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室長からのメッセージ

国立大学法人 秋田大学 男女共同参画推進室長

渡 部 育 子
わが国では、国際的な比較をしたとき、大学などの研究機関における女性研究者の占める割合が低い、
あるいは社会全体をみても男女共同参画が遅れているという指摘がなされています。
秋田大学では、平成 21 年度科学技術振興調整費女性研究者支援モデル育成プログラムに採択されたこ
とを契機に、国際的比較を視野に入れながら、大学そしてわが国における男女共同参画の問題点を明ら
かにし、解決の糸口を探るための講演会・シンポジウムを開催してまいりました。平成 21 年度はノル
ウェー王国大使館一等書記官ドッテ・バッケ氏によるノルウェーの男女平等政策についての講演会、平
成 22 年度はトロムソ大学医学部附属病院のトーベ・スメスロー氏による講演会、ドイツ・テュービンゲ
ン大学のハイディ・ブック＝アルブレット氏をお招きしてのシンポジウムを開催しました。
平成 23 年度文部科学省科学技術人材育成費補助金 女性研究者研究活動支援事業（女性研究者支援モ
デル育成）秋田大学「大学間連携と女性研究者支援 in 秋田」では、わが国の男女共同参画をより進める
ために、“ 余所者の視点 ” を得るべく、
「外国人から見たわが国の男女共同参画」をテーマに講演会を開
催しました。ノルウェー出身で、
現在、
東京で活躍しておられるビートリックス・ファイフ氏の講演「ヨー
ロッパの現代におけるノルウェー女性〜バイキング精神と性区別のない職場〜」では、ノルウェーでは
個人や家族の生活の充実を重視する人びとが多く、制度も整っていること、個人の価値観を重視する風
土が醸成されていることなどを、ヨーロッパの他の国の事例を紹介しながら、美しいノルウェーの風景
とともに、熱く話してくださいました。
男女平等国際ランキング世界一のノルウェーの制度と人びとの意識には、学ぶべきものが多くありま
すが、ノルウェーの男女共同参画の歴史は意外に新しいことも分かりました。大きな数値目標を達成す
るためには、順位を示す数値に一喜一憂することなく、グローバルな視野をもちつつも、まずは身近な
ところで一歩踏み出すことが必要ではないか、と実感したところでございます。
未曾有の大震災の年に、ノルウェー王国大使館をはじめ多くの方々の支援を得て実現した講演会でご
ざいます。いくつもの幸運に感謝し、これからより一層、努力してまいりたいと存じます。
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ヨーロッパの現代における
ノルウェー女性
〜バイキング精神と性区別のない職場〜
日時◎平成

23 年 12 月６日

講師◎ビートリックス・ファイフ氏

ビートリックス・ファイフ氏
言語学者。ミュージシャン、画家としても活動している。コミュニケーションやその表現方法に興味が
あり、
ロールプレイによる語学教授法を専門としている。ノルウェー人としてフランス・イタリアで育ち、
現在は東京都在住。
＊ビートリックス・ファイフ氏ウェブサイト

www.makbx.com

講 演 次 第
１．ノルウェー基本情報
２．男女共同参画とは？
３．ノルウェーにおける男女共同参画の発展
４．ノルウェーの今日における男女共同参画
５．他の欧州諸国における男女共同参画
６．日本がノルウェーから学ぶこと、ノルウェーが日本から学ぶこと
７．質疑応答
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講演
「ヨーロッパの現代におけるノルウェー女性

〜バイキング精神と性区別のない職場〜」

講師：ビートリックス・ファイフ氏（ノルウェー出身）
（同時通訳：秋田大学大学院医学系研究科教授 妹尾 春樹）

皆さま、こんにちは。ノルウェーから参りま
したビートリックス・ファイフです。私は日本
語も話しますけれども、ノルウェー語や英語ほ
ど完璧ではないので、今日は英語でお話させて
いただきたいと思います。

日本と同じようにノルウェーは山と海に恵ま
れています。向かって右上の写真ですが、山々
の間に海が入り込んで、フィヨルドと呼ばれて
います。それから右下の写真は国土の北半分に
現れます北の光あるいはオーロラと呼ばれる現
象です。これらがノルウェーと聞いて挙げられ

はじめに、私の母国でありますノルウェーに

る代表的なイメージの二つだと思います。

ついてご紹介したいと思います。ノルウェーに

料理には日本と同じように魚を多く用います。

おける男女同権ということに関して、日本とノ
ルウェーを比較しながらご紹介したいと思いま

そしてパンをよく食べます。
（下の中央の写真で

す。次にノルウェーの歴史について触れてみた

すが）これはサーモンです。スモークしたサー

いと思います。また、他のヨーロッパの国々と

モンもよく食べます。

の比較に関してもお話したいと思います。それ

朝食にはパンを食べることが多いです。昼食

から私自身の体験についてご紹介したいと思い

は 12 時から午後１時の間に食べます。夕食は午

ます。最後に日本とノルウェーがお互いに学び

後５時頃で、
その時には（軽食ではなく）ディナー

合えるのではないかということについて触れて

を食べます。ですから午後４時には職場から帰っ

みたいと思います。

てくるということです。夕食の後は家族と一緒
に過ごしたり、あるいは自分の好きなこと、趣
味のことをしたりして過ごします。

まずはノルウェーを表しますいくつかのイ

このことはノルウェーの社会にとってとても

メージ（画像）をご紹介したいと思います。

大事です。家族と共に過ごす時間をたくさん持っ
ていること、そして働き過ぎないということを
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（ノルウェーでは）大事にしています。もちろん

左半分は日本の地図とノルウェーの地図を合

働くことが好きな人は夜遅くまで働いています

わせて示しています。両国の形はよく似ていて、

けど、これはごく少数派です。これらの一つの

非常に長くて、幅が狭いです。

原因は夜が暗いということです。仕事を朝から

ノルウェーの長さというのは日本の鹿児島県

お昼に集中してやってしまうということがある

から北海道の北まで届く長さです。また右半分

ようです。明るい時間を有効に使いたいという

ではノルウェーのある場所を赤い矢印で示して

ことが一つの要因のようです。

あります。スウェーデン、フィンランドそして

この左下の写真は北海で石油を採掘している

ロシアと国境を接しています。また、スウェー

ところです。ノルウェーでは、1960 年代に北海

デンとノルウェーとデンマークはノルウェー語

油田が見つかって、そのために非常に国が豊か

と言葉が非常によく似ているので、困難なく話

になりました。教育や研究などに多くの資金を

をすることができます。またアイスランドの言

充てることができるようになりました。もちろ

葉は古いノルウェー語です（しかし、現在のノ

んアルミニウムを始めとして、様々な工業も盛

ルウェー語とは異なります。
）フィンランドは広

んですが、この石油産業というものはノルウェー

い意味ではスカンジナビアの地域ですが、言葉

を豊かにする非常に大きな要因です。

は全く違う系統の言葉を使っております。

国が豊かになりましたので、政府としては教

また、ノルウェーはヨーロッパ連合（EU）に

育に非常に力を入れることができるようになり

は加盟しておりません。その理由としては、貨

ました。教育はずっと無料で受けることが可能

幣の問題、それから政治的な問題があります。

です。医療に係る費用も政府が出費してくれま

しかし、アメリカ合衆国とは非常に強い絆を持っ

すから、国民は治療費などを支払うことなく、

ております。100 年前にはノルウェーから米国に

無料で医療サービスを受けることができます。

多くの移民が渡っております。

向かって左上の絵ですが、これは有名なエド
ヴァルド・ムンクの『叫び』という絵です。こ
の絵は、現在でもそうですが、ノルウェーの人々
は非常にダイレクトに自分の思っていることを
話すということを示しているのかもしれません。
それはヨーロッパの南方の地域の人々とは違い、
私たちノルウェー人は自分自身が考えているこ
とをとても率直に表現するということです。

右側はノルウェーの地図です。ノルウェーは
北、南、西、東というように地域が分かれてい
ます。私の両親はオスロの南の出身です。地域
はそのように分かれていますけれども、一つの
国、一体感というものは非常に強いものがあり
ます。左上の写真はオーロラの写真です。
左下はノルウェーの夏の写真です。夏は１日
中太陽が沈まない、そういう日が２、３カ月間
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続きます。人々は外での活動をしたりパーティ

差別がないということで男女同権という国から

をしたりして、非常に楽しく過ごします。

来たのです。そのことを今日はお話したいと思
います。

これは王室の写真で左の２枚が国王と王妃で
す。それから右が皇太子と皇太子妃です。この
（写

ここからは男女同権ということについてより

真の下の段の）女の子は皇太子夫妻の第一子の

強調してお話したいと思います。男女が同権で

王女様です。皇太子夫妻には第二子として長男

あるということは、あなたが男性であろうと女

が誕生していますが、1990 年に憲法が改正され、

性であろうと社会の中のどの分野においても同

男女の区別なく第一子が王位継承権第一位とな

じ権利と同じ機会を持たなければならない、そ

ることから、現在のノルウェー王位継承順位は

ういうことが男女同権ということだと思います。

この王女様が父親の皇太子に次ぐ第二位となっ

この「男女同権である」という考え方はどこ

ています。

に由来するかと申しますと、これは仕事とそれ
からプライベートな生活とのバランスがきちん

これは何年も前に私が日本に参りました時の

としているという、そういうアイデアに基づく

話ですけれども、日本の方に「どこから来たん

ものであります。そういう仕事と個人のプライ

ですか」と聞かれて、
「ノルウェーからです」と

ベートの生活のバランスの上に男女同権もある

答えると直ちに「鯨とフリーセックスの国です

ということです。

ね」というふうに言われました。

この「男性と女性が同じ権利を持つ」という
男女同権のもう一つの基礎になっているのは「人
としての価値が等しい」
ということです。そして、
責任を取る権利とそれを共有し合う権利を持っ
ているということです。誰でも、安心して、人
から批難されずに暮らす権利があるのです。
これはノルウェーにおける男女平等の主な出
来事を表しているスライドです。
1970 年代の後半から男女平等法ができました。

鯨は確かにそうかもしれませんが、フリーセッ

78 年からは男女平等に関するオンブッド（調停

クスではなくてセックスフリー、つまり男女の

者）と、その役割について法律で決まってまい

−8−

ました。父親が両親の育児休暇の内、４週間の
有給の育児休暇を取得できる権利で、父親が取
得しないとその４週間分の休暇は消滅します。
2009 年にはその割り当ては 10 週間に延長され、
さらに昨年には 12 週間に延長されました。

りました。オンブッドというのは、いわばカウ
ンセラーですから、男女平等に関する相談にのっ
てくれる、そういう人が正式に法律で認められ
たということです。
この２枚の写真をご覧いただきたいんですけ
れども、向かって左は男性が家庭にいて、赤ちゃ
んを世話しているところです。そして右は妻あ

ここにありますように、男女平等の政策は、

るいは女性が会社で働いているところです。こ

ノルウェーの少子化対策にもなっているわけで

の両方の情景は（ノルウェー）社会に全く問題

すけれども、ノルウェーでは 70％以上の女性が

なく受け入れられていることです。

働きに出ているのです。そして夫婦の間に子供

右の働く女性ですけども、ディレクターのよ

が生まれますと、前述の通り、１年以上有給で

うです。指導的な立場あるいは責任ある立場に

休暇をとることができます。この点は日本とだ

たって仕事をしている女性です。
（女性が指導的

いぶ違っていることだと思います。

立場にあることは）ノルウェー社会では十分受
け入れられてきていて、男性よりもポジション

前述のとおりノルウェーでは、多くの女性が

が上の仕事をしていることもあります。

外に出て働いています。このことについて、二

1988 年には、スライドで示している通り、公

つの主な理由が考えられると思います。

的委員会、審議会へのクォータ制度が導入され

一つ目は税の制度です。税の制度はノルウェー

ました。“ クォータ ” というのは日本語に訳しま

では夫も妻も働くと非常に優遇される、という

すと “ 割当 ”、何かを割り当てるというような意

ようなシステムになっています。そういう実際

味です。この法律ができて以来、ノルウェーの

面の優遇があります。

政府の職員の少なくとも半分以上は常に女性が

二つ目の理由としては、ノルウェーの社会は、

占めております。

やりたいことをやっていい、そして心で思って

ノルウェーでは現在、給与満額を受けながら

いることはダイレクトに表現していいという社

取得できる両親の育児休暇が 47 週間、もしくは

会なのです。つまり男性も女性も、働きたい人

給与の 80％分を受けながら取得できる両親の育

は働いていいんだという、そういう社会だから

児休暇が 57 週間あります。左の写真の男性のよ

だと思います。以上の二つの主な要因が上げら

うに、ノルウェーでは父親が育児休暇を取ると

れると思います。

いうことが珍しくなく、
「パパ・クォータ」と呼

もう一つ要因を上げるとしたら、託児施設が

ばれる父親の育児休暇制度が 1993 年に導入され

整っているということです。1970 年代には託児
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施設に預けられる子供が４％しかいなかったの

また、ノルウェーでは 1980 年代から、これは

ですが、2008 年には約９割の子供たちが託児施

世界のどこにも他にはないと思いますが、男性

設で面倒を見てもらえるようになりました。そ

による社会的ポジションを求めての運動があり

ういうことも男女が共に働きに出られる大きな

ます。それは “soft men” 運動といって、“ しなや

要因ではないでしょうか。

かな男性たち ”、女性が今まで伝統的にしてきた

託児施設について申し上げますと、一人一人
の子供に大きな面積が用意されていまして、一

仕事を、自分たち（男性）もしたいんだという
ことを要求する、運動があります。

人当たり 5.6 平方メートルが用意されています。
これは（国土面積に対して）人口が非常に少な

今日は男女の同権ということをお話しており

いので、私たちノルウェー人は大きな家を建て

ますが、これは女性だけの問題ではなくて、男

ることができます。託児施設においても一人一

性の取るべきポジションというものも非常に大

人の子供に非常に広い面積を確保してあげるこ

事な問題になってくると思います。

とができています。
私自身も学生の時に幼稚園で働くという体験
がありました。そこでは他の学生も働いていま
したけれども、決して日本のように幼稚園の仕
事というのは女性専用ではなくて、沢山の男性
が働いていました。
男性が幼稚園などの託児施設で働くというこ
とは、非常にいい効果があるのではないかと思
います。女性と男性と違う遊びを提供すること
が出来ますし、子供の中にはお父さんがいない
子、あるいは理由によってお父さんとお母さん
と別れて住んでいる子供たちがいます。そうい

私は日本を好きですし、日本に興味がありま

う場合は、男性の職員がお父さんの役割という

す。その中で、ノルウェーに比べてでしょうけ

か、
「お父さんってこういうものだよ」というこ

れども、男性と女性というものが非常に離れた

とを示してあげることができます。私は当時の

性格を持たされている、つまり女性は女性らし

思い出として非常に鮮やかに記憶しているので

くあれ、男性は男性らしくあれということを非

すけれども、別れて暮さなければならなかった

常に求められていると感じます。ノルウェーは

お父さんが自分の子供を幼稚園に見に来ている

ちょっと違っていまして、
（男性も女性も、自分

ということがありました。

の）好きなようにしていいというようなことで、
ここは日本がノルウェーとは非常に違っている
ところだと、私は興味を持って見ています。
ここで社会階級、ヒエラルキーということを
お話してみたいと思います。ノルウェーにおい
ては社会に対して自分の階級を示す必要がほと
んどありません。そのために（上の立場にある
人は必ず背広を羽織って、ネクタイを締めると
いうようなことはなく）着ている服なども自由
に（好きな服を）着ていいのです。ノルウェー
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れて、丁寧な言葉で話しかけてくれるので非常
に幸福な気持ちになります。
逆に日本人がノルウェーに参りますと、違う
ように感じるのではないでしょうか。
ここからは少しノルウェーの歴史について触
れてみたいと思います。私の母国のノルウェー
がどのような社会を作ってきたかということで
す。
まずノルウェーの宗教について触れてみたい
においては職業のポジションがずっと上の方に
あるのか、下の方にあるのかということはほと
んど問題にされていないということです。

と思います。これは未だに残る木造の教会です。
「スターヴ教会」と呼ばれています。ノルウェー
には 12 世紀にキリスト教が導入されました。

例えばノルウェーにおきましては、内閣の大
臣ですら大きな立派な車には乗らずに自転車で
通勤することがあります。また内閣の大臣のよ
うな（高い地位の）職業に就いている人がケー
キ作りに励むというようなこともあります。そ
ういうヒエラルキーあるいは社会階級を外に示
す必要はないと、そういう社会になっています。
また（企業などの役員の）秘書というのが必
ずしも女性ではなくてもいいですし、一般的に
上に立つ人の命令を他の人に伝えるという仕事
がありません。何かを人に頼む時は直接お願い

そして、このようなキリスト教の教会を作り

するのです。媒介者を通して命令や依頼が来る

ました。写真の上部をご覧いただくとわかるよ

のではなくて、頼みたい時はその人から頼みた

うに、屋根には龍の彫り物が施されています。

いその人に直接お願いするという、そういう社

これらは決してキリスト教の教えによるもので

会です。

はなくて、８世紀頃からスカンジナビアで活躍

言葉においてもそのようなことが表れていま

したバイキングの文化によるものです。バイキ

して、1970 年まではノルウェーにおいても非常

ングの人達はキリスト教徒ではありませんでし

に相手を尊敬するような言い回しと家族で使う

た。キリスト教が入ってきた後も、依然として

ような親しい言い回しとありました。

バイキングの伝統や文化というものはこういう

しかし、その後は親しい言い回しだけが残っ

ところに残っていたわけです。

ています。これは例えばフランスですと、未だ

この「バイキング＝ Viking」という言葉につ

に非常に丁寧な言い方が残っていますし、日本

いて簡単にご紹介します。ノルウェー語では

においても敬語というものがあります。

「ビーキング」というふうに発音しますけれども、

ですからノルウェーから日本に参りますと、

これは「入り江に住む人」という意味です。こ

非常に違うということがわかります。

のバイキング時代（８世紀からの約 300 年間）に

日本にやってまいりましたノルウェー人は、日

は、バイキングの人達は入り江の小さな村々に

本の人達を非常に大事に自分のことを扱ってく

住んでいました。バイキングの男性は船に乗っ
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て外に出ていきますが、男性が留守の間、女性

され、1905 年にはノルウェーは完全に独立国と

は村に残って、全てのことを取り仕切っていま

なりました。

した。教育や家事など全てのことです。ですか

この時代になりますと、芸術家の間での運動

ら当時の女性は非常に強かったということです。

は「クリスチャニア・ボヘーム」というように

キリスト教導入以後、ノルウェーにおける物

呼ばれました。“ クリスチャニア ” というのはオ

の考え方は非常に変わってまいりました。キリ

スロの昔の名前です。慣習に囚われない、より

スト教が入ってきた中世という時代はヨーロッ

自由な環境を求める芸術家たちの運動へと発展

パ全体が非常に厳しい時代だったせいかもしれ

していきました。

ませんが、女性というものはまず父親によって

「クリスチャニア・ボヘーム」運動を行った著

守られなければならない、それから結婚します

名人の一人に、
（ノルウェーの劇作家の）ヘンリッ

と、夫によって守られなければならない、とい

ク・イプセンがいます。イプセンは社会におけ

うふうに変わってまいりました。相対的に男性

る女性のポジションというものを考えた作品を

の方が段々強くなっていったという歴史があり

残しております。例えば代表作に『人形の家』

ます。

という作品があります。
（イプセンの）他にも女
性がどのようにして自由を獲得していったらい

この写真の建物はアイズヴォルハウスと呼ば

いのかということ作品として残した小説家や画

れています。ここで 1814 年にノルウェーの憲法

家がこの時代には数多く輩出されました。例え

が署名されました。

ばアレクサンドル・ヒェランやヨーナス・リー
といった非常に高名で、優れた作品を残した人
たちがいます。また画家のエドヴァルド・ムン
クも女性の解放ということを考えておりました。
先程申し上げましたけども、
「クリスチャニア・
ボヘーム」運動を展開した自由な考えを持つ芸
術家たちの中には社会の基礎としての結婚制度
に反対する人もおりました。
19 世紀まで、男性は外で働き、女性は家事を
するということが法律的にも決められていまし

19 世紀になりますとノルウェーの芸術家が（そ

た。
「クリスチャニア・ボヘーム」運動の活動家

れまでの女性は男性により守られなくてはいけ

たちはこういう結婚制度そのものを打ち破って、

ないということと）違うことを考えるようにな

女性が（家庭に縛られることなく）やりたいこと・

りました。つまり男性が強くて女性がそれに従
属するということではないというような女性解
放の運動が、男性も女性も含めてノルウェーの
芸術家たちによって始められました。
また、それまでノルウェーはスウェーデンと
非常に密接な関係を持っていましたが、この頃
になると独立の機運が高まって、自分たち独自
の憲法を作ろうということになりました。1814
年にはこのアイズヴォルハウスで憲法がサイン
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好きな仕事ができる、そういう自由を求めて活

の男女関係などの事情について聞いてみました。

動をしていました。
ここまでノルウェーの歴史、男女共同に関す
る歴史をお話させていただきました。ここから
は私個人の経験について述べさせていただきた
いと思います。
結婚ということについてまず述べさせていた
だきたいと思います。この結婚ということに対
する考え方は、日本とノルウェーでは相当違っ
ているのではないかと思います。
私のノルウェー人の友だちは、男女一緒に暮
らし、子供をもうけるけれども、あえて結婚と
いう形はとらないことが多くあります。

その話をまとめてみますと、私の友人（私自
身も含めて）は、ノルウェーの女性は今までの

もちろん結婚には非常にロマンティックな響

ノルウェーの男女同権の社会を、非常に幸せだ

きがありますし、そして（結婚して）一緒に暮

と思っています。しかし、ここにきて全く問題

らすということには、それなりのメリットがあ

がない、というわけではありません。様々な問

るのでしょう。しかし、ノルウェーにおいて、

題がありますが、一つは世代間による価値観の

結婚は経済的なメリットとそれほど関連してい

相違、
「ジェネレーションギャップ」の問題です。

ないのではないかと思われます。

例えば 55 歳以上の人達とそれより若い世代の人

私の友人、女性ですが、ボーイフレンド、つ

では異なった考え方をしている人が多いです。

まり結婚せずに一緒に暮らす男性との間に子供

女性が強くなったり、指導的な立場に立ったり

をもうけた人がいます。例えばその男女が別離

することを喜ばない人達が多いということです。

し、女性が子供を育てる場合、その女性（日本

どういうふうにしたらこの問題を解決し、男性

でいうシングルマザー）が、生活していけるよ

も女性も働いて、幸せを感じることができるか、

うに、社会の仕組みが整っています。
（一人親世

解決策を模索しているところだということです。

帯には）政府から非常に多大な子供手当などの
経済的なサポートがもらえるようになっていま

これからは私自身のことをお話したいと思い

すので、気に入らない相手であれば、男女がと

ます。私の曽祖父もまた祖父も海で働く人でし

もに暮らさずに生活することがそれほど困難で

た。ですから鯨を追って南氷洋まで出かけて、

はないという状況です。

半年以上もの間、家にいないということがあり

ここまでシングルマザーの話をしましたけれ
ども、もちろん、ノルウェー社会は「マザー」だ
けではなくて、シングルファーザーも受け入れ
ています。このことはホモセクシャリティとは
全く別の話です。父子家庭も受け入れられてい
る社会であるということです。
私は今回お話させていただくにあたり、ノル
ウェー人の友人に、女性ですが、現在のノルウェー
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ました。この間、家族のうち、女性だけが家に
残り、子供の教育を含めてすべてのことを（女
性たちだけで）やっていかなければなりません
でした。
私は両親ともノルウェー人ですし、私自身も
ノルウェー人ですけれども、イタリアそしてフ
ランスで育ちました。17 歳の時に大学教育を受
けるために、パリからノルウェーに戻ってまい
りましたが、この時に非常に強いショックを受
けたことを覚えています。
またフランスやイタリアはラテンの文化の国

それは、男女の関係がノルウェーとフランス

で、ノルウェーなどのスカンジナビア諸国とは

では随分違っていたからです。
フランスにおいては男性が女性を誘うという

違う意味で、女性は非常に強い存在です。特に

ことがありまして、その時にもお花を持って行っ

カトリックの社会におきましては、イエス・キ

たり、何かプレゼントを持って行ったりという

リストそのものよりもその母親である “ 聖母マリ

ことでありました。ノルウェーに来てみますと

ア ” が非常に重要な存在なので、“ 聖母マリア ”

男女の関係は対等でして、
例えば女性から「今日、

を通して全ての女性がそのイメージとつながり、

スキーにいかない？」ということを非常に直接
的に話しかけることができて、男女はここにお

「女性は強い存在である」という文化があるかと
思います。

いては全く平等であるという社会でした。
最新ニュースを一つお知らせしたいと思います。

また、
（イタリアやフランスでは）レディー
ファーストということ、例えば男の人が次に来
る女性のためにドアを開けていてくれるという
ようなことですけれども、そのようなことが日
常的に行われておりましたので、私自身（レ
ディーファーストの文化に）慣れていたのです
が、ノルウェーにおいては全くレディーファー
ストな社会ではありませんでした。
（この男女関係の問題については）日本でも恐
らく様々な議論があるでしょう。男女が実際に
完全に平等でいいのか、あるいはやはり男性と
女性は違うところがあるので、違うところは認

これはフランスからのニュースです。特に核の

めるということでいいのでしょうか。これは議

問題で、フランスでは原子力による発電を続け

論の分かれるところかと思います。

ていこうか、止めるべきかという議論がありま
す。この中で、ある一人のノルウェー人女性が

ここでノルウェーと他のヨーロッパの国々を

フランス社会、あるいはヨーロッパ全体に非常
に大きな衝撃を与えています。

ちょっと比較してみたいと思います。
例えばドイツやオーストリアにおいては、ま

この女性は現在フランスに住んでいて、核とい

だ男性の中に、女性は家で働くもので家にいる

うものに非常に反対の姿勢をとっています。エコ

ものだという考えがあるかと思います。

ロジーや生態学を非常に大事に考えている方です。
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この方の言い様は非常に直接的であって、い
わゆる政治家、政治の理念で活躍するロビイス

の少ない生き方ができるということで、非常に
大事なことではないでしょうか。

トの活躍などを非常に嫌っています。例えばサ
ルコジ仏大統領の政治手法にも反対しています。
このノルウェー人女性のフランス政界における
活躍というものは、今までのフランス政治のや
り方と違い、非常に率直に語りかけるので、フ
ランスや他のヨーロッパ諸国にショックを与え
ています。
ここでそろそろ私の個人的な結論を申し上げ
たいと思います。ノルウェーでは、率直に意見
を言う・自分の考えをありのままに述べるとい
う場面が多過ぎるし、率直すぎるように感じま

最後に日本の皆さまに是非ノルウェーにいら

す。逆に日本では自分の意見を述べる場が少な

してくださいということを申し上げたいと思い

いですし、遠回しに言い過ぎるのではないかと

ます。

いうふうに考えております。
しかし社会や政治、あるいはそれぞれの変化
に対して「ものを言う」
「自分の意見を発する」
ということは非常に大事なことではないかと思
います。日本の、特に女性の方にお聞きすると、
「政治や社会に対する関心はあまりないわ」とい
う方がよくいらっしゃいます。

オーロラやフィヨルドをはじめとするノルウェー
の素晴らしい自然に触れていただくことができ
ることはもちろん、ノルウェー社会の在り様と
いうものに、もしかしたらショックを受けられ
るのではないかと思います。それは、逆もまた
真なりでありまして、ノルウェー人も日本に参
りますと、社会の在り様にショックを受けるこ
ですから、ノルウェーと日本の良い点をうま

とがあると思います。

く配合して、コンビネーションをとっていくと
いいのではないかというふうに思います。

日本の皆さまに是非一度ノルウェーに来てい
ただけたらというふうに願っております。

「男性と女性が同じ権利を持っている」という
男女同権という考え方は、とても大事なことで、

皆さま、ご清聴ありがとうございました。
※講演内容は講師の個人的見解に基づくものです。

もちろん女性にとって大事なことだと思います
けれども、男性にとっても、よりプレッシャー
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＊画像提供 ノルウェー王国大使館
ノルウェー王国外務省

質疑応答
会場女性 A）ノルウェーのお話は三井まり子さん

ところが、例えば南ヨーロッパなどに行きますと

から度々お話を伺っておりまして、
（ノルウェー

ただただしゃべるだけで、あまり仕事はしない。

に）行ってみたいなと思います。

実際のことはしないということがあるかなと思

歴史から考えて、バイキング時代に男が外に半

います。

年出ているということが大きく影響しているの
かもしれませんが、早く日本もノルウェーのよ
うにならないかといつも考えるので、ノルウェー
の方にどんどん日本に来ていただけたら、変わる
のかなあとか思いました。
社会的、法律では日本も男女平等になっている
にも関わらず、女性がもっとがんばらないから平
等な社会にならないのでしょうか。クオータ制
を入れられないのも議員がなかなかそういうこ
とに興味がないせいなのでしょうか。女性の議

ただ私が京都で体験したことですけれども、仏

員数も少しずつは増えていますが大きく増えず、

教のお坊さんたちはものすごくよく話します。彼

焦りを感じていますが、どうしていいかがわか

らはよく話をするし、そしてまた議論もたくさん

らないのです。女がもっともっとがんばらなきゃ

するということです。ディスカッションする人達

いけないのかなと思いますが。どうお考えでしょ

も日本にはいるのではないでしょうか。

うか。石油で裕福になったということが関係して

ですから文化によってあまり喋らない方がい

いると仰っていましたが、ノルウェーと日本と何

いというふうな考えがあると思いますが、
（日本

が違うのかなという点をお伺いしたいです。

の文化の中心にあるような）仏教のお坊さんたち
はとてもよく喋るので、ビックリした記憶があり

ファイフ氏）私はその面の専門家ではないのです

ます。

が、日本では男性と女性の会話、対話というもの
が少ないのではないかと思います。これが一つの

座長）ありがとうございます。会話をする、コミ

大きな原因ではないかと思いました。

ュニケーションをとるということであれば、例え

トップの政治家とか、あるいは指導的な立場に

ばクォータ制度とか、男性の育児休暇を有給でと

ある人達とか、多くを語らないということがあ

か、ここはすぐには真似できないとしましても、

るのではないでしょうか。家庭においても、妻

会話するということであればいかがでございま

と夫が語り合うことが多くないように思います。

しょうか。

これがよくないといいますか、コミュニケーショ
ンが非常に大事なのではないかというふうに私
は考えています。

本日のご講演の最後にもございましたように、
「率直にものを言う」
、それから「男女同権という
のは男性にとっても非常に幸せな生き方ができ

日本とそれからヨーロッパの国々を比較しま
すと、
「話をする」ということに対しての考え方

る」というようなご提案でございましたけれど
も、いかがでございましょうか。

が随分と違っていて、日本では話し過ぎないとい
うことが非常に重く考えられていると思います。

会場女性 A）ありがとうございました。日本の教
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育では、私たちの時代はそうだったんですけど、

本では「男女共同参画基本法」というのがありま

先生の話を聞いてノートをとる（ということが主

して、伝わりにくい言葉になっております。

で）
、自分の意見を言うという教育がないのです。

「男女共同参画」ということについてはどのよ

これが非常に問題だと前から思っていました。欧

うにお感じになりますでしょうか。教えていただ

米諸国では積極性、質問する、発言するという

けますか？

ことが成績に影響してくるということでしたね。
そのことが重要だったと改めて気付きました。あ

座長）日本語の語感ですね。
（言葉の）イメージ

りがとうございました。

ということですね。基本的人権としての「男女同
権」と、それから「男女共同参画」のイメージの
違い。何かお感じになっていることはございます
でしょうか。
ファイフ氏）gender equality は英語ですね。英語
は直接的な言葉です。ノルウェー語ではlikestilling
と言います。likestilling は「同じ立場」という意
味です。
「男女同権」ともまた違った意味合いの
言葉です。おそらく国によってこの言い方や意
味合いは違ってくると思います。likestilling とい

会場女性 B）先程（講演の中で）おっしゃってい

う言葉は男性と女性だけじゃなくて、マイノリ

たノルウェーでは社会階級を示す、そういう考え

ティーのことも含めています。例えば高齢者や障

方があまりないということでした。日本ではかつ

害者なども含めた、広い意味の言葉です。gender

ての家父長制の価値観というものがなかなか抜

equality はとてもダイレクトな言葉ですね。ヨー

けきれないので、男女共同参画がなかなか進めら

ロッパ人はイギリス人を含めて、ダイレクトな人

れないでいるように感じます。ノルウェーと日本

が多いと思います。

との違いや、また教育ですとか、他にも何か違う

（先ほどの質問でもありましたが）子どもの時

点があるのか、そこのところ聞かせていただきた

から自分の意見は言わないといけないという教

いと思います。

育があります。だから（自分の意見を）言わない
と弱いと見られるのです。
（自分の意見を）言っ

ファイフ氏）決して垂直なヒエラルキーや非常に

て、皆からワーッと言い返されたとしても、とり

がっちりとした社会がいいわけではなくて、ノル

あえず（自分の意見に対して）皆から意見を返し

ウェーのように、水平な、全く平らなヒエラル

てもらう、そういう教育が（さまざまな場面で）

キーがない社会が素晴らしいというわけでもな

あります。

いと私自身は思っています。

洗練された、綺麗な日本語の「男女共同参画」

というのは社会を組織していくという場面に

という言葉はいいと思います。でも国によって、

おいては、ある意味で縦の構造が必要だと思うか

文化によって、
（その考え方を表す言葉は）違っ

らです。私自身は双方が混じったような社会がい

てきます。

いのではないかというふうに思っています。
座長）
ありがとうございます。文化によって違う。
会場女性 C）通訳の方が gender equality を男女同

まさにヨーロッパ各国とアメリカも含めて日本を

権というふうに訳していらっしゃいましたが、日

比較して下さった素晴らしいお話だと思います。
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会場の皆さまの熱気あふれるさまざまなご質
問のおかげで、それからビートリックス様のご
回答のおかげで、非常に核心に触れるところで
盛り上がってきたところでございますけれども、
時間の関係もありますのでこの辺で、会を閉じさ
せていただかなければいけません。それでは今一
度ビートリックス様に感謝の意を込めて、盛大な
拍手をお願いいたします。
ファイフ氏）ありがとうございました。またいつ
か皆様とお話できることを楽しみにしています。
※質疑・応答の内容は質問者・回答者の個人的見解に基づく
ものです。
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講演会「外国人から見たわが国の男女共同参画」に
関するアンケート

平成 23 年 12 月 6 日㈫開催

◎参加者人数

49 名（一般 36 名、大学教職員 13 名）／アンケート回収

質問１．性別

25 枚

質問４．本講演会をどのようにして知りましたか
その他 11％

男 12％
知人からの紹介
10％

ポスター・
チラシを見て
47％

ホームページ 32％

女 88％

質問２．年齢

質問５．本講演会の満足度について
70代以上 4％

60代 36％

やや不満足 4％
大変満足 50％

30代 20％

40代 8％

満足 46％

50代 32％

質問３．所属
秋田大学職員 9％

学校関係者 9％
公務員 17％

主婦・その他 65％
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質問５ 講演の満足度の理由など
3
−
制1．それはなぜですか。
・
度はわかったが、幸福感や女性のモチベーションが伝わらない。あまり当たり前すぎてノルウェー人は問題なしと
考えているように受け止めた。
１	
もう少し、女性の社会進出を促進するには、具体的に、ノルウェーでどのような活動をしてきたのか話
・日本との違いという視点から、ノルウェーという国を知ることができて良かった。男女平等になれば男性も過度のプ
をしていただきたかった。
レッシャーを感じずに幸せに過ごせるというのが印象的でした。
２ビートリックス
プレイセラピー。遊びの中にも心を健康にする力があるということが分かった。
・
･ ファイフ様はお優しいお声、話し方でのご講演、英語の苦手なものにとりましても聞きやすいこと
３に感謝申し上げます。
Making the impossible
possible. 素晴らしいことです。
「無言の業」と小さい頃、おしゃべりしすぎた折に母にたしなめられたことを思い出しました。
ノルウェーでは、会話をすることにより、より男女が理解し合え、仲間としての価値観を持てること…などの例より、
４ プレイセラピストという職業を知ることができたので。
日本の根底に流れる違いにはっとする思いでございました。表面的なことだけでは男女共同に近づけることは遠い道
５ 具体的な政策やその内容がよくわかったから。
のりと思えましたが、今後、少しずつでも相互理解（男女共に幸せになれるよう）を得られるよう、チャレンジして
６みたいと思えました。通訳なさった先生のご説明もとても的確で理解しやすく心より感謝申し上げます。参加して本
男女共同参画があまり興味のない人や、初めて話を聞く人にも分かりやすかったから。
７	
分かりやすい英語である程度英語が分かる人には、通訳なしでも話を聞いて理解できるものだったから。
当に良かったと思っております。
・
プレイセラピストについて理解できたのでよかった。
８講演を通して、ノルウェーという国について様々な側面から学ぶことができ、また、ノルウェーと日本とを比較する
ことでいろいろと考えさせられました。
９	プレイセラピストの仕事についてお話を伺うと思わなく、ちょっと演題と違うという気がしましたが、
・ノルウェーの風景を紹介しながらのスライドが良かった。日本との比較が楽しかった。
いいお話を聞くことができてよかったです。
・ノルウェーの社会、男女平等のあり方について感心した。石油関係で、教育・病院関係が無料であるなど、考え方、
10生き方が違うのかと思ったりもしました。
日本でもこのような職業は必要と思います。ノルウェーは人間を大切にしている国と思いました。
（社会生活・文化の違い）
ビ
・
ートリックさんがとても魅力的でした。お話もまとめも分かりやすかった。ノルウェーについて興味深く、いろい
11 プレイセラピストという職業を初めて知った。
ろ理解できた。
12 働き方についても説明があればよかったと思う。
・メモをとりながら聞きましたが分かりやすかった。
13日本全体もコミュニケーションが足りないと本当に心からそう思う毎日です。もっとノルウェーの人々が日本に来て
演題とはちょっと内容が異なっていたので。
・
タイトルと内容が異なっていたため。
14頂いて良いところをまねしてゆけたらと思います。
ノ
・
ルウェーの歴史から男女同権が成り立つまで分かりましたが、日本に当てはめて考えたときに一人ひとりの意識が
15 通訳の文脈が分からなかった。
薄いので、また、政治・経済から見たうえではとても難しいと思いました。
16 ノルウェーの男女共同参画の取り組みを知ることができたから。
・以前から男女平等であるべきだと考えていた。
17ノルウェーと日本の男女共同の違いを分かりやすくお話をして頂いて参考になりました。スライドも大変きれいでした。
内容もさながらスピーチの英語が部分的にですが理解できました。
・
講演内容は、男女共同参画の問題とは直接には関係ないと思われるから。
18ヨーロッパにおける男女共同参画の国による相違が理解できた。
・
・
分の考え方、生き方にピッタリとあった社会があるなんてと日本との違いを明確にしていただいたので、すばらし
19自「北欧における女性の社会進出」に関する話はほとんど聞けなかったと思う。
く感銘を受けました。
20 内容がよくわかりました。
・男女同権というと女性の地位向上を考えがちであるが、
「男性にとってもプレッシャーのない生き方ができる」とい
とてもいい写真でした。
21うビートリックスさんの言葉が心に残りました。女性のことばかりに焦点をあてないで男性の立場も考えなければい
トーベさんの仕事について興味深く知ることができました。トーベさんの優しさが伝わってきて、気持
22	
けないことだという気づきがありました。
・共感する部分があった。
ちの良い時間でした。
・公的な生活と個の生活とが対等に考えられているということ。それに基づく各種制度も整っているとのこと。思うこ
とはダイレクトに話し、
したいことをして良いとする社会的な意識。それらの点で日本人の全体の意識はまだまだ違っ
７．自由記述
ているということ、よく分かりました。

１	保育園で働いています。ノルウェーでは子どもが病気の時、10 日間の有給のお休みがもらえるとのこと。

質問６
自由記述（要望・意見など）
日本でもせめて5日でもお休みして子どもの病気を職場に気遣いなく完治することができたらいいと思い
・若い世代を集めての男女共同参画に関する催しがあれば良いと思います。
ます。子どもと職場の両方しんぱいしながらでは、とても母親が気の毒です。全ての職場にその様なシ
・地域コミュニティー参画とワークシェアリング、同一労働賃金に関して
ステムができますようにと思います。
・フロアとスピーカーの対話の時間（質疑応答ではなく）があるといい。
働く女性の一人として素晴らしい機会をいただき、ありがとうございました。ノルウェーに一度行きた
２	
・
結婚感、離婚などについて。介護における役割およびシステムについて。
・秋田人の男女差別にまいっています。秋田の「女性は人前で意見を言ったりしない」と
70 代の女性。
「売られたけん
い！「プレイセラピスト」初めてうかがいました。
かは買うなんてとんでもない」とも。でも、言っていくしかないのですが。
３	こういう北欧の素晴らしいところを秋田でも知ることができる機会が増えるといいと思いました。
・この時間帯だと勤務中の男女は参加できない人も多いと思いますが、年によって違う時間帯もあるのでしょうか。あ
４	
県に「男女共同参画…」があるのは知っていましたが、秋大にもあったことに少々驚きました。他県、
りがとうございました。
他国の他業種の状況や具体的な内容についての情報や交流がほしいと思っていました。講演の後の質疑
・ごく一部・少人数の参加者でとても残念でした。ＰＲ不足なのか？県立大のように一般市民県民・大学生が講堂が満
室になるようなやり方はできないのでしょうか。どうして限定
100 名なのでしょうか？しかも、平日の企画とは何を
応答での「ノルウェーの男女共同参画の実情」がとても興味深かった。
意図としているのでしょうか。学長の挨拶の中にも、
「地域連携」の言葉がありました。もっともっと参加者が増え
５ 講演の後のディスカッションがよかった。
るような工夫はできないのでしょうか。秋大のホールで土日曜日とか。将来を担う大学生などにもたくさん聞いても
６らうようなやり方はできないのでしょうか。
たくさんのキーワードありがとうございました。
７具体的に社会システムが変わるような知恵の出し合いができるようなワークショップの場ができるといいと思いま
定期的にこのようなシリーズを開催していただければまたぜひ参加させて頂きたい思います。
・
す。県の代表も呼ぶとか。後は男女共同参画を秋田県のマジョリティであるお年寄りに聞かせるタイミングなどがあ
８	
朝日放送テレビのスーパーモーニング（朝 8：00 〜）で 8/18 〜 20 の 3 日間、スウェーデンのことが取り
れば良いのでは。
上げられていて、とてもよく女性の社会進出と社会保障制度の仕組みが分かりました。ビデオに撮って
・今後、外国人を招いて日本との違いをいろいろ聞きたい。
周りの人に見せようと思っています。Playtherapy について。社会的に必要なことを職業として社会全体
・もっと多くの人に広めてほしい。
の幸福感を形作っている点、見習わないといけないと思いました。
・外国の状況をもう少し知りたいです。
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平成 23 年度文部科学省科学技術人材育成費補助金
女性研究者研究活動支援事業（女性研究者支援モデル育成）
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援 in 秋田」

講演会
「外国人から見たわが国の男女共同参画」
アンケートご協力のお願い
本日は講演会「外国人から見たわが国の男女共同参画」にご参加いただき、誠にありがとうございま
した。今後の講演会開催の参考にさせていただくため、本日ご参加くださいました皆様のご意見やご感
想をお聞かせください。
以下の項目について、あてはまる番号に○をつけてください。
Q １．性別

①女

②男

Q ２．年齢

① 20 歳未満 ② 20 代 ③ 30 代 ④ 40 代 ⑤ 50 代 ⑥ 60 代 ⑦ 70 代以上

Q ３．所属
①本学以外の学校関係者 ( 教員・職員 )

②公務員

⑤大学生・大学院生（秋田大学以外）

⑥その他（

⑦本学教員

⑧本学職員

⑨本学大学院生

③ NPO 職員

④会社員
）

⑩本学学部生

Q ４．どのようにして本講演会をお知りになりましたか。
①チラシ・ポスターを見て
②秋田大学ホームページ・男女共同参画推進室ホームページを見て
③知人からの紹介

④その他（

）

Q ５．本講演会はいかがでしたか。該当するものに○をつけて、理由も教えてください。
①大変満足した

②満足した

③あまり満足できなかった

④満足できなかった

理由

Q ６．今後開催してほしい講演会などの要望や、男女共同参画に関してのご意見などございましたら、
ご自由にお聞かせください。

ご協力ありがとうございました。
秋田大学 男女共同参画推進室 coloconi
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日本人から見たノルウェー
昨年、12 月 6 日に行われた講演会「外国人から見たわが国の男女共同参画」。一般の方、秋田県内
市町村の男女共同参画担当の方など、多くの方にご参加いただきました。
参加された方から、30 年前のノルウェー事情を垣間見る貴重なお話をお聞きしましたので、ご紹
介いたします。
30 年以上前、その方のご近所にノルウェー人の宣教師の家族が暮らしていて、その家族には就学
中の子どもが二人おり、子どもたちの元に、本国から女性の教員が 1 名来ていたそうです。
恐らく、ノルウェー政府ではなく、宣教師を派遣している教会から派遣されてきた教員の方だと思
われますが、ノルウェーの織物、料理や菓子などについて、色々と教えてくれたことを、今回の講演
を聞きながら思い出されたそうです。

【ノルウェー王国大使館からいただいたポストカードです】
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講演会「ヨーロッパの現代におけるノルウェー女性

〜バイキング精神と性区別のない職場〜」
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