
平均余命（2002～06年） 62.6歳 64.2歳 71.4歳 76.3歳
識字率（2001年） 64.1% 45.8% 94.2% 87.9%
小学校総就学率（2006/07年） 114.42% 107.84% 93.06% 93.80%
中学校総就学率（2006/07年） 77.41% 69.51% 100.97% 96.82%
小学校退学率（2006/07年） 29.52% 22.50% 0% 0%
中学校退学率（2006/07年） 49.64% 50.36% 0% 0%
平均結婚年齢（2001年） ----- 19.5歳 ----- 22.7歳
労働参加率（2004/05年） 51.6% 22.7% 50.6% 15.3%

連邦議会下院の女性議員の割合（2010年） 10.8%
（545名中59名）

0%
（20名中0名）

ケララ州議会の女性議員の割合（2010年） -----
5%

（140名中7名）

（出典） Ministry of Finance, Government of India （various years）、State Planning Board, Government of Kerala 
（various years）、Kerala State Women’s Development Corporation （2009）、Government of India 
（2010）、Government of Kerala （2010）。

（注）　 1ルピーは約2円（2009年9月現在）
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る。ケララ州では、ほぼすべての子どもが
小学校に入学し、中学校を卒業する。一方
インド全体では、小学校で約5人に1人、中
学校で約半分が中途退学している。
　インドで1番最初に「皆識字県」になっ
たのは、ケララ州のエルナクラム県で、
1990年2月に首相によって宣言された。
1991年には識字率90.86%を達成し、インド
唯一の「州民皆識字者州」になった。2001
年の国勢調査では、男性94.2%、女性87.9%
を記録し、男女間の差は6%程度であるが、
インド全体では男性64.1%に対し女性は
45.8%で、その差は18.3%もある。
　就学年数が長くなるにつれ、結婚年齢が
高くなっているようで、ケララ州では平均
22.7歳であり、大学を卒業する年齢に相当
している。インドの女性の平均結婚年齢は
19.5歳と報告されているが、農村部では10
代前半で結婚する女性も多くいる。
　しかし、経済と政治分野における女性の
進出に関しては、異なる様相を呈してい
る。インドでは1992年に第73次、第74次憲
法改正が行われ、パンチャヤート・ラージ
法のもと地方分権が進められてきた。人口
2万から3万人程度の自治体組織の運営にか
かわる議員の3分の1は女性とする割り当て
制が設けられ、2分の1に増やすと政府は昨
年決定した。人数が確保されていたとして
も、女性が自由に発言し、決定に及ぼす力
があるとは限らないが、地方自治体レベル
では少なくとも女性が意思決定の場に参加
する機会が保障されている。
　国レベルでは、インド初の女性首相と
なったインディラ・ガンジー氏は有名であ
る。2009年にはパティル氏が初の女性大統
領となり、クマル氏が女性でカースト最下
層出身の初の下院議長となったが、州や国
レベルで政界に進出している女性は数少な
い。ケララ州の状況も同様で、州議会では

140名中7名（5%）、連邦議会下院では2004
年には2名いたが、現在は1人もいない。ま
た、女性の労働参加率が15.3%にとどまり、
インド平均22.7%を下回っている。これに
ついては、後で詳しく述べる。
　このように、ケララ州では州政府による
社会分野への投資が実を結び、教育や保健
面において高いレベルの発展を遂げ、近年
では経済的な成長も見られる。特徴的なの
は、男女間の差が小さいことである。平均
余命や識字率ではケララ州の女性の指標が
インドの男性平均より高いほどである。こ
のため、「ケララの女性の地位は高い」と
言われている。ところが、政治や労働への
参加に関しては、そうは言えない状況が示
された。実際、社会における女性の状況を
ケララ州の女性はどう感じているのか、次
に報告する。

３．ケララ州における女性をめぐる
　　課題

　ケララ州における女性の状況を社会指標
から見ると、インドの他の州よりはるかに
高い数値を示し、日本を含む先進国と変わ
らないことが分かった。国連機関やインド
政府による報告書でも、ケララの女性の高
い地位について賞賛する記述をよく見かけ
る。実際、政府職員、教育関係者などに、
教育における男女差や女子教育における課
題を尋ねても、「男女差はない」「課題はな
い」という答えばかりであった。質問の仕
方を変えて繰り返し尋ねても、課題を引き
出すことはできなかった。
　しかし、本当にそうなのであろうか。日
本でも教育における男女平等は、ほぼ達成
されたと考えられているが、課題はある。
たとえば、大学へ進学する割合は男子より
女子の方が低い、理工系を選択する女子学
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生が少ない、大学の女性教員数が少ない、
学校でのジェンダー役割意識の再生産、ス
テレオタイプを助長するような教科書内容
などである（木村 1999: 亀田・舘 2000ほ
か）。さらに、女性が不平等の壁に直面す
るのは就職した後である。雇用、賃金、昇
進などで男女間に差があり、管理職や専門
職の女性、女性議員の数は少ない。
　そこで、ケララ州の女性は自分たちの状
況をどのように考えているのか、男女共同
参画社会に向けて課題はないのか、政府職
員、教育関係者、NGO職員、学生などに
聞いてみた。以下、ジェンダーの視点から
ケララ州での女性をめぐる状況や課題につ
いて考察する。

1　教育における男女の状況
　前述したように、インタビューした政府
職員や教育関係者からは、教育における男
女差や女子教育における課題は出てこな
かった。男女別の就学者数を
見てみると（図1）、小学校前
期課程（4年）、小学校後期課
程（2年）、中学校（3年）に
おいて、男女の割合はほぼ
半々である。高校になると女
子生徒の割合が男子生徒を上
回り、大学になると文科系で
も理工系でも、さらに女子学
生の割合が高くなっている（7）。
　また、10年生（中学卒業時）
と12年生（高校卒業時）の試
験合格率においても、女子生
徒の方が男子生徒より高い
（表2）。つまり、この2つのデー
タからは、女性の方が多く学
校へ行き、成績も良いという
ことになり、男女間の差とい
う点では、むしろ男子学生の

コーチ市内の小・中学校

パラカッド県の小学校

男性

女性

0％ 50％ 100％

小学校前期課程

小学校後期課程

中学校

高校

大学（文科系）

大学（理工系）

（出典）State Planning Board, Government of Kerala（2009）。

図1　男女別就学者数

表2　男女別試験合格率

男性 女性
10年生 90.2% 94.0%
12年生（普通科） 66.7% 78.1%
12年生（職業訓練科） 71.5% 84.5%

（出典）State Planning Board, Government of Kerala（2009）。
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方に課題があると考えられる。インタ
ビューの結果通り、教育指標からは、女子
教育の課題は見られない。

2　女性と女性を取り巻く環境の変化
　ケララ州は女子教育において、高い成果
を上げていることが分かった。それによっ
て、女性自身にどのような変化がもたらさ
れたのか、また周りの環境がどのように変
化してきたかについて、大学教員、女性の
ためのプロジェクトを実施しているNGO、
ジェンダーの専門家などをインタビューし
た。いずれも若い女性と20年以上かかわっ
てきた女性たちである。
　彼女たちの語った変化は、3つの側面に
分けられた。第1に、女性の内面的な変化
として、次のように述べた。

「自分に自信をもっている」
「恥ずかしがらない」
「成熟している」
「自分の意見を述べられる」
「キャリアを目指している」
「専門職を希望する」

　保守的な家父長制の社会では、女性は人

前であまり意見を述べたりせず、親が決め
たことに従って人生を送る場合が多い。現
在の女子学生は、自分の意見を持ち、意見
を述べられると答えた。また、花嫁道具の
ひとつでありがちだった大学卒業資格が、
職業を選択するためのものへと変わってき
ていると思われた。
　今回の調査ではコーチ市内の3つの大学
を訪問し、2つの大学で大学院生とグルー
プ・ディスカッションを行った。ひとつは
男女共学で政府が補助している大学、もう
ひとつは私立の女子大学である（8）。どちら
の大学においても、積極的に発言する女子
学生が印象的だった。これが年配の女性た
ちが語る変化なのだろう。
　第2の変化は労働に関する。私立女子大
学の50歳代前半の教員は、
「自分が大学を卒業したときには、修
士課程70名の同級生のうち就職をした
のはわずか5名で、卒業後すぐに結婚
する女性がほとんどだった。今は、8
割以上が博士課程へ進学している」
（2009年9月のインタビュー）

と言った。他の年配の女性たちも、次のよ

コーチ市内の公立大学 コーチ市内の私立大学
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うな大きな変化を述べた。
「大学を卒業してから就職し、月給を
得る仕事に就く女性が増えている」
「伝統的に男性の職業とされていた警
察官、大工などになる女性が現れ、職
業の選択の幅が広がっている」
「処女性を重んじる文化から未婚の女
性が親元を離れて就職することは、ま
れであったが、家族と離れて他の州や
海外に働きに行く女性が多数いる」
「これまでは、家事労働者として中東
に行く女性がほとんどであったが、看
護士、コンピューター・エンジニアな
ど専門職で、中東に加えイギリスやア
メリカなどへも働きに出ている」

就職する女性が増え、職業の選択の幅が広
がっているようである。
　ケララはもともと海外への移住労働者が
多いことで知られている。ケララ州内であ
まり産業が発達しておらず、雇用の機会が
限られていたからであった。かつては、建
設現場の労働者やドライバーとして出稼ぎ
に行く男性が多かったのであるが、近年で
は上述したような女性が増えているとい
う。たとえば、中東では女性専用の社員寮
を完備している企業があり、親が安心して
娘を送り出せるようになっていると聞い
た。給料と労働条件が良い上に、安全が確
保されていると考え、親も娘も海外で働く
ことへの抵抗が少ないのかもしれない。
　移住労働者に関する調査（KSWDC 2009）
によると、女性の移住労働者は1999年には、
全体の9.3%、12万7000人であったが、2004
年には全体の16.8%、30万900人にまで達し
た。特に未婚女性が増加している。女性の
教育レベルは高く、高校卒業以上の人が
80%を占め、大学卒業者が45%いる。一方、
男性は高卒以上の人は45%で、大卒は15%で
ある。行き先はアラブ首長国連邦、サウジ

アラビアなど中東の国々が圧倒的に多く、
続いてアメリカである。
　インド国内での移動の例として、IT産業
で成長しているアンドラ・プラデシュ州の
ハイデラバード市でインタビューした20歳
代後半の女性が挙げられる。彼女は、イン
ドの代表的なIT企業のひとつに勤務してい
る。出身は、隣の州タミール・ナデュであ
るが、同じように他州から働きに来ている
女性たち8人で一軒家を借りて、暮らして
いるそうだ。採用時に勤務地は決められて
おらず、入社後にデリー、バンガロールな
どインド各地に配属され、転勤もあるそう
だ。両親からの反対はなかったと言う。ハ
イデラバード市内では、女性専用の賃貸マ
ンションの看板を道路沿いに見かけた。彼
女のように親元を離れて働く女性からの需
要があるのだと考えられた。
　他方、ケララ州で1960年代初めにキリス
ト教系のNGOによって設立された女性のた
めの職業訓練センターを訪れた際、来所す
る女性が減少していると聞いた。1970年代
ごろには、1200名ほどが学んでいた。多く
は、中学校課程を修了した女性で、結婚す
る前に手工芸などの技術を習得していたそ
うだ。1980年代から90年代には1000名程度
に減り、現在では約200名となった。新た
にセンターに来る若い女性は少なく、30歳
代以上の女性がほとんだということだ（9）。
　第3に、結婚に関する変化であるが、こ
れは上記の労働形態の変化に関連してい
る。以前は、娘の教育は教養という意味合
いが強く、高校や大学を卒業すると就職せ
ず、親が決めた男性と結婚することが一般
的であった。最近では、学校を卒業した後、
職業をもち、収入を得て、家族へ経済的な
貢献をすることが期待されるようになった
そうだ。学校や専攻の選択も、いい仕事を
得るという視点から行われる。また、結婚
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後も夫やその家族の許可があれば仕事を続
けるようになった。
　さらに、「結婚市場」（marriage market）
における女性の価値も変化しているようだ。
結婚する前に親と同居していない娘は価値が
低い、あるいは価値がないどころか、負の価
値が付けられていた。処女性が疑われるから
だ。最近は、経済力のある女性の価値が高く
なっていると聞いた。特に海外で働いている
女性を希望する家族もいると聞いた。結婚後
に、夫が妻の働いている国へ移住し、そこで
仕事を得ようと考えているらしい。
　このように、女性の行動範囲が広がり、
家の外、州の外、国の外にも働きに出るよ
うになり、社会的、経済的な自立を経験す
るようになってきた。男性側の結婚相手に
対する価値観も変わってきている。そして、
このような変化を、社会が受け入れている
という点が重要だと思われる。

3　ケララ州の女性たちが直面する
　　課題
　高学歴になったケララ州の女性たちは、
学業修了後に州外や海外でも就職するよう
になった。女性の経済力が認められるよう
になり、結婚する女性に対する条件に変化
が見られた。結婚後には実家に帰るにも夫
の許可が必要で、家族の男性が同伴しない

と村の外へも出られないようなインドの農
村部の保守的な地域とは状況が異なる（太
田 2008）。「ケララ州の女性の地位は高い」
という意見を信じるに値する。
　ところが、女子大学生、女性のための
NGOで働く女性、ジェンダー専門家など
に話を聞いてみると、課題が見えてきた。
ここでは、労働、男性優位の社会、新たな
格差について考察する。

ａ　低い労働参加率
　課題と考えられたひとつは、女性の労働
参加である。ケララ州の女性の労働参加率
がインドの平均値と比較して低いと前節で
述べた。さらに詳しく見てみると、都市部
での女性の労働参加率は、ケララ州が
20.0%、インド全体が16.6%、農村部ではケ
ララ州が25.6%、インド全体が32.7%となっ
ている（GOK 2009: 443）。都市部ではケラ
ラ州の方が高い数値であるが、農村部では
低い。
　次に、表3は教育レベル別に労働参加率
を示している。都市部では、大学課程修了
者を除いてすべての教育レベルで、ケララ
州の女性の方がインド平均より労働参加率
が高い。一方、農村部では、大学院課程修
了者を除いてすべての教育レベルにおいて
労働参加率が低い。ケララ州では都市部と

女性のための職業訓練センター
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農村部の明確な境がなく、「rural」（農村部）
と「urban」（都市部）を組み合わせて、全
体が「rurban」と表現されるほど都市と農
村の差がないと言われている。しかし、女
性の労働参加率に関しては、両地域の間に
明らかな違いが見られる。
　労働への参加度が低い背景には2つの点
が考えられる。第1に、雇用の機会である。
ケララ州は失業率が高く、すべての教育レ
ベルにおいて未婚女性のうち4分の3が失業
しているという報告もある（GOK 2009: 
443）。農村部では、労働参加率が低下して
おり、その理由として、1990年代の稲作か
ら換金作物への移行と小規模・家内工業の
衰退が指摘されている。この2つの分野で
働いている労働者の中に女性が多いのであ
る。しかし、すべての教育レベルで都市部
より農村部で労働参加率が高い。都市部で
の雇用の機会が少ないとも考えられる。
　興味深いのは、教育レベルが上がるにつ
れて労働参加率が減少し、高校課程修了者
の間で1番低く、大学・大学院課程修了者
の労働参加率がもっとも高くなっているこ
とである。熟練労働者と不熟練労働者の雇
用はあるが、半熟練労働者の雇用が少ない
のかもしれない。

　第2に、女性の労働参加を阻む社会・文
化的な要因である。ひとつの事例として、
コーチ市から車で3時間ほど離れたコッタ
ヤム県でホームステイをした家族が挙げら
れる。ゴム農園が広がる富裕層が住む地域
で、大家族だったころの大きな家の空き部
屋を活用して、観光客を泊めるビジネスを
行っている家族が何件かある。宿泊した家
を所有する50歳代の夫婦の長男の嫁は、修
士課程を修了し半年ほど働いたが、結婚し
てすぐに子どもが生まれたため、現在は家
事と子育てに専念している。
　インタビューという形ではなく世間話の
中ではあったが、彼女にも義理の母にも結
婚をして子どもを育てることが当たり前

表3　インドとケララ州の女性の労働参加率（%）

都市部 農村部
インド ケララ州 インド ケララ州

非識字者 30.4 30.4 55.0 33.3
小学校前期課程修了者 23.4 28.7 44.9 38.1
小学校後期課程修了者 16.1 20.1 37.1 32.6
中学校課程修了者 12.3 17.4 30.5 26.2
高校課程修了者 12.9 13.0 25.2 14.7
大学課程修了者 48.6 40.4 52.3 46.6
大学院修了者 29.0 42.9 34.5 45.9

（出典）State Planning Board, Government of Kerala （2009: 443）より作成

ホームステイをした家（コッタヤム県）
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で、積極的に家の外で仕事をもとうとする
考えはないようだった。学歴は結婚をする
ための条件だけではなくなってきたと述べ
たが、必ずしもそうではないようだった。
富裕層や中流階級の上の層の中には、専業
主婦あるいは「腰かけの就職」という選択
肢も残っていると考えられる。また、結婚
後は女性に外に働きに出てほしくないとい
う考え方も残っているであろう。
　経済的な要因、社会文化的な要因が、ど
のように絡み合って、ケララ州の女性の労
働参加率が低くなっているか、さらに調査
が必要である。少なくとも、今回の調査で
は、女子教育の発展が必ずしも労働参加に
つながっていないようだと分かった（10）。

ｂ　男性優位の社会
　ケララは19世紀の初めごろまでカースト
による差別が強く、男性優位の考え方も強
かったと聞いた。カーストについては、社
会階層に変化をもたらすと考えられる教育
や経済的なレベルが全体的に向上している
ため、カーストによる壁はまったく無く
なっていないとしても、ケララ州の人びと
が言ったように比較的低くなっているのか
もしれない。しかし、男女間の差について
は、根強く残っていると語る女性が多かっ
た。
　前述した母系制の崩壊も、家庭内の女性
の地位の低下、そしてその後の低迷につな
がった可能性がある。リドルとジョーシ
（1996）は、土地や家屋の相続権を有して
いた女性を世帯主とする大家族制であった
ケララに対し、イギリス植民地時代に西洋
の男性世帯主という考え方を押し付け、独
立後のインド政府もケララ州の全政党の支
持を受けて、結婚と相続に関する法的な規
制を加え、母系制を廃絶するにいたったと
論じている。上位カーストの間での女性に

対する道徳的な規制や婚姻の習慣が、すべ
てのカーストに広まったことも指摘してい
る。
　ナヤールの家族では、女性と男性で財産
は共有され、夜に男性が女性の家を訪れる
形態をとっていた。これが、女系による財
産の集団所有形態を男性からの収奪、男性
の通い婚という形態は女性が性の権利をも
ち、性的な放縦であるとみなされた。そこ
で、男性に妻と子どもの扶養義務があると
規定した法律を成立させ、男性が個人の財
産を子どもに分与する権利を与えたりし
た。母系制から父系制へと移行していく過
程において、女性が生計と性にもつ影響力
を失っていったと分析している。
　父系制社会では、男性が財産を相続する
ため男児を好む。先に示した人口の男女比
では、ケララ州が唯一女性より男性の人口
が多いと述べた。ところが、0歳から6歳ま
での幼児の男女比を見てみると男児1000人
対 し て 女 児 は962人 と か な り 少 な い
（KSWDC 2009）。人口全体としては、女性
の数の方が多いのであるが、幼児の間では
逆である。近年インドでは、性の選別によ
る中絶が行われており、ケララ州でも出生
前に胎児が女児であると分かると、中絶を
行っている可能性があると考えられる。
　ケララ州の女性の状況について、実際に
女性の声を聞いてみると、年配の人たちは
「息子が娘よりも好まれる」、「女性は二級
市民である」、「職場でも家庭でも伝統的・
保守的な考えがある」と述べた。これらは、
社会指標で見る女性の状況や教育ついてで
はあるが「男女差がない」と語った人たち
とは、大きく異なる意見である。
　女性が家庭外で報酬を伴う雇用に就き、
家族に収入をもたらすと、経済力が認めら
れ、意見を述べたり、意見を聞いてもらえ
るようになり、女性の地位が向上すると考
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えられており、多くの事例報告もある（Sen 
1990; Karl 1995; UNESCO 1995など）。しか
し、女性が経済力をつけただけでは、必ず
しも地位向上につながらないことも報告さ
れている（国立婦人教育会館 1999）。ケラ
ラ州の場合、女性の教育レベルは上がり、
新しい形態の労働参加が見られるように
なった。しかし、労働参加はまだ低調で、
社会全般における女性の地位向上にはい
たっていないようだ。

ｃ　新たな格差と課題
　ケララ州では、未婚の女性が親元から離
れ州外や海外で働くなど、10年、20年前に
は考えられなかったような状況が、現在は
受け入れられている。社会は着実に変化し
ているのであるが、男女間の差は根強く
残っていると分かった。その上、女性の間
で新たな格差や新たな課題も生まれている
と思われた。就学、就職、結婚というライ
フコースの分岐点から見てみよう。
　まず、学校の選択である。インドでは、
公立学校はそれぞれの地域の言語で教えて
おり、一般的に教育の質が高くないと考え
られている。多言語が話されているインド
で、英語は全国共通の言語であり、エリー
ト層が話す言葉だと考えられている。英語
が話せると、就職に有利であることから、
低所得者層の家庭でも、英語で教えている
私立学校に子どもを送ろうとする傾向が近
年強まっている。しかし、一家のすべての
子どもを私立学校へ行かせる経済的な余裕
がない場合、息子は私立学校へ、娘は公立
学校へ通わせるという選択がしばしば行わ
れる。ケララ州では、私立学校でも男女の
生徒数の割合はほぼ同じであるが（GOK 
2009）、男子あるいは女子学生の中で、公
立学校へ行く生徒と私立学校へ行く生徒の
間に差が生まれる。

　次に、この差が進学先ひいては就職先の
選択に表われる。インドでは、10年生修了
時に試験があり、合格しないと日本の高校に
あたるインターミディエイト（Intermediate）
あるいはプラス・ツー（plus two）といわれ
る大学入学への準備をする学校、あるいは
職業訓練を目的とする専門学校へ進学でき
ない。そして、12年生を修了すると国家統
一試験があり、この成績によって進学でき
る大学や学部が決定する。この試験や大学
での授業が英語で行われているため、小学
校から私立学校で英語での授業を受けてい
ないと、大きなハンディキャップを背負う
ことになる。
　ケララ州では、ほとんどの女性が12年生
まで就学しているのだが、選択するコース
に違いがある。10年生修了後、エリート層
や中間層の女性は大学進学コースへ入学
し、大学ではコンピューターなどを専攻し、
州外や海外を含めて高い収入の職を得るこ
とが可能となる。あるいは、大学院へ進学
する。
　中間層の下や低所得者層の女性は、10年
生修了後に看護士、検査技師などの専門学
校、職業訓練校へ入学する。海外で職を得
る機会はあるが、労働条件や給与はコン
ピューター技師などより低い。また、海外
での就職には、親戚などのネットワークが
活用されるため、情報や人脈を多くもって
いる上級階層の方が有利となる。
　訪れた大学の女子大学生の中で、希望す
る人が非常に多い職業は大学院の教員で
あった。企業で働くより短時間労働で、残
業があまりないため、家事との両立がしや
すいと考えられているからであった。小中
学生の間では、公務員、軍隊など収入が安
定した職業に人気がある。
　職業に関して固定的な性別役割分担意識
があると垣間見たエピソードを紹介しよ
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う。アンドラ・プラデシュ州で女の子を対
象とするノンフォーマル学校で将来就きた
い職業を聞いたときのことだった。「学校
の先生」「公務員」など、子どもたちがよ
く答える職業がいくつか挙がってきた。そ
こで、「ドライバーは？」とこちらから聞
いてみると、数人の女の子がクスクス笑い
ながら、「そんなのは男の子の仕事だもん」
と答えた。
　ケララ州では、すでに教科書、教授法な
どについてジェンダーの視点からの点検作
業が始まっており、ジェンダー配慮に欠け
る歌が幼稚園で禁止になった例もあるそう
だ。しかし、教員研修にジェンダーの視点
はほとんど含まれていないということで、
今後学校におけるジェンダー教育が重要で
あろう。
　最後に、結婚に関しては伝統的な慣習が
根強く残っていると思われた。インドでは、
恋愛結婚が増えていると聞いたものの、ほ
とんどが親の決めた人と結婚する、いわゆ
るお見合いである。カーストや宗教の違う
人と結婚することは非常にまれである。パ
ラカッド県でもホームステイをしたのであ
るが、その家の持ち主である大地主の男性
が夕食のとき、「息子が間もなく結婚する」
と話した。さらに、「自分の家はヒンドゥー
教徒だが、嫁となる女性はキリスト教徒だ」
とつけ加えた。わざわざこのように述べる
ことからも、インドの人が結婚に際し、カー
ストや宗教を重要視していると分かるだろ
う。
　グループ・ディスカッションをした女子
大学生は、就職に関しては意欲的であった
が、「結婚相手は、親の決めた人に従う」、
「親や年長者の意見を尊重する」などと述
べ、結婚については慣習に従おうとする保
守的な考えをもっていることが分かった。
また、「夫や義理の親の許可がないと、結

婚後や出産後に仕事を続けられない」とも
述べ、自分の意志だけではキャリアを継続
できない状況があることも分かった。先に
述べた、女性の労働参加を阻む社会的な要
因のひとつである。しかし、中には「結婚
後も仕事を続けさせてもらえる人と結婚す
る」、「就職して一定の肩書を得てから結婚
し、結婚後も仕事が続けられるようにす
る（11）」など、すでに対策を考えている学生
もいた。
　結婚後に働き続けられたとしても、まだ
課題はある。核家族化が進み、かつての大
家族のときのように、家事や子どもの世話
をしてくれる親や親せきが周りにいない。
夫は家事をほとんどしない。さらに、家事
労働をしてくれる人（メイド）が減少して
おり、住み込みで働ける人を探すのは非常
に難しく、通いの人を探すのにも苦労する
という話であった。
　以前は、都市近辺や農村部の女性が、都
市部の働く女性や裕福な家庭で雇われてい
たのであるが、経済や教育レベルが上がる
につれ、好まれない職業となってきた。学
歴が高いケララ州では、特にこの傾向が顕
著である。これは、家事労働者のみならず、
農業やブルーカラーの仕事をする人も減っ
ているそうだ。ゴム農園で働く人は高齢化
し、ゴム栽培や採取の技術を受け継ぐ若い
人が不足していたり、ケララ州の建設現場
で働く人のほとんどが他州からの移住労働
者であると聞いた。日本で「3K」の仕事
が嫌がられる状況と同様である。
　開発途上国でフルタイムで働く女性を支
えているのは、しばしば低所得者層で低学
歴の女性で、低賃金で長時間におよぶ家事
労働を提供しているという事実は否めな
い。しかし、日本のように働く女性が家事
労働も担っている場合、仕事と家庭の両
立（12）に苦悩する。ケララ州の女性も、同様
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の課題に直面している。
　その他、ケララ州の特徴として家庭内暴
力の報告件数が多い（GOK 2009）（13）。教
育レベルの高い女性が多いことから、この
問題を認識して報告する人が多ため、高い
件数になっているとも考えられるが、女性
が困難な状況に置かれていることには違い
ない。インドでも2005年にDV法が制定さ
れたが、不備な点について改正を求めてい
るとDV被害者のシェルターを運営してい
るNGOの人たちが述べていた。

おわりに

　ケララは、早くから対外との交易が盛ん
で、閉鎖的ではない風土があった。藩王国
の時代から教育が促進され、西洋から入っ
て来たミッショナリーも男女等しく教育を
普及した。また、母系制をとる家族が多く
いたケララでは、家族の中で女性が重要な
位置を占めていたことも女子教育を促進さ
せた。
　独立以前から、低階層の人びとによる活
発な社会改革運動が行われ、共産党政権も
平等を目指した政策を進め、識字率の上昇
とともに、さらに平等性や民主主義への意
識が高まった。政府が社会的弱者に配慮し
た政策を行なっていく中、カースト、階層、
教育における男女間の格差が小さくなって
いったと考えられる。教育を重要視する価
値観、平等な社会への民衆からの要求、そ
れに答える政府の教育政策によって、皆教
育、皆識字の達成へとつながっていった。
　社会指標から見たケララ州の女性の状況
は、他のインドの州と比べるとはるかに良
い。特に教育と保健分野では、先進国と並
ぶほどの水準である。女性の教育レベルが
上がり、行動範囲や職業の選択肢が広がっ
ているものの、家父長制にもとづく慣習は

大きく変わってはいないことが分かった。
若い女性たちは、就職に関しては積極的で
あるが、キャリア形成や高い地位を目指す
ことには消極的で、結婚に関しては保守的
である。
　このような状況の中で、ケララ州の女性
も日本や他の先進国の女性が直面している
課題を抱えているようだった。労働や政治
を含む社会参加への道を阻む文化・慣習、
男性優位の社会、女性に不利な結婚制度や
慣習、男女の固定的な役割分担意識などは、
根強く残っていると思われた。その上、経
済的な貢献を期待されるようになった女
性、職業を持ちキャリアを追求したい女性
は、家庭内、家庭外の仕事という二重負担
に葛藤していた。
　単に社会指標から見てケララ州の女性の
地位が高いとは言えないようだ。教育は、
女性のエンパワーメントの必要条件である
が、十分条件ではない。教育が雇用や社会
参加につながり、ひいては男女共同参画社
会の達成につながるためには、他の条件も
必要である。
　女性のジェンダーの専門家である女性研
究者に今後の展望について聞くと、「男性
が変わらない限り、現状は変わらないで
しょう」と語った。続いて、日本でもよく
耳にするような「男性は家事をしない」、「女
性は夫の転勤によって職をあきらめなけれ
ばならない」など、女性のキャリア形成に
影響を与えるマイナス要因が指摘された。
　しかし、変わらなければならないのは、
男性だけではない。社会を変えていくため
には時間がかかるが、より公正で男女とも
に住みやすい社会をつくっていくために
は、男性も女性も、すべての人が高い意識
を持って努力をしなければ、変化は起きな
い。今後のケララ州の女性の状況を日本の
女性の状況と重ね合わせながら、注視して
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いきたい。
　最後に、この報告では、9日間という短
い期間、主にコーチ市の中流階層の女性の
状況を調査した結果であり、ケララ州の女
性全体の状況として一般化しているもので
ないことを断わっておく。

注
⑴ 世界保健機関（WHO）が認めた中で最も古い
伝統医学のひとつである。日本ではインド式の
美容として取り上げられることが多く、オイル
マッサージを行うサロンなどが増えている。

⑵ このパラグラフのデータの出典は、UNDP

（2008） と Ministry of Finance, Government of 

India（2009）である。
⑶ インドでは、今年度の研究テーマである「アジ
アの女性のエンパワーメント」について調査す
るために、ケララ州（9月16日～9月24日）とア
ンドラ・プラデシュ州（9月26日～10月7日）を
訪問した。前半のケララ州での調査については、
兵庫教育大学の服部範子准教授を代表者とする
科学研究費補助金による「南アジアにおける女
子教育及び女性のライフコースに関する総合的
研究」の一部として服部範子氏、名須川知子氏
（兵庫教育大学教授）と3人で訪問した。 

⑷ 識字キャンペーンでは、政府だけでなくNGOも
大きな役割を果たした（斉藤 1998: 107）。

⑸ 2007年に行われた「ケララ移民調査」によると
4世帯に1世帯は、海外に住んでいる人が世帯内
にいると報告されている（Zachariah and Rajan 

2008）。
⑹ この状況は中国や韓国でも見られ、「Missing 

women」（喪われた女性たち）として、センな
どが問題提議をしている（Sen 1990）。

⑺ この現象は、女性は州内の大学へ、男性は州外
や国外の大学へ多く進学するためだと考えられ
る。一方、他の州から来て、ケララ州の大学で
学ぶ女子学生が多くいる。

⑻ インドでは、学校に3つの設置区分がある。公

立（government）と私立（private）は日本と同
様である。その中間として、政府から資金援助
を受けているが経営は民間で行われている政府
補助（government-aided）学校がある。

⑼ センターや自宅で刺しゅうをしたり、かばんや
バスケットなどを作り、センターで製品を展示、
販売している。また、既製品以外にも、お祝い
事などのために個人からの注文を受けて、製作・
販売もしている。

⑽ この点については、アジス・クマールとジョー
ジ（Ajith Kumar and George 2009）も指摘して
いる。

⑾ 単なる事務員ではなく、役職があると辞めさせ
られにくいと考えているのだ。

⑿ Bygnes（2008）も、「近代化と発展」の中での
ケララ州の女性の苦悩や葛藤を論じている。

⒀ また、ケララ州はインドで3番目に自殺率が高
い。失業、病気、家族内のもめごとなど、さま
ざまな原因が挙げられている（GOK 2009）。
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