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は　じ　め　に

　秋田大学の男女共同参画に係わる取り組みは着実に成果をあげてきました。とりわけ平成 20

年 3 月 11 日に策定された「秋田大学男女共同参画推進のためのアクションプラン」にはポジティ

ブアクション、ワークライフバランスとも充実した内容になっています。

　しかし、平成 20 年 12 月に実施したアンケート調査の結果、制度があっても利用しにくい、制

度があることすら周知徹底していないという現状がみえてきました。たとえば、育児休業につい

ては 25%の人が「利用しにくい環境・雰囲気」と回答しており、また「育児休業があることを

知らなかった」、「育休がどのようなものかわからない」と回答した人が合わせて 8%いました。

介護休業については 41%の人が「利用しにくい環境・雰囲気」と回答しており、介護休業を「知

らない」、「わからない」という人も合わせて 14%いました。介護部分休業についても、ほぼ同

じ結果になっています。「男女共同参画推進のためのアクションプラン」（平成 20 年 3 月）につ

いては、まだ裁定されて日が浅いとはいえ、全教職員にリーフレットが配付されているにもかか

わらず、約 6割の教職員が「聞いたことがない」と回答しています。

　今年度のフォーラムでは、男女を問わず、職種を問わず、すべての教職員それぞれがワークラ

イフバランスをとり、充実した仕事と生活を得るためには何が必要かという視点から、ダイバー

シティ（多様性）推進の先進的取り組みについて、リコーＩＴソリューションズ株式会社取締役

会長執行役員・國井秀子氏を講師にお招きし、講演会「企業におけるダイバーシティ推進～組織

で活躍する女性を育てるために～」を行いました。講演では國井氏より「自分というよりも後輩

のために努力するように」という貴重なお言葉を頂戴しました。男女を問わず、持続可能な仕組

みを構築するために、よりいっそう努力してまいりたいと存じます。

　本報告書には國井氏の講演内容と質疑応答を収めました。ご一読いただければ幸甚に存じます。

秋田大学男女共同参画推進専門委員会

　委　員　長　　渡　部　育　子
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秋田県ふるさと雇用再生臨時対策基金事業

平成 21 年度　秋田大学　男女共同参画推進フォーラム

日 時：２月19日 ( 金 )　 13：30～ 15：15
場 所：ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー（VBL）

２階大セミナー室（開場　13：00～）

プログラム

13：30 ごあいさつ（秋田大学長　吉村　昇）

13：40 「秋田大学男女共同参画推進の現状と課題」
 （男女共同参画推進室コーディネーター　川畑　智子　特任准教授）

14：00 講 　演

  「企業におけるダイバーシティ推進～組織で活躍する女性を育てるために～」

 リコー IT ソリューションズ株式会社　取締役会長執行役員　國井　秀子氏

15：00 質疑応答

15：15 閉会あいさつ
 （男女共同参画推進専門委員会委員長　渡部　育子　教育文化学部教授）

略歴

國　井　秀　子　氏
リコー ITソリューションズ株式会社　取締役会長執行役員

　1970 年お茶の水女子大学理学部物理学科卒、1973 年同大学大学院理学研究科物理

専攻修士号取得。1976 年米国カリフォルニア州立サンノゼ大学大学院電子工学科に

て修士号取得後、1983 年テキサス大学オースティン校コンピュータサイエンス学科

にて Ph.D. 取得。その後、株式会社リコー入社、以来同社のソフトウェア分野の研究

開発責任者として活躍。同社常務執行役員を経て 2008 年から現職。2004-2008 年理

光軟件研究所（北京）有限公司の董事長を兼務。また、日本学術会議連携会員、総務

省情報通信行政・郵政行政審議会委員、文部科学省科学技術・学術審議会委員、株式

会社産業革新機構産業革新委員、内閣官房宇宙開発戦略専門調査会委員、内閣府男女

共同参画推進連携会議議員などを務める。さらに、IEEE のシニアメンバーで同会の

Japan Chapter Women in Engineering　(WIE) の Chair を 2009 まで務め、日本デー

タベース学会副会長でもある。

主催：秋田大学男女共同参画推進委員会

　　　秋田大学男女共同参画推進専門委員会

お問い合わせ : 秋田大学男女共同参画推進室

Tel：018-889-2260    e-mail：sankaku@jimu.akita-u.ac.jp

（男女共同参画推進室コーディネーター　川畑　智子　特任准教授）
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　はじめまして。男女共同参画推進室　特任

准教授の川畑智子と申します。本日は秋田大

学の男女共同参画の取り組みについて、その

現状と課題について報告させていただきます。

　秋田大学では大学間連携と女性研究者支援

秋田というプロジェクトを展開しております。

プロジェクトの総括責任者は秋田大学学長吉

村昇です。そして実施責任者は学長補佐の渡

部育子です。本日は当推進室を代表しまして、

私が報告させていただきます。

　秋田大学では平成 16年度より男女共同参画

のための取り組みを行ってまいりました。平

成 20年３月には秋田大学男女共同参画のため

のアクションプランを策定し、具体的な行動

計画を公表しました。

　昨年５月 14日には男女共同参画推進室を設

置し、具体的な活動を開始しました。このア

クションプランでは次の２点に重点を置いて

おります。一つは女性教員比率向上のための

ポジティブアクション、そして２点目に教職

員のワークライフバランスを改善するための

環境・支援制度の整備です。こちらについて

は平成 20年から実施中です。

「秋田大学男女共同参画推進の現状と課題」
　　男女共同参画推進室コーディネーター　川畑　智子　特任准教授
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　このグラフは平成 17年度以降の秋田大学の

女性教員比率の推移を示したグラフです。平

成 17年度以降毎年１％ずつの増加傾向を示し

ております。平成 23 年にはこれを 18％にす

ることを目標としていります。グラフの下を

ご覧ください。

　こちらは大学院生を含む女性研究者の割合

を示したものです。平成 20年 12 月１日現在

20.6％です。これを平成 23年度には 25％に増

やすことを目標としています。

　秋田大学では平成 18年、平成 20年の２回

にわたり男女共同参画に関するアンケート調

査を実施しています。これまでの調査結果か

ら女性研究者数を増加させる際の課題は次の

五つにまとめられていました。

　「個々の生活や仕事の実態にあわせた支援」、

「現行制度の十分な活用と柔軟な運用の必要」、

「休業制度を利用しやすい職場づくり」、「代替

要員を確保すること」、「次世代の女性研究者

を育成すること」になっております。

　（a）についてですが、秋田大学の教職員は

40代、50代の年齢層が多いことから育児支援

だけでなく、介護支援のさらなる充実化を図っ

ていく必要性があります。そして特に女性研

究者においては勤務形態が多様であることか

ら、個々のニーズに合わせた柔軟な支援が必

要であると考えられます。

　(b) についてですが、秋田大学の教職員は比

較的近い地区に居住している人が多いことか

ら、保育所や介護福祉施設などの社会資源を

活用できるように、地域社会との連携を図っ

ていくことが大切であると考えられます。

　(c) については平成 18 年度に行った調査結

果によれば、育児休暇を利用しにくいと回答

した教職員が４人に１人。そして介護休業に

ついては４割の教職員が利用しにくいと回答

しております。

　さらには８割以上の教職員が休業中の仕事

や勤務形態についての相談窓口が必要である

と回答しております。

　(d) についてですが、秋田大学は中規模大学

であるため、ポスドクなどの女性研究者が少

なく、その結果研究支援員や研究補助員を確

保することは困難です。そこで本務校を持つ

大学非常勤講師を活用した大学間での代替要

員制度の構築が必要だと考えております。

　そして (e) についてですが、秋田大学の男女

の教員数の不均衡、特に理工学分野における

女性教員の少なさは、女子学生の少なさに起

因する所が大きいと考えられます。そこで現

在研究職を目指している女子学生の支援のみ

ならず、大学進学以前の段階にある女子中高

生に研究や研究職に関する関心を持ってもら

うことが大切であると考えられます。
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　これら五つの課題を解決するための方策と

して、次の五つが挙げられます。一つは支援

相談窓口コーディネーターの設置。そして２

点目に地域の女性研究者支援のための調査・

企画の実施、そして代替要員制度の構築。３

点目に次世代女性研究者育成支援。４点目に

講演会・シンポジウム・フォーラム・FDなど

の企画・実施です。そして５点目に県内の大学、

行政、教育機関との連携です。

　１点目に関しましては昨年男女共同参画推

進室が設置されたことにより、課題は解決済

みです。今後は多様な勤務形態に応じた柔軟

な支援を行っていくために、支援相談窓口の

充実化を図っていくことを目指しています。

また病児保育においても発展させていくとい

う考えもあります。

　また２点目ですが、代替要員制度を構築し

ていくためには、まず、将来的に代替要員と

なってくれる、なりうる潜在的、顕在的女性

研究者活用の可能性を調査活動によって明ら

かにする必要性があります。また代替要員の

ニーズを調査する必要があります。こうした

調査は秋田大学だけでなく、県内の高等教育

機関を対象に行う必要性があると考えており

ます。

　３点目ですが、秋田大学では次世代女性研

究者育成支援、特に理工学分野の次世代女性

研究者支援に力を入れております。すでに工

学資源学部では女子高生、女子大生のものづ

くり教育を活用し、次世代女性研究者の裾野

を拡大しております。

　４点目ですが、こうした育児休業、介護休

業を利用しやすい環境づくりをするためには、

まず第一に女性研究者支援、そして男女共同

参画推進について意識啓発をしていく必要性

があります。そこで講演会、シンポジウム、

フォーラムの企画が大切であると考えており

ます。

　また部局ごとに男女の教員比率が異なり、

比率の大小によっては女性研究者支援や男女

共同参画に対する意識の持ち様が異なるとい

う調査結果が出ていますので、意識啓発の仕

方も今後工夫していく必要性があると考えて

います。

　そしてこれら四つの方策を行うためには、

県内の大学そして行政、教育機関との連携が

大切であると考えられます。特に秋田県は高

等教育機関が少ないことから、教育機関の相

互の協力が必要であると思います。
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　現在取り組み中の次世代女性研究者育成事

業をご紹介いたします。先ほども述べた通り、

秋田大学では特に工学自然科学系の研究者の

裾野の拡大を進めております。平成 20年度に

は工学資源学部に２学科を新設し、女子学生

の割合が大幅に増加しました。

　平成 19年度より秋田大学では工学に関する

様々なイベントを行っています。本年度は男

女共同参画推進室の主催で、「もしかしたら、

あなたも工学女子？」というテーマで女子中

高生を対象に工学女子イベントを行いました。

　このイベントは主に女子中高生を対象に

理工学女性研究者が講師となって、ロールモ

デルとなることによって、次世代の女性研究

者すなわち中高生に工学に関する興味関心を

持ってもらうことを目的としております。こ

の活動は今後も継続していく予定です。

　もう１点、現在取り組み中の活動をご紹介

します。秋田大学では女性研究者支援のため

に柔軟な支援に向けて調査活動を行っており

ます。平成 18年度３月に行った調査では、代

替要員のニーズが極めて高いことが示されて

おります。育児休業を取らない理由について、

代替要員がいないために職場に迷惑がかかる

と回答している教職員が５割に上りました。

そして介護休業については実に７割以上の教

職員が同様な理由を上げております。そこで

現在、女性研究者のための柔軟な支援のあり

方についての調査を行っております。この調

査では育児、介護中の支援に関するニーズ調

査を行っております。

　これは本プロジェクトの遂行体制を図式化

したものです。本プロジェクトは秋田大学が

地域の拠点となって地域社会との連携を図る

ことによって遂行体制を整えてまいります。

　本プロジェクトによって期待できる効果は

次の四つにまとめられます。女性研究者数と

比率の増加。育児・介護休業の取得しやすい

職場環境の整備。ワークライフバランスの改

善。次世代女性研究者の加速です。



－6－ －7－

　本プロジェクト終了後の継続策についてご

説明いたします。本プロジェクト終了後は大

学戦略推進経費により継続してまいります。

プロジェクト後の計画と組織の運用体制を検

討し、男女共同参画推進室が中心となって女

性研究者の数や比率の増加などの量的側面だ

けでなく女性研究者の生活それから研究、仕

事面の充実などの質的側面の支援を今後も継

続してまいります。それと同時に次世代の女

性研究者を育成し、支援する事業を継続的に

行ってまいります。

　最後にお知らせがあります。今月、秋田大

学男女共同参画推進室の『コロコニ』のホー

ムページとリーフレットが誕生いたしました。

リーフレットは皆様の今日の配布資料の中に

あります。リーフレットには本日の私の講演

内容の概要が掲載されていますので、お時間

があるときにでもご覧ください。

　当推進室の愛称についてご説明いたします。

“コロコニ”とはアイヌ語で“ふきのとう”と

いう意味です。“ふき”と言えば秋田大学の校

章のとなっています。そして秋田県の花は“ふ

きのとう”です。またふきのとうは雪の中か

ら春を知らせるということで、厳しい環境の

中でも力強く、そして明るく生きていく女性

研究者をイメージして、この愛称をつけまし

た。

　左側は『コロコニ』のホームページのトッ

プページです。秋田大学のホームページから

アクセスできます。本日配布資料の中にその

詳しいアクセスの仕方が書いてありますので

参考にして下さい。コロコニホームページの

真ん中あたりに“コンシェルジュ・デスク”

というアイコンがあります。これは育児・介

護の相談の窓口になっていますので、ご関心

のある方は是非ともご利用ください。

　そしてその隣に『コロコニだより』という

アイコンがあります。これはコンシェルジュ

ブログとなっています。現在、秋田大学長吉

村昇先生のブログと本プロジェクトの実施責

任者である渡部育子のブログが掲載されてい

ますので、是非ともご覧ください。

　そしてこのブログは本推進室のスタッフが

交代で２週間に一度更新してまいりますので、

皆様のアクセスを心よりお待ちしております。

　本日は秋田大学男女共同参画の取り組みに

ついて私が代表して報告させていただきまし

た。ご静聴ありがとうございました。
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　ご紹介ありがとうございます。國井でござ

います。みなさん、こんにちは。男女共同参

画活動の大変活発な秋田大学様で講演をさせ

ていただきますことを非常に光栄に存じます。

吉村学長の強力なリーダーシップの元で、い

ろいろな活動をされていることを先ほどもご

紹介ありましたし、パンフレット等で拝見い

たしまして、企業の中での私たちの活動がど

のくらい皆様にお役に立てるかなとは思いま

すが、ご紹介をさせていただく次第です。

　本日の話の流れとしては、まず企業はどう

してこの問題を重要だと思っているか、なぜ

女性の活躍推進、ダイバーシティを進めてい

るかというお話。それから日本が非常にこの

点では遅れているわけですけれども、どうい

うところが遅れ、どのくらい遅れているか、

どんな障害があるかということ、そしてこの

問題に対してどのように対応していったらい

いか、またどう解決していったらいいかとい

うことを私の企業での経験をもとにご紹介申

し上げたいと思います。

　まず、企業の成長のためにダイバーシティ

が重要であるという点ですが、必ずしも日本

の中ではまだ常識になっていないですね。し

かし、世界のいろいろな企業研究の中ではダ

イバーシティが重要と認識されております。

　そのポイントをお話いたしますと、まず、

昨今は企業を取り巻く環境が大きく変化して

いるということです。例えば技術革新、ニー

ズの変化、グローバルな大競争、それから世

界経済危機などいろいろありますが、企業が

この環境の大きな変化の中で健全に成長して

いくためには、その変化にいかにクイックに、

いかに上手く対応していけるかがキーポイン

トなのです。

「企業におけるダイバーシティ推進
～組織で活躍する女性を育てるために～」

リコー IT ソリューションズ株式会社　取締役会長執行役員　國井　秀子　氏
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　よくダーウィンの進化論があげられますが、

強い者が必ずしも生きのびるわけではなく、

変化に対応できるものが生き残っていくとい

うことです。IBMの元会長のルイス・ガース

ナーさんもおっしゃっていますが、「変化に対

応できる者のみが生き残る」ということで、

IBMさんはこの方針でグローバルにダイバー

シティを強力に推進されています。ここが重

要だと思います。

　以前は、女性が働くと少子化が起きるとい

う話がありましたが、これは全く逆で、女性

が活躍すれば子どもも増えるということが、

世界的に証明されています。このようにいろ

いろな点で誤解があります。企業の成長のた

めにはいかに人材の多様性が重要かをまず強

調したいと思います。

　グローバル企業であればますます多様性が

重要になってきます。人材の多様性があると

いろいろ多面的な見方や考え方がでてきて、

もろい会社にならない。企業にとっては健全

に成長していくこと、継続できることが非常

に重要なのです。事業がダメになって、社員

の首を切らなければいけないなんていうのは

最悪な話なわけですから、どうやって成長し

ていくか。多様性に手を打っていくことが極

めて重要です。

　ダイバーシティの観点でのデータは、日本

ですと 21世紀職業財団が 2003 年に発表した

データがありますがちょっと古いので、米国

のNPOで ｢カタリスト ｣というところが発表

しているデータをご紹介します。 （図６）

　それぞれのグラフで女性登用が進んでいる

企業が向かって左側です。遅れている企業が

右側にあります。いろいろな点で見て、利益

率とか、成長率が高いのは女性の登用が進ん

でいるという結果です。

　実際、最近新聞などでもかなり取り上げら

れて、ダイバーシティのメリットが書かれて

いますが、マッキンゼーの調査では女性の役

員の多い企業は職場環境が良く、経営戦略、

調整力が優位であると報告されています。次

にここが一番のキーポイントになるのですけ

れど、変化への対応が早い、発想が豊かであ

るとか、現実的であるとかという記事が日経

新聞に載っていました。CSRとしてもダイバー

シティは重要なのですが、企業の成長戦略と

しても重点と考えているポイントです。

　しかしながら日本は非常に悪い環境にあり

まして、ご存じかも知れませんけれども、国

連が発表しているGender　Empowerment　

Measure という、女性がどれだけ社会におい

て意思決定に参加できているかを見る指標で

は、109 カ国中 57位と非常に低いのです。一

方、日本における人間開発指標は非常に高い。

例えば教育だとか、健康だとか、いろいろな

総合的な項目があります。この指標では男性

も女性もかなり日本は世界の中で上位にある

のですけれど、女性の意思決定への参加度合

いが低い。

　さらにもう一つデータをご紹介したいので

すけれど、毎年「世界経済フォーラム」が男

女格差指数を発表しております。2008 年は最

悪です。130 カ国中 98位という、後進国より

もずっと低い状況にありました。2009 年度は
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75 位に上がっています。ただ先進国の中では

やはり最下位という状況です。

　こういう環境の中にあって企業がグローバ

ルに成長するためには、個別にも取り組んで

いかなければいけないという状況があります。

もう少しどういうふうにひどいかというとこ

ろを、国連のご指摘を見てご紹介したいと思

います。

　日本は 1985 年には「国連女性差別撤廃条

約」を批准しています。この条約ができたの

はちょっと前ですけれど、日本が批准したの

は 85年です。ところが去年国連から、他の国

ではこの間にいろいろと改善してきているの

に、日本は十分な改善がないと非常に厳しい

指摘をいただいております。40数項目にわたっ

ての指摘があります。法的な拘束力も不十分

で、民法の夫婦別姓問題もありますし、教育

についてもそうですし、企業における管理職

とか、政府における管理職も女性の数が非常

に少ないという指摘です。さらにこれだけ遅

れているということが国民にあまり知らされ

ていない、啓発が不十分であるということも、

強く指摘されてきております。

　また国連女性差別撤廃条約に付随して「選

択議定書」、Optional　Protocol というのがあ

ります。これは個人通報制度と言われていて、

もしその国で問題解決できなかったら、国連

に通報して対応を取ってもらえるのですけれ

ど、これを日本はまだ批准しておりません。

アフリカの小さな国でもすでに批准している

のに、日本は遅れていて、これは今の政府の

中でも早く批准しなければということで、内

閣府なども言っているところですけれども、

なかなか足並みがそろわない。

　先ほど申し上げたように、世界各国で多く

の施策を打ってきていますけれど、そういう

中で日本だけがどうしてこれだけ遅れている

のか。遅れているためにポテンシャルがまだ

残っているとも言えますけど、少子高齢化の

中での労働力の問題では、女性が働かないと

いうのは大きな損失です。

　ですから日本にとって国家的な喫緊の課題

であると認識しております。特に働く人が、

いろいろな人材が、少ないと言われている地

域においては極めて重要な課題ですけれども、

これがなかなか変わっていないという状況で

す。

　これについてはとりわけ教育と労働の問題

が指摘されています。たとえば、教育におけ

る男女差別を禁止する条約が日本はまだ未批

准です。家庭科共修は 1993 年、94年に中学、

高校と実施されてきているのですが、ただ実

態は進学校などですと、きちんとやっていな

いという問題も国連からは指摘されています。

これは意識向上の点で長期的に問題となり早

く解決しなければいけない。

　それからよくコース別の人事施策は日本の

特徴と言われているんですけど、これも ILO

からはたびたび是正を求められているもので

す。実態としては、コース別人事というのは

女性だけに適応されていて、総合職、一般職

でここに壁ができ、そのため総合職の人にい

ろいろなプレッシャーもかかり過ぎるなど、

大きな問題を残しています。 （図13）
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　また非正社員、正社員、これの二極化の問

題がございます。同一労働、同一賃金という

のは極めて重要なことなのですけれど、それ

が徹底していないということが女性差別の大

きな背景になっているわけですね。

　ちょっとデータを見ていただきたいのです

けれど、ワークライフバランスが非常に重要

で、女性が活躍するためにはまずそこからと

いうのはどこでも共通かと思います。それの

ベースになるデータがここにあります。

　こんなギャップがあるのは日本だけですね。

他の国にはこれ程の差はないのですけれど、

女性の家事、育児、介護の負荷が日本だけ極

めて高い。これは共働き夫婦であれ、専業主

婦がいらっしゃる家庭であれ、変わりがない

のです。

　専業主婦のいらっしゃる家庭の夫のほうが

まだ家事をやっているというデータがここに

出ています。これはどうしてだろうと、よく

言われています。この表は１日の時間を睡眠

とか、仕事とか、家事・育児などに分けて、

どんな比率かを見たものです。 （図14）

　上から見て共働きの家庭の女性は、家事・

育児・介護に１日４時間 15分平均で使ってい

る。それに対して夫のほうは 30分です。その

下にいって専業主婦がいらっしゃるところで、

家事・育児、妻の時間は６時間 52分と長いの

ですけれど、夫のほうは 39分という状況です。

黄色い所に注目して下さい。この数値が非常

に大きな特徴があると思うのです。

　ある所に行ってこのデータお見せした時、

若い男性が多かったので「どうしてでしょう」

と聞いたら、「早く帰ると家事をやらなきゃい

けない。だから残業するのだ」といわれました。

本音かわかりませんけど、そういう話も出ま

した。

　この理由はともかく女性にこれだけの負荷

がかかっているので、まずこのバランスを取っ

ていく必要があるのと、これに対するサポー

トをしていくことと、２つの面で解決してい

く必要があるというふうに思います。

　また、人事・雇用に関しても古い慣習が残っ

ていて、特に戦後の右肩あがりの経済の発展

のもと男性中心、会社中心、生涯雇用のなか

の長時間労働です。東京ですと長時間の通勤

というのが加わります。年功序列、業務が俗

人化していて“あうんの呼吸”でという文化、

そして男性のコミュニティがあって、そこの

中で男性が働きやすく、男性中心の労働、人

事制度などができあがっている。そこに女性

が入っていくと非常に孤立し、違和感があり、

やりにくい。今は変わりつつあるのですけれ

ど、うちの会社でもいろいろ制度を改善して

おりますけれども、やはりまだ基本に残って

いるというのが現実でございます。

　それから大学とか官庁とかではあまりない

と言われていますが、企業ですといわゆるオー

ルド・ボーイズ・ネットワークといって、カ

ラオケとかゴルフとかが重要になる。企業の

幹部になると土日ゴルフでいろんな情報を仕

入れて、いろいろなお付き合いの中で商売が

決まっていくとかが、実態としては結構あり

ます。

　海外は似たようなことは多少あってもここ
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まではない。おつきあいはありますけれど、

パワーランチとかくらいです。家族同士のお

付き合いはあっても、夜までカラオケに夫だ

け行くなんて、欧米ではすぐ離婚になってし

まうのであまりないですけど、日本は残って

いるのですね。そうすると女性は非常に仕事

がしにくい環境になります。

　さて、大学だとちょっと違うのかもしれま

せんけれど、企業となるとかなり大きい組織

のキャリアパスを考えると３つの次元があり

ます。まず入社して、例えば技術分野なら技

術に関して専門性を高めて高度化していく。

下の図で縦の軸になる①は、業務内容を高度

化してキャリアを形成していくフェーズです。

これはたいていのところであてはまります。

最初から幹部になるというのは、ベンチャー

でもない限りないでしょうから、通常は下か

らだんだん経験を積んでいく。

　次に、ある業務に慣れてきたら、今度は別

の業務を経験する。例えば研究開発だったら

事業部のほうに移って事業をやってとか、マー

ケティングをやってとか、関連の職能を拡大

し、さらに高いレベルの組織階層に上がって

いくというような、②，③の横軸にあたるキャ

リア形成があるわけですね。 （図17）

　人によってウエイトがいろいろ変わったり

はしますけれど、やはり大企業のトップにな

る人はだいたいこの３つをバランス良く経験

して、スパイラルアップしてきていることが

ほとんどです。これは、シャインさんという

人が書いているキャリアの教科書的な話です。

　女性は入社して①のパスはかなりチャンス

があるのですけど、②，③についてはなかな

かチャンスが回ってこない。企業の中でロー

テーションをする、本人もローテーションさ

れたくないっていう話もありますけれど、と

もかく２，３について計画的にキャリアを作っ

ていくように、女性を少なくとも過去におい

ては指導してきていないのですね。

　したがって、突然①しか経験してない人を、

③のあるところにポッとおいても実際はミッ

ションが果たせないので、「やっぱり女性は駄

目だ」という話にされちゃう場合もあるので

す。

　したがってきちんとキャリアパスをプラン

していく必要があるのですけど、ここでかな

りギャップがあるので、不利な状況におかれ

ています。

　それからさらにアメリカですと、昇格スタ

イルがコンテスト型と言われているのですけ

れど、あるポジションになると、その時一番

誰がぴったりかというところで選ぶのですね。

過去、育児休職していましたとかいうのは関

係なく、その時能力があれば、そのポジショ

ンに就ける。

　ところが日本はどっちかというとトーナメ

ント型で順番に上昇する所が多くて、育児休

職をするとやはり昇進が遅れる。遅れると、

課長職だと課長補佐とかになっていないとそ

のポジションに就けないというので、敗者復

活がなかなか難しい体制になっております。

このあたりは改善しつつあるのですけれど、

まだまだ多くの組織の問題として残っていま

す。こういう環境では女性が残りにくいし、
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育児休業、短時間勤務でまた評価が下がると

いうハンディキャップもあります。 （図18）

　もう一つ言われるのが、ここに書いてない

のですけれど、男性は期待で昇格させる。こ

の人はこういう仕事できそうだなというので

期待で昇格させるのだけれど、女性の場合実

績を上げないと昇格させない。これはマイノ

リティだから、あるいは活躍できる環境がな

かなかなくて、育成効率が悪いからというの

も口実としてはあるのですけど、やっぱり意

識の問題があります。

　このあたりは政府も最近になって少しは

言っています。国連から再三に渡って指摘さ

れていて、意識改革は時間がかかりますので、

子どもの教育から始めないといけないのです。

　法律も多少問題がありますけれど、「女性は

家庭」というすごく根強い固定観念が問題で

す。ここは、私は大学がやはりがんばってい

ただかないといけないと思うのですね。社会

のイノベーションは大学から、大学の方たち

が先進的に取り組んで啓蒙もしていただかな

いといけないなと思います。

　日本全体としては、いろいろな点で情報不

足で、この問題は非常に重要であるというこ

との認識が低くて、また女性だけの問題と捉

えられがちなのです。これは、社会全体ある

いは企業全体の問題なのですけれど、どうも

小さくとらえられてしまう。

　それから成功事例が周りにないというのも

なかなかピンとこないところですね。

　若い人たちはかなり変わりつつある。そこ

は期待できるかなと思うのですけれど、ジェ

ネレーション・ギャップがかなりあります。

　女性の活躍を阻む主な要因というところで

まとめますと、こういうような項目になりま

す。 （図20）

　保守的な社会環境があり、そういう中でワー

クライフバランスがとりにくい家庭・労働環

境。それから女性に不利なキャリアパスとか

昇格スタイル、なかなか進まない意識改革と

いうことで、これをどう改善していくかです。

　それで私たちは、どうしていったらいいか

という話に移ります。　

　まずワークライフバランスがとれない、育

児支援とか介護支援だとかのしくみがなかっ

たら、まずこの制度を作る必要があります。

リコーでも、昔は女性と男性で、研修の時間、

内容などで差がありました。それを同様にし

てほしいというと、「どうせ女性は早く辞める

から」と言われたわけです。ともかく女性が

働き続けられるようにするのが第一ステップ

で、先ほどの表の女性の負荷が大きい家事・

育児などへの対応が必要です。すなわち、育

児休職とか、短時間勤務などが制度として作

られ、またその制度を活用できるような環境、

これを作っていく必要があると思います。

　今、秋田大学さんはいろいろ積極的な活動

をされています。病児保育などで先進的な取

り組みもなされていますので、すばらしいと

思います。あと男性の育児休職も取得しやす

いようにしていく必要がありますね。

　育児が女性だけっていうのは先進国ではだ

いたい日本だけなのです。ここを変えていく

ためには、やはり男性の育児休職者の方たち
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も増えて、男女ともにワークライフバランス

という文化を作り上げる必要があります。

　今、男性で育児休職をとりたいという人は、

期間は別にして 30％いるというデータが出て

おります。

　ところが実際取れているのは、政府の統計

で1.23％なのですね。それは経済的理由であっ

たり、代替要員がいらっしゃらないとかもあ

ります。代替要員の問題は女性も同じですが。

あと社会的なプレッシャーです。これは企業

の中でも男性が育児休業取る時に上司が余計

なことを言っちゃうというのもあります。「育

児休職を取ると昇格に不利よ」とか、「昇進が

遅れるよ」ということを、言ってしまう。そ

ういうこともあって、ここが大きな問題になっ

ております。

　制度としては法的にはかなり進んできてい

るんですけれど、取れるかどうか、職場の特

に上司次第ということなので、上司に対応を

正しくとってもらわないと変わらないという

ことです。

　さて、リコーでは育児で退職する女性はほ

ぼ０です。育児を理由に辞めますという人は

いなくなりました。ただ「そのあと十分活躍

できていますか」という点では、ちょっと疑

問符が残っているのです。

　入社の時に実力のあった女性たちが同年代

の男性と比べて実力が発揮できていないとい

うのは一目瞭然。もちろん例外がありますけ

れど、ほとんどの場合そうです。

　他の国では有能な女性を活用しているのに、

日本だけできないというのはもったいない話

です。そこのポイントはいわゆる ｢日本の優

しい男性 ｣のせいもあるし、本人のせいもあ

るしということです。

　まず職場の問題としては、適切な仕事を与

えていない。先ほどもお話したように、キャ

リアアップしていくには、いろいろなことを

経験しなければいけないし、ある時は修羅場

をなんとか乗り越えて実力をつけるというの

もあるのです。女性に対しては、特に育児を

抱えていると小さな仕事とか、優しい仕事と

か、重要度の低い仕事ばかり与えられる。こ

れはリコー本社の中の研究所の中でアンケー

トをとって調査した時にも、そういう話が出

てきました。

　他社さんにお話を聞いても、やはり女性は

そういうふうなミッションの与え方をされて

いるケースが多いということです。

　それからいろいろ男性の経営者の方たちと

もお話するのですけれども、失敗した時のそ

のあとの対応が全然違うのですね。男性だと、

もっとその次に失敗を乗り越えてやらせよう

とするのですけれど、女性だと優しいと言う

のか、甘やかすと言うのか、「しょうがないね」

という感じで、あまりそこから学んで、さら

にチャレンジするというふうにしていかない

ケースが多い。

　そういう中で管理職にいつまで経ってもな

れないと、モチベーションが高い人はそう思っ

てしまう。あるいは適当にやっていこうとい

うので、女性の方も諦めてしまうというケー

スも結構あります。あるいは完ぺきにやろう

として精神的に破たんしてしまうという、完
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璧主義者の方もいらっしゃいます。どちらも

うまくいかないので、ここを変革していく必

要があります。

　現場でいろいろヒアリングするのですが、

まず、第一に効くのは上司の対応なのですね。

上司の教育をどうするかというのは、我々企

業にとっては大きな課題です。

　この問題は非常にセンシィティブで、本人

はだいたい差別しているなんて認識しており

ませんので、無自覚なんですね。それを意識

できるようにいろいろvisible にしていく必要

があると思います。

　これは啓発活動の中でいろんなケースの話

をしてもらって、女性がどう対応しているか、

あるいはどんなサクセスストーリーがあるか

を知り、自分のケースと比較して、どこが悪

かったかということに気付くことが重要では

ないかということです。マネージャー同士の

ディスカッションというのも、非常に重要で

す。

　これは、私がヒアリングをした結果、現在

仕事を続けている人たちの女性のキャリアで

問題になっているところのまとめです。

 （図 25）

　いろいろなタイプの方がいらっしゃると思

うのですけど、少なくとも女性のエンジニア

は責任感が強いけれど、同レベルの能力を持っ

ている男性と比較した時には、自信を持って

いない方が多い。男性は、当然本人は自信あ

るだろうという前提でいろいろ行動するので

すけれど、本人はずっと自信がないので女性

には常にエンカレッジする必要があるのです。

　より高い目標に向けて、エンカレッジをす

る。

　「彼女は元気だからそんな必要ないよ」と言

う上司がいるのですけれど、その実本人は非

常に自信がなくてということが多いので、こ

れは意識して上司がやる必要があると思いま

す。

　それから女性マネージャーは数が少ないの

で、孤立しがちなのですね。先ほど申し上げ

たオールド・ボーイズ・ネットワークで男性

は意識しなくても　“どこどこは元気のいい

組織だ、今度誰さんはどこかに異動しそうだ、

何とかの事業は伸びそうだ”などいろいろな

情報が入ってきます。このような話が、総合

的に状況判断するには重要なのですけど、女

性にはそのようなネットワークに参加する機

会が少ないので情報提供を適切にしてあげる

必要があります。

　そして、キャリアアップするための育成プ

ログラムを提供していく必要があります。こ

れは男性よりも女性の方により計画的にやっ

ていかないと、放っておいてもある程度はや

れる男性とは違うというところを意識する必

要があると思います。

　それから能力のある女性のキャリアパスが

見えないというのが一つ課題です。ロールモ

デルがあまりない。周りにあのようにやれば

よいという example があれば、わりと考えや

すいし、トライしやすい。しかしそれが人数

が少ない中では、ロールモデルがいなくてイ

メージがわかないので、出口が見えない、そ

の中で何かやるというのは非常にストレスが
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高いわけです。キャリアアップのステップを

visible にしていく必要がある。そこが重要だ

と思います。

　先ほど申し上げましたが、上司の意識をど

う変えていくかで、これはいろいろな事例研

究を研修の中でやっていくのがやはり重要か

と思います。ジェンダー・リテラシーのレベ

ルを上げていく必要があります。

　ある外資系 IT企業では女性活用の指標を毎

期作っています。全世界でグローバルに女性

比率をどれだけ上げなさいというのがくるわ

けです。管理職の評価指標の中に女性をどれ

だけ活用しているか、管理職にどれだけ上げ

られたかというのがあるのですね。常にリテ

ラシー・レベルも上げていますし、それから

マネージメントの指標もきっちりしているの

で、大きな成果が上がっています。社長自ら

重要性のお話をされていました。

　このスライドは女性に向けてのお話です。

女性たちがこういう環境の中でも是非もっと

活躍していただきたいのですけれど、そのた

めに私が過去いろんな人に言ってきたこと、

あるいはやってきたことのまとめでもありま

す。 （図26）

　まず、あまり自分のためと思うと今の日本

の環境だと損だと思うことのほうが多いかも

しれません。ですから後輩のためにちょっと

でも前進しようというふうに、自分というよ

りは社会的な位置付けの中で考えていったほ

うが気が楽で、やれると思うのですね。

　それからやはりロールモデルをできるだけ

見つける。イメージできるということが極め

て重要なのでできるだけ身近にあったほうが

いい。ロールモデルの人がいると、自分が困っ

ている時に、あの人だったらどうするかなと

考えると、結構やり方が見えてくるというこ

とが多いと思うのですね。

　もう一つだけ申し上げたいのは、私がアメ

リカに留学して本当に良かったと思うのが、

アメリカでは女性が非常に活躍していて、そ

れを身近に見たということです。女性は当た

り前に仕事をしているのを見るだけで、すご

くエネルギーになりました。

　ですから女性だけの集まりはどうも･･なん

て言われる方もいらっしゃるのですけれども、

活躍している姿を見ることは、これ自体が結

構エネルギーだということを申し上げたいと

思います。

　それからメンターを見つける。いろいろやっ

ているといろいろな困難があります。クリエ

イティブな仕事をすればするほど、いろいろ

障害も出てくると思います。そういう時にぴっ

たり１人の人がメンターというのは、いかな

いかもしれません。しかし、いろいろ経験し

てきた人に話をしていく中で、自分で糸口が

見つけられるということは度々あることなの

ですね。ですから、自分のメンターは誰か、

その人に積極的に話をしに行くということが

重要かと思います。

　オールド・ボーイズ・ネットワークほどに

はいきませんけれど、それなりに女性の数が

増えてきているわけですから、仲間を作って

問題を共有するということは非常に心強いこ

とだと思います。
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　私は今、情報サービス産業協会の人事雇用

部会の部会長をやっているのですが、IT産業

では女性のプロジェクトマネージャーとか、

アーキテクトが少ないので、孤立しがちです。

そういうコミュニティを作ってあげましょう

という活動をしています。このように問題を

共有することは極めて有益なことだと思いま

す。

　それと、どんな上司か、どんな同僚かによ

るのですけど、理解してくれる方も、より好

意的な方もいると思うので、そういう方たち

を味方につけて、いろいろアドバイスを引き

出すとか、応援演説をやってもらえるように

していくとかです。そういうふうに持ってい

くことも、一つ、組織の中のダイナミズム、

力学として重要だと思います。

　そして組織の中で自分に対する期待が何で、

どういう貢献をすべきかを考えること。自分

中心だけに考えていたら昇進、昇格っていう

のはうまくいかないわけで、当然、所属して

いる所でのミッションがあるわけですから、

そこに対して女性は期待だけで昇格させない

というのもありますけれど、少しずつ変わり

つつもありますから、期待が何か、何が貢献

できるかということを常に念頭に置く必要が

あると思います。

　それからやはり実力をつける、勉強をする。

勉強は単に座学だけでの話ではないですけど、

いろんな所へ出て、多くの分野の人と話をす

るのも重要でしょうし、人のネットワークを

作っていくのも重要でしょうし、業務によっ

ていろいろあると思います。常に勉強してい

くということは極めて重要だと思います。

　女性は育児・介護などで忙しいということ

もあって、すごく closed の中で生活して、あ

まり他の所に出かけていくチャンスを自ら作

らない、作れないというか、そういう環境も

あると思うので、上司はできるだけ社外の活

動だとか、全社の活動に女性をアサインする

と、その人の見方が変わってきて、能力を大

きく開発できると思います。

ここまでは私の体験をある程度もとにお話し

てきましたが、リコーではかなり早い時期か

らジェンダーフリーへの取り組みということ

で、マニュアルやガイドブックを作って進め

てきています。この取り組みにおけるリコー

の基本方針に３つの柱があります。 （図27）

　一つは男女ともに働きやすい環境整備で、

とりわけワークライフバランスに関するもの。

それから能力開発、それから意識改革ですね。

<一部省略>

　先ほどからお話しているように、まずは上

司の理解が重要です。仕組みを変えても必ず

しも全社同じような状況ではないわけですか

らばらつきがあります。同じ組織の中でもば

らつきは大きくあります。その差はやはり上

司の意識によるところが大きい。上司の裁

量でどんな困難があっても本人がやりたいと

思っていて、上司が理解してくれたらなんと

かやれるというようなことがデータとして出

てきました。

　さらに仕事が続けられても、モチベーショ
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ンが低い仕事では嫌だというのがこの次の話

です。やはり今の環境の中だとお子さんを保

育園に預けて苦労をしてやっている。それだ

けがんばっているのに任せられる仕事が極め

て小さな、あまり貢献度が高くないものでは

やる気がおきない。やはり仕事の与え方は極

めて重要で、貢献度にも大きく関わってくる。

　それから身近にロールモデルがある、仲間

がたくさんいるというのが極めて重要という

ことも出ています。

　あとは意識の問題、改革の柱の中の最後が

意識改革だったわけです。制度があるだけで

は不十分で実際運用できるようにするために

は、やはり意識を全般に変えていかなければ

いけない。これについてはやはりいろんなパ

ネルディスカッションをやったり、セミナー

をやったりして、たびたびこういう問題をみ

んなで考えて、また他社の事例だとか、進ん

でいる事例も紹介してもらうということも重

要です。

　そしてこれは私が自分の組織の中で女性育

成に向けてやったことなのですけれども、ジョ

ブローテーションを計画的にやることです。

なかなかここが現場に任せておくと進まない。

有能な人はその組織で抱えていたい、サポー

トしてもらえばとても上司もHappy。ただ本

人のことを考えると他のこともやったほうが

いい。これは大学などでもよく聞きますね。

すごく有名な先生の元に有能な女性がいるけ

ど、サポート業務が中心で、本人に論文を書

く力が十分あるのだけれども、結局サポート

だけで終わって、なかなかポジションが確保

できないという事例をいくつか見ています。

意識的に組織として改革する必要があると思

います。

　それからさきほどふれましたけれど、転勤

することができないような家庭の事情がある

場合に、それでも職能を広げるということは

極めて重要なので、そうした時にはクロスファ

ンクショナルなプロジェクトに参画してもら

うことで、代替案を作って進めておりました。

また、グローバルに活躍する場をできるだけ

作る。部門によっては女性も海外出張させる

のは怖いからやらせないというようなところ

も昔はよくありました。

　それから社外へのネットワーキングへのす

すめです。社外の活動は極めて重要で、そう

する中でキャリア形成の意識が進みます。時

には極めて有能で外にスカウトされてしまう

ケースもありますが、貢献度が高くいろいろ

な場面で活躍できる人たちが増えてきている

というのはよかったなと思っています。

　こちらの大学でもあるかもしれませんけれ

ど、ロールモデルのデータベースを作り、い

ろんな情報を交流できる場を、地道ですけれ

ど作り上げていくことが重要だと思っており

ます。

　そして、全体として組織の中でこういう活

動を効率よく成功させるためには、PDCAを

きっちり回していくということです。まず、

第一に重要なのは、組織のトップからの強い

メッセージです。こちらは吉村学長が強いメッ

セージを出されているからきっとやりやすい

と思うのですけれども、組織としてまずこれ
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が重要で戦略としてやっていくという方針が

述べられる必要があると思います。　 （図28）

　それから推進していくにあたっては、専門

組織がないとなかなか確実には動いていきま

せん。秋田大学ではおありなので、素晴らし

いことだと思います。管理職の意識改革、制

度の充実を進め、成功事例を早くどんどん作っ

ていくのがポイントになるかと思います。

　私どもがいろいろ活動していて、非常に有

益だったと思うのは特に女性たちのキャリア

プランの作成です。実は「キャリアプランを

書いてください」と言ってもなかなか書いて

もらえない。そこで、本人に対して研修をし

たり、上司に対する研修もやって、５年後、

15年度も見据えた自分のキャリアパスを考え、

プランを作っていくのですね。計画通りには

必ずしもいかないのですが、先ず書いてみる。

　一度そういうのを考えて、一つベースにな

るドキュメントがあることは極めて重要だと

いうのをあとからより強く認識しました。そ

れは企業だと、上司は結構変わるし、異動も

あったりします。その時キャリアプランがあ

ると、その次の上司が継続してキャリアプラ

ンについて考えていく時に使える。このよう

なものがなくて別の組織になったりすると、

また０ベースになってしまうことが結構ある

わけですね。非常に計画的に考えてくれる上

司だったらいいのですけど、必ずしもそうで

はない。

　キャリアプランを持っているとここまでは

こうしてきましたと、次はこういう能力を開

発したいというのを文書で示せる、その時の

いろんな状況で中身としては変わっていくか

もしれませんけれど、話のきっかけになるし、

チェックリストとして非常に有益だというこ

とを認識しました。

　大学でキャリアプランがぴったりするかど

うかは知りませんけど、やはり個々の人がど

ういう道筋でどうしていくかというのをラフ

にもまとめてみるということは重要だと思い

ます。

<以下省略>

　女性が今日キャリアを構築するには能力と

いうよりはそれを意識した姿勢や信念を持つ

ことが需要だと思います。単に能力開発だけ

ではなく、女性のキャリアアップへの意識づ

けも男女共同参画の中で考えていく必要があ

るのではないかと思っている次第です。

　日本がこれだけ女性の活躍推進の観点にお

いて遅れているというのは大きな損失だと思

います。それを是非大学は知の拠点として、

それを地域にもアピールし、学生さんの育成

にも活かしていただきたいと願います。私

は内閣府の男女共同参画推進連携会議のメン

バーでもありますし、学会や企業の中でも推

進活動を進めていきます。そこで思うのは、

大学の重要性というのは強調してもしきれな

いところがある。

　社会に出る直前の大学での教育の中で、女

子学生にも男子学生にもお話したようなダイ

バーシティ推進の重要性について十分認識し

た上で企業にきていただけると、企業も非常
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に楽なのです。ただし、企業の中には多様な

方がいらっしゃいますから、正しい意見が必

ずしもすぐ通るわけではありませんが、基本

的なコンセプトとしてその重要性を理解した

若い人たちが社会の中核となった時には必ず、

企業経営は健全になると期待しています。

　グローバルなコンペティションの波の中で、

少子高齢化が進んでいるのに、人口の半分を

占める女性の活躍が推進されないということ

は非常にもったいないので、いろいろな観点

で男女共同参画を進めていただきたいと願い

ます。女性の先生方のモデルがたくさん増え

て、大学での啓発活動がさらに推進されれば、

世の中は本当に変わっていくのではないかと

います。

　私たちが新しい商品をまず世の中におくり

出す時、オリジナリティがあって、ユニーク

なものであれば、まず大学に持っていきます。

これはアメリカのソフトウエアの会社も同じ

ですが、一番理解力のある所、新しいことに

対して敏感なところに持っていきます。是非

このダイバーシティ推進の活動は大学の皆さ

まにお願いしたいと思います。本日このよう

な機会を与えていただいて大変幸運だったと

思っております。

　皆さんご静聴ありがとうございました。
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はり上司に対して一般的な啓発活動と個

別の業務の与え方の両面から支援します。

自部門であれば面談をマネージャとして

部下に、どんな仕事の与え方をしている

かについてディスカッションして変えて

きているのです。

　自分の組織はいいんですけれども、他

の所になるとなかなか言葉をかけるのは

難しいのですが、啓発活動の中で幾つも

事例をお話しています。

　さっき言った（優しい上司）というの

が一番でもないかもしれませんけれど、

非常に困るんです。「やるべきこと、や

りがいのある仕事を本当に与えているか」

を自問自答してくださいというようなお

話をしています。

　実際優しすぎる仕事の与え方をしてい

る上司がいるのです。「良かれと思ってい

たけど、やはりそれは間違いなのですね」

と言ってくる人も結構いますね。

会場女性：

　それに関連してなのですが、多様化す

るということで女性の方自身もいろんな

考え方の方がいらっしゃるので、すごく

高い目標を持って頑張っている方をどん

どん支援するというのはもちろんやりた

いところなのですが、ほどほどでいいと

いう方を「がんばろうよ、もうちょっと

できるんじゃない」とやったほうがいい

 会場女性：

　私は秋田大学の医学部で女性医師支援

の仕事もしてまして、今日はすごく興味

深いお話をありがとうございました。

　なかなか他大学とのシンポジウムなど

で医学部の状況についてはお伺いする機

会は多いのですが、企業のお話というの

は初めて伺ったので、すごく参考になり

ました。いろいろ聞きたい事があるので

すけれども、一つずつお願いしてよろし

いでしょうか。

　一つ目は先ほど上司の方でやりがいの

ある仕事を与えるための、例えばFDだ

とか、そういうのを行ってらっしゃると

いうことなんですが。

　時に女性に対する理解が多い上司の方

で先回りをして、お子さんがいるからこ

れは大変だろうということで、例えばそ

のチャンスを逆に遠慮してくださる方が

いらっしゃるんですね。例えば海外出張

ですとか、学会などを敢えて外してくだ

さるというか。そういった逆ジェンダー

フリーと言うか、ジェンダーフリーのよ

うな、理解しようと努めてくださるあま

りに逆に与え、チャンスを与えるのを遠

慮して下さる方に対するそういうFDな

どは何かされてらっしゃるのでしょうか。

國　井：

　私達、FDではないんですけれども、や

質疑応答
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のか、こういう方はそのまま放っておく

と言ったら変ですけど、そのままそうい

う人として接したらいいのかと、すごく

悩むところです。もっと能力があるのに

そこがすごくもったいないと思うことが

あるのです。その辺りの対応というのは

どうされているんでしょうか。

國　井：

　会社によって少し違っていますけど、

頑張る人しか支援しないという、外資系

は割とそうです。評価をバサッとそこで

変えますよね。私たちはできるだけ能力

のある人を増やしていきたいので、いろ

んな啓発活動をして、期待している、こ

れだけできるはずだからとか、自信をつ

けてもらう。エンカレッジして、仕事を

アサインするように持っていこうとして

います。直の部下だったらいいですけど、

何段階もあればなかなか伝わらないとい

うところがあるかと思うのですけど。

　私は基本的には、できるだけそこはエ

ンカレッジして、やってくれる人を増や

したいというスタンスです。企業として

は、辞めるなら別ですが、きちんと貢献

してもらわないと他の人の足を引っ張る

ことになりますから、そこを意識しても

らう。ただ家庭の事情とかありますから、

それは考慮してなんですけど。やってほ

しいと期待することが非常に重要じゃな

いでしょうか。それをまた直接に言うこ

とですね。本人に伝えるということが極

めて重要かと思います。

会場女性：

　ありがとうございました。もうちょっ

とあります。先ほど活躍するために人材

の多い所よりも女性が少ない分野という。

國　井：

　女性が少ないところと言ったのではな

くて、人材が足りないところですね。

会場女性：

　わかりました。

國　井：

　新しい分野などは男性も女性もいなく

て、業務に対して人が不足しているとい

うのがありますよね。不景気でもやはり

足りない世界と人材が余っているところ

では違っているのではないですかと。

会場女性：

　ありがとうございました。というのは

医師としてこれから科を選ぶ時に、女性

の先生が多いところと少ないところと、

自分がやりたいのは少ない分野なんだけ

れども、道がないところで、すごく悩ま

れる方がいて。やはりキャラクターの問

題もあって、好きにやりなさいと言って

どんどん好きに開いていく方と、なかな

か言い出せなくて背負いこんでしまう方

がいらしたので、その辺りどうされてい
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るのかお伺いしたかったので。

　もう一つ先ほど何回かヒアリングとい

うことをおっしゃっていたのですが、ア

ンケートなどでニーズを探ることが多い

のですが、回収率にもよると思うのです

けれども、アンケートですと意識の高い

方やそれについて問題意識を持っている

方の回答率は良いのですが、実際に問題

を持っていたり、問題がある方の回答率

が少ない印象がありまして、そうなると

やはりヒアリングなど、直接話を聞いた

り、そういう方をピックアップというわ

けではないのですが、する有用性という

のもあるのではないかと思うんですね。

　というのは学生と話していても、最初

に自分が心配しているとおっしゃること

と、ほんとに心配していることが少し違っ

たりすることがあって、それは実際に話

をしている中で明らかになることが多い

ので、そのあたりのアンケートの結果と

ヒアリングの結果がどの程度違うのかと

いうことと、それぞれで何を求めたらい

いのかというところ、もしご経験があり

ましたら教えていただきたいのですけれ

ども。

國　井：

　アンケートは全体的な数値データをと

れるので、いろいろな方に現状の把握を

ご説明するには非常に有益です。客観的

にこういう取り方をしてこうでしたとい

うのは重要です。ただ問題を分析するに

あたってはかなり深く洞察力を働かせる

必要があります。分析するにはアンケー

トだけではなかなか読み切れない、いろ

んな事情があります。

　ですから個別のヒアリングでケース・

スタディというか、事例を深く見ていか

ないと対策をどうとっていったらいいの

か分からない。表面的な話ではない深い

問題もありますので、ヒアリングである

程度わかった上で、ある仮説モデルの上

にアンケートをとっていく、そういう全

般的な流れでやっています。

　アンケートも取りかたによって結果が

だいぶ違いますからね。

会場女性：

　最後ですが、このような講演会に実際

に聞いていただきたい方というのはまず

いらして下さらないことが多くて、結構

意識が高い方が、聞きに来て下さるので

す。院内や学内で、私たちが企画してやっ

た時にも、意外と実際にそういう立場に

ある方が聞きにきてくださっていて、管

理職の方がいらっしゃらないので、先生

のスライドでも全員参加のフォーラムが

ありましたけれども、そのあたりをどの

ようにして引っ張り出しているのか秘策

があれば教えてください。

國　井：

　一つは自分が責任者であれば指示でき

ますからね、それは一つ、一番楽なとこ
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ろですけど。そういうポジションばかり

ではありませんから。そういう時は出て

ほしいキーパーソンには個別に話をしに

行って、出てもらうようにいろいろお話

をするとか、それからミッションを与え

てしまう。パネリストにしてしまうとか、

何かの役割を担っていただいて巻きこむ。

そこに出ないと次のステップに入れない

ような何かを仕組んでしまうなど、いろ

いろありますけど。

会場女性：

　どうもありがとうございました。

司　会：

　ありがとうございました。もう一つだ

けご質問、コメントいただきたいのです

が、どなたかございませんでしょうか。

会場男性：

　今日は面白いお話ありがとうございま

した。秋田大学の女性研究者支援モデル

育成プロジェクト運営委員会の１人でも

あります。

　二つだけ教えていただきたいのですが、

今日私はこの男女共同参画の場合、先生

は女性の意識ということも強調されてお

りましたけど、９割ぐらいは男性の意識

とか、行動の問題だというふうに私自身

は認識しているのです。それだけとは申

し上げませんが。

　一つ「上司」というお言葉を使った時に、

これからの時代だと女性の上司が増えて

くると思うのですが、上司が女性か男性

かということで、ストラテジーが違うの

ですか。それとも先生は、先ほどのディ

スカッションでもすでに、意識下に男性

というようなことが含まれていて、プレ

ゼンテーションの議論を言ったと思うの

ですけど。上司が女性の場合も同じスト

ラテジーになるのですか。

國　井：

　女性の上司がどういう意識かによると

思うのです。今の社会だと女性で頑張っ

てきた人が必ずしもジェンダーリテラ

シーが高いとは限らないのです。その方

はがんばってすごく能力があって、実績

を出された。ただ日本の社会だとやりに

くいことが多いので、チャンスがなくて

活躍できなかった人もいるということを

どの程度ご認識かにもよるわけです。

　お子さんを実家に預けられるとか、少々

楽な環境もあり得るではないですか。人

によってだいぶ違って、上司が女性であっ

ても同じような男性社会の男性のパター

ンできた人もいらっしゃるので、それは

理解がより女性のほうが高い可能性は多

いとは思いますけれど。よくあちこちの

企業で聞くのは、良くできる女性がポジ

ティブアクションに反対していて、何と

もできなくて困っているという話もある

ので、それは女性上司に対しても同じよ

うなことだと思うのですね。
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　社会での位置付けをどうご理解してい

ただいているかということだと思います。

会場男性：

　よくわかりました。もう１点ですが、

先生ご自身のキャリアのお話で入社され

た時に、インベーダーと言われたという

のですが、わたしから見るとお話の仕方

や、挙動作を見ているととてもエレガン

トで、とても女性っぽく見えるんのです

けど。

　一つ質問なのですが、私は長い間ノル

ウェーの人達と共同研究をしていて、お

話をすることが多いのですが、ノルウェー

の女性にある時ノルウェーは男女共同参

画が上手くいっていて、すごいじゃない

という話をした時に、私は聞いたのです。

「ノルウェーでもつまり、女で勝負して

のし上がっていく人はいるのですか」と

聞いたら、「それは人間のやることだから

いっぱいいるわよ」と言ったんです。びっ

くりしたのですけど。そういうダイバー

シティまで許されるのでしょうか。たと

えば企業の中で。

國　井：

　それは許されないと思いますね。それ

を受け入れる人はたぶんどこかで問題が

起きると思いますけど。

会場男性：

　それをお聞きして安心しました。

國　井：

　男性経営者から聞くのですが、「なにか

不都合があると『私、女だから』という

人がいる」と。女性に対するリテラシー

というのも上げていかないといけないで

すね。

司　会：

　大変ありがとうございました。この辺

で質疑応答を終了したいと思います。あ

りがとうございました。
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編集後記

　秋田県ふるさと雇用再生臨時対策基金事業「平成 21年度　秋田大学男女共同参画推進フォーラ

ム」実施報告書をお届けいたします。

　今回國井様のご講演を拝聴し、人々の働き方や生き方が多様化する今日でも、職場や家庭では未

だ男女の固定的な役割分担意識が多く残っており、女性のキャリアアップや男性の家庭参加が難し

い現実を知ることができました。秋田大学男女共同参画推進室では、これらの状況が少しでも良い

方向に向かうよう、社会的基盤となる子育て支援や介護支援などに積極的に取り組んでいきたいと

思っております。私たちは人生という限られた時間を最大限に活かして、安心感と希望がもてる社

会づくりに貢献していきたいと思います。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

　最後に本男女共同参画フォーラム開催にあたりご協力くださいました皆様に厚く御礼申し上げま

す。 （朝倉綾加）
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