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研究成果の概要（和文）：本研究は、国際民主女性連盟（WIDF)を中心として冷戦時代に展開した国際的な女性
運動に注目し、その歴史的意義を明らかにした。本研究では東西両陣営の女性たちがWIDFに参加した動機、思
想・信条に着目し、彼女たちの個人史を明らかにした。また、婦人国際平和自由連盟（WILPF)のような他の国際
女性団体や、世界平和評議会（WPC)のような国際平和団体や無名の草の根の女性運動にも着目し、武力紛争・外
国軍駐留・核開発競争が女性に与えたインパクトと国際的な反戦・反核運動において女性が果たした役割を研究
した。

研究成果の概要（英文）：In this study we explored the history of the international women's movement 
during the Cold War and clarified its historical significance by focusing on the International 
Democratic Women's Federation (WIDF), in which many women participated from both the eastern and 
western block of the Cold War. We gave attention to not only its public activities but also personal
 histories of those women who activly participated in WIDF.  We also made researches on other 
international women's organizations like the Women's International Peace Freedom Federation (WILPF) 
and international peace organizations like the World Peace Council (WPC) as well as grass-roots 
women. We explored what  armed conflicts, foreign military stationing and nuclear development 
competition gave impacts on women and what roles women made in those international peace movement in
 the world.

研究分野： 歴史学

キーワード： 国際民主女性連盟　WIDF　婦人国際平和自由連盟　WILPF　世界平和評議会　WPC

  ３版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 研究代表者は、応募に先立つ十余年にわた
って、冷戦がジェンダーに与えたインパクト
と冷戦に抗する女性運動を主題に研究に取
り組んできた。2001 年～2002 年度には科学
研究補助金基盤研究(C)「東アジア冷戦とジェ
ンダー」、2004 年度～2007 年度には科学研究
補助金基盤研究(A)「アジア現代女性史の研
究：北東及び東南アジアにおける軍事主義と
ジェンダー」の交付を受けて、アジア女性の
歩みを冷戦史の流れの中に位置づけ、戦争や
軍事主義が女性に与えた影響を考察した。こ
の課題をさらに探求するため、アジア現代女
性史に影響を与えた国際的な女性運動に関
する調査を目的に、2009～2011 年度には科
学研究補助金基盤研究(C)「アジア現代女性史
の研究：冷戦時代の国際女性運動とアジア」
の交付を受け、WIDF が第二次世界大戦中の
ヨーロッパにおける反ファシズム・レジスタ
ンスのネットワークを基盤として成立した
こと、大戦後の民族独立運動への支援や女性
国際会議の開催、平和運動や原水爆禁止運動
などを通してアジアの現代女性史に重大な
役割を果たしたことを明らかにした。本研究
は、以上のような冷戦とジェンダーを主題と
する研究を継続・発展させ、対象地域をアジ
アに限定せず、世界に視野を広げて行おうと
したものである。 
このような冷戦時代の国際女性運動に関

する学術研究が冷戦時代の西側に属した諸
国では従来重視されていなかった。1950 年
代の WIDF が社会主義諸国と結びついてい
たために欧米のリベラル・フェミズムに無視
されがちであったこと、そこから「1950 年
代は女性運動の空白時代」という誤認が生じ
たこと、また 1960 年代以後の中ソ対立や
1980 年代末のソ連・社会主義の崩壊などを
背景に WIDF が次第に弱体化していったこ
となどがその理由として挙げられる。だが、
近年、フランシスカ・デ・ハーンやウエンデ
ィー・ポジュマンらが、巨大な規模を持ち世
界女性運動に重要な役割を果たした WIDF
が世界の既存の女性史叙述において無視さ
れ叙述されずにいること、女性史研究の世界
で東西冷戦の終焉以後もなお冷戦的思考が
継続していることを批判して、WIDF 創立過
程や国連女性差別撤廃条約の実現に WIDF
が果たした役割、従来西欧中心であった女性
史に対して、南東欧や北欧の WIDF 加入組織
の展開した運動に関する実証研究を相次い
で発表している（特に Francisca de Haan, 
‘ Continuing Cold War Paradigms in 
Western Historiography of Transnational 
Women's Organisations: the case of the 
Women's International Democratic 
Federation (WIDF) ’ ,Women's history 
review. 19(4), Sep 2010, pp 547-573 及び
Wendy Pojmann, For Mothers, Peace and 
Family. Gender & History. 2011, 23(2), 
p.415-429 参照）。研究代表者はこのような新

しい研究動向に励まされ、それらの重要な視
点と研究成果から学ぶとともに、それらには
欠けているアジア女性史の視点を加えるこ
とによって WIDF が展開した世界女性運動
の全体像に迫ることができるのではないか
と考えた。  
 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、国際民主婦人連盟

（WIDF）や婦人国際平和自由連盟（WILPF）
といった国際女性団体と冷戦期のヨーロッ
パ、南北アメリカ、アフリカ、アジアの諸地
域における女性運動に着目し、資料を収集、
分析し、女性運動が果たした世界史的役割を
実証的に明らかにすることである。 
具体的には、第一に朝鮮戦争をはじめとす

る冷戦下の武力紛争に対して WIDF が展開
した平和運動の意義を検証し、この運動に参
加した世界の女性たちの意識、思想、信条、
個人史に光をあて、20 世紀のフェミニズム史
における WIDF の意義を考察することであ
る。 
第二に、世界の反基地・反核運動とそれに

結びついた女性運動に関する資料を収集し、
外国軍駐留地域の軍事的性暴力と売春女性
の運動、冷戦下の軍事拠点としての「ヒロシ
マ」などに注目して、冷戦下の外国軍の長期
駐留や核軍拡競争がジェンダーに与えたイ
ンパクトと女性運動の意義を明らかにする
ことである。 

 
 

３．研究の方法 
研究代表者と研究分担者・連携研究者及び

研究協力者の研究組織を組織し、適切な役割
分担によって日本内外の文献・口述資料・ビ
ジュアル資料を収集する。 
適宜研究組織の研究会を開催し、調査の中

間報告と意見交換を行う。 
アジア現代女性史研究会の年報『アジア現

代女性史』第 8 号～第 11 号（2013 年～2017
年）の毎号に冷戦時代の国際女性運動に関す
る特集を組み、論文・資料紹介・翻訳成果・
調査報告を発表し、研究組織内外の意見交換
と議論の深化をはかる。 
 
 

４．研究成果 
(1)国際民主婦人連盟(WIDF）に関しては、
東西ドイツ、ベルギー、朝鮮民主主義人民共
和国、中国、インド、キューバの WIDF 加盟
団体の資料を収集して翻訳・分析した。 
 特に朝鮮戦争中に WIDF が朝鮮へと派遣
した国際女性調査団に関しては、英国のモニ
カ・フェルトン、ドイツのリリー・ベヒター
をはじめとして、イタリアのエリザベス・ギ
ャロ、フランスのジレット・ジーグラー、朝
鮮の朴正愛と許貞淑、中国の劉清揚、白朗、
李鏗、キューバのカンデラリア・ロドリゲ



ス・ヘルナンデス、デンマークのケイト・フ
レロン・ヤコプスンとイーダ・バクマン、チ
ェコスロバキアのミルシェ・スバトショバ、
ソ連のマリア・オブシアンニコワのような、
日本ではあまり知られていない女性活動家
たちについて調査を行い、朝鮮戦争即時停戦
を求めてくりひろげられた国際平和運動の
世界的ネットワークの意義を明らかにした。  
ドイツに関しては WIDF 書記局がベルリン

設置されていた時期が長いため、旧東ドイツ
女性組織に関して特に重視し、ドイツ在住の
ウルズラ・シュレーター氏と斎藤瑛子氏の協
力を得て、調査を実施した。 
これらの研究成果の一部を、『アジア現代

女性史』第 11 号において、特集記事「WIDF
調査団に参加したヨーロッパの女性－レジ
スタンスから朝鮮戦争停戦運動へ」として発
表することができた。 
 
(2)基地や核兵器に反対する世界の女性たち
の平和運動に関しては、WIDF 以外にも、婦人
国際平和自由連盟(WILPF)や世界平和評議
会(WPC)、核軍縮キャンペーン(CND)のよう
な冷戦時代の国際平和運動に重要な役割を
果たした団体の取り組みや、特に団体に参加
しないまま地道な草の根活動に取り組んだ
女性たちの経験にも着目した。 
日本国内の調査では、長崎市・佐世保市・

福岡県添田町・北九州市・岩国市・広島市、
神奈川県公文書館、福生市、長岡市、群馬県
榛東村・岩手県二戸郡小繋村・青森県八戸市
などで調査を行い、1955 年にスイスのローザ
ンヌで開催された世界母親大会参加者に関
する資料収集や米軍基地周辺の女性史に関
する調査を行った。海外調査では、レジスタ
ンス博物館・戦争博物館などの見学と文献収
集の他、イタリアのビチェンツァ基地や英国
のファスレーン基地の周囲で活動している
平和団体やピースキャンプを訪ねてインタ
ビューを行った。特に英国では WIDF の加入
団体である全英女性会議（NAW）で活動して
きた女性たちや 1980 年代のグリーナムコモ
ン平和キャンプに参加したマリー・ミリント
ン氏らとの交流を通して視野を広げること
ができた。 
 特に被爆 70周年であった 2015 年には韓国
現代史研究者である梁東淑氏とヨーロッパ
の反核女性運動に詳しい著作家である近藤
和子氏らの協力を得て、スコットランドで長
年平和運動・女性運動に従事してきたジャネ
ット・フェントン氏（元 WILPF 英国代表）
とデビッド・マッケンジー氏（スコットラン
ド CND）を日本に招待し、大阪市内におい
て反核フェミニズムを主題とする映画と講
演の集いを催した他、米軍基地が拡張されつ
つある岩国の住民の集いや広島市で開催さ
れた世界被爆者フォーラムに共に参加する
ことができた。また 1950 年代の CND 創設期
から平和運動に関与してきたフェントン氏
の今日までの経験について滞日中にまとま

ったインタビューを実施することができた。 
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