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1. はじめに
スウェーデンのイメージと聞いて思い浮かべるのは、ノーベル賞、多国籍企業（IKEA、H＆M、
VOLVO 等）
、そして環境先進国、医療や介護、教育制度などの社会保障が充実した福祉国家とし
ての一面だろう。加えて、男女平等を追求する国としても認識されており、実際に街中ではベビ
ーカーを押す父親の姿を頻繁に見かけ、衛兵や警備員、警察や消防士、大学の学長や企業の CEO
にも女性が活躍していることが多い。
スウェーデンの王室も例外ではなく、男女平等を実現していることで知られている。現在のビ
クトリア皇太子殿下は、カール 16 世グスタフ国王陛下の長女であるが、第一子であったビクト
リア王女が「王太子」となるために、スウェーデンでは彼女が 2 歳となる 1979 年の王位継承法
改正によって、女子の王位継承資格が認められ男女を問わず第一子優先で継承権を有することを
可能とした。この結果、第 2 子の弟カール＝フィリップ殿下から、王位継承権が移行することと
なった。完全に男女平等な第一子継承はスウェーデン王室が初めてであり、オランダ、ノルウェ
ー、ベルギーがこれに続く形となった。1
このように、
“Gender Equality”つまり男女・ジェンダー平等主義を国全体で押し進めるスウ
ェーデンが、どのように現在の女性地位向上を成し遂げてきたのか。日本のジェンダー環境との
比較を通して、政治や経済、社会制度について調査すると共に、スウェーデンの高等教育機関に
おけるジェンダー平等に向けての取組や労働者の意識について調査した。

2. スウェーデンにおけるジェンダー平等の現状
1）国際データ比較
世界経済フォーラムによる“世界男女格差指数（Global Gender Gap Report）”では、世界 144
カ国を対象として男女格差を定量化し、4 つの分野、経済、教育、保健、政治における女性と男
性の相対的な格差に焦点を当て、世界ランキングとして発表している。2017 年の順位 2では、144
カ国中スウェーデンは第 5 位に位置しており、導入当初の 2006 年から 6 位以下に順位が下回っ
たことがない。一方、比較対象として日本の順位を見てみると、114 位という結果となっており、
G7 中最下位、先進国間でも下位層に位置づけられている。
両国の各分野における分析値を詳しく見てみると、教育（識字率・基礎・中等教育・高等教育）
と健康（出産時の性比・健康寿命）の指標において大きな差異は無く、両国共に高いスコアを獲
得している。一方で、経済と政治の分野の指標では、両国間に大きな差が現れている。特に、政
、③「推定所得額」、
治分野では、①「議会における女性の割合」、経済分野では②「労働力参加」
1

高岡望、2011 年「日本はスウェーデンになるべきか」PHP 新書

2

2017 年：https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017
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④「立法者・上級職員・マネージャークラスに就く女性の割合」、⑤「専門性・技術職に就く女
性の割合」の指標において、定量比較した場合に男女間の格差が大きいのが日本で、男女間の格
差が小さいのがスウェーデンである。次より①、②、④の指標に焦点を当てて詳しくデータを見
てみたい。
【スウェーデン】

②
③

④

⑤

①
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【日本】

②
③
④
⑤

①

2）政治と女性
実際に、現在のスウェーデンの政治における女性活躍状況を表す数字として、国及び地方自治
体を問わず議会の 43.6％の議席が女性、
首相を含む大臣 23 人中 12 人は女性が任命されている 3。
一方、日本の国会の女性議員割合は 11.6％ 4に留まっている。これが上記の①「議会における女
性の割合」指標で、スウェーデンと日本の大きな格差となって表れている要因である。
スウェーデンでは、世界で初となった”フェミニスト政府（Feminist Government）” 5を掲げて

3
4
5

http://www.government.se/government-of-sweden/
2015 年列国議会同盟(IPU)データ
http://www.government.se/4afec2/contentassets/efcc5a15ef154522a872d8e46ad69148/161219-infokit-uppdatering2.pdf
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おり、
「社会と生活において男女が平等の力を有する」ことを政策目標とし、以下 6 つの下位目
標を設定している。この目標は、国のジェンダー政策として、あらゆるジェンダー平等に向けて
の取組の基礎として浸透している。そして、ジェンダー平等担当大臣は、保健・社会政策省の子
供・高齢者・ジェンダー平等大臣（Minister for Children, the Elderly and Gender Equality）
Åsa Regnér 氏（Ms）が担当している。
【ジェンダー平等政策下位目標（2014.11.27） 6】
1）権力と影響力の等しい分配
：女性と男性は、意思決定において同じ権利と機会を持つ
2）経済的平等
：女性と男性は、賃金労働において同じ機会と条件を持ち、人生を通じて経済的自立をもたらす
3）平等教育
：女性、男性、少年、少年は、教育、学習の選択肢、個人の発達に関して同じ機会と条件を持つ
4）無給の家事と介護の均等分配
：女性と男性は家事に同じ責任を負わなければならず、平等な条件で世話をし、受ける機会がある
5）等しい健康
：女性・男性・少年・少女は健康的な生活に対し、同じ条件を持ち同じ条件でケアを受けることができる
6）女性に対する男性の暴力禁止
：女性と男性、少年と少年は、身体的完全性と同じ権利と機会を持つ

3) 制度改正の歩み
ジェンダー平等を望む活動の始まりは、1968 年にスウェーデンストックホルムの 8 名の女性
で構成された「グロープ 8」の存在が大きいとされている。国内労働力の不足から、女性が労働
力として社会に進出することになるが、労働条件改善のため、保育所の設置、6 時間の勤務、同
一労働同一賃金、中絶許可を主張し、この活動がスウェーデン全土に広がっていった。
そして、スウェーデン政府はジェンダー平等に向け、歴史的に大きな制度改正を行ってきた。
主に以下の制度改正が、女性の社会進出に大きな影響を与えてきたと考えられている。


1971 年 これまで夫婦合算式にされていた所得税が、個人単位で課税されることになった。
これが、女性の就労を後押しすることなり、1970 年代から急速に働く女性の割合が増加した。



1974 年 加えて、公共の保育施設が開設されたことにより、多くのスウェーデン女性が労働
力として社会に進出した。また同時期に、公共の高齢者介護施設の開設も相まって、更に女
性の社会進出が促進された。



1974 年 共働き家族を支援する目的で、スウェーデンが世界初となる男女均等の有給育児休
業制度を導入する。育児休業制度はその後何度となく改定され、現在では子供一人につき計

6

http://www.government.se/government-policy/gender-equality/goals-and-visions/
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480 日（16 か月）の有給育児休業が与えられている。そのうちの 90 日間は夫婦間で移行不
可能な期間に指定され、例えば母親のみ育児休業を取得する場合は、480 日分の 90 日は有
給育児休業の権利を失ってしまうことになる。この制度設定により、現在ではスウェーデン
の父親は平均 120 日間の育児休業を取得しているというデータがある。有給額としては、
942SEK（日本円約 12,700 円）を上限として、給与の 80％が保証されている。加えて、移
行可能な期間の育児休業を男女均等に取得すると、一日 50SEK（日本円約 450 円相当）の
ボーナスを最大 270 日受け取ることができる。

4) 経済と女性
世界男女格差指数で日本とスウェーデン間で格差の大きかった経済分野での②「労働力参加」
状況はどうだろうか。上述した社会制度の整備によって、結果としてスウェーデンでは、仕事と
育児の両立が比較的容易となっていることが、データとしても確認することができる。
【表 1】で
は、女性一人が生涯で産む子供の数である「合計特殊出生数」と「3 歳未満の子供を持つ母親の
就業率（休業中含む）
」には相関性が見られ、スウェーデンでは双方に高い数値である。一方、結
婚や出産で退職する女性が多く、M 字カーブが特徴的な日本では、女性就業率は全体的には世界
平均と同等であるが、3 歳未満の子供を持つ母親に限定すると就業率は極端に低くなる。また、
前述した父親の育児休業取得率がスウェーデンでは高いことがから、育児の分業が一般的で、ス
ウェーデンの母親は仕事復帰しやすい環境となっている。これらの要因全てが関連し、スウェー
デンの女性の合計特殊出生数も高く、ワークライフバランスを保てているのだろう。
【表 1】
世界平均

EU 平均

スウェーデン

日本

合計特殊出生数（人）

2.83

1.60

1.91

1.41

女性の就業率（％） 7

65.3

61.5

74.0

64.6

72.0

33.0

88.3

2.03

3 歳未満の子供を持つ母親の就
業率（休業中含む） 8
父親の育児休業取得率（％） 9

次の指標、④「立法者・上級職員・マネージャークラス」について、詳しく比較していきたい。
まず【表 2】では、日本とスウェーデンの管理的職業従事者、つまり会社役員、企業の課長相当
職以上、管理的公務員等のマネージャークラスにおける女性比率を比較している。日本の役員・
管理職の女性比率は、先進国の中で最低水準であり、アラブ諸国と同水準である点が指摘されて
いる。一方、スウェーデンでは、マネージャークラスは約 4 割、取締役員の約 3 割は女性が担っ
ている。他ヨーロッパ諸国では、フランス、ノルウェー、オランダ、アイスランド、スペイン等
7 2017 Data book of International Labor Statistics
http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/2017/documents/Databook2017.pdf
8
9

独立行政法人労働政策研究・研修機構（JILPT）http://www.jil.go.jp/institute/siryo/2017/documents/186_01.pdf
同上
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が、上場企業に対して取締役会の女性比率を 30～40％に上げる「クォータ制」を導入するなどの
取組事例が目を引くが、スウェーデンでは、クォータ制を法律で定めず、
「企業のガバナンス規定
10」として、男女の比率を同一にするよう努力義務として呼びかけている。

【表 2】 11
スウェーデン
管理的職業従事者に占める女性比率（％） 39.5
26.0

役員に占める女性比率（％）

日本
12.5
3.4

以上のように、スウェーデンはフェミニスト政府宣言や社会制度改革といった政治的取組を、
1970 年代から現在に至るまで継続的に進めており、女性の社会進出を確実に促進させてきた。世
界男女格差指数で例年上位という結果を得ているのは、長年の成果の蓄積であることは明らかで
ある。

5) 日本の現状
日本国内に目を向けると、安倍政権は「女性の活躍」を成長戦略の柱に据え、安倍首相は「す
べての女性が輝く社会」を打ち出すことで、日本の女性活躍社会を目指すと呼びかけてきた。女
性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）が 2015 年 8 月国会で成立し、
内閣府男女共同参画局では「女性活躍加速のための重点方針」を毎年更新・発表するなど、様々
な取組を進めている。少子高齢化と労働人口が減少する中で、潜在的労働力（女性、高齢者、外
国人労働者）
の掘り起こしといった側面から、
女性の労働供給で補う目的だという意見もあるが、
そもそも人口減少社会に突入しているのも、女性の仕事と家庭の両立が極めて難しい現在の日本
社会では、出生率が向上しない現状が拍車をかけていることは間違いない。
やはり、働く女性の仕事と家庭の両立を可能とし、継続して働くことを支援することが、女性
の経済活動参画度を上昇させ、勤続年数を延ばし、キャリアを構築し、ひいては女性の管理職及
び役員の割合上昇に寄与するのではないだろうか。支援方法は、待機児童の解消や保育所の無償
化、男性の育児休暇取得率の向上、長時間勤務の解消やワークライフバランスの実現等、方策は
政府レベルから各組織レベルまで課題の数だけ無数にあり、それだけ着手し改善できる課題も多
いはずだ。

3. 高等教育機関における取組
これまで政治と経済の分野で日本とスウェーデンの女性活躍の度合いを比較するとともに、ス
ウェーデンの社会制度について見てきた。国全体でジェンダー平等を進めるスウェーデンでは、

10
11

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510011/IPOL_STU(2015)510011_EN.pdf
経済産業省「ダイバーシティ 2.0 一歩先の競争戦略へ」H29.6
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高等教育機関においても同様に様々な取組を実施している。以下では、教育省が高等教育機関に
対して行った政策や、それを受けた個々の大学がどのような工夫や改革をしているのかヒアリン
グした。

1) Gender Mainstreaming
「Gender Mainstreaming」とは、前述したスウェーデンのフェミニスト政府がジェンダー平
等に向けた目標

12達成のために

1994 年に設定した政策戦略である。「政策を進める上での組織、

改善、開発ならびに評価であり、政策形成に関わる主体によってジェンダー平等の視点があらゆ
る段階で、あらゆるレベルの政策に組み込まれること」を定義としている。スウェーデンの全て
の公的機関は、この「Gender Mainstreaming」の考え方を日常の組織運営に取り入れるよう要
求されている。
さらに、高等教育機関に対しては、2016 年に Gender Mainstreaming in Academia (GMA)と
呼ばれる課題が与えられた。スウェーデン教育省から、国の支援を受ける全ての高等教育機関に
対して、ジェンダー平等に向けた課題を実行するよう委託された、2016 年から 2019 年までの 4
年間のプログラムである。策定されたガイドライン 13に基づき、大学は 2017 年 5 月 15 日までに
独自の計画を発表し、当該期間中に実施された各種取組とその結果を政府に継続的に報告する義
務がある。一方、その課題を支援する機関として、1998 年にヨーテボリ大学に設置されたジェン
ダー研究事務局(Swedish Secretariat for Gender Research)がある。ジェンダーとジェンダー平
等に関連する研究や知識を強化及び拡大させることを目的とし、専門知識とベストプラクティス
の普及、高等教育機関や関係者が参加するネットワーク会議の開催、各機関の知識と経験の共有
を図るなどして高等教育機関を支援してきた。
そして、2018 年 1 月にスウェーデン政府は、新たに政府機関として“Swedish Gender Equality
Agency 14”を創設し、ジェンダー研究事務局の機能や役割を移管するとともに、4 年間で 9 億ス
ウェーデンクローナ（約 121.5 億円）の予算が措置することを発表した 15。

2) カロリンスカ医科大学 (Karolinska Institutet)
【組織概要】 16
世界最大の医学系単科教育研究機関であり、スウェーデン国内で最も幅広い医学コースと授業
を提供している。1901 年からノーベル医学・生理学賞の受賞者選考を行う。
・設立：1810 年 ・学校種：医科大学 ・学長名：Ole Petter Ottersen
・学生数：5,973 名／うち留学生の数：受入 319 名、派遣 148 名
・大学間交流協定数：約 227、41 ヶ国
・職員数：5,193 名（うち常勤は 4,694 名）／教授数：853 名（うち女性の割合は 48％）
12

フェミニスト政府「ジェンダー平等政策下位目標」と同一

13

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/wp-content/uploads/2017/12/Guidelines-for-Gender-Mainstreaming-in-Academi
a.pdf
14 https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/en/
15 https://www.thelocal.se/20161215/sweden-to-present-new-national-gender-equality-authority
16 JSPS Stockholm News Letter vol.56
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・収益：6.7 億スウェーデンクローナ（約 90 億円）うち、政府資金 43％、研究評議会 15％、
その他政府機関 5％、市町村 6％、財団・団体 23％、 民間企業 7％、その他１％
・世界大学ランキング：Times Higher Education World University Rankings（以下、THE）
2017-18 第 38 位、 QS World University Rankings（以下、QS）2017-18（医学・生命科学
分野）
：第 6 位
【インタビュー概要】
実施日：2017 年 12 月 20 日
氏名：Ms. Ulrika Helldén,
役職：Coordinator Equal Treatment
所属：Faculty Office and International
Relations
（写真左：Ms. Ulrika、同僚と組織の新しいコンセ
プト“A university for diversity”が印字された T
シャツ）

【ヒアリング内容】


組織体制
ジ ェ ン ダ ー 平 等 に 取 り 組 む ス タ ッ フ は 全 員 で 5 名 在 籍 し 、 Faculty Office and
International Relations に 2 名、人事部門 1 名、博士課程学生支援 1 名。各部局の代表担
当者として計約 20 名が任命されている。
加えて、
2017 年 11 月から欠員だったジェンダー平等戦略官（Gender Equality Strategist）
が着任する。広く採用募集をした結果、ジェンダー研究事務局で勤務した経歴のある人材
を採用した。



職務内容
「多様性」をコンセプトに掲げる大学として、ジェンダー分野に加えて、性同一性障害、
民族、宗教、障害、性的指向等、広く人権に関わる環境整備を職務としている。



現在取り組んでいること
ジェンダーバイアスを介さない採用プロセスの実現を目標に、カロリンスカ医学大学の
教職員向けの教育及びトレーニングビデオの作成に取り掛かっている。採用過程に無意識
に存在するジェンダーバイアスを意識し、それをどう排除し採用を進めるかといった内容
とのこと。ビデオ作成に 60 万スウェーデンクローナ（約 810 万円）の予算が組まれてい
る。
その他、若手女性研究者を対象としたキャリアプランニングをキャリアサービス部門と
共同で提供している。



Gender Mainstreaming in Academia (GMA)への対応
カロリンスカ医科大学では 2016 年 9 月から 2017 年 12 月までに実行するガイドライン
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及びアクションプラン 17を策定し提出した。
その中で、
過年度実績として 2012 年から 2015
年までに、取り組んだ 18 の活動の現状とその自己評価がまとめられている。
例えば、
“Mentor4Equality”プロジェクトでは、政府からの委託で 160 万スウェーデ
ンクローナ（約 2 千万円）の補助金を受け、研究職キャリアにおける男女の機会不均等や
高等教育の上級職の男女比率等について調査し、その結果を会議や研修プログラムで議論
するといった内容で、2013 年に最終報告書として提出されている。
その他、年次レポート 18の提出、オンブズマン 19からの大学上層部への聞き取り調査等
がある。


他大学とのネットワーク
年 2 回、オンブズマンが主催する情報交換会が開催され、高等教育機関のジェンダー平
等担当の関係者がネットワークを広げる場が設定されている。また、スウェーデン国内大
学間のジェンダー年次総会があり、開催場所は持ち回りである。
規模の比較的小さな大学では、全ての Equality を一人で担当する場合も少なくない。情
報交換会や担当者 ML などを利用して、大学間の連絡が頻繁に行われている。



個人的見解
・ジェンダー平等の必要性
ジェンダーは、教育、研究、資金、職場環境等、全ての質に関連する影響力の強い課題
である。良い教育、研究を行うためには、有能な人材資源を女性からも同様に確保するべ
きである。
・仕事で難しいと感じる点
現在行っているアンケートや書類のやり取りだけでは、教育及び研究現場の声が拾いに
くい。例えば、研究資金を多く獲得し、権力のある研究室は、現状では男性のリーダーが
多く、ハラスメントが行われていても女性のドクター生は声を上げにくいなどの課題・障
害がある。その点で、今話題となっている“Me Too”Movement は意見を言いやすい環境
及び風潮が整ってきた具体例だと思う。

3) ストックホルム大学 (Stockholm University)
【組織概要】 20
1878 年に前身であるストックホルムユニバーシティ・カレッジが創立され、1960 年に国立大学
として現在のストックホルム大学となる。ノーベル賞受賞者、政治家、実業家などを数多く輩出
する。
・設立年/学校種：1878 年/国立 ・学長名：Astrid Söderbergh Widding
・設置学部：人文科学、自然科学の 2 分野のもと、3 学部、58 の学科・関係機関から構成
・学生数：約 70,000 名（うち留学生数：受入 1,495 名、派遣 777 名）
http://ki.se/sites/default/files/equal_treatment_guidelines_action_2016_2018_0.pdf
http://ki.se/sites/default/files/annual_report_2016.pdf
19 スウェーデン議会や政府を代表して平等な権利と機会を促進、差別撤廃を目的とする政府機関（政府の代理人として機能）
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/en/support-coordination/gender-mainstreaming/government-agencies-higher-ed
ucation-institutions/government-agencies-in-the-gmga-programme/）
20 JSPS Stockholm News Letter vol.55
17
18
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・大学間交流協定数：約 990、57 ヶ国
・職員数：5,440 名（うち常勤は 4,691 名）／教授数：464 名（うち女性の割合は 31％）
・収益：4.93 億スウェーデンクローナ(約 66 億円)うち、政府資金 65％、助成金 27％、授業料・
寄付 8％
・世界大学ランキング：THE 2017-18 第 134 位、QS 2017-18 第 195 位
【インタビュー概要】
実施日：2018 年 1 月 17 日
氏名：Ms. Karin Steffensen
役職：Personal Specialist
所属：Human Resources Office
（写真：Ms. Kairn、彼女のオフィスにて）

【ヒアリング内容】


学歴・職歴
ストックホルム大学で教育学を学ぶ。
教育省で 3 年 10 ヶ月、現職で 7 年間在籍中。



組織体制
職員系列の担当者は、2 名配置されている。



職務内容
教職員を対象とした人権に関連する労働環境の改善を担当している。自身の業務の 75％
をジェンダーに関わる仕事が占める。



現在力を入れて取り組んでいること
・女性のキャリアパスのチュータリング
現在の管理職における男女比率は、
【表 3】で示すとおり教員系で女性が 3 割を占める。
間近な目標数値として、女性管理職割合を 40-60％まで引き上げることと設定している。
女性教授数を増やすことが、将来的には理事会や教員系の管理職の女性比率を上げること
に直結すると考えている。一方で、職員系では全職員の 8 割が女性であり、管理職も 6 割
が女性である。よって採用プロセスでは、男性を積極的に雇用しようとする動きがある。
【表 3】ストックホルム大学管理職女性比率（2018 年 1 月データ）
教員系管理職
性別

その他職員系管理職

%

人数

%

人数

管理職合計
人数

%

Women

23

31,5 %

111

61%

134

52,5 %

Men

50

68,5 %

71

39%

121

47,5 %

Total

73

－

182

－

255

－
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・管理職対象のトレーニングプログラム
年間 150 万スウェーデンクローナ（約 2,000 万円以上）の予算措置を取って実施。教職
員の管理職を対象として、ジェンダー平等の考えを踏まえた日常業務や管理業務について
トレーニングを行っている。
・
“Me too” セミナー
ジェンダーを取り上げたセミナーを開催し、ゲストスピーカーを招へいするなどの調整
を行なっている。今後、同様のセミナー等、組織レベルでの取組をアーカイブ化すること
を検討している。
セミナー具体例① 2018 年 2 月 1 日 12:00‐13:00
「ジェンダー偏見、
低い職位、
パフォーマンス低下の悪循環：学術的性差 生産性と影響」
セミナー具体例② 2018 年 4 月下旬
「
『Inferior：科学がどのように女性を誤解し、新しい研究がどのように書き換えている
のか』の著者 Angela Saini 21を迎えて」


個人的見解
・ジェンダー平等の必要性
（男女から等しく納税された税金による）国からの支援を受けている大学で学ぶ学生は、
卒業後、労働によってその恩恵を社会に還元する義務がある。スウェーデンの高等教育
で学ぶ学生の男女比率は同一もしくは女子学生の方が多く、労働市場においても男女比
率は同等であることが望ましい。特に、ストックホルム大学の学生の 6 割以上は女性で
あることも考慮すべき点である。
・効果的な取組
ジェンダー平等の取組の最高責任者は学長である。上位の役職者が重要性について強
いメッセージとして打ち出すことが非常に重要である。セミナー等の冒頭で学長に挨拶
をしてもらうことで、大学が一体となって着手しているというメッセージにもなってい
る。
・仕事で難しいと感じる点
ジェンダーに対する取組は意識的な部分が大きい。組織と人の考え方に変化をもたら
すのは難しいが、一歩ずつ進めるしかない分野である。
学術･研究分野のおける採用プロセスでは、リーダーの意見や業績等が重視され、男女
バランスの優先順位は後回しにされる傾向がある。しかし、教育研究の分野にどこまで
踏み込めるのか、難しい部分である。また、学術界では、卒業後も関係性が続くといっ
た不安があり、ハラスメントに対する声が上げにくい現状が指摘されている。

21

http://angelasaini.co.uk/books
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4) スウェーデン王立工科大学（KTH：Royal Institute of Technology）
1827 年に国立技術員として設立され、1877 年に現在の大学名に変更した。
【組織概要】 22
・設立年/学校種：1827 年/工科 ・学長名：Sigbritt Karlsson
・設置学部： 建築・都市環境、バイオテクノロジー、化学・工学、コンピュータサイエンス工
学、テクノロジー・健康、理工学分野における教育とコミュニケーションの各学部
・学生数：約 12,815 名（うち留学生数：受入 1,500 名）
・大学間交流協定数：約 200
・職員数：5,233 名（うち常勤は 3,656 名）／教授数：588 名（うち女性の割合は 18％）
・収益：47 億 8600 万スウェーデンクローナ(約 646 億円)
・世界大学ランキング：THE 2017-18 第 173 位、QS 2017-18：第 98 位
【アンケート概要】
氏名：Ms. Alice Marshall
役職：Equality Officer、Administrator
※インタビューの日程調整が困難だったため、アンケート回答及び E メール返答をまとめた。
【アンケート内容】


Gender Mainstreaming in Academia (GMA)への対応
KTH では 35 ページにわたる「Plan for Gender Mainstreaming of KTH (JIKTH)」 23
と題したレポートを 2017 年 5 月 12 日付で提出した。その中で、
過年度までの取組の実績、
職種別(教授、マネージャークラス、研究者等)の男女所得データや人数割合の統計を分析
し、問題の所在、目標の設定、目標達成に向けての手段、対応組織と活動の提案が今後の
スケジュールとともに示されている。



組織体制

Vice President

Equality Office
JIKTH
Scientific
reference
group

Local JML
coordinators

JIKTH Project
management

22
23

JIKTH

Research on
gender and
organization

https://www.kth.se/en
https://intra.kth.se/en/anstallning/pa-lika-villkor/jikth-jamstalldintegrering-pa-kth-1.771963
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・Equality オフィス：常勤のスタッフで構成され、管理職も配置する。実質的に教育的な
取組やワークショップを実施する。
・副学長：課題の責任者として、予算裁量を持っている。少なくとも半年毎に、上位委員
会等で課題の進捗状況等を共有及び議論する。
・研究グループ：KTH のジェンダー研究者で構成される。副学長や Equality オフィスへ
の助言を行う。


現在力を入れて取り組んでいること
将来管理職となる教員（FFA: Future Faculty Managers）を対象とした取組を、2017
年から強化している。具体的には、次世代の副学部長候補となる教員に対して、女性の雇
用とキャリアパスについて焦点を当てて多様なプロジェクトを進めている。
また現管理職を対象としては、ジェンダー研究事務局と共同で、半日ワークショップを
開催し、問題の棚卸しと解決方法の提案について議論を行った。



業務を進める上で重要視していること
・組織のジェンダー構成と文化的側面からの分析
ジェンダー不平等の現状を個人的な問題として終わらせず、組織構造の問題として取り
扱うことが重要である。そのため、学生も含め全ての学部・部署において、全ての階級で
の男女比率を分析することが必要である。また、統一的なアンケートに加えて、個別イン
タビューを通じて、文化的側面から問題にアプローチすることも効果的である。
・専門家の配置
いかなる課題アプローチをするにせよ、専門知識を持った人材を少なくとも 1 名は配置
し、業務を専門的視点から支援することが重要である。

5) まとめ
3 つの大学に対するヒアリング内容から、各大学は独自に多彩な取組を行っていること
が分かったが、中でも 3 つの共通点を挙げることができる。高等教育機関で、特に重要視
されている対応及び取組と考えてよい。
① 組織整備
ジェンダー平等を主の業務とする担当部署が設置され、そこでは複数の担当者及び
専門家が常勤するなど組織的に整備されている。
② 管理職層への働きかけ
現管理職もしくは将来の管理職層に対する研修やワークショップを積極的に行い、
ジェンダーに対する理解を深めている。
③ 女性研究者に対するキャリア教育
若手女性研究者が教授職に就くことができるよう、キャリアプランニングの支援や
研修を実施している。
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4. ジェンダー平等の必要性
以上のように、スウェーデンでは国を挙げて、政府主導で、長期間、ジェンダー平等に向けて
取組を進めてきた。高等教育機関も同様に、政府からの課題を与えられ、各機関で議論を重ねた
上で、組織が一体となって取り組んでいる。
しかし、なぜこのようにスウェーデンではジェンダー平等に向けての取組が活発に行われてい
るのだろうか。そして、なぜそもそも女性が活躍する社会の実現が望まれているのだろうか。そ
の必要性について、スウェーデンではどのように認識されているのか考査してみた。

1) 政府の主張
フェミニスト政府の政策文書 24では、以下のような考え方からジェンダー平等政策が優先順
位を上げて進められてきた。「ジェンダー平等はそれ自体がゴールなのではなく、持続的発展
の前提条件であり、人類が直面する多くの課題の解決に必要不可欠な要素である。
」また、
「ジ
ェンダー平等は人権、民主主義、そして公平性そのものである。社会発展を促す機動力であり、
人々の生活と社会に変革をもたらすものである。
」

2) 実質的なメリット
女性が経済社会に積極的に関わることによって得られる効果は、世界中で研究結果が発表さ
れている。以下は、経済産業省の「成長戦略としての女性活躍の推進 25」資料において、まと
められた一例である。


日本の女性労働力率が他の G7 並になれば一人当たりの GDP が４％上昇し、北欧並み
になれば 8％上昇する。



経済社会における女性の参画が進んでいる国ほど、競争力、所得（一人当たりの GNI
国民総所得）が上昇する傾向がある。



役員会の女性比率が高い企業ほど経営指標が良く、株式市場での評価も高まる。



女性取締役が一人以上有する企業は、いない企業と比較し、6 年間の株式パフォーマン
スで 26％上回っている。



育児介護支援や柔軟な職場環境推進に取り組む企業は、他の企業と比較して生産性が 2
倍以上高い。



勤続年数の男女格差が小さい企業、女性管理職比率が高い企業の方が、利益率が高い傾
向が見られる。
そして、スウェーデン国内でも、女性が活躍することによって得られる経済的効果につい

て注目されている。スウェーデンの行政機関であるイノベーション・システム開発庁
（VINNOVA）26では、イノベーションとジェンダーの研究を行う担当者を紹介いただいた。
24
Gender Equality policy in Sweden
http://www.government.se/4afec2/contentassets/efcc5a15ef154522a872d8e46ad69148/161219-infokit-uppdatering2.pdf
25
経済産業省経済産業政策局「成長戦略としての女性活躍の推進」平成 28 年 2 月
26
研究開発を通じてイノベーション創出を目指し、ストックホルムに 2001 年に創立された行政機関。監督は産業・技術革新省。
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大学関係者とのインタビューの中でも、VINNOVA が高等教育機関に資金援助し、共同でジ
ェンダーと研究の関連性を調査するプロジェクトも進められていることが分かった。

3) 意識的理由
一方で、スウェーデン人のジェンダーに対する個人的意見を掴むため、「女性の活躍が社
会・組織・企業にとってなぜ必要なのか」といったアンケート

27 を行った。選択肢として、

①優秀な人材の獲得、②イノベーション創出の促進、③モチベーションの向上、④生産性・
業績の向上、⑤ブランド力・評判の強化、⑥顧客満足度の向上、⑦女性特有のスキルを活用、
⑧その他、を設定した。事前の予想としては、上記の実質的なメリットと関連した②や④の
回答が多いだろうと考えていたが、結果として【表 4】のとおり①が 4 割と最多で、特徴的
だったのが⑧その他の回答であった。


人類の半数が女性である



男女共に有能なので、職業及びプライベートの領域で平等に貢献するべき



女性も社会の一員であり、社会で活躍する義務がある



人口の半分のみ（男性）に限定し雇用することで、真に優れた研究が促進できるのか。

【表4】

生産性・業績
の向上
8%
優秀な人材の
獲得
38%

女性スキ
ルの活用
23%

その他
31%

その他の意見から、スウェーデン人の個人的考えとして、ジェンダー平等への必要性とは、
経済社会や組織のパフォーマンスへの効果というより、むしろ女性の権利・人権への意識に向
く傾向が強いようである。そして、その意識が社会全体の支援もあって、熱心な活動に繋がっ
ているのではないだろうか。”Me too” 活動もスウェーデンではかなり活発で、取り上げるニュ
ースも多く、3 名の大学関係者のインタビューでも話題に上っていた。

5. おわりに
今回の調査やスウェーデンでの実生活を通じて強く感じたのは、
「ダイバーシティ」つまりは多
様性への理解が、社会全般的にかなり進んでいるということである。そして、ジェンダー平等に

27

Google Form を利用したアンケートを 2017 年 12 月 1 日にメールで依頼。男女を限定せず、業務で名刺交換を行ったスウェー
デンの高等教育及び研究機関に所属する 21 名に E メールで送付し、13 名より返答があった。
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向けての取組は、そのなかでも極めて精力的な活動である。他にも外国籍、移民、LGBTQ、障
害者、高齢者等が、社会で広く受容され、共存している。これは全ての人間に対する権利、つま
りは人権への尊重という観点で共通する概念であり、スウェーデンの素晴らしさである。日本で
はタイバーシティの議論はまだ始まったところで、女性だけでなく外国籍の雇用も世界的に見れ
ば、かなり低い状況である。例えば、企業 CEO の国籍データ

28では、世界平均

18％に対して、

日本は 2％となっており、依然日本人男性が優位を占める社会であることを示している。
しかし、日本の高等教育は、周知のとおり、少子高齢化とグローバル化による競争激化時代に
突入している。
定員割れや運営費減少の中でいかに差別化を図り、教育研究力を向上させるのか、
全ての大学がこれまで以上に思索している。そして、教育研究市場のグローバル化は、今後の高
等教育政策の柱の一つであることは間違いない。教育研究市場のグローバル化を目指すためにも、
組織内人材の多様化は必須である。多様性が組織に与えるプラスの効果は、イノベーションの活
性化や業績の向上など既に複数の調査データで明らかとなっている。教育業界は、日本の歴史的
に見ても女性が活躍できる場が比較的多い分野とされてきた。今後の競争激化社会を生き抜かな
れければならない高等教育は、まず人口の半分を占める女性をもっと活用してはどうだろうか。
女性のさらなる活躍によって多様化が促進され、組織が変わり、ガバナンスが変わり、イノベー
ションが生まれるきっかけとなるだろう。
さて、日本の高等教育に持ち帰って、一体何から着手すべきなのか。インタビューではアドバ
イスがあった。
「まず、教育・研究環境におけるジェンダー構成の把握・分析から取り掛かるべき
である。学生も含め全ての学部・部署において、全ての階級での男女比率を分析することで得ら
れるデータから課題が洗い出され見えてくる。
」そして、その課題にどのように対応するのか。一
歩先行くスウェーデンの事例から学ぶことは多く、今回ヒアリングで得た具体例や情報、特に上
述した 3 つの大学に共通する 3 つの取組等が参考となる。しかし、最も重要なのは、日本の高等
教育がジェンダー平等の重要性と必要性を認識することである。
今回、世界ランキングを一つの指標として、ジェンダー平等に向けたスウェーデン政府の取組
や制度改革について調べるとともに、高等教育への展開と大学の具体的取組について調査した。
政府主導の課題という点で強制力が働いているとはいえ、各大学が真剣にジェンダー問題に向か
い合う姿勢、そして世界水準から見てもジェンダー平等を実現しているという現状に甘んじるこ
となく、さらなる改善を目指して社会全体で活動を続ける姿勢に非常に感心した。また、スウェ
ーデンの女性からは、自身の権利を強く主張する逞しさから強い意思を感じた。

6. 謝辞
本報告書作成にあたり、アンケート及びインタビューに御協力くださった皆様に、この場を借
りて御礼申し上げます。そして、研修の機会を与えていただき、支えてくださった日本学術振興
会、ストックホルム研究連絡センター、学校法人立命館の皆様に心より感謝申し上げます。
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