第 24 回アジア女性会議－北九州
「女性の活躍が日本、世界を変える」
日時 2013 年 11 月 9 日（土）13：00～16：00
場所 北九州市立男女共同参画センター・ムーブ
2 階ホール －日英韓同時通訳－

プログラム
13：00～13：05 開会式
■主催者挨拶

堀内 光子

(公財)アジア女性交流・研究フォーラム理事長

13：05～13：35 第 1 部 第 7 回 北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰式
■祝辞

北橋 健治

北九州市長

13：35～14：20 第 2 部 記念講演
「女性活用は企業戦略～企業、そして女性へのメッセージ～」
NPO 法人 J-Win 理事長

内永 ゆか子

14：30～16：00 第 3 部 パネルディスカッション
■パネリスト

■コーディネーター

内永 ゆか子
ﾋﾞｮｰﾝ･ﾐｯﾄｩﾝ

ノルウェー王国大使館公使参事官

ホン・ミヒ

韓国・仁川女性家族財団政策研究室長

籠田 淳子

㈲ゼムケンサービス代表取締役

堀内 光子
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開会式
■司会
ただ今より国際シンポジウム｢女性の活躍が日本、世界を変える｣を開催いたします。今
年は、北九州市制 50 周年、公益財団法人アジア女性交流・研究フォーラム財団設立 20 周
年記念事業として、北九州市、北九州市立男女共同参画センター・ムーブ、公益財団法人
アジア女性交流・研究フォーラムの合同主催で行います。また、この記念事業は「第 24 回
アジア女性会議―北九州」他、北九州市、ムーブの 3 事業の同時開催です。
はじめに、主催者を代表し、公益財団法人アジア女性交流・研究フォーラム理事長

堀

内光子よりご挨拶申し上げます。

主催者挨拶

堀内 光子

(公財)アジア女性交流・研究フォーラム理事長

皆さん、こんにちは。堀内でございます。今日は、土曜日の貴重
な午後にこのように大勢の方にお集まりいただきまして、大変あり
がとうございました。特に、今日はお隣の韓国から北九州市の姉妹
都市である仁川市の女性団体、そして釜山市の女性団体の方がこの
シンポジウムに参加をしてくださっています。既に釜山市の方はそ
ちらのお席にいらっしゃると思うのですが、お手を上げていただけ
ますか。北九州市へようこそおいでいただきました。ウェルカムト
ゥ北九州シティ。ご参加、大変ありがとうございます。カムサハムニダ。先ほど司会の方
からもご説明がございました通り、今年は私達にとって大変記念すべき年でございます。
北九州市が市制 50 周年、半世紀たちましたし、そして、私が理事長をしておりますアジア
女性交流・研究フォーラムも 20 周年という成人を迎えました。これまでの皆様方の大変暖
かいご支援、ご協力に厚く感謝申し上げます。
この記念すべき年に、今年初めて、3 者で、本日のイベントを主催させていただきます。
北九州市、ムーブ、そしてアジア女性交流・研究フォーラムの 3 者が共催で、3 部構成のイ
ベントを行います。最初が、ワーク・ライフ・バランス、男女平等にとって大変重要な事
項でございますが、その表彰式です。そこでは、市長が皆様にもご挨拶する予定でござい
ます。それから、ビジネス・リーダーとして活躍しておられます内永ゆか子さんに、女性
の活躍というテーマで、基調講演をしていただきます。そして 3 部のパネルディスカッシ
ョンは、国際色豊かに、皆さんの誰もが先進国と認めるノルウェーの事例や、最近大変注
目を浴びております韓国での事例を、それぞれのお国の有識者の方からお話をしていただ
きます。皆さんがじかにお話を聞く、またとない貴重な機会と思いますので、この午後を
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お楽しみいただくとともに、大変有意義な午後になることを期待いたしております。
大変短い挨拶ではありますが、主催者を代表しまして、今日の午後のイベントのご挨拶
をさせていただきました。私は、今年の 4 月からアジア女性交流・研究フォーラムの理事
長を務めさせていただいておりますが、フォーラムもやっと成人になりましたので、これ
からさらに成長すべく、皆様のご支援ご協力をいただきたいことをお願いして、私の短い
ご挨拶を終わらせていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。ど
うぞ皆様お楽しみくださいませ。
■司会
堀内理事長、ありがとうございました。
なお、本日は、北橋市長にお越し頂いております。後ほどご挨拶を承りたいと存じます。
それでは、プログラムに移ります。これからの国際シンポジウムは 3 部構成で行います。
第 1 部は、第 7 回 北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰式、第 2 部は、内永ゆか子様
の記念講演、｢ワーク・ライフ・バランス企業向け講演会｣、そして休憩をはさんで、第 3
部パネルディスカションを行います。
では、ただ今より第 1 部を開始致します。

第7回

第1部
北九州市ワーク･ライフ･バランス表彰式

■受賞者
企業・団体部門
市長賞 みずほ証券株式会社 北九州支店
奨励賞 山九株式会社 プラント事業部
学校法人清麿学園 清和幼稚園
株式会社不動産のデパートひろた
個人部門
奨励賞 郷田 郁子
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祝辞

北橋 健治

北九州市長

皆様、こんにちは。まずは、アジア女性会議－北九州は実に
24 回目でございます。歴史があります。長年にわたりまして理
想を高く掲げて努力をされてこられました。皆様方に心からの
敬意を表したいと思います。このアジア女性会議について先に
一言触れさせていただきますと、アジア女性交流・研究フォー
ラムを代表する事業であり毎年開催されてまいりました。これ
まで会議を支えてこられた皆様方の熱意とご尽力に深く敬意を
表したいと思います。
さて、今日、成長戦略という四文字は毎日、内外のメディア
に踊っているわけであります。その中で、昨今、女性の活躍が成長の鍵であるということ
が広くわが国共通の認識となりつつあることは、喜ばしいことであります。欧米も含めま
して、これからの経済の成長、日本社会の発展の鍵は女性のますますの活躍にあるという
基本認識がさらに定着をし、不動の、揺らぐことのない日本の社会政策になることを心か
ら願っております。北九州市におきましても、新しい成長戦略の大きな 1 つの柱にしてい
るところであります。
今日は経済界の女性リーダー 内永ゆか子さんを講師に迎えて、企業戦略としての女性の
活躍について貴重なご講演をいただきます。また、北欧社会におきましては、男女共同参
画、ワーク・ライフ・バランスにつきましては、世界で最も先進的な地域であろうと言わ
れておりますノルウェーから。そして、私も韓流ドラマの大ファンでありますが、『イ・サ
ン』を最近やっと見終えましたが、韓国社会において、女性の活躍がどのように困難に打
ち勝ちながら進んでいるのかは、私自身も大変興味があります。ノルウェー、韓国という
国々でトップリーダーとしてご活躍の皆様方にパネリストをお務めいただくという本市に
とって大変有意義な、実り多いものになることを期待いたしております。
さて、同時に開催しますワーク・ライフ・バランス表彰は、今回で７回目でございます。
仕事と生活の調和は言うは易しで、社会全体でみると、現実的にはまだまだ大きな課題で
あります。しかしながら、その中にあって、企業あるいは個人において、着実にその成果
を目指して頑張っていらっしゃる方々が現れてきたことは大変嬉しいことであり、これか
ら是非とも市民の皆様のお手本としてご活躍いただきたいと心から願っております。ワー
ク・ライフ・バランスという、大きな時代の要請、流れというものを少しでも広げていき
たいという思いで今日はアジア女性会議と同時に開催をさせていただいたところでござい
ます。受賞された皆様方は本当にご苦労が多かったと思います。その中にあって、一つ一
つ周りの合意を固めながら様々な工夫をして、社員の方が働きやすい環境をつくるために
大変な努力をされて、立派な成果を上げていらっしゃいます。本当に心から拍手喝采を送
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りたいと思います。
皆様の真摯な今日までの取組みがより多くの人たちに知られるようになり、市内外にお
いてワーク・ライフ・バランスに理解を示す個人や企業の方がさらに増えてまいりますよ
うに今後もますますのご活躍をお祈り申し上げますとともに、私たちもできる限りの努力
を皆さんと一緒に進めていきたいと思います。アジア女性会議のご成功と、ワーク・ライ
フ・バランスでご活躍の皆様方の栄誉をたたえまして一言ご挨拶させていただきます。あ
りがとうございました。
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第2部

記念講演

「女性活用は企業戦略 ～企業、そして女性へのメッセージ～」

■司会
皆様、お待たせいたしました。ただいまより第 2 部の記念講演、ワーク・ライフ・バラ
ンス企業向け講演会、NPO 法人 J-Win 理事長 内永様の講演です。ここからは同時通訳を
開始いたします。
では、内永様のご紹介をいたします。内永ゆか子様は東京大学理学部物理学科をご卒業
後、日本 IBM 株式会社にご入社、日本 IBM 専務執行役員を経て、2008 年からはベルリッ
ツインターナショナル、現在のベルリッツコーポレーション最高経営責任者(CEO)、名誉会
長を歴任されました。2007 年 4 月からは企業におけるダイバーシティマネジメントの促進
と定着を支援することを目的といたします、特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・
イノベイティブ・ネットワーク、J-Win の理事長に就任され、女性リーダーの育成や能力
開発等、企業のダイバーシティマネジメントの推進をサポートするという活動を続けてい
らっしゃいます。
では、お待たせいたしました。ここで内永ゆか子様をお迎えしたいと存じます。それで
は、お願いいたしましょう。どうぞ皆様、大きな拍手でお迎えください。

記念講演

内永

ゆか子

NPO 法人 J-Win 理事長

皆様、こんにちは。ただ今ご紹介いただきました J-Win の内
永でございます。今日はこのような素晴らしい機会をいただき
まして、私ども J-Win が活動を行っておりますダイバーシティ
ということについて 45 分ほどお時間をいただいてお話しした
いと思っております。
まず、私のバックグラウンドを先ほどご紹介いただいたので
すが、IBM に 37 年ほど勤めまして、最終的に IBM をリタイ
アする時は、開発製造部門のトップを務めておりました。その
後、ベルリッツというグローバル企業の CEO を務めたのです
が、基本的に私はダイバーシティですとか人事などのプロフェッショナルではございませ
ん。ただ、私が J-Win をはじめ、またいろいろな所でこういったお話をさしあげる背景は、
ダイバーシティ、要するに女性を活用するということが単に人事施策というだけではなく、
今の日本において、日本のビジネスのスキームを変えていく、競争力を上げていく、そう
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した観点から極めて大事であるという確信を持っているからです。そうした背景から、私
の経験をもとにお話をしております。短い時間ではございますが、皆様方にとって何かの
お役に立てればと思っております。
＜世界は急速にフラット化している＞
世界中で非常にグローバル化が進み、グローバル化促進の第一歩であった IT、ネットワ
ーク、それをベースにしたインターネット、ウェブを使っての情報交換というようなもの
が、世の中をどう変えて行ったのかを少しお話ししたいと思います。
お話しする必要がないくらい、皆様方は日々感じていらっしゃると思うのですが、その
ことを一言で明確に表している本が 10 年ほど前に出ています。これは、トーマス・フリー
ドマンが書いた『ワールド・イズ・フラット』という本です。日本では、
「世界はフラット
化している」と訳されています。ここで何を言っているかといえば、地球の物理的な距離
は変わっておりません。これは当たり前のことです。けれども、先ほど申し上げたような
ネットワーク、IT 等がどんどん進歩することによって情報伝達のスピードがすごく速くな
ってきています。そのことによって情報伝達だけではなく仕事、またお互いの競争、コラ
ボレーションなど、いろいろな仕事をお願いしあうというのが近場の中で行われるだけで
はなく、地球の裏側の企業さんとも、地球の裏側にあるマーケットに対しても自由にアク
セスができるようになってきたわけです。最近は実際的な会社を持たず、ネットの中だけ
で商売するところも増えてきています。
それは何を意味するかというと、様々な変化、ビジネスのアプローチが、今までは、距
離、国境、時差、人脈、階層、組織などいろいろな壁があってビジネスへの影響を及ぼす
エリアが限られていたわけですけれども、壁がどんどん低くなっていきだんだんとなくな
りつつあります。そうして、世界中が 1 つになってしまっているのです。このような世界
になって、世の中の変化がすごく速くなってきています。皆様よくご存じのように、昔で
したら地球の裏側で何かがあっても、例えば 1 カ月、半年、場合によっては 1 年くらいか
かっていろいろな影響がでてきていたものが、今はその日のうちです。遅くとも翌日には
皆様方の生活、もしくはビジネスに影響が出てくる。そういう意味ではスピードがものす
ごく速くなってきています。
こんな世界になってくると、昔は 1 つのビジネスのやり方、これはビジネスモデルとい
う言い方をしますが、1 つのビジネスモデルを世界中の誰かがつくります。例えば自動車の
ビジネスモデルをつくって売っていくことも 1 つのモデルです。これを誰かが始めるわけ
ですが、世界中の人が、私ならもっと上手くやれる、こうしたらもっとコストが下げられ
る、機能が良くなると、1 つのビジネスモデルをよりブラッシュアップしていきます。より
良くしていくことによってトップの座を取ることが可能だったわけです。その意味では、1
つのモデルが長く続いたわけです。10 年、15 年、20 年と続いていました。1 つのモデルを
つくったら、それを一生懸命に良くしていけば世界でリーダーシップを取ることができま
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した。
ところが、今はそのモデルがどんどん変わっていきます。例えば、今までは携帯電話が
世界を席巻していたわけですが、あっという間にスマホが出てきました。昔でしたらプレ
イヤーが変わるのに何十年もかかっていましたが今では数年です。そういう世界になって
くると、世界中の企業が、ビジネスでリーダーシップを取ろうとする時には、いかに新し
いビジネスモデルをつくっていくのか、いかに新しいアプローチでお客様の満足を高める
かに必死になっているのです。そのスピードがますます速くなっています。
そういう意味では、モデルをつくってそこにチャレンジする、そして、そのモデルを参
考にして後からくる 2 番手、ましてや 3 番手には勝ち目はありません。もしその分野で 1
番手になろうと思ったらモデルを変えるしかないのです。そんな状況がいま世界中で起き
ています。そういう状況を受けて、ダイバーシティというものが世界のビジネスにおいて
ホットサブジェクトになっています。企業にとって非常に大きな戦略になっています。
なぜダイバーシティが戦略になっているかといえば、先ほど申し上げたように、ビジネ
スモデルを変えなければならないということは、過去大成功したビジネスモデルをいった
ん捨てて、新しいことにチャレンジしなければならないのです。今までは、成功者たちが
新しいことをやりたい、考えたいと思ってきたわけですけれども、成功した人たちが成功
した物を捨てて新しいものにチャレンジするというのは難しいです。
世界中の人たちがダイバーシティの重要性を言っているのは、実はモノカルチャー（単
一文化）ではなく、成功体験を一緒に共有した人たちだけではなく、違った発想、違った
価値観、違ったバックグラウンドの人たちの発想をフルに活用することによって新しいビ
ジネスモデルをつくって行こうとしているからです。その意味でビジネスモデルの変化が
ダイバーシティになるのですが、これは女性だけが対象ではありません。違った発想、価
値観、日本で言えば外国人の方もそうです。こうしたことに対して、今世界中が一生懸命
にやろうとしています。
＜ビジネスに対する女性活用の重要性＞
本当にダイバーシティを推進すると業績が良くなるのかとよく聞かれます。最近事例が
たくさん出てきましたが、これは 1 つの例です。アメリカにあるカタリストという団体が、
『フォーチュン 500』
、これは雑誌のことですが、
『フォーチュン 500』が世界のトップ 500
の企業をランキングしました。ランキング形式は、取締役、執行役員クラスで、何パーセ
ントの女性が活躍しているか。世界のトップ 500 企業を女性エグゼクティブの数という視
点でランキングしました。上位 4 分の 1 の、例えば、ROE（株主資本利益率）がいくつく
らいか。そして、下位 4 分の 1 の企業の ROE が何パーセントかです。同様に TRS（株主
利益）を上位 4 分の 1 と下位 4 分の 1 で示しています。明らかに、上位 4 分の 1 の企業の
ほうが財政的に効率が良いわけです。これだけで、ダイバーシティに意味があると言うの
は無理があるかもしれません。またある方は、業績が良いから実行できたと言います。た
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だ、今後のビジネスは、いかにモデルを変えていくか、いかにイノベーティブにチャレン
ジするかが求められる世界です。そうすると、いかに発想を豊かに、違う価値観を活用で
きるかが企業にとっての死活問題です。その観点からこの数字をみると、ダイバーシティ
が持っている大事さが出てくると思いますし、カタリストが行ったものだけでなく、マッ
キンゼーやモルガンスタンレーなど、いろいろな所でこのような数字が出てきています。
ダイバーシティを推進することの第一歩が、女性の活用です。女性の活用が目的ではな
く、ダイバーシティを実行する第一歩が女性の活用です。それを推進した企業さんがこう
した数字を示しています。このような動きのなかで、世界中の企業が必死になっていると
申しました。
日本は、アベノミクスで安倍総理が「女性の活用」と言い始めました。とても良い事で
すが、日本は世界の中でどのくらいの位置にいるかを見ていただきたいと思います。
グローバルなジェンダー・ギャップがどのくらいあるかというジェンダー・ギャップイ
ンデックス（GGI）というサーベイ（調査）を、ワールド・エコノミック・フォーラム（世
界経済フォーラム）という団体が出しています。この団体は、お聞きになったことがある
かもしれませんが、ダボス会議を 1 年に 1 回開催していますが、その団体が出しています。
このサーベイの対象は、OECD の 136 カ国です。2013 年のランキングがついこの間発表さ
れました。日本は、136 カ国中、105 位なのです。そんなに高いとは思ってはおりませんけ
れども 105 位はいくらなんでも情けないです。もっと情けないのは、2012 年は 101 位、そ
の前の 2011 年は 98 位です。年とともにどんどんとランクが落ちています。
しかし、皆様ご存知のように、ここ数年、今まで例のないくらいジェンダーとか、女性
活用とか、ダイバーシティとかいろいろな所で言われています。今、これまでにないほど
熱気がありますが、残念ながら世界の動きに比べるとずっと遅れています。スピード感が
ないのが現状です。
このサーベイは、教育、健康、政治、経済の 4 つのインデックスで見ています。教育で
は差はありません。健康についても男性女性で差はありません。素晴らしいことです。差
があるのが政治と経済で、この状況で 105 位になっています。もう 1 つ、日本の女性が働
いている割合は 42.3%です。これを他の国々と比べると、働く割合は 42.3%に対して他国
では高い国でも 47.5％と遜色はあまりありません。何に差がついているかと言えば、管理
職の割合です。女性管理職の割合は 11.1％です。同様に低いのは韓国で 9.4%です。非常に
よく似たお国柄です。このように、ダイバーシティはいろいろな注目を浴びています。注
目を浴びてはいるものの、日本では現実の動きは速まっていないのが現実だとご理解いた
だければと思います。
＜IBM におけるダイバーシティへの取り組み＞
私のように IBM の中でずっと開発製造をやっていたような人間が、なぜダイバーシティ
をやっているのかと言えば、
私自身が IBM にいた時の経験から、
と先ほど申し上げました。
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1993 年、IBM は非常にビジネスが厳しい状態になりました。ご存知の方もいらっしゃるか
もしれませんが、IBM はいつ倒産するともわからない状態でした。その時、ルイス・ガー
スナーという人が外から来ました。IBM という会社は往々にして生え抜きの人が CEO を
やるのですが、外から来たガースナーが徹底的に立て直しました。彼は、トランスフォー
メーション（変革）をしました。その後、IBM はおかげさまで V 字カーブを描いて回復し
て、今でも株価は高いままですし、伝統的なハードウェア、ソフトウェア、サービスを持
っている IT の会社としては今もって堅調に残っている会社です。そういった会社は、今は
少なくなっていますし、非常に成功した例だと思います。
このガースナーが行った大きな戦略の 1 つが、ダイバーシティでした。彼が IBM を辞め
た後に日本に来ることがあり、会う機会がありました。私は、彼に「あなたがダイバーシ
ティと言ってくれたおかげで日本 IBM の管理職の中に女性の数が増えたのです。どうもあ
りがとう」と言いました。するとガースナーは、
「自分は女性のためにやったわけではなく、
IBM の会社を立て直すためにやったのだ」と非常にさらっと言われました。まさにそうだ
ったと思います。
IBM が隆盛を誇った時には、市場の約 6～7 割を持っていました。利益率も 80%とすご
い会社でした。それが、テクノロジーが進歩し、ネットワークが速くなり、お客さまのニ
ーズが変わって行くことによって、変わったことは分かりつつも、それまでの古いビジネ
スのやり方を続けていたのです。その結果として初めて赤字を計上しました。そこからト
ランスフォーメーションを始めて、いろいろな発想を入れていくことによって IBM は立ち
直っていきました。
そこで、ガースナーは、
「ダイバーシティは企業戦略だ」と言いました。それまでも、IBM
は女性活用について言ってなかったわけではないのです。けれども、企業戦略と明確には
言っていませんでした。人事が「女性を活用してください！頑張ってください！」どちら
かというとそうあるといいねという程度でした。ですから、売り上げも利益も上げていた
日本 IBM は、そうは言っても日本は女性は難しいよねという感じで積極的に取り組んでい
ませんでした。それまでの IBM は、白人の男性がすべてのことを仕切っていました。とこ
ろがガースナーが来てから、これは戦略だと言ったのです。それに対して、女性であると
か、中国人、日本人、トルコ人、メキシコの人たち、いろんな人たちの知恵を使うことが
IBM を強くするという考えで、ダイバーシティ推進の取組が始められました。
そういった意味では大変大事な戦略でした。そうは言ってもダイバーシティはいろいろ
な課題がありますので、ガースナーは、世界共通のマイノリティ、あまり活用されていな
いマイノリティはやはり女性だとして、世界中の IBM170 カ国に対して、女性活用という
大号令を 1996 年に発しました。大号令を発しても、IBM の人たちは、歴代の人たちがそ
ういったことを言ってきているからまた同じであろうと高をくくっていました。
彼がやったことは非常にはっきりしています。まず、戦略であるから数値目標をはっき
りさせました。
その次にその数値目標に対してどこまで行ったかということを半年に 1 回、
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自分が直接レビューしました。売上利益のレビューミーティングは毎月行われるのですが、
それとはまったく別に、ダイバーシティがどこまで進んでいるかということをガースナー
が直接にそれぞれの国の社長とレビューして評価すると言いました。これで世界中の IBM
の社長はびっくりしました。そこから本当の意味でのダイバーシティが始まったといえま
す。
日本 IBM もそのあおりを受けて、とにかくダイバーシティをやらなければいけないと進
めたのですが、私はその当時、たった 1 人の（女性）取締役でした。その当時の社長の北
城さんはガースナーから呼ばれて出かけていき、日本 IBM には女性の生え抜きの役員がい
ますし、日本というのは女性活用がこのように遅れていると伝えました。すると、ガース
ナーは「そうかそうか、それは大変だね。日本は風土的になかなか女性活用されていない
けれども頑張って」と言いました。それで北城さんは帰ってきて、それから半年後にまた
行きました。けれど前回と全く状況は変わっていなかったのです。すると、ガースナーは、
「半年前にそう言ったけれども、それから何をしたのか。どういうふうにやるのか」と尋
ねられ、
「そうは言っても日本は…」と言いましたが、「それはもう理由にならない。なぜ
ならば、IBM の 170 カ国の中で、女性活用に関しては日本は最下位だから、どうするのか
のプランを持ってくるように」と言われました。それで大号令がかかり、日本 IBM で本格
的にダイバーシティを推進することになりました。
＜女性のキャリア・アップ阻害要因＞
その時に私はたった 1 人の女性取締役として開発製造を担当しておりましたけれども、
北城さんから、とにかくスペシャルミッションで Women’s Council（女性の諮問委員会）
をつくって、日本 IBM の女性活用を広めるよう言われました。これはトップダウンで来ま
したから、やるしかありません。始めたものの、何が問題なのかわからないわけです。IBM
ではいろいろなプログラムにしても、教育にしても、入社時の試験にしても、男性女性の
区別はありません。女性も皆優秀で同じように扱われているのです。それにもかかわらず、
女性社員数は 13%、それに対し管理職は 1.5%しかいなかったのです。何か制度的ではない
問題がたくさんあるに違いないと、各部門の女性たちのリーダー格を 19 名集めて Women’s
Council をスタートし、原因をさぐりました。
意図的に女性を活用していないわけではないですから、何が問題なのか。いろいろと現
状データやヒアリング情報を分析した結果、私たちは、この 3 つの問題点に行きつきまし
た。
（１）将来像が見えない
（２）仕事と家事/育児とのバランス
（３）オールド・ボーイズ・ネットワーク
3 つの問題点のうちの 1 つ、その当時の現象ですが、入社してから 5 年目に辞めていく女
性のパーセンテージが同じ男性のパーセンテージの倍でした。これは大きな問題であると
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して、その背景に何があったのかを追跡調査しました。これらのデータを因数分解したり、
フィッシュボーン・チャート

※1

を使って相関関係をとったりと、いろいろなことをした結

果、資料にありますように問題点はこの 3 つに集約されました。
最初の、
「将来像が見えない」ですが、入社して 5 年くらいたつと大体仕事もわかってき
ます。そうすると、私はこの会社に例えば 10 年いて、その先一体どうなるのだろうか。課
長になれるのか、部長になれるのか、面白い仕事をやらせてもらえるのか。その時、ロー
ルモデルとなる女性が周囲にはいないのです。そのことが大きな不安感を醸成して、友達
が MBA を取りに行ったとか新しい会社を作ったという話を聞くと、とても不安になって会
社を辞めていってしまいます。そういう理由で辞めていく女性のパーセンテージが、育児
や介護で辞めていく女性のパーセンテージよりも圧倒的に多かったのです。それは会社に
とっては大きな損失です。
もう 1 つは、育児と家事、仕事とのバランス。これはいろいろなところで言われていま
す。
そして、最後の問題点は、オールド・ボーイズ・ネットワークです。この問題が 1 番や
やこしい問題でした。これは何を指しているかといえば、ある組織があって、その組織が
非常に成功して、いろいろな物を積み重ねてきた、その成功を支えてきた、メインストリ
ーム（第一線）を走ってきた人たちが作り上げた組織のカルチャー。日本で言えばほとん
どが男性です。男性の方々が長い間作り上げてきた企業文化、組織文化、やり方、約束事、
こういったものがオールド・ボーイズ・ネットワークという言い方で総称されます。これ
には女性はなかなか入れてもらえません。別に男性が意地悪をして入れないわけではなく、
男性も無意識のうちにそれを体得していますから、それをいちいち女性に教えるという方
法が分かりません。このオールド・ボーイズ・ネットワークというものが、よく言われる
グラス・シーリング、いわゆる見えない天井の壁、そういったことの象徴と思われます。
事例を簡単に申し上げると、例えば、女性が会議に出られるとき、皆様がんばっていら
っしゃると思います。いろいろな会議の中で女性の方ははっきり物を言いますね。「私は反
対です。なぜならばこうで、こうだからです」と。
「大体女性は一言多い」とか「物をはっ
きり言いすぎる」とか言われませんか。私などはしょっちゅう言われました。私が、
「これ
は反対です。なぜならばこうだからです」と理路整然と物を言うと、大体男性は聞いてく
れません。私は、女性だから聞いてくれないのかと思っていたのです。
ある日、男性がどうやっているのか見るために、会議で珍しく発言せずに聞いていまし
た。すると男性は何を言ったかと言えば、「A さん、今日のプレゼンは素晴らしいですね。
でも、ちょっと違う観点から見ると、こうした方がいいのではないですか」よく聞いてみ
ると、実は、A さんの提案に反対をしていたわけです。私の場合は、
「A さん、私は反対で
※1

特性要因図。ある問題点について、影響を及ぼす原因を系統立てて表した図のこと。品質管理におけ

る「QC7 つ道具」の 1 つとして数えられている。図の形が魚の骨に似ていることから、
「フィッシュボーン
チャート」
、
「フィッシュボーン図」とも呼ばれる。
（出典：Weblio 辞書）
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す。なぜならば…」と言います。私とその男性の違いは、彼は最初に褒めていますが、私
は褒めません。私は、そうか、人に物を言う時は枕詞が大事なのだと思いました。意味は
ないけれども相手は気持ちよくなります。それで、枕詞を付けて 1 回やってみました。す
ると、
「内永さんの言うこともその通りだよね」と聞いてくれました。私が女性だから男性
が聞いてくれないのではないことが、分かったのです。そこを変えると、その問題はクリ
アできました。
これがなぜオールド・ボーイズかと言えば、男性でも同じようなことをする人はいるの
です。例えば、新入社員ではりきって入ってきて「先輩、僕は反対です」と言う人もいま
す。会議が終わって何が起きるかと言えば、先輩、上司、同僚が寄ってたかって、「A 君、
あの物の言い方はないよ。最初にまずちょっと褒めればよいのだ。相手は耳を開いてくれ
る。それから君の意見をやんわり言えばいいのだよ」と言ってくれるわけです。私にも言
ってくれればすぐに分かったことでしょう。しかし、なぜか女性にはそれを言いません。
どうしてなのかと言えば、いろいろな男性に伺ってみたところ、
「いや、女性は大体そうい
う物の言い方をする」と言うのです。そうではなく、知らなかっただけです。そのたぐい
は山ほどあります。服装についてもそうでした。
そして、分かりやすく言えば、私はよく男性から言われましたが、「内永さん、そろそろ
寸止めを習ってください」と言われました。
「あなたは、自分の意見がどんなに正しいか知
らないけれども、相手が、勘弁、参りました、降参しましたと 3 回くらい言うまで追及を
止めない」それを、寸止めをしないと言うのだそうです。ぐさっと突き刺してグリグリグ
リとやる。それをやられるとどんなに寛容な人でも大体頭にくる。男性は、相手が分かっ
たなと思うと、グサッと行くまえに寸止めします。それでお互いにメンツも保てるし、「そ
うか」となるわけですが、私は、相手がいつまでたっても「分かった」と言わないと、分
かってないのではないかと思い、分からせようと親切心でグサグサやるわけですね。これ
を「寸止めが足りない」と言われて、あぁ、そういうことかと分かりました。この中にも
寸止めが苦手な方がたくさんいると思いますが、これは女性の特性でもなんでもありませ
ん。知らないだけなのです。
これらは、日々のビジネスの中ではどうということもない、本当に些細なことです。し
かし、そのことが分からないと、課長から部長、部長から上にあがっていくときには大変
大きな障害になるのです。それが分からない人にやっぱり部長は任せられないとか、役員
なんてとんでもないとなるわけです。これは女性の方々にも是非わかっていただきたい。
そういうことがあるのだということです。そして、男性の方々も皆様方が非常に心地よく
仕事をしている環境というものを、実は女性はよくわかっていないので、是非教えてあげ
てほしいのです。
このオールド・ボーイズ・ネットワークは日本にだけあるのではなく、世界中に共通し
てあります。ただ、日本の場合にはモノカルチャーが強いので、とても強烈に表れると思
います。
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こうした問題点がたくさん出てきた中で、私たちはアクションプランを作りました。ま
ず、ロールモデルがいない。いないと言っても、一応全社員のうち 13%は女性ですから、
全員で約 3000 人くらいにはなりました。その 3000 人を 2 回に分けて、1500 人ずつを大き
なホールに集めて、IBM は女性の活用をどう考えているのか、トップはどう考えているの
か話をして、なおかつ、部長や課長になった人たちを集めてきて、皆さんを紹介し、パネ
ルディスカッションを行い、お互いに自分たちの境遇を情報交換しました。さらに、トッ
プの人たちにメンタリング

※2

をしてもらうこともしましたし、一番大切なのは、社長が、

「この会社を変えていくためには女性の力が絶対に必要だから、皆さん一緒に頑張りまし
ょう」と昼間の時間に話をしたことです。ビジネスですから、夜とか、土日に言ってはダ
メなのです。
すると、何人かの女性のグループが、「なにか知らないけれど、男の人みたいに必死に働
くことを求められている。いやだ」と言ったのです。それに対して私ははっきり言いまし
た。
「嫌だったら、キャリアを上げるとは言わないでください」と。要するに、これから皆
さんの力をフルに活用して会社を強くしたいので、男性と同じように働くことは当然求め
ますから、頑張ってくださいと。しかし、それは、子どもを産んではならないとか育休を
取ってはいけないことではないから、それはそれで十分休んでくださいと。でも、戻って
きたら、またキャリアを目指し頑張ってくださいと。
一番困るのは、
「私キャリアを目指したいです、えらくなりたいです、頑張ります！」と
言っても何か苦しいことがあると「私やめます」と言われることです。馬に乗ったら降り
ないで欲しい。一番困るのは乗ったり降りたりすることです。キャリアを目指そうとした
ら、いろいろなことがあります。女性に限ったことでなく、男性にだってあります。やは
り、キャリアを目指し、キャリアを上げていくことによって自分の人生の自己実現ができ
るわけです。楽なことをしながら社長にはなれません。社長になれば何が良いのかという
と、上に行けば行くほど自分の夢を実現できるし、自分がやりたいと思ったことをたくさ
んの人を使って実現できるのです。こんなに楽しいことはないです。毎日が楽しいわけで
はなく、いろいろなチャレンジがあります。でも、それは自分の自己実現では必要なこと
だと思います。キャリアを目指したら、降りないで欲しいと思います。
それから、育児と家事に関してはやはり大きな問題です。近年、ワーク・ライフ・バラ
ンスの賞を取られた企業さんがたくさんいらっしゃいます。ここで細かくお話しするつも
りはありませんが、一番大事なのは、働く時間と場所に自由度を与えて欲しいということ
です。やはり、お子さんを産み、育て、仕事をするということは、一時的にその期間は非
常に大変です。
※2 「メンター」
「メンタリング」
経験豊かな先輩社員（直属の上司以外）
【メンター】が双方向の対話を通じて後輩社員【メンティ】のキャ
リア形成上の課題解決や悩みの解消を援助して個人の成長をサポートする役割を果たす制度を【メンター
制度】という。また、メンターとメンティとの面談を【メンタリング】という。
（出典：厚生労働省「メン
ター制度導入・ロールモデル普及マニュアル」
）
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ただ、私の知っている女性たちが言うには、やはり子どもを産んで仕事をして良かった、
あの時は大変だったけれども自分の人生がすごく豊かになった、お子さんを産んで育てな
がら仕事をすることの大変さよりも、子どもを持って働くことの結果、自分の人生が豊か
になることの方がずっと大きいと。
「旦那はあてにならないけれども、子どもは私の支えで
す」と皆さん自信を持って言います。私はそれを聞いて、「それなら、育児が大変大変と言
わないで、こういう良さもあると言ってください」と言いました。すると、
「皆が大変でし
ょう、大変でしょうと聞きに来るから大変だと言うだけで、大変なのは事実だけれどそこ
から得られるものもすごく大きい」と返ってきました。
そうであるならば、働く環境の自由度をどこまで上げるのか。働く場所がオフィスでな
ければならないとか、9～17 時までというのではなく、家でも仕事ができたり、他の場所か
ら仕事ができたりすれば、ずっと効率が上がると思います。
ただし、これを実施するときに大事なことは評価のシステムです。評価システムが、や
はり長時間労働、所属長の目の前で朝早くから夜遅くまで必死になって働く人と、在宅勤
務の人と、もしアウトプットが同じであるとしても、所属長はやはり目の前で必死に働く
方の評価を高くしてしまいます。そうではなく、評価はアウトプットでするべきです。そ
うでなければ、キャリアを目指そうとすれば、なかなか在宅勤務はできません。
海外でこれが浸透しているのは、評価システムときちんとつながっているからです。い
わば、働くプロセス、ワークフローやビジネスのプロセスを「見える化」して、どこで決
定をするか、誰がどういった責任をもっているかがはっきりしているので、こういったこ
とができるわけです。ところが日本のようにホワイトカラーの人たちが非常に阿吽の呼吸
の中で、ビジネスプロセスは皆でなんとなくという中では、在宅勤務は非常に難しいです。
ですから、ここに手を入れるべきであろうと思っています。私たちはそれをやってきまし
た。
＜トップエグゼクティブのコミットメント＆リーダーシップ＞
先ほど申し上げた、オールド・ボーイズ・ネットワークに関しては、まずこういうこと
があるということを認識し、企業のトップ、役員クラスの男性の方々にメンターになって
いただいて、オールド・ボーイズ・ネットワークのカルチャーについて、いろいろと助け
ていただくことで解決しようとしました。
これを行うなかで一番重要なのはトップの腹の座り方です。私が担当したときにはトッ
プエグゼクティブの北城さんが徹底的にこれを進めました。経営目標として数値化し、北
城さんだけではなく、そこへレポートする役員の人たちに全部落としていき、PDCA を回
して、何が良くて、何が間違っていたかということを分析して次のアクションに入れる。
エグゼクティブの評価項目に入れるということです。
もう 1 つは、人事の話をするときです。例えば、部長の後継者が誰であるとか今度の役
員は誰とかいう話があるときに、必ず北城さんは、
「女性の後継者の候補は誰ですか」とた
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ずねました。その時は、まだそのような人はいないし、課長クラスでしかないのに、部長
とか役員の話をしているので難しいわけです。「いやいや、北城さん、いくら女性活用と言
っても役員の話はまだ無理ですよ」となります。北城さんはそれに対して「分かった。分
かったけれども、女性の中で一番近い人は誰ですか」と聞きました。すると、「では、課長
になったばかりの人がいますが、あえて言えば一番近いですね」ということになります。
ただ、その人が部長や取締役になるわけではないのですが、候補者としては残るわけです。
そして翌年、同じことが起きると、また北城さんは聞きます。「候補者はだれですか」そし
て、また同じ候補者が出てきます。その人に対して、あなたはどんなトレーニングをしま
したか、どんなチャンスを与えましたかと極めて具体的に聞くわけです。前の年は課長に
なったばかりだし仕方がないで終わるのですが、会社がこれだけ女性を活用しようとして
いる時に、なおかつ女性の中で 1 番だといわれている人に対して 1 年間何もしてこなかっ
たのかと管理職がその責任を問われるのです。この噂が組織内で広がると、それぞれの組
織のトップは自分の下で 1 番の候補は誰がいて、どうすれば良いのかを真剣に考え始めま
した。ここに書いてあるようにいろいろなアクションをトップ自らが行った事は非常に大
切です。
何人かの方はどうしてそこまでトップが言わなければならないのかと思われるかもしれ
ません。しかし、女性を活用し、人材の多様性を図ることが企業にとっては戦略であり競
争力を高めることであると強く信じているからこそ、このことができたと思いますし、実
際にそれが先ほどの数字で表されたと思います。
＜女性たちへのメッセージ＞
女性たちに対しても、私はいろいろなメッセージを発信しています。1 つは、確かに上に
女性のロールモデルはいないかもしれない、いないかもしれないけれども、あなたは自分
のキャリアに目標を持ってください。別に誰かに許しを乞う必要はないし、社長になりた
いなら社長でいい。例えば、技術部門のトップになりたいとか、そういった目標を持って
ほしい。目標は、人に言う必要は全くないです。しかし、目標を持たなければ目線が全く
上がりません。私も自分がこうなりたい、60 歳で定年を迎えるときはこうなりたいと思っ
たあとは、5 年刻みで、何をすれば自分はそこまで行けるのかを作ってみたりしました。す
ごろくみたいなものです。何度もいいますが、目標を持つと発想の仕方が変わってきます。
それがすごく大事です。
そして、もう 1 つ、与えられたチャンスにチャレンジとあるのですが、よく女性の方が、
「私は女性だから役員になった、管理職になったと言われるのは嫌だ」と言われるのです
が、チャンスの来かたに文句を言うのは百年早いというのが私の意見です。何でもいいの
です。女性だからであろうが、縁故関係だろうが、実力だろうが、何でもいいからもらっ
たチャンスは自分のものにしなさいと言います。それをベースに、実現することが自分た
ちの力になります。
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そして、先ほども言いましたが、どうしても女性は頑張って自分でやろうとします。で
も、上に行けば行くほど人との社内外のネットワークが大事です。お互いに助け合うこと
が大事です。
＜NPO 法人

J-Win＞

先ほどの日本 IBM の女性活用に関して言うと、私共はこうして活動をして、5 年後に男
性と女性の管理職比率を男性・女性の社員の構成比率と同等にすることを目標に掲げてや
りましたが、5 年後に達成する事ができました。こうしたことをベースにして、いろいろと
活動をしていったわけですが、
私がリタイアする時に、その当時の IBM のお客様だった方々
からうちもやりたいので教えて欲しいというお話をいただいて、NPO を立ち上げました。
2007 年に発足した NPO 法人 J-Win のメンバーは企業さんです。個人ではありません。企
業さんにメンバーになっていただいて、現在 102 社の日本のトップ企業にお入りいただい
ています。企業さんには女性たちを選んでいただいて、ネットワーク作りをしたりトレー
ニングをしたりしています。
この NPO の活動は 3 つあります。1 つは、女性たちに対してスイッチを入れるというこ
とです。私にもチャンスがあるかもしれない、私ももしかしたら部長になれるかもしれな
い、私ももしかしたら社長になれるかもしれない。スイッチを入れること、これをスイッ
チ・オンと言っています。私も 34 歳くらいまではそんなことは思ってもいませんでした。
男性は入るときから思っていますけれども。まずは、スイッチを入れる。ネットワークを
通してスイッチを入れることでトップを目指そうという意識喚起の活動を行います。
女性のネットワークは今は三層構造になっています。一番下のネットワークは、課長か
ら係長クラスで、大体 35～40 代前半です。270 名余の方々が 102 社の企業さんから選ばれ
て集っています。2 年間活動すると卒業と称して、また新しい 270 名程が同じ企業から選ば
れて入って来ます。卒業した人たちは、その上のネクストステージに約 500 人の人たちが
集っています。75%が管理職であり、15%が部長です。その上にエグゼクティブネットワー
クがあり、企業の執行役、取締役が 46 名参加しています。この三層のネットワークを作り
ながら、お互いに切磋琢磨して活動しています。
2 番目は、ダイバーシティを推進するには何を実行したらよいのかを企業さんに具体的な
アクションをご指導します。
3 番目は、社会に対する情報の発信です。
企業に対するいろいろな支援ということについて申しますと、問題は先ほど IBM の事例
で申し上げた 3 つであると思います。問題の表れ方はいろいろありますけれど、基本的に
は一緒です。それを解決するために、この 6 つの項目の取組が必要です。
（１）経営トップのコミットメント
（２）Ｄ＆Ｉ推進実行体制
（３）管理職のアカウンタビリティ
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（４）女性キャリア開発・育成・登用
（５）多様な働き方の推進
（６）業務プロセス・評価プロセスの見える化
経営トップのコミットメントは先ほどお話ししました。それから、D&I（Diversity and
Inclusion）※3 の推進実行体制、そして、管理職のアカウンタビリティ（説明責任）等、い
くつかございます。こうしたことを細かくご指導、ご支援させていただいています。それ
ぞれの項目には具体的なプログラムがたくさんありますが、今日は項目だけ並べさせてい
ただきます。もしご興味があれば、私ども J-Win にご連絡いただければと思います。
先ほど申し上げました女性の意識ですが、企業から選ばれて女性のネットワークに入っ
たばかりのころ、皆どう思っているかといえば、
「トップを目指したいと思いますか？」
（非
常に思う：17.3％→40.7％）とか「海外で活躍したいと思いますか？」
（非常に思う：22.4％
→40.7％）「ロールモデルがいますか？」
（5 人以上いる：16.4％→60.4％）などと聞いて、
入ったばかりのころと比べると 2 年たつと意識が高くなります。これだけ大きく変わりま
す。そういう意味では、この活動は、今の日本の女性たちにとって非常に大きなサポート
になると思っています。J-Win のメンバー企業さんの管理職比率ですが、実線がメンバー
企業、課長職、部長職、役員とございまして、2008 年は国の出している数字とほとんど変
りませんが、2012 年の段階で 2 倍近く増加しており非常に大きな差が出てきております。
大変駆け足でご紹介いたしました。何度も申し上げますが、私は、このダイバーシティ
推進は、女性のためにやっているのではありません。日本の企業を元気にして、競争力を
高め、日本の社会を変えていく、その意味でダイバーシティが非常に大事であると思って
います。結果として、女性の方々がこれからもっと活躍できる土台が今後できてくるよう
になると思います。日本ではまだまだスタートしたばかりです。アベノミクスで言ってい
ますが、この北九州の皆さんと一緒になって、私たちも大きく日本を変える、日本の競争
力を高める、そうした中での女性の活躍、活動の一助とさせていただければと思っており
ます。今日はご招待いただいてありがとうございました。今後とも是非よろしくお願いし
ます。ありがとうございました。
■司会
内永様、ありがとうございました。皆様、いま一度盛大な拍手をお願いいたします。内
永様へのご質問ですが、次の 3 部、パネルディスカッションの最後に承りますのでよろし
くお願い致します。それでは、ここで第 2 部を終了いたします。

※3 「多様な人たちを受け容れ、その力を活かすこと」
。性別や人種、宗教、文化、年齢、障がいの有無、
性的嗜好性などをはじめ、様々な価値観を持っている人同士が、お互いに理解し尊重しあうことで持てる
力を発揮し、新しいものを作りだしていく、それが企業の持続的な成長につながるという考え方。
（J-Win
より）
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パネルディスカッション
■司会
ただいまより第 3 部パネルディスカッションを開始いたします。
お待たせいたしました。
ここからは、本日のコーディネーターを務めますアジア女性交流・研究フォーラムの堀内
理事長に進行をお願いしたいと存じます。堀内理事長よろしくお願い致します。
■堀内
皆さん、こんにちは。堀内でございます。これから 4 時まで進行役を仰せつかっており
ます。内永さんの大変パワフルなお話をお聞きになって、女性の活躍というのは企業のビ
ジネスのためになるということがよくお分かりになったことでしょう。内永さんはもうお
話をされましたが、フリーディスカッションに加わられますので、ここに同席しておられ
ます。
まず、お手元にお配りしている資料にパネリストの方のプロフィールも入っております
が、私のほうからご紹介を差し上げます。私のすぐ左が、基調講演をしてくださった内永
ゆか子さんです。よろしくお願い致します。その左が、ビョーン・ミットゥンさん。ノル
ウェー大使館の公使参事官でいらっしゃいます。よろしくお願い致します。そのお隣が、
ホン・ミヒさん。韓国の仁川女性家族財団の政策研究室長でいらっしゃいます。ホン・ミ
ヒさんはパネリストとして 2008 年にも登場していただいており、
2 回目です。そのお隣が、
籠田淳子さんでいらっしゃいます。どうぞよろしくお願い致します。私のほうでパネリス
トのプロフィールはご説明いたしません。プログラムの中をご覧になってください。ただ、
籠田さんには 1 点だけ付け加えたいと思うのですが、先ほど、第 1 部でワーク・ライフ・
バランスの表彰式がございましたが、籠田さんは、企業としても、個人としても、表彰を
受けられた唯一の方でいらっしゃいます。
それでは、パネルディスカッションを始めたいと思います。ミットゥンさんから始めま
すが、パネリストそれぞれの方に 15 分ほどお話しいただき、その後フリーディスカッショ
ンを行います。フリーディスカッションの後に皆様との質疑応答の時間、これは内永さん
の講演への質疑も含めて 10 分取りたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げま
す。それでは、ミットゥンさん、最初のパネリストとしてお話をお願いします。タイトル
は、
「男女平等の国ノルウェー－女性の社会進出とワーク・ライフ・バランスを可能にする
施策」です。それぞれのパネリストの方は、スピーカーの席がございますので、移動され
てお話をされます。よろしくお願い致します。
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「男女平等の国ノルウェー
―女性の社会進出とワーク･ライフ･バランスを可能にする施策」
ビョーン・ミットゥン

ノルウェー王国大使館公使参事官

ありがとうございます。こんにちは。申し訳ないのですが、日本語
ではなく英語でお話させていただきます。幸いにも同時通訳が入りま
すので、そちらをお聞きください。
皆様、本日のセミナーの目的は、男女平等とワーク・ライフ・バラ
ンスの促進に寄与することです。この分野においてのノルウェーでの
背景と立場をご説明したいと思います。ノルウェーは高いレベルで男
女平等を実現しているという評判から、私は今日この場にお招きいた
だいたと思っています。それは事実です。いくつか主な理由を挙げさ
せていただくと、以下のようになると思います。
1 つ目は、ノルウェー社会は、一般的に男女の平等な機会を重んじるということがありま
す。2 つ目として、大学教育を含めた教育の機会が、無料で提供されていることです。これ
は、女性が資格を取得できることを意味しています。3 つ目は、最大の注目を集めている事
柄ですが、ノルウェーには充実した保育施設や有給の育児休暇があり、女性が出産後も仕
事を続けることができる環境整備がなされていることです。より詳しい話に入る前に、ノ
ルウェーが非常に男女平等の進んだ国であるという主要な指標を挙げます。
社会で、労働力として参加している女性の割合はとても高く、現在、約 75%です。これ
は、OECD 加盟先進国の平均を 15%も上回っています。そして、比較対象として、1970
年の割合を見てみると、わずか 50%しかありませんでした。ですから、1970 年から 25 ポ
イント上昇したことになります。また、他の西側先進諸国と比較して、ノルウェーの出生
率は非常に高く、現状では、女性 1 人当たり 1.85 人の子供が生まれており、現状レベルの
人口を維持するのに十分な値と思います。この値を下回ると、年々人口は減ってくるでし
ょう。
国会議員の女性の占める割合も高いです。ちょうど選挙が終わったところですが、現在、
国会議員の約 40%は女性です。また、政府機関での女性職員の割合も同様となっています。
現在、わが国の首相は女性が務めており、閣僚の 50%も女性です。 もちろん、これは比較
的簡単なことです。首相が希望通りの人選をできるからであり、特に困難なく実行できる
のです。しかし、それでもまだ女性の政治参加レベルが議論されています。これは、他の
分野でも 50：50（フィフティ・フィフティ）が求められているといったようなことです。
さて、現在のソールバルグ首相は、ノルウェーで 2 人目の女性の首相です。80～90 年代
にかけて首相を務めたグロ・ハーレム・ブルントラントが 1 人目の女性首相ですが、ご存
じの方もいらっしゃるでしょう。
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どうすれば高い男女平等を達成できるのかとお考えでしょうか。ノルウェーにおいて鍵
となってきたのは、クオータ制でした。これは政府、役員会、その他のメンバーに、ある
一定数の女性を任命すべきであるという制度のことです。クオータ制は変化を起こすため
に必要であるという人たちもいます。個人的にはそうは思いません。
私の個人的な意見では、クオータ制は本質的に不公平です。なぜなら、誰かを優遇すれ
ば、それ以外の誰かに不利益を与えてしまうことは避けられないからです。女性へのクオ
ータ制適用の支持者たちは、女性はこれまで不公平な取り扱いを受けてきたので、優遇さ
れるべきだと言います。私は過去が不公平だったとは思いません。これは、現在、対象者
以外の人たちを不公平に取り扱うことを正当化する理由にすぎないのです。まるで私の祖
父が犯したかもしれない罪で、私が罰を受けるようなものです。
さらに、より重要なことですが、女性に対するクオータ制を実施すれば、女性が不公平
に仕事や役職に就いているという批判を招くようなシステムをつくってしまうことになり
ます。これは問題です。女性の立場を弱くしてしまうからです。他人に、あなたは女性だ
からこの仕事に就けたのだと言われてしまうでしょう。こういった疑いが向けられてしま
うことで、クオータ制ではなく公正な競争を経て仕事を獲得した女性にも影響してしまう
でしょう。
男女平等の状況は、日本とノルウェー間で差がありますので、私が申し上げていること
は現代の日本というよりも現代のノルウェーに当てはまることかもしれません。しかし、
クオータ制の否定的な面を考慮にいれておけば、役に立つかと思います。クオータ制はま
さに自分が達成しようとすることを邪魔してしまうかもしれませんが、私の見方とは異な
る意見もいろいろとあります。これにつきましては質疑応答でさらにお話できればと考え
ています。
では、解決策がクオータ制でないならば、どのようなことをすればよいのでしょうか。
私は、最も重要なことは、より良い包括的な子育て制度を作ることであると考えます。ま
ず、子育てに関しての議論をご紹介します。
ノルウェーでは、1 歳から子供を預けます。1 歳で親から引き離すのは早すぎると指摘さ
れています。しかしメリットもあると思われ、これについては後ほど議論できるでしょう。
ただ、一般的に言って、1 歳児からの託児所や保育園での現状を見ると、かなり順調に運営
されていると言って良いでしょう。有能なスタッフや安全で安心できる環境があれば、通
常通り健全に発育できるようです。そして、保育園の大きな利点は、子供たちが他の多く
の子供と遊んだり触れ合ったりできることで、そこから人間関係づくりを学べます。私に
も 2 人の娘がいますが、ふたりとも 1 歳前後で保育園に預けはじめました。今では 9 歳と
11 歳になりましたがよく育っています。
2 つ目の鍵は財政的支援です。ノルウェーでは、約 1 年間育児休暇を取れます。現状では、
両親が合計 49 週間の育児休暇を分け合うことになっています。そして、49 週間のうちの
14 週間の休暇は、父親が取らなければなりません。父親が取らなければ休暇は消滅してし
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まいます。母親が代わって取ることはできないシステムです。14 週間のいわゆる「パパ・
クオータ」は、父親が子供と過ごすことを制度化するために導入されました。多くの場合、
父親は 1 年間の育児休暇が終わりに近づいて、子供が 1 歳近くになり、母親が母乳を与え
るのをやめるタイミングで育休をとります。現在、10 人中 9 人のノルウェー人男性が育休
を取っています。私も育休を取りましたが、私の取った数年前は、父親の育児休暇は 6 週
間のみでした。質疑応答の時に私自身の経験についてはまたお話ししたいと思います。
ここで申し上げたいのは、両親が共に 1 年間の育児休暇をまったく仕事を離れて取るた
めのお金は、国が負担しているという点です。これはかなり良い制度と言えます。世界の
他の国々と比較してみても、良い制度だということに疑問の余地はありません。結果とし
て、ノルウェーの出生率は女性 1 人当たり 1.85 人という、西側諸国で最も高いレベルにあ
るというのは先ほど申し上げたとおりです。
さらに、非常に説得力のある話だと思いますが、女性を出産後に労働市場に戻すという
のは、経済的にも大変意義深いことです。人口が高齢化している日本のような国では、特
に意義のあることだと言って差し支えないでしょう。税収については言うまでもありませ
んが、家庭に閉じこもっている女性が働きに出れば生産性が上がるわけです。私は、これ
は非常に説得力のある話だと思います。
結論として、有給の育児休暇を制度化することと保育園を増やすことが私からのアドバ
イスです。この見返りとして、専業主婦をしていた大勢の女性が働けるようになり、日本
女性が税収アップに大きく寄与することになります。このようなことには多額の資金がか
かるという議論が出るでしょうが、基本的には政治的意思ひとつで決まること、そして、
予算の優先順位を変えればできることです。おそらく、一度にすべてを実行することはで
きないでしょうが、可能なのです。そして経済的にも個人に恩恵が将来的には巡ってくる
ことが期待できますし、その潜在的効果は巨大なものになるでしょう。
ここで前半の講演を終わらせていただき、後ほどの質疑応答での活発な議論を楽しみに
したいと思います。ご清聴ありがとうございました。
■堀内
簡潔にお話しいただきまして、ありがとうございました。お聞きになったように、私た
ちは、ノルウェーは北欧の 1 つの国で、男女平等がとても進んだ国という理解をしていま
すし、実際にそうです。そのキーとなるポイントをお話しくださり、平等の機会、無料の
教育、大学まで無料とお聞きしましたけれども、あとは、社会福祉制度という 3 点で、こ
れから女性が平等に活躍するキーとして育児の問題を指摘されました。育児施設の問題、
キンダーガーテンとおっしゃいましたが、保育施設とお考えいただいたらよいと思います。
そして、有給の育児休業制度、特にパパ・クオータと呼ばれているもので、男性が 14 週
間の休暇になりました。そして、おそらくこれから議論になるクオータ制については反対
という意見をお持ちで、もっと公平な競争をすべきであると考えていらっしゃると私は理
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解しました。
次に、韓国からおいでいただいたホン・ミヒさん、今韓国では、政治の分野ではクオー
タ制が導入され、女性の国会議員が急増し、日本の女性議員の割合よりも韓国の方が高い
のです。そのような状況で、ホン・ミヒさんは、韓国のクオータ制度を含め、韓国での女
性の政治参加を中心にお話しくださいます。ご存知の通り、韓国は現在の大統領が女性で、
ノルウェーは 2 人目の女性首相が出ています。韓国は初めての女性大統領ですが、私たち
日本にとっては、はるか彼方のような出来事でございます。
それでは、ホン・ミヒさんよろしくお願い致します。韓国仁川における女性の政治参加
を中心にお話しいただきます。

「韓国、仁川における女性の政治参加」
ホン・ミヒ

韓国・仁川女性家族財団 政策研究室長

こんにちは。先ほど紹介を受けたホン・ミヒです。本日、私
をこのようにご招待くださり、仁川と姉妹都市である北九州市
において、お互いの状況について交流できますことを大変うれ
しく思います。今日私は韓国、特に仁川を中心として女性の政
治参加の現状について申し上げたいと思います。
皆さんがマスコミでご覧になってご存じのように、2012 年、
韓国では、大韓民国が樹立して初めての女性大統領が誕生しま
した。パク・クネ現大韓民国大統領はたくさんの人々の支持を
得て大統領に当選しました。2012 年の大統領選挙当時は女性の立場からの女性大統領候補
をめぐり、相反した論争がありました。一方では、女性大統領が女性の社会的地位を向上
させるので、女性有権者たちが団結して女性大統領候補を支持すべきだとの主張がありま
した。しかしもう一方では、
「生物学的女性」が女性の利害を代弁するものではないと述べ、
女性大統領候補は生物学的に女性であるだけで、女性の利害を代弁してくれるものではな
いと主張しました。
このような立場は大統領候補が女性か男性かよりも、女性のためにどんな政策をより多
くもっているかが重要であるというわけです。しかし韓国で女性大統領が当選した後、女
性が政治に適さないという社会的偏見はだいぶなくなりましたが、女性が持つ政治的権限
は依然として大変少ない状況にあります。
韓国における女性の政治参画状況を簡単に見てみたいと思います。先ほどの記念講演で
触れた世界経済フォーラムで発表された男女格差指数によると、韓国における女性の地位
は大変低いことがわかります。韓国は 136 カ国中 111 位と、日本よりも 6 ランク低くなっ
ています。男女格差が相当大きいのです。政治的権限における男女格差は 86 位と、先ほど
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言ったように日本より高くなっています。政治の世界における男女の格差が大変大きいこ
とは、次の数字からわかります。2000 年の国会議員選挙における女性候補者数は全体候補
者数の 3.2%にすぎず、当選者数は全体の 2.2%にすぎませんでした。国会議員全体の候補者
の中で女性候補の割合は 2004 年 5.6%、2008 年 11.9%に増加したものの、2012 年に再び
7.0%に減っています。当選者の中で女性の割合は 2004 年 4.1%、2008 年 5.7%、2012 年
7.7%と、徐々に増加はしているものの、10%を超えられない状況です。
韓国における国会議員は国民による直接選
挙で選ばれる議員と、政党から推薦されて政党
支持率に沿って選ばれる比例代表国会議員が
います。現在の各政党は比例代表議員の半分を
女性に割り当てるようにしており、奇数を女性
に与えるようにしています。このような政党比
例代表制度によって、国会議員に選出された女
性の割合は、50%を超えていることがこの表を
見てわかります。このような現象は中央政府の

出典：ホン氏当日発表資料

出典：ホン氏当日発表資料

みならず、地方政府レベルでも同様です。
仁川広域市を例にして見てみましょう。仁川広域市の基礎自治体で実施された選挙では、
女性候補者の割合は 1995 年 2.1%であり、2006 年に 4.8%でした。2010 年に 11.8%と大き
く増加したものの、その割合は依然として大変少ないことがわかります。女性当選者の割
合は 1995 年の 1.0%から 2006 年に 4.1%とな
り、2010 年に 15.5%に増加しました。2010 年
以前と比べると大幅に増加したものの、直接選
挙での女性候補の当選率は依然として非常に
低い状況です。一方、比例代表で当選した基礎
自治体議員の女性の割合は 2010 年に 100%で
す。すなわち、比例代表当選者はすべて女性だ
ったのです。これは政党が比例代表当選者にす

出典：ホン氏当日発表資料
出典：ホン氏当日発表資料

べて女性を公認したからでした。
このような資料を見ますと、女性の政治参画率が低いにも関わらず、先ほどの記念講演
で、日本よりも高いとおっしゃいましたが、なんとか拡大できた理由は、政党が比例代表
議員の 50%を女性に割り当てるようにする制度のおかげであることがわかります。
ところが、最近になってこのようなクオータ制に関連した論議が起こっています。2014
年は地方選挙が実施される年ですが、最近韓国では地方選挙で政党が候補者指名をできな
いようにする政策を進めています。地方で政党が候補者を指名することで過剰に権力行使
し、地域で働こうとする人々の選挙出馬を妨げているという理由からです。事実、政党が
候補を定める際に金銭を受け取ったり、縁故を利用する問題があることから、この主張は
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ある面では正しいところがあります。よりたくさんの人たちが選挙に参加できるようにす
るためには、政党が候補を指名する制度自体を無くすべきだということです。特に地方政
治においてです。
このような主張には賛否両論ありますが、女性たちはこの措置に対して反対する立場で
あり、これは先ほどの統計を見るように、韓国における女性の政治参加の拡大が、主に政
党内で行われる女性への割当によって成されているからです。事実、女性たちは政党内で
候補者指名を受けるために多くの困難を経てきました。金も無く、社会的ネットワークも
男性に比べれば弱かったからです。それにもかかわらず、大部分の女性たちは、今度の地
方選挙から政党の候補者指名ができなくなると、女性の当選率や出馬率は急激に低下する
のでは、と憂慮しています。
現在、女性たちはこのような政党クオータ制の廃止に対して女性の参加を高める様々な
代案に悩んでいる状況です。全国レベルでは女性クオータ制を維持、拡大させる法案に対
するさまざまなアイデアが提案されています。地域レベルでは女性団体は多様な女性候補
を支援しようと努力してきました。女性有権者への意識向上のためにキャンペーンも展開
しました。
また、ここにも参加されていますが、26 の会員団体をもつ仁川女性団体協議会は、
「女性
のための政治塾」を定期的に開き、女性が政治的意識を持ち、より積極的に活動できるよ
う支援しています。私が所属する仁川女性家族財団は 2013 年に設立されましたが、女性家
族に関する様々な教育を実施し、政策に関する研究を行っています。女性家族財団は、よ
り長期的な視点から女性の政治的意識を向上させるための教育プログラムを提供していま
す。例えば、今年は「政策モニタリングコース」を開設し、女性が日常生活に大きな影響
を及ぼす政策にもっと関心を持てるようにしています。また、女性が自ら能力を高めるこ
とができるように、女性のリーダーシッププログラムを実施しています。
私が思うに、短期的には韓国のように政治制度に女性が参加しづらい状況では、クオー
タ制のような制度的装置が必要だと思います。先ほど発表されたノルウェーのミットゥン
氏は、それは公正ではないとおっしゃいましたが、韓国のような政治文化状況では、私は
クオータ制が必要だと思います。短期的にはこのような制度的装置が大変重要であります
が、長期的には何よりも女性の意識が変わってこそ女性の政治参画も拡大すると思うので、
女性の政治参画を支援するためのクオータ制のような制度を要求しながら、かつ女性の意
識変化への努力を引き続き行っていかねばならないでしょう。そうしてこそ韓国で女性の
政治参画の拡大につながるのではないかと思います。ご傾聴ありがとうございました。
■堀内
ホン・ミヒさん、どうもありがとうございました。韓国の女性の政治参加がクオータ制
度によって進んでいるというご報告でした。ちなみに、世界でも今、女性の政治参加がす
ごく進んでいるのですが、世界 87 カ国（2011 年 3 月現在）で政治の世界にクオータ制度
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が導入され、それによって女性の政治参加が進んでいるという現実があります。このクオ
ータ制度については、後ほど皆さんと議論をしたいと思います。どうもありがとうござい
ました。
それでは、引き続きまして籠田淳子さんから発表をお願い致します。先ほど、籠田さん
は北九州市のワーク・ライフ・バランス賞の個人と企業の両方をお取りになった唯一の方
と申し上げましたが、今年、内閣府から女性のチャレンジ賞も受賞されており、男性が多
数の建設業で女性だからできる経営をやっていらっしゃいます。そういう意味では、
（お伝
えするのが）少し遅くなってしまいましたが、内永さんは男女共同参画推進功労賞の受賞
者です。このパネルディスカッションに中央で表彰された方が 2 人も参加されていること
を大変うれしく思います。紹介が長くなりましたが、よろしくお願い致します。

「北九州市女性経営者による女性活用の経営マネジメント」
籠田 淳子

有限会社ゼムケンサービス 代表取締役

はじめまして。私は籠田淳子と申します。自己紹介からさせて
いただきます。私はご覧の通り大工の娘です。これは北九州の近
くにある英彦山の神宮で、本当に珍しい家族写真でございます。
父と母が建設会社を創業しております。私が生まれたのは 1965
年で、ご存知の方は多いと思いますが、その頃、北九州市は日本
の重工業を先導していく都市でありまして、工業地帯として非常
に有名でした。そして、1960 年頃は、北九州市は公害に悩まされ
ておりまして、1965 年といえば、戸畑の中原地区、戸畑の婦人会
が『青空がほしい』という環境問題で不朽のドキュメントを作って、北九州の女性の力が
日本に名前を知られた年でございます。そんな私は、PTA、そして母親大会で本当によく
頑張っている母親の下で育ちまして、「女性というのは」とは言われないのですが、何とな
くそのような空気で育ってきた女でございます。
私の経歴としては、地元にあります西南女学院中学校・高等学校で育ちました。そうい
う父母でしたが、なんとか女らしく育ってほしいと女子高に行ったのですが、女子教育と
いうものは非常に女性をわんぱくに育てると私は感じております。その後、プレハブメー
カーでの設計を経て、いったん、もっと自由な設計がしたいと建築の勉強、デザインの勉
強でヨーロッパへ行きました。その後、デザイン事務所を経て、実家のハゼモト建設株式
会社、小倉北区片野にございます、そちらに入りまして、私はこのようなヘルメット姿で
スケールを持って、現場監督です。怖い現場監督というあだ名がついており、先ほど内永
さんがおっしゃっていましたが、私はとことんつきつめて、ミリ単位で現場を収めようと
していたので、非常にしびれる職人さんもいたのですが、私が行くと、なんだか分からな
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いのですが現場が元気になります。私はとにかく掃除をすることで現場のあらを探そうと
していましたので、現場をきれいに掃除して図面との精査を行う女現場監督でございまし
た。その後、父が亡くなりまして、兄と私で 2 つの会社をひとつずつ継ぐことになりまし
た。
私の所有資格は小さな字でたくさん書いていますが、建設業にはいろいろな資格があり
まして、まず、一級建築士にチャレンジしました。といいますのは、女性が建設業の現場
に行くとほとんどの場合、女が来たかというような時代でございました。スカートをはい
て現場に行くと、
「ズボンをはいて出直していらっしゃい、お嬢さん」と言われる時代でし
た。ですから、何が何でも一級建築士という資格がないと話を聞いてもらえませんので、
私は一時は資格マニアといいますか、一気に全部の資格を取るということをして、建設業
界の扉を開けた次第です。今は経営の勉強も進めております。
このようなわけで、私が代表取締役を務める会社は、ここからも歩いて帰れる小倉北区
片野にあります。今日は社員も 6 名かけつけ、応援いただいております。資本金は 2 千万
で、代表が私です。社員は 8 名です。売上は 1 億 2000 万円で、経常利益は 3%弱と苦戦し
ておりましたが、自己資本比率は 34%で、建設業、一級建築士事務所、コンサルティング
業務をしております。
私の会社には理念があります。
「オモイをカタチに 建築は統合芸術」という経営理念で
す。理念とともにビジョンを掲げております。ビジョンは、女性の喜び、生きがいをつく
る、私たちは日本一のチームになるという、まだ長いのですが、そういうビジョンを掲げ
ております。建設業で小さな会社なのですが、経営理念とビジョンの実現のため、私が社
員さんと一緒に、ものすごく強いリーダーシップで頑張っている会社です。
そして、先ほど紹介いただいたように、今年 6 月 28 日に生まれて初めて総理官邸に行き
ました。私は建築の仕事をしておりますので、総理官邸に行けるのは本当に喜びで、あの
空気感と設計、コンセプトをとにかく体で味わってくるという気持ちで総理官邸に行きま
した。その時、親族を 1 人連れてきてよいということで、13 歳の私の息子と 2 人でいきま
した。普段は、私は息子とは、量より質という感じで会話や対決をしているのですが、た
った 1 つの息子孝行をできたかと思います。息子は、あの総理官邸に行けたことを大変喜
んでおります。その時に内永さんとも
お会いして、すばらしい女性がこんな
にたくさんいると目から鱗です。それ
と同時に名刺をお渡しすると、
「北九州
からですか。北九州の女性は強いです
もんね」と言われ、本当に大先輩の方々
がこの道をずっと切り開いて守ってく
ださっているのだと感謝した次第です。
こちらに書いているのは女性だから
出典：籠田氏当日発表資料

出典：籠田氏当日発表資料
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できる経営ということで、私の今回の内閣府女性のチャレンジ賞の受賞理由がございます。
女性は建設業では弱みと言われていました。それを強みにしていった受賞理由がこちらに
ございます。そのことについて少し詳しくご説明いたします。
どうして女性が私のまわりに集まってくるのか、どうして女性を建設業界で採用したの
かとよく聞かれます。まず、私は生まれながらにして大工の娘で、ずっと職人さんを私の
父は育てておりました。父は大工を育てるのが大好きで、家にまかないを付けて職人さん
を育てておりましたので、大工さんが私のお守りをする所で育ってきました。雨が降った
ら職人は仕事ができないため、淋しく倉庫の片付けなどしているのですが、そういう職人
さんにたくさんの仕事がきたらいいなと幼いころからずっと思っていました。職人さんの
手は皺もたくさんあって大きな手なのですが、そのぬくもりやたくましさを本当によく覚
えていて、職人さんが大好きで育ってきました。でも、その中で業界では職人さんの仕事
がだんだん少なくなっていく業界の弱みがあるなとしみじみ感じました。
ここに書いてあるのは、私が娘ながらにずっと思っていた業界の弱みで、建設業は、う
ちの父は特にそうですが、マーケティング力は一切ないです。押入れや床の間の大きさ、
そして尺寸法で決められた業界のモジュールはすべて当たり前のことで、私がミリ単位で
押し入の高さや洋服ダンスはこう入るからとか、ここはこの高さでとミリ単位で話をして
も、職人さんは「そんなこと聞いたことない」と、そういう業界でございました。今はず
いぶんと違ってきました。
ウォークインクローゼットというのもこの何年間でずいぶんと変わってきたと思います。
このように、建設業界では、まずデザインセンスとか生活マーケティング力、企画力があ
りません。そして、工務店さんはプレゼンテーションをほとんどしません。コミュニケー
ション力もほとんど一方通行で、そして人材不足や人材育成力もないということを考える
と、建設業界にはほとんど女性がいないということに気が付きました。特に一級建築士は
業界ではまだ少ないです。私の友達も皆建築学科に入学しても業界に入らず違う仕事をし
ていましたが、それは、主婦をしながら業界で働くことが難しかったからです。
私の会社の背景は、2006 年に、今日も来ておりますけれども、ある女性が、
「一級建築士
（の資格）をもっております。そして、私は長男の嫁で北九州に嫁いできました。母とし
て妻として、そして嫁として、私はふつうには働けないのです。私はパン屋のレジ打ちよ
りも、私は一級建築士を持っていますから、図面を書きたいのです」と、9 時から働いて午
後 3 時や 4 時には帰りたいと言ってきた彼女との出会いが、女性を活用していくきっかけ
になりました。というのも、私も彼女と同じ息子を持つ親として、インフルエンザで 1 週
間学校を休んだり、けがをしたら学校にかけつけなければならない状況でした。何とかし
て彼女たちの夢の実現、そして私の夢も実現したいと思ったからです。
そこで私は自分の使命とビジョンをこのように掲げました。これが、さっき内永さんも
言われた、今までバックグラウンドにいた人たちの気づきを、業界でイノベーションを起
こすことに生かしてきました。まず、私は工務店の娘で、父親と同じような経営スタイル
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を目指していたことは前提にあります。それが、1 つの出会いによって、女性ならではの経
営者になろうと女性社員さんを生かしていくことをしてきました。そのためには、これが
事業として成り立つビジネスモデルが必要でした。完成工事高という建設業での売上の種
類をプラスアルファして、デザインと設計業務というものを取り入れるよう、会社の事業
内容を変更してきました。それと同時にマーケティング力を学んで、女性も男性も、生活
者としてのいろいろな気づき「こんなんあったらいいよね」というものを一本の線に落と
して、そして現場で職人さんや皆の知恵を入れて良い形にしていくという事を事業のベー
スにしました。
その私のチャレンジの続きが、実は父も母も亡くなって、2 年前には夫が他界しましたけ
れども、いろいろな介護や闘病を体験しながら事業のほうを少しずつ変革していきました。
まだまだ私は頭が固くて、
「男性の前で女性、女性って言うのはおかしいよね」と私自身が
思っていたのですが、夫が亡くなるときに、
「建設会社はいっぱいあるよ、淳さん。この業
界のなかで淳さんくらいは、こんなに素晴らしい女性が集まってきているんだから、女性
建築デザインチームって言っていいんじゃない？」という夫の一言で、私はまた夫を見送
り、夫の命と思って、私はこれでこの業界でやっていこうと思っております。
今は、家づくり・店づくりを建設業界はやっていますけれども、私たちがどんな街に住
みたいのかという女性の視点、生活者の視点で、
「まちづくり」もやっていきます。それは、
女性建築デザインチームというのは、社会の幸せづくりをやっていこうということで、今、
全国の大阪、京都、埼玉、千葉、東京というところで、女性の「あったらいいな」を形に
する建築デザインチームということで、全国の工務店さんに働く女性とつながって、こう
いうネットワークをしようと思っています。すると、業界の中ではとても珍しいというこ
とでマスコミにも取り上げていただき、1 億くらいの売り上げが、現在、2 億を超えるくら
いの受注ベースに向かっており、今、業務の改善と効率化、そしてアウトソーシングも含
めて、仲間を増やしていく拡大路線に向かっています。私は、常にダイバーシティという
ものも考えて、とにかく女性活用で、レッツチャレンジということで、多くの経営者の方
にお話をしています。以上でございます。

ディスカッション
■堀内
籠田さん、どうもありがとうございました。それぞれのパネリストのお話を聞きました
ので、フリーディスカッションをしたいと思います。このフリーディスカッションの前に、
3 人のお話を聞いて、それぞれのパネリスト、内永さんも含めてコメントとか質問とかがあ
りましたら、まずお聞きしたいと思います。どなたかいらっしゃいますか。今はよろしい
でしょうか。最後には会場からの質問をお受けしたいと思いますので、その時にも機会が
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あるかと思います。私の方からは、パネリストの発言順に沿って質問をさせていただきた
いと思います。
ミットゥンさんは、クオータ制には反対という意見で議論を呼ぶコメントを出していた
だきました。クオータ制の前に、ノルウェーが男女平等を達成した背景をお話しいただき
ました。ノルウェーが男女平等を達成したこ
とによって、社会全体にどのような良い影響
があったかお話しいただけますか。非常に大
きな質問で申し訳ないのですが。何かの事例
でも結構なのですが、男女平等が進んだ結果、
社会にどのような良い影響があったかを教
えていただけるとありがたいのですが。よろ
しくお願いします。
■ミットゥン
ご質問ありがとうございます。先ほどの講演でも触れましたが、ノルウェーでは、そも
そも初めから非常に強い男女平等意識があり、皆が同じ機会を得るべきと考えられていま
す。社会全体において、このような意識が非常に強いのです。金持ちであろうと貧しかろ
うと関係なく、また男女の別もなく、北や南などの出身地や経歴にもかかわらず、人生に
おいて平等の機会を与えられるべきです。大学までのすべての教育が無料で提供されてい
ることは、この一例です。ですから、この環境で女性にも同等の機会を提供することに大
きな重点が置かれてきたことは、何も不思議なことではないでしょう。自然とそうした社
会ができたといえましょう。
女性に対してもすべての同等な機会がそこにはあります。女性は、経済的にも精神的に
も開放され、自立の道を歩んできました。一般的に、ノルウェーのほとんどの女性は、い
かなる場面においても男性には劣っていないと感じ、また感じるべきではありません。で
すから、男性と女性という線引きをすること自体に私は抵抗感があります。男性同士や女
性同士の間の違いというものが、男女間での違いというものとそう大差ないと思えるから
です。本質的には、男女の違いよりも個人の資質の違いの問題ではないのかと私自身は考
えています。
現代のノルウェーでは、全体的に見て、平等が根付いています。トップに女性が就いて
いても誰も驚きませんし、普通のことであり、少なくとも異常なことではありません。そ
れは、2 人の女性首相が出たことで明白ですが、企業社会やそれ以外でも女性がトップに就
くことが増えてきています。先ほどの講演でも触れましたが、こうした高いレベルで男女
平等を達成したことで、ノルウェーは女性たちを有効活用できています。人口の半分は女
性です。理にかなったことですし、公正なことですが、これまで活用されてこなかった日
本の半分の人口を国が活用することは、同時に大変賢いことでもあります。とても賢明な
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ことですし、そうしないことは全く賢明さに欠けているといえます。ですから、これは自
明のことで、ノルウェーの優れた点のひとつです。私たちが行なってきたことは、おそら
く、特にこの点に関しては他国が参考にできることがあると思います。
達成されなかったこと、または、欠点と言えるかもしれない事についてもお話ししまし
ょう。欠点かどうかは分かりませんが、離婚率の低下にはつながらなかったことです。逆
に、経済的に自立できたり、自立心を持った女性が増えたことで、納得のいかない結婚生
活を我慢しなくなったという見方もあります。このことが良いことか悪いことかは分かり
ませんが、上手くはいかない、失敗したと思えるような結婚生活にしがみつくべきではな
いだろうと私は思います。こうした事を背景に女性がより自立するようになりました。
ノルウェーの特定の分野で導入が進んできたクオータ制度は、特に男性の間での反発も
呼びました。多分、驚かれている方もいらっしゃるでしょう。申し上げたように、女性が
優遇されると男性は、それが成果や実績に基づいたものでなければ不公平感を持ちます。
一般的に見て、現代のノルウェーでは男女間に大きな差があるとは思われていないと言っ
てよいでしょう。女性のほうが何か新しい事、より良い事を起こす力があるというのはノ
ルウェーでは過去の話です。今は、男女は関係なくその仕事に最も適した人を選ぶべきだ
という段階にきています。個人的にはとても良い状況になったと思っています。ご清聴あ
りがとうございました。
■堀内
どうもありがとうございました。要するに、人口の半分を女性が占めていて、女性の持
っている能力、才能を使わない手はない。それを有効に活用している。それが平等の成果
であるとおっしゃったと理解しました。おそらく、そういった視点もこれから日本にとっ
て極めて重要になります。クオータ制についてはいろいろと意見があるということですが、
この点についてホン・ミヒさんにお聞きしたいと思います。韓国では政治の分野でクオー
タ制が導入され、女性の政治家が増えていますけれども、クオータ制をどのように導入さ
れたのでしょうか。もちろん、導入の原因は、女性の国会議員が少ないからということで
あると思いますが、どうやって導入できたのでしょうか。そのところをご説明いただける
とありがたいのですが。
■ホン
はい、お答えいたします。韓国ではすでに 1980 年代末から、法や制度の変化を通じて、
女性の社会的地位を高めようとしました。その一方で、韓国は、1980 年代末までは、法や
制度において男性と女性は平等ではありませんでした。同一労働や家族法において、女性
はさまざまな差別を受けていましたが、このような部分に対して法を変えることで、女性
の社会的地位を変えようとする努力をしてきたし、事実この部分において韓国の女性たち
は大変多くの成果を得ました。
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このような延長線上に、2000 年に女性の政治参画拡大のためにも、法的措置を通じて変
化をもたらそうとしましたが、この流れからクオータ制に対する要求が強まり、2000 年度
に初めて政治関係法を改正することで女性候補を公認する場合の女性比率をある程度、30%
程度に勧告することを政党法に明示しました。それで、2000 年に行ったことはただ勧める
程度であり、2002 年度に国会比例代表の 30%を女性にすることを推薦し、広域の場合は比
例代表の 50%を女性に、奇数、ですから 1 番を女性に与えるようにしようという法的提案
をし、この法が制定されたことで法的強制となったのです。
これは韓国で 1980 年代末から延々とやってきた、女性たちが法や制度の変化を通じて女
性の地位を高めようという運動の連続線上にあったことで、2000 年度になって政治に関す
る法的な要求が成果を収めることとなり、2005 年には基礎自治体の成果にまで、当選者に
対するクオータ制度が拡大する結果をもたらしました。そして 2010 年には当選者だけでな
く、候補者も一定割合の女性を推薦する制度が作られて、2000 年から 2010 年まで、約 10
年間にかけてこのような選挙法、政党法を改正することで一定のクオータ制度が定着する
こととなりました。十分な説明になったでしょうか。
■堀内
どうもありがとうございました。法律改正のために、女性団体の力が強かったとか、ど
こからのプレッシャーがあったのか、どのような力が働いたのでしょうか。法律を改正す
る背景として、それを少し教えていただけませんか。
■ホン
韓国の女性団体が大変力を発揮したわけですが、その理由の 1 つは韓国で女性団体の活
動をされた方々が、1980 年代末から国会議員になった場合が多くあります。このように女
性運動をしていた方々が国会議員となり、そうして女性団体と国会議員のネットワークが
作られて、女性のための法改正に大変多くの成果を得ることができました。従って、女性
団体活動をしていた人々が政治家や官僚になることで、彼らのネットワークがこのような
法的変化を成すうえで、とても多くの影響を与えたといえるでしょう。
■堀内
ありがとうございました。今、世界的にはクオータ制を導入している国が非常に多いと
いうことですが、韓国での背景をお聞かせいただきありがとうございました。政治の分野
では韓国でも導入していますし、世界的にもクオータ制を導入しているという現状があり
ます。日本では、先ほど内永さんもお話しされた通りに、政治の分野、そして経済、雇用
の分野でも、女性が世界的に見て少ないという状況になっています。ご存知の方もいらっ
しゃるかもしれませんけれども、国連女性差別撤廃委員会から、日本政府に対し女性がも
っとリーダー的地位に就くように、積極的な暫定措置を推進すべきという勧告が出ており
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ます。さらに最近、引き続き積極的に推し進めるようにという勧告も出ています。
日本では、ご存知のように内閣府の男女共同参画基本計画において、女性がすべての分
野における指導的地位に 30%を、という目標は掲げられていまして、これが積極的暫定措
置ということにはなります。せっかくここに、内永さんと籠田さんという、それぞれビジ
ネスの世界で活躍をされていらっしゃる方がおられますので、それぞれお話は聞かせてい
ただいたのですけれども、経済的な場で、経営者、管理職の立場で、女性がもっと活躍を
する、また、男女平等が進むためには何がキーとなるのか、この点をもう少しお話しして
いただけるとありがたいのですが。内永さんからよろしいですか。
■内永
はい。ビジネスの世界でどのようにしたら女性の活用が進むかというところなのですが、
先ほどのノルウェーや韓国のお話にあったとおり、クオータ制がいろいろな所でいわれて
いますが、私は個人的にはクオータ制にはあまり賛成ではありません。その理由は、先ほ
ど申しましたように、単に女性と男性が半分ずついるのだから、半分にしようという論理
は分からないことはないのですが、それは既に何 10 年も言われてきていることです。
もっと言えば、日本における女性の活躍を支援するための国の施策というのは、育児休
業をはじめいろいろな制度に関する事も含めて、世界の国々と比べた時に日本は決して劣
らないものを持っています。非常に様々なルール、規制、法律も整備されています。
整備されているにもかかわらず女性の活用が進まない原因がどこにあるのかを考えると、
単純にクオータ制を導入してもなかなか進まないだろうと思います。整備されているのに
進まない大きな理由は、やはり日本の企業さんが女性を活用することは会社にとって良い
事だと、ビジネスに貢献することなのだという部分での腹落ちがないとなかなか進まない
ことであると思っています。そういう意味で、先ほど、ビジネスの戦略であると申し上げ
ました。
では、具体的にはどうすればよいのかということですが、私は、今の段階で、世界中の
企業のリストのなかで、フィナンシャル（財政）
、ビジネスの結果や分析を見て言えること
は、先ほどのカタリストやマッキンゼーもそうですが、女性を活用している企業さんは傾
向としてビジネスにおいてフィナンシャルナンバー（財政事情）が非常に良いと言えます。
直接か間接かは別にして、トレンド（傾向）として言えます。その中で、会社を支えてい
く株主としては、この会社が競争力を上げるためにダイバーシティや女性活用を真剣に考
えているのかどうかは大変興味のあるところだと思います。特に、日本の企業さんは外国
人の株主比率が高いからです。
そうした観点から、企業として、ないしは、トップの CEO、経営層が株主に対してやお
客様に対して、自分たちの会社のダイバーシティをどうしていくのか、きちんと戦略とし
て話をし、数値を公開し、進捗状況を報告する事が極めて重要であると思います。国の法
律もとても大事なのですが、企業にとって一番大事なのはお客様であり、株主であり、社
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員であります。こうした数字を経営陣が外に対してコミットをし、どこまでそれが進んで
いるのか、進んでいるとすれば何が成功したのか、進まなかったとしたら何が失敗したの
※4
かということを IR（Investor Report）
や株主総会できちんと報告をすることが必要です。

例えば、売り上げが行かなければ同じことをするわけです。私は、これが戦略である以上
は説明責任があると思います。それを徹底させることが、今後の日本にとっては大事であ
ると思います。
最近は、株主総会でそういう質問をされる方が増えてきています。私は、これは冗談で
すが、ダイバーシティ総会屋になろうかと思っています。それぞれの企業さんの 1 株株主
か最小単位の株主になって、株主総会に行っては手を上げ、
「社長」というふうにやろうと
思っていますが、顔が知られているときっと指してくれないので、同士を募ってダイバー
シティ総会屋になろうかと。企業においては、このポイントが非常に大切であると思いま
す。
そして、もう 1 つ簡単に言いますと、そうは言っても企業だけではできない問題があり
ます。それは保育所の問題であり、文化やダイバーシティに対する理解度もありますので、
これは社会のインフラとして働ける環境や保育所を整備すること。これは国にとっても大
事な施策であるし、是非やっていただきたいと思っております。
■堀内
ありがとうございます。環境と企業自身のコミットメントということで、私もそれでは 1
株株主になって今度企業に乗り込んでいってみたいと思います。顔が知られておりません
ので。皆さんもいかがですか。企業に出かけプッシュをすることが大変効果的かもしれま
せん。どうもありがとうございました。では、籠田さんにはご自身の経験から教えていた
だければと思います。
■籠田
そうですね、私も子育て中の身なのでインフラというか、子供の学校教育に関して、働
く母親の後ろめたい気持ちを持っている部分は、やはり子供の教育のことです。それにつ
いては常日頃話をしています。先ほど 2 つの海外の事例を聞いて、やはり、日本では制度
はたくさんできてきていると思います。もっと進むべき制度もあるとは思いますが、私が
考えるのは、会社でもいろいろなやり方をしていますが、風土と言いますか、社風という
ものを大切に思っています。社風が制度やルールを遮断するといいますか、風が通らない
ようになっていれば問題があると思います。社風についての責任は社長にあります。やは
り社長の覚悟、自覚が大事になってきますので、常日頃から自分で自分を叱咤激励してい
ます。

※4 会社概要、トピックス、決算報告、業績予想などの投資家向け情報
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もう 1 つ、生活上のことで言いますと、女性ブームというか女性バブルという言葉がち
らちらと聞こえてきて、一過性のもので終わらせないためにも、もっと生活、暮らしが楽
しくなっていけばよいと思っています。人間をとりまく衣食住で考えますと、私は 15 年前
の息子の授乳のときに、Ｔシャツのおっぱいの所に自分ではさみを入れ、その上にブラウ
スを着て、授乳服を自分で作りました。今は、たくさんのお洒落な授乳服が出てきていま
す。もっとこのようなアイデアがいろいろと生まれてくると、日本の経済が良くなるでし
ょう。
そして、食の部分でみると、私は味噌汁が大好きなのですが、フリーズドライの味噌汁
がたくさん出ています。冷蔵庫の中に新鮮な野菜をたくさんストックすることがタイムマ
ネジメントができなくて難しいのですが、乾燥野菜も日本はたくさん出ていてビジネスと
しても非常に面白いです。
私は建築家ですから、あえて言えば、住においては、男女ともによくわかる収納。子供
も夫も私も、そして来られたお客様までもが分かりやすい収納ができれば、空間を皆で使
いやすくして快適に過ごせると感じています。仕事も、私はワークシェアリングをしてい
ますが、業務が大変分かりやすくなります。この点で、女性が男性と仕事をシェアして助
け合っていくことができます。シェアというアイデアがビジネスを変えていく、日本の経
済を変えていくのではないかと感じています。
■堀内
ありがとうございます。内永さんが言われていた「ダイバーシティが企業戦略」という
ものをまさに実践しておられる籠田さんが、事例を出してくださいました。ありがとうご
ざいました。もっとお聞きしたいこともあるのですが、そろそろこのあたりで会場から質
問を受けたいと思います。様々なお話を聞かせていただきましたが、女性の、さらに男女
共同参画を進めるためには企業の風土、トップの決断、それと同時に環境問題、制度も必
要であるという話も出ました。そして、議論となりましたクオータ制度もありました。海
上の皆様のほうからコメントでも、質問でも結構ですがお出しいただけますでしょうか。
ご質問の場合には、どなたに質問されたいのか、質問先の方を明示していただけるとあり
がたいです。もしお差支えなければ、質問される前に、お名前、またご所属があれば教え
ていただけるとありがたいです。それでは、どなたか、質問、コメントはございませんか。

質疑応答
■質問者 1
釜山の○○会議の会長を務める者です。私たちは、北九州の女性会議に何度か参加してい
ます。本日のホン・ミヒさんの発表を傾聴いたしました。私たち女性団体は、選挙がある
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たびに女性への割当を増やしてくれるように各政党に対して何度も言っています。実際に
30%以上を要求していますが、先ほどの発表で私が聞いた時は 30%をすべて与えるという
ように聞こえましたが、
韓国にある政党は 1 度も 30%全部を与えたことはないと思います。
実際に釜山を見ても地方選挙で 16 区がありますが、女性に 2 席の割当てをもらうのすら
本当に大変です。そして実際に我々がこれからすべきことは、公認をたくさん得ることも
重要ですが、女性が女性を当選させる為に女性を教育して、そして政治的影響を育てて、
実際に政治の領域に入れるように女性がせねばならないと思います。ですので、ノルウェ
ーから来られて発表されたミットゥン氏が男女平等についてお話されましたが、私たち女
性が子どもを育てる時、男女ではなく人間の観点から養育できれば、このような平等に関
する不均衡はなくなるのではないかと思います。
それで、韓国でも女性団体がたくさん努力していますし、実際に政治的に力を持てるよ
うに多くの影響を与えましたが、政党の 30%を与えずにいる問題が、女性は人材がいない
と言って、少なくとも 6 人は公認すべきところを 1、2 人だけしか公認していないので、そ
れでそのような部分と関連して申し上げました。もしかして誤解があるのではと。韓国は
全政党が 30%を女性に与えると誤解されるかと思いまして申し上げました。
それから、各政党が 30%与えることを法で改正したというのは、私は違うと思います。
あくまで勧告事項であり、そうするとは言ったものの、いまだ守った政党はないので、誤
解されないよう質問させていただきました。
■堀内
ありがとうございました。それについて、ホン・ミヒさん、何か追加することはありま
すか。すみません、ちょっと最初の部分が私は聞こえなかったので、お話の趣旨は、法律
が実際に強制措置としてあるのではなく、勧告のようなものであるという趣旨に聞こえま
したが、それでよろしいでしょうか。その点について、ホン・ミヒさんは。
■ホン
法が 2 つに分かれていると思います。法の勧告事項であるものと強制条項になっている
ものです。例えば、広域議会で 50%を割り当てねばならないのは法的強制条項です。従っ
て広域議会では 50%を割り当てており、2006 年に 50%を基礎議会で強制割当てすることと
しましたが、もともと広域議会のような場合は公認された人の中に女性が 50%含まれてい
ないと登録を受け付けません。
登録無効措置を取るわけです。
2006 年に基礎自治体選挙で、
これを法的に施行する視点と法的勧告が合致せず、実質的に 50%を割り当てられませんで
した。ですので、これを再び法に正確に明示しました。そして国会議員、すなわち政府レ
ベルでの国会議員は現在 30%が勧告事項です。だから強制事項ではないのです。
その次に 2010 年に地区ごとに国会議員の選挙区ごとに、国会議員の区の基礎自治体議員
が 4 人なら 4 人、5 人なら 5 人いる場合、そのうちの 1 人は必ず女性を割り当てて公認し
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なければなりません。ですから、候補者として登録するよう 2010 年からなりました。国会
議員 30%が強制条項ではなく、候補者の公認は勧告事項です。法的な強制事項は、比例代
表で 50%を女性当選者にせねばならないということで、候補者の公認は勧告事項ですので、
ここに誤解の素地があることから私にもう少し詳しく説明して欲しいという意見でした。
■堀内
ありがとうございました。比例区の方は実際に 50%の強制措置があるということですね。
しかし、それは候補者の選定についての強制措置ではなく、広域の措置ということですね。
ちょっと複雑な制度のようです。自治体の大きさによって違うということのようです。そ
の他に、コメントやご意見はございますか。もう 1 人くらいお受けできます。5 分遅れで進
めておりますので、4 時 5 分くらいまでシンポジウムを続行したいと思います。もうお一方
いらっしゃれば、質問をお受けいたします。
■質問者 2
今日は心がわくわくするお話をありがとうございました。△△市役所の者です。△△市でも

女性の研修はいろいろとあり、講師の先生に数値目標にどうしても抵抗があるのだという
話を私はしたことがあります。この質問は内永先生にお願いいたします。どうしても数値
目標に抵抗があり、女性の何割を登用とか、何パーセントとかに抵抗感があります。先生
のお話のなかで、チャンスに文句を言うなと言われました。ある意味で、私はチャンスに
文句を言ったと自分で反省をしつつも、どうしても数値目標が心にひっかかっています。

IBM では、半年に 1 度数値目標の見直しをした報告を受けていたと言われましたが、数値
目標の報告というか見直しについて、もう少し詳しくお話をお聞かせいただきたいと思い
ます。
■内永
目標の見直しはしていません。目標は目標です。どこまで行ったかを見ながら数値目標
の達成を判断します。例えば、私たちは 5 年後を見据えて数値目標を設定しました。です
から、半年後、1 年後にどこまで行ったかを見ながら、そのペースで進めば 5 年後には達成
できるかどうかを半年毎にチェックしていました。目標を、上手くいかないから下げたと
か上げたとかではありません。それから、数値目標に抵抗がある方がいらっしゃるのです
か、私は逆に質問したいです。どうして抵抗があるのでしょうか。こだわるポイントは何
でしょうか。
■質問者 2
自分への自信の無さがあると思うのですが、今、監督職をさせていただいているのです
が、監督職に登用された時に、△△市役所ではいまだ女性の登用率は高くなく、この数値目
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標があったから私は監督職になったのかなと感じました。私だけではなく、先輩職員も、
この目標があったから課長になったのかなと言われる方もいて、本当に自分の自信の無さ
の表れかと反省の意味も込めて思っています。そういう意味での抵抗であると思います。
■内永
わかりました。とてもよくわかります。私も言われました。
「内永さん、あなた女性だか
ら部長になったんだよね」といっぱい言われました。その時には、「そうよ」と言います。
そして「いいね」と言われるので、「悔しかったら女になったら？」と言いました。
「女だ
からっていって、どうしてそんなこと言えるの」と言われますが、「だって、今まで山ほど
損してきたんだから少しは返してもらわないとプラスマイナスでゼロにならない。まだ、
マイナスの方が大きいよ」と。これは冗談というか、あまり真面目な答えになっていない
ですけれども。
問題は何かといえば、例えば、社員の 20%が女性で、入った時は男女とも同じくらい優
秀で、同じトレーニングやいろいろとやっているけれども、先ほど申し上げたようないろ
いろな理由で管理職には 1.5%しかなっていません。では、皆さんは、女性の管理職が 1.5%
しかいないという理由で女性に能力がないことを認めますか。違うと思います。先ほどお
話があったように、個人の話になるのはその通りなのですが、統計的にみて男女を比較し
て能力にそれほど差があるのか。日本においてだけ、男女にそれほどの差があるのか。海
外では違いますね。
では、日本の国にだけ、男と女の能力に差があるという仮説か、もしくは、何らかの理
由があって女性自身が自分の能力を発揮できないという仮説か、どちらが真実っぽいかと
言えば、後者の方が真実っぽいですね。統計的にはそうですね。個人の話はまた別です。
だからこそ会社は一生懸命に、20%の社員がいれば、20%までは行かないとしてもせめて
10%位までは女性管理職を増やしたいと思ったとしても、社員総数の統計的数値から見ても
決して不思議な事ではありません。ただし、そのためには、そうした現象が起きた問題を
解かなければなりません。それは、働き方を自由にするとか、メンター制を行ってオール
ド・ボーイズ・ネットワークを解くとか、いろいろな事があります。
ですが、実は、女性が長い間そういったチャンスをもらってこなかった。そのために自
分自身の心の準備ができていないのです。多分そうであると思います。心の準備ができて
いない人が、皆、イヤイヤと言います。私もイヤイヤと思ったことはありました。でも、
「よ
く考えてみると大学の時私よりも成績悪かったのよね、アイツ。会社で日々の仕事を見て
みると、決して負けているとは思わないのに、アイツは偉くなり、私はならない。やっぱ
り何かおかしいじゃないか」と素直に思うわけです。
急に会社が心を入れ替えて、
「ごめんなさい、悪かった。だから頑張ってよ」と言ってき
た時に、「いやー、私は」と言う必要は全くありません。それで、もしかしたら、いまだ準
備ができてはいないかもしれない、そしてもしかしたら部長職や課長職が失敗するかもし
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れないけれども、それはあなたの責任ではないのです。それは会社の責任なのです。会社
があなたにオファーしたのですから。全然気にすることはありません。やればよいのです。
思い切りやってみて難しかったら「やっぱりちょっと難しかったね～」とやればよいので
す。
ただ、あなたが、私がやると無理矢理にそうしたのではないのですから、気にすること
はありません。ただ、さぼってはダメです。一生懸命にやらなければダメです。そして、
大体そういう人に限って、半年後「あら、思った以上に楽だったわ」と皆言うのです。こ
れは本当です。私はよく言うのですが、上に行けば行くほど自分 1 人でやらなければなら
ない仕事は減ります。それで、部下とか同僚とか上司とかを上手く使えばいいのです。総
合力を使えばいいのです。
皆さんがよく勘違いしているのは、上に行けばあんなこともこんなこともしなければな
らない、自分 1 人でしなければと思う。そんなことはなく、いっぱいリソースが転がって
います。その人たちの力をまとめて、チームとして上手く活用していけばいいのです。も
う 1 つ言います。男性は、上に行けば行くほど「大変だ、大変だ。部長なんかになるもん
じゃないよ」とか「役員なんかやってられないよ」とか、よく言いますよね。そう言って
辞めた男の人っていますか。絶対にそんな人はいないです。何か間違って左遷されるとす
ごく落ち込んでいます。
「あんなに嫌がっていた仕事を辞められたんだからいいじゃないで
すか」と言おうものなら、
「そうじゃない」と言います。私はこうも言っています。キャリ
アアップして上へ上がっていくこと、それは男の人が持っている秘密の花園です。だから
安心して頑張ってください。
■堀内
大変良いお答えをありがとうございました。本当はパネリストの方々に最後に一言ずつ
と思ったのですが、時間がありません。どうしても言い残したことがある方はいらっしゃ
いますか。もしないようでしたら、時間が 8 分くらいオーバーしましたので、ここで終わ
りにさせていただきたいと思います。大変活発な議論になり、参加者の皆さんありがとう
ございました。ここで、内永さんをはじめ、パネリストの方々に盛大な拍手をよろしくお
願いします。どうもありがとうございました。皆さんも最後までお付き合いいただきまし
て、ありがとうございました。それでは、これで終わらせていただきます。
■司会
どうもありがとうございました。これをもちまして本日の国際シンポジウムを終了とさ
せていただきます。いま一度、内永様をはじめパネリストの皆様、長時間ありがとうござ
いました。会場の皆様、たくさんの拍手をどうぞ。ありがとうございます。さて、本日の
プログラムはこれで終了いたしました。本日のご参加、誠にありがとうございました。

39

第 24 回アジア女性会議―北九州 報告書
発行

（公財）アジア女性交流・研究フォーラム
〒803-0814
北九州市小倉北区大手町 11-4
TEL （093）583-3434
FAX

（093）583-5195

URL http://www.kfaw.or.jp
発行月

平成 26 年 2 月

40

