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研究成果の概要（和文）：被差別部落女性へのインタビュー調査によって収集したライフヒストリーの分析を行い、被
差別部落女性たちの状況を決定づけている条件、彼女たちが被る差別を生み出している要因とそれらが生み出される過
程、差別からの解放としての主体性形成のありようと過程の解明を行った。
部落解放同盟全国婦人集会が、被差別部落女性が抱える問題およびその問題解決に向けた政策対応についていかなる議
論をし、被差別部落女性の主体性形成にどのような役割を果したかについての考察を行った。

研究成果の概要（英文）：The life histories of Buraku women who have experienced discrimination, as
gathered through a series of interviews, are analyzed in this study in order to elucidate the conditions
that determine the situation of Buraku women, the factors and processes that contribute to their
discrimination, and the process of agency‑formation leading to their liberation from discrimination.
The National Women s Assembly of the Buraku Liberation League engages in discussions of the various
problems confronting Buraku women and the policy responses they require, and this study looks into the
role that this group has played in the agency‑formation of Buraku women.

研究分野： 被差別部落女性の主体性形成
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