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基調講演基調講演基調講演基調講演    「「「「男男男男らしさらしさらしさらしさ」」」」ってってってって何何何何だろうだろうだろうだろう    男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画とととと男性男性男性男性たちたちたちたち    
                                            講師講師講師講師    伊藤公雄伊藤公雄伊藤公雄伊藤公雄さんさんさんさん（（（（京都大学大学院文学研究科教授京都大学大学院文学研究科教授京都大学大学院文学研究科教授京都大学大学院文学研究科教授））））     伊藤と申します。よろしくお願いいたします。 イクメンというのは最近できた言葉です。私は以前自分のことを「働く主夫」と言っていました。今日は「男らしさって何だろう」というタイトルですが，もちろん男らしさはこうだと言うつもりはありません。むしろ，男らしさとは何だろうかということについて，考えてもらうきっかけになればと思っております。 私の場合は「働く主夫」で，大学の教授をしながら家事・育児もやってきました。イクメンというほど若くはないし，今年で60 歳になるので，子育ても既に終わっております。とは言っても主夫業はまだ続いております。今日も洗濯物を干してから出て来ました。 私の場合は仕事を持ちながらの主夫ですけれども，専業主夫になる男性たちもいます。今，不景気ですから，妻が稼ぎ，夫が家にいるパターンも以前と比べるとちょっと増えてきています。いろいろな方が専業主夫体験記を書かれています。 一番有名な専業主夫はジョン・レノンだと思います。40 年近く前ですが，ショーン・レノン君が生まれたとき彼は専業主夫宣言をして，５年くらいやっていたのではないかと思います。ジョン・レノンは，もともと男が家事，育児なんかすべきではないと思っていたそうですが，やってみると夢中になってやったという記録が残ってい

ます。 他にもいろいろな方が専業主夫体験記を書かれていますが，それを読むと，現代社会における男女の役割の持っている問題点が見えてくるのではと，以前から主張してきました。それまでばりばり仕事をしていた男性が家庭に入る。妻が職業活動を開始したり，事業に成功したときに，「あんた，これから子育て含めて，家に居て。」ということになって，専業主夫になる。 男性の専業主夫体験記というのはパターンがありまして，最初は「これはなかなかいいぞ。」ということで始まるものが多い。それまで仕事に追われた生活から，子どもと会話ができる，地域も散歩できる，時間にゆとりがある。これはいいぞということで，大体男性の専業主夫体験記は始まっていることが多いようです。 今日も男性の方はおられますが，定年で実質的には専業主夫になっている方もいらっしゃるのではないかと思います。働いていた男性が専業主夫になったときに，どんな気持ちになるか。最初はいいのですが，１～２月ほどやってみると大体参ってきます。 私も仕事をしながら主夫をしていますので，専業主夫の気持ちはよくわかります。朝ご飯をつくって食べさせると，昼ご飯はどうしよう。そして夕飯はどうしよう。まさに終わりのない労働になるわけで，それこそ，日々，米がどれほど残っているか，
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トイレットペーパーはどうかと，考え始めるとキリがない生活です。今でも授業中に，「冷蔵庫の中に何があったかな。」と頭をよぎったりします。帰りに買い物をして帰りますから。 主夫となると２４時間労働です。男性専業主夫は，大抵１～２か月で参ってくる。３か月位すると，本当に壁に当たる。何が壁かというと「俺はこのまま主夫で終わっていいのだろうか。」と思うのだそうです。社会と切れてしまうことへの不安です。家の中にいるということで，かごの中の鳥になってしまった感じがするということを書いておられる。なんか生き生きしていない。 男性の専業主夫体験記というのは終わりが決まっていて，ボランティア活動なども含めてですけれども，もう一度男性が社会復帰をし，家事や育児はそのまま続ける。妻も家のことをするようになる。というか一緒に分担し合う。つまり男性の働く主夫と，女性の働く主婦の男女共同参画型のカップルになって終わりというパターンが多いようです。 男性の主夫体験記を読んでわかることというのは，家の中での生活というのは男女に関わらず，それだけだと参ってしまいがちだということです。もちろんボランティアなど社会参加をしたりして，社会とつながるということがあればよいのですが，社会とのつながりがないと，参ってしまう。しかし，男性専業主夫が経験していることというのは，多くの専業主婦の女性が感じていたことでもあるのです。家の中だけでの生活では，男女とも参ってしまうのでしょう。 

男性専業主夫は多くの場合，バリバリ活動していた人が多いわけですから，物も書けるし社会活動もできる。だからバリバリ活動していた男性が家に入ったときのホッとした気持ち，子どもとの会話の時間が持てるという感覚は実は仕事一筋の男性から奪われてきたものだったのだと思います。言ってみれば，現代社会というか 1970 年代以降に目立った傾向ですが，男女ともバランスの悪い生活をしているのではないかということです。 男女共同参画というとすごく難しいことだと考えがちです。もちろん男女平等という考え方が基本ですが，見方を変えると今の男女のバランスの悪い生活の状況を，男女とももう少しバランスのいい方向に転換していくということでもある。男女とも社会参加して，地域や家庭で自分の場所が持てるような，男女ともバランスのいい生活にしていくということです。これは，男女両方にとってプラスですし，子ども，お年寄りにとってもすごく重要な方向なのではないか。しかし，残念なことに，1970 年代以降，日本ではバランスを見失ったのではないかと思います。 バランスが悪くなったという話をしましたが，なぜ悪くなったのかを，歴史的に振り返ってみたいと思います。今日は僕より年配の方も，若い方もおられるかと思います。戦後の日本社会を振り返ると，基本的には，産業労働者で多いのは農業だったはずです。自営業者も沢山いました。逆に言うとサラリーマンの方はそんなに多くはなかった。このグラフで見ると，1950 年台の頭くらいですが，こちらがサラリーマン，
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雇用者です。４割ぐらいがサラリーマンで，むしろ農業を含む自営業者・家族経営の方が６割以上あり，そちらの方が多数派だったわけです。 農業や自営業が中心の社会で，家族のあり方，子育てのあり方はどうだったか。体験された方も多いと思いますが，それがどうだったのか考えて欲しいのです。農業，自営業では，大体夫婦とも家にいます。子どもにとって，両親が家にいるという生活が，1960 年頃までむしろ多数派だったのです。３世代同居も多数あった。おじいちゃん，おばあちゃんがいます。兄弟姉妹も沢山いた。お父さん，お母さんは，仕事で忙しくて子育てに時間をかけるような生活はできません。おじいちゃん，おばあちゃんが孫の世話をするし，兄弟姉妹で，上の子が下の子の世話をする。また地域社会もそれなりに子どもを育てる力をもっていましたから，同じ位の年の人が一緒に遊ぶ。学校に入る前から一緒にいた。私も両親が共働きだったのですが，地域の人も，私がどのような子どもかということを大体把握していました。もちろん今から考えると，いわゆる子どもの事故は今よりはるかに多かった。車もあまりありませんので，交通事故ということではなく，遊んでいて事故で亡くなるお子さんのケースも，身の回りで体験しています。そういう意味では子どもの安全というのは今ほど十分ではなかったかもしれませんが，子どもの回りには，両親，祖父母や地域のおじさん，おばさんがいて，その中で子どもは育ってきました。そういうのが，1960 年代くらいまでの子育てだったのだと思います。働き方も，女性

も多くの方は働いていた。そして祖父母も含めていろいろな人が子育てに参加している。 余談ですが，おじいさん，おばあさんの子育ての話はすごく面白い。日本の昔話には「かちかち山」「一寸法師」「桃太郎」といろいろありますが，読んでいて不思議に思いませんか。僕は不思議だと思うのです。なんでこんなにおじいさん，おばあさんがでてくるのか。お父さん，お母さんは出てきません。ヨーロッパの昔話はお父さん，お母さんや継母ものなどありますが，日本の昔話ではやたらおじいさん，おばあさんがでてくるのです。 なぜかというと，おじいさん・おばあさんが，お父さん・お母さん以上に子どもの世話をしていたからではないかなと思います。つまりお母さんだけの子育てというのは，そんなに昔からあったことではないということです。お金持ちの家で奥さんと呼ばれる専業主婦が，家庭で子育てをしていることもありましたが，そういう家はお手伝いさんもいて，お母さんが子育てにどこまで関与していたかというのは考える必要があります。 実は面白いデータがあります。経済の発達している国で構成しているＯＥＣＤというのがあり，加盟国が 30 か国くらいあります。どこもいわゆる経済先進国と言われる国々です。その中で，一人当たりの国民総生産ＧＤＰが１万ドル以上ある国が 24カ国あります。これが世界の経済先進国トップ 24 なのですが，このグラフは少子化と関連して，2005 年にそれらの国と日本の合計特殊出生率と女性の労働力の関連をク
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ロスして作成したものです。 こちらが合計特殊出生率です。一人の女性が一生に産む子どもの数です。こちらが女性の労働力率です。農業や自営業なども含めた労働に参加している女性の割合です。この真ん中にあるのが日本です。1970 年と2000 年の状況です。日本は実はトップ 24のなかで，1970 年代の女性の労働力率はフィンランドに次いで第２位です。３位はスウェーデンです。これはアメリカです。1970 年代は日本より 10％少ない。これはノルウェーです。日本より 20％以上働いている女性は少ない。35％ぐらいで６割以上は家庭におられたということです。オランダはもっと低くて３割くらいの女性しか働いていません。日本は当時 55％くらいありましたから，1970 年代は女性の労働参加が進んだ国だったのです。それが日本は 1975年に底を打ちます。農業や自営業者が減ったのです。それから女性の労働参加は増えるので，2000 年までの 30 年で５％くらい伸びています。一方で急激に少子化が進んでいます。 興味深いのは，アメリカでは 1970 年台は 45％くらいの人しか働いていなかったのですが，2000 年には 70％くらいの女性が働いている。ノルウェーはもっとすごいです。35％くらいしか働いていなかったのに，2000 年には 75％ですから 40％くらい増加しています。オランダでは 1950 年代では結婚した女性の労働を規制する法律もあったのですが，2000 年には一気に日本を追い抜いているのです。1970 年と 2000 年の間に何が起こったかということです。急激に世界的に女性の労働参加，社会参加が進ん

だということです。逆に言うと，1970 年には多くの経済が発達した国で，女性は専業主婦が圧倒的だった。日本は例外的に働く女性が多い国だった。それが 2000 年になると全く異なります。多くの経済先進国では，日本に比べて女性が経済に参画するようになっている。 これは大変興味深いことだと思うのです。何が起こったかというと，理由は簡単です。1970 年代以降，男女平等ということがやっと欧米先進国でも本格的に取り入れられるようになったのです。もちろん 1960 年代に人権についてのいろいろな考え方が広がったということがあります。アメリカではそれまでアフリカ系の人などに対してすごい差別があったことは御存知かと思います。「招かれざる客」という映画を見たことがありますが，最初に白人の裕福な女性が，両親にフィアンセを紹介する。紹介された恋人がシドニー・ポアチエでアフリカ系だったので大混乱が発生する。これは 1967年の映画ですが，1960 年代後半のアメリカは，アフリカ系というだけですごい差別があった。これに対し，公民権運動という人種差別撤廃運動が起こるわけです。その結果，今，アメリカにオバマ大統領というアフリカ系の血が入っている大統領が出るかたちになっている。それまでには時間が 40～50 年かかっているわけです。 同じように同時期アメリカでは女性差別も存在していたのですが，これに対しウーマンリブ運動が起こります。女性というだけで差別されるのはおかしいということです。逆に言うとアメリカではそれまで女性差別がきつく，日本に比べ女性の社会参加
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が遅れていたということです。70 年代になると女性の人権という問題もあって多くの国々で女性の労働参加が拡大していきます。 ただ，繰り返すと，日本の場合はこのときに不思議とグラフが動かない。理由は単に女性の人権ということだけではなく経済的な要因もあります。1970 年代は，覚えている方もいるかもしれませんが，大変な国際不況の時代です。当時の欧米社会はいわゆる夫は仕事，妻は家庭にという家族形態です。そうすると不況で所帯の生活は厳しくなり，女性の労働参加が増える。女性が労働参加することにより，1970 年代以降男性の家事・育児の参加が欧米社会でも広がってきます。しかもこの段階では欧米社会のほうが，日本よりはるかに核家族が多いですから，男女が働く社会になるためにはいろいろな条件整備が必要になります。子どもを預かる仕組みをどうするかとか，労働時間の規制とかをしないと子育てもできない。核家族で子どもを育てるにはどうしたらいいのか。政府はいろいろな制度を充実していきます。それに伴って１回落ちていた出生率が回復してくるというのが，欧米社会での少子化に対する流れとなっているわけです。日本の場合は一挙に落ちたままということですが，これは経済状況と人権の問題があります。国連が国際婦人年や女子差別撤廃条約を採択するなど男女平等について世界が動いていった。その流れで，多くの国々が変化を始めた。しかし日本では他の国々とは異なって，ほとんど変化がなかったわけです。 いろいろ理由はあります。むしろ日本の場合は，1970 年以降男性のサラリーマン化

が急激に進みます。女性の専業主婦化も急激に進行します。専業主婦の割合が一番高い世代は，団塊の世代だと言われています。団塊前だと，農業や自営業で女性の働く社会があった。また団塊より後の世代は女性の社会参画を進めようという動きも出てきますので，女性が働くようになってくる。また子育てが終わったあとパートで働くという形態が 1970 年代半ば以降定着してきます。ただ，他の国では女性が社会進出しているのに，なぜ日本だけ働かない割合が多いのか。いろいろ理由はありますが，男性の収入だけで結構豊かに生活できるようになったのが 1970 年代の日本の社会だったということもあるのではないかと思います。1970 年代初めの公務員の初任給は３万円なかったです。しかし 1980 年代の公務員の初任給は 12～15 万円くらいです。民間の大企業だと 17～18 万円あったと思いますけれども，少なくとも 1970～1980 年の 10 年で所得は３倍くらい増えています。1970～1990 年代で５倍くらい増えています。1960 年代の初頭に池田勇人総理大臣が所得倍増政策というものをやるわけですが，1960～1970 年代の増加以上に，1970～1980年代は一人当たりの収入の増加は著しかったわけです。そうするとお父さんの稼ぎで十分に暮らせていける社会が日本の場合は始まるわけです。女性が働かなくても結構豊かな生活が成り立ってしまうのが 1970年代です。欧米社会では女性の社会進出がどんどん進んでいるのに，女性の専業主婦化が進んでいくのが日本の仕組みだったわけです。 そこには都市への人口の集中という問題
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もありました。都市に人口が集中してくるわけですが，都市で生活が営まれるのは３世代同居ではなく核家族です。今子育てしている世帯の７～８割が核家族だと思います。それが発生するのは 1970 年代以降ですが，男性の収入で食べていけるわけですから，女性の働き方としてはパート労働が増えてきます。それまでは内職みたいな形が主で，外で働いてサラリーをもらう女性はそんなに多くなかった。外で働く女性はフルタイムで働いていました。しかし女性たちが子育てを終わるとパートで働く人が増えるようになってくる。そのときに経営者はどう考えたかというと「夫の稼ぎで十分食えるんだから，給料は少なめでもいいんじゃない。」ということで，パートの労働条件は抑えられることになります。 パート労働者の男女の賃金格差を調べたデータがあるのですが， 1970 年代より1980 年代のほうが悪くなっている。女性のパート労働化，労働条件の悪いパート労働化というのが，男性の賃金で食べていける社会の裏側に存在する。それが 1990 年代になって若い男性も非正規になり，フリーター，非正規で働くようになるとパートの条件が悪いじゃないかということがあらためて発見されるようになってくるわけです。前提は 70 年代につくられた男性が主に稼いで，女性が働く場合は給料は悪いが，短時間で働くというシステムです。しかも政府がそれを支える制度を作ってきたとも言えるのです。 1985 年に男女雇用機会均等法が公布された。それで女性の社会参加が進んだと思われるかもしれませんが，まだまだ進んでい

ないのです。多くの国々で男女平等についての動きが始まって，女子差別撤廃条約の日本の批准は 1985 年です。この年に男女雇用機会均等法をつくります。世界の流れに沿っていこうということで，一応法律はつくるのですが，これは罰則規定がないので「ざる法」と言われています。みんなで男女平等に向けて頑張ろうという法律ではあるのですが，破ったところで誰も処罰されない。他の国のように厳しい形で，男女差別があった場合の罰則があるわけではない。 同じ年の 1985 年に作られたのが，いわゆる第３号被保険者の制度です。専業主婦の方で夫がサラリーマンだと年金を負担しなくても将来年金が支給される仕組みが作られました。これは画期的なものでした。それまではいわゆる専業主婦の女性は無年金でしたが，それがもらえるようになりプラスになりました。しかしこの仕組みにはいろいろな条件がありました。130 万以上の年収があれば第３号被保険者になれません。また所得税も 103 万円以上収入があると取られます。女性は専業主婦の場合は年金をもらうためには，年間 100 万円以下のパートだと年金を負担しなくていいし所得税も負担しなくていい。得ですよということです。専業主婦で 100 万円以内のパートはいいよという制度がつくられたことも，女性の労働参加が拡大しなかった理由ではないかと考えます。 子育てはだれがするのかというと核家族ですから祖父母はいません。少子化ですから兄弟姉妹の数も多くない。地域の教育力も昔と違って衰えています。皆さん，地域
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の子どもさんの顔を 30 人くらい把握していますよという人はどれくらいおられるでしょうか。僕の子どもの時は，地域の大人は 40～50 人以上把握していました。それが地域の教育力ということにつながったと思います。今私たちは地域の子どものことを把握できてない。女性の方はＰＴＡ活動などで知っているかもしれませんが，男性はそういう方はほとんどおられないと思います。 核家族の場合，いきおい女性が子育てをすることになる。子育てが終わるとパートに出るが，労働条件が悪い。そういう仕組みが 1970 年代ころに作られました。所得の話ですが，1970 年，80 年，90 年と急激に伸びています。結果的に，男性の稼ぎで食えると申し上げました。それでは，男性の働き方はどうかというと，冒頭にいいましたが大変アンバランスな働き方を特に1970 年代以降は強いられるようになります。 「お父さんはとうめい人間」というのは，東北地方の目の不自由な方が戦後の子どもの詩をまとめた本のタイトルです。子どもの詩を読むと，今お話ししたことが如実に浮かび上がってきます。1950～60 年代前半に子どもが書いたお父さんの詩を読むと，大体お父さんは家にいますし，一緒にご飯も食べますし，身近な存在です。それが1960 年代後半からだんだんとお父さんが子どもの身近な存在ではなくなってきます。本のタイトルの「とうめい人間」ですが，この詩は「お父さんは会社で透明人間目薬をさす。そうするとお父さんは姿が見えなくなる。効き目は 10 時間くらい。早く目薬の効き目が切れて，お父さんに会いたい

な。」というものです。これは 1980 年代の詩です。 今申し上げたように，男性の働き方は1970～1980 年代にかけて長時間になりました。サラリーマン男性の労働の長時間化です。自営業や農業も確かに長時間だったのですが，家族と一緒なので子どもの身の回りにはいたのです。サラリーマンは家では働いていません。家庭では透明人間になってしまう。実際に，関西大学の先生の研究ですが，1970 年代後半に１週間に 60 時間以上働いている男性が大体 350 万人ぐらいいた。それが 1980 年代前半には 770 万人になり倍以上に増加している。急激に拡大しているのです。 男性たちは 1970～1980 年代にかけて，どんどん長時間労働者化していくわけです。それは，ここに書いているように日本経済の原動力となりました。この時代は団塊の世代が中心の時代です。少し変わった言葉ですが「人口ボーナス」という言葉があります。これは，生産年齢人口がたくさんあるところは，経済が活性化されるということです。日本社会はまさに 1970 年代から1980 年代にかけて，「人口ボーナス」，つまり団塊の世代を中心とした現役世代の活躍で経済が上昇していきます。長時間労働によって，さらに経済は発展していったわけです。 これは 2000 年のデータですが，日本は30％くらいの方が 50 時間以上労働しています。アメリカやイギリスは，新自由主義ということもありますが 20％余り，フランスやドイツは５～６％でもっと少ないです。もう一つこれは直近の 2008 年の 60 時間以



8 

上働いている男性労働者の年齢別割合のデータです。一番上のオレンジ色は 30 代の男性です。一週間 60 時間ですよ。2005 年は 25％位で４人に１人です。2008 年でもまだ 20％いますから５人に１人です。考えてみてください。今日本の法定労働時間は週 40 時間ですから，１日８時間労働の週５日です。60 時間というのは週休２日だったら１日 12 時間です。日曜日だけ休んでも１日 10 時間労働です。それ以上働いている人がこんなにいる。しかも 30 代男性が一番長く働いているのです。手のかかる子どもがいる可能性が一番高い世代です。その方たちが一番長時間働いている。そうなるとお母さんが一手に子育てを担っているか，保育所でやってもらうしかない。男性は少なくとも子育ての戦力にならないというのが実態です。 日本の社会は，「人口ボーナス」と男性の長時間労働もあり，1970～1980 年代にかけて急激に経済成長を遂げます。このあいだ中国に負けましたが，ずっとＧＤＰで世界第２位だったのです。ある面私たちの生活は豊かになったのかもしれないと思います。しかし，他方でひずみも出てきています。 生産性中心の中で環境破壊が行われたり，地域文化も均一化してきています。私は講演で日本国中回っていますが，特にＪＲの駅に降りますと，どこに降りたか分からないというのがよくあります。皆同じような駅のつくりになっているのです。駅前には大抵ロータリーがあるし大きな道路がまっすぐ通っている。これは旧建設省の規制の問題もあったと思います。食べるものも地

域の食べ物がどんどん均質化していって，お弁当を食べると，大体エビフライがついてくる。もちろん，広島ならカキだとか，文化は残っていると思いますが，どこに行ってもそんなに変わらなくなっていった。地域の潤いみたいなものが弱くなったと思ったりもしています。 それ以上に大きい問題としてあるのは，家族の絆や地域の絆が弱くなっているということです。これは核家族化というのが大きな原因だと思います。多くの人口が地方から都市へ流入してくる中で，核家族になる。そうすると地域のつながりは弱いし，家族の数も少なくなり，家族のつながりも弱まることもあるかもしれません。何よりも，男性たちの長時間労働化という問題があったのではないかと思います。 1950～1960 年代の地域社会では男性も地域に積極的に貢献していました。今，多くの地域活動は女性の手で担われています。男性たちは自治会の長などにはついていますが，実質的な活動は女性が担っているのではないかと思います。 家庭も家族の絆が弱くなっている。よく「男女共同参画で女性の進出が進むと，家族の絆が崩壊する」と言われます。でもどうでしょう。日本は女性が社会参画したのかどうか。少なくとも労働の面で見たときに，日本は女性の参画が進んでいません。30 年で５％ですから。にもかかわらず，家族の絆が弱くなったという印象を強く持っています。 背景には核家族化の問題もあるでしょうが，それ以上に，男性の長時間労働化により男女で家族を営む，男女で地域を担うと
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いうことが崩壊していることの方が大きいと思います。家族というのは人間同士の絆ですから，コミュニケーションで支えられている。でも，お父さんは透明人間で家にいないわけですから，コミュニケーションのしようがない。夫婦の関係も築けない。親子関係も同様で家族が弱くなってしまっている。日本の 1970 年代以降の現状の背景にそれがあると思います。それに加えて，女性の社会参加は出遅れました。先ほど言ったように，1970 年代には欧米社会に比べてみても，女性がいろいろと社会で活躍していたのが，2000 年では，女性の労働参加はほとんど増えていないという状況です。 今日から始まっている世界経済フォーラムというスイスのダボスで開かれている会議がありますが，これは，世界の首脳や経済閣僚も参加します。ロシアのメドベージェフ大統領も参加する予定だったのが爆発事件で行けなくなったそうです。大統領も，経済学者や経営者も集まり，世界の経済について議論する。その会議が 2007 年から男女平等度の世界ランキングを発表するようになっています。 2007 年では，日本のランキングは 91 位でした。2008 年には 98 位に落ちました。2009 年にはいったん 72 位と発表になりましたが，実は計算間違いで 101 位であることが後でわかりました。2010 年は 94 位です。世界 130 数カ国分のデータですが，日本の場合目立って低いのは，女性の経済活動への参画で 102 位。教育分野 82 位。保健分野は平均寿命が長いこともあって 38位。最後の政治分野は 107 位。経済活動と政治活動は 100 位台で劣っているわけです

が，教育分野の男女格差が 82 位というのは，日本は教育大国だと思っていた皆さんは意外に思われると思います。 これには理由があります。教育分野は何でカウントしているか。まず識字率ですがこれは世界一。小学校での男女格差もありませんから世界一。中等教育も世界一。ところが大学進学率の男女格差になると世界90 位で順位が 82 位と落ちてしまう。実は日本は大学教育の点で出遅れています。1990 年代までは日本の大学進学率は世界のトップクラスだったのですが，1990 年代以降世界の経済が発達した国々では生き残るために何をしたかというと，生産は発展途上国が担うことが予想されるわけですから，知的な面で生き残るしかないわけで，高等教育にエネルギーを注ぐようになります。 欧米諸国の大学進学率は急激に上がってきています。でも日本はほとんど上がっていません。隣の韓国は 1990 年は大学進学率 33％ですが，最近のデータでは 80％以上は大学に進学しています。日本は 1990年は４割ぐらいでしたが，今では５割くらいであり 20 年で 10％しか伸びていない。多くの国々が高等教育に力を入れ，急激に大学に人々が入れるようになってきたわけです。特に女性の大学進学率の上昇が目立って伸びています。 ＯＥＣＤ加盟国の中では，大学進学率でいうと日本は平均を下回っています。経済先進国の中では今や日本は教育大国ではありません。むしろ後進国です。ＯＥＣＤ諸国では女性の大学進学率は男性より 10％程度上回っています。ヨーロッパでは男性は職業専門学校に入るということもあります
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けれども。1990 年代は男性の方が大学進学率は高かったのです。ところが 2000 年前半の段階で，大多数の国では女性の方が大学進学率は高くなっています。日本は４年生大学では男性のほうが 12～13％高いという珍しい国なのです。背景には「女の子は大学に行かなくてもいい。」という根強い意識があると分析されていますが，その結果 82 位という教育の男女差になっています。 世界経済フォーラムでどうしてこんなことをしているのか。理由は簡単です。男女平等が進んだ方が経済活力が増すというのが世界の常識になっているからです。世界経済フォーラムは，景気をよくすることが目的ですから，男女平等を進めないと経済は活性化しないという判断が背景にあるからです。日本はこのレベルですから「これから大丈夫か。」というのが現状なのです。 こういうデータを取り始めたのは 2002年です。女性の経済分野での参画はどうか。2002 年段階で，当時 75 カ国中日本は 69 位でした。経済産業省の役人にヒアリングをしたことがありますが，世界経済フォーラムで彼は「君の国はなんてもったいないことをしている。優秀な女性がいるのに活用していない。それで経済が不況になるのは当たり前だ。」と言われたそうです。世界は転換しているのに，日本は動かない状況にある。それは変えなければいけないということで，今日のような男女共同参画の話が出てくるのです。 男女共同参画を進めるためには，今まで社会の中心を担ってきた男性の意識を変えてもらわないといけない。だから今日のよ

うな催しがもたれるわけです。男女が共に社会を支えるという仕組みをつくるというのは，ヨーロッパの社会が 1970 年代に準備したように，男女とも働くけれども，男女とも家庭生活や地域生活が持続できるような，バランスのある生き方をしていかないといけない。日本ほどこの問題が緊急に問われている社会はないのですが，なかなかうまくいかないです。 今まで女性の社会参画や意思決定参画が進んでない日本の状況を話しました。男女共同参画は女性の問題と考えがちだけれども，女性だけの問題ではなくて，男女ともに世界共通の問題です。男女共同参画の問題は男性の問題でもあるのです。 古い話ですが， 20 年前の朝日新聞で1990 年代は男性問題の時代だと話をしたことがあります。当時の女性政策に関して地方自治体などの委員会・審議会で議論する仕事をしていましたが，そういう仕事をしていると，世界中での女性の社会参画が非常に進んでいるのに，日本はあまり進んでいない。しかし，これからは日本も絶対そういう動きが出てくる。そうすると男女共同参画を進めることになるが，男性側の意識や生活が変わらないと進まないだろうと。男性をなんとかしないといけないという課題が，1990 年代に出てくると思ったのです。女性の問題を解決するためには男性の意識や生活態度を変えてもらわないといけないからです。 同時に見え始めてきたのが，1970 年代からの男性の長時間労働の問題です。その中で，男性も男性としての問題を抱えているということが 1990 年代に見え始めるので
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はないか。男女共同参画の動きのなかで男性の変化を求める声は広まってくるだろう。男性自身，このままではヤバイぞと思い始めて男性も生き方を転換しないといけないということになるだろうと，予想したのです。実際 1990 年代にいろいろな男性問題が起こるのですが，それがいい方向に転換したかと言うと，そうなっていなかったのではないかと，今になってみると思います。もっと以前に日本の社会が男性の意識や生き方について考え，男女ともにバランスのいい生活をしていれば，男性の問題は解決していたかもしれませんが，残念ながら未だに解決していない。しかも男性の問題は，子どもの時代から定年後の男性の生き方まで人生全体を通じて，特に 1990 年代になると社会現象として現れてきます。 一つは子どもの問題です。私は「男の子」問題と言っているのですが，ショックなデータがあります。新聞で報道されたいじめ自殺ですが，学年，地域，男女別などで整理したことがあります。1980 年から2000 年の 20 年間で，いじめで自殺した子どもの男女別を調べると８割以上が男の子でした。最近は女の子も増え始めていますが，まだ全体的には男の子の方が多いと思います。これは一体なぜなのか。 その時に，男の子が女の子と違う問題を抱えているのではと考えました。中高年の自殺や過労死の問題とも絡むのですが，男はこうあるべきという固定的なしばりが小さいときから男性にはある。女の人にはありますか。女の子は泣くんじゃないとあまり言われないのではないかと思います。男性は弱音を吐くな，弱みを見せるな，感情

は押し殺せ，自分の問題は自分で解決しろと大体小さい頃からトレーニングされています。女性はどちらかというと他人の感情と自分の感情を上手くコントロールするトレーニングを受けます。男の子たちがいじめられたとします。どうします。感情が表に出せず，相談が出来ず，一人で抱えちゃう。女の子は親や先生や友達など，どこかで相談することで問題を乗り越えることができるのに，男の子たちはそれができない。全部自分で抱えて身構えて，耐えて，耐えて･･･というケースが女の子より多いのではないかと分析しました。もう一つ男の子の場合は性的ないたずらが原因となるケースが結構あります。裸にされてはやされるとか，ペニスにいたずらされるといったことがすごく屈辱になって自殺の引き金になる。男性の象徴であるペニスを傷つけられるということがダメージになるのかなぁと思ったりしました。 ヨーロッパでもいじめだけではなく男の子の問題は深刻です。大学進学率が欧米社会は女性の方が 10％位上です。ＯＥＣＤの学力テストの結果でみると，低学力層に固まっているのは男の子の方です。どうも男の子の学力低下の問題を考えないといけないのではないかということです。 日本では残念ながらこの問題について敏感に対応しているところはほとんどありません。私も 10 年来言っているのですが，データでもなかなか出てきていない。全国学力テストの結果で，男女差を出してくれと文科省に再三言ったけれども出てきません。最終的に言われたことは「調べていません」ということです。地域差のようなも
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のは出しているのに，男女差のような根本的なものを調べていないそうです。僕の邪推かもしれませんが，学力テストの直前にパイロット型で全国の同様の調査をしたことがあります。対象は小学校５年と中学２年だったと思います。二つの学年とも，ほぼ全教科成績の平均は女の子が上でした。それはあまり知られたくないのかなぁ，調べたくないのかぁと思います。大学進学率は 13％くらい男の子が上なのです。中学までは女の子の方が上なのに，じゃあどうして大学に進学するのは女の子が少ないのか説明づけなければならない。それは，すごく大きな教育課題だと思います。 大企業の就職試験でも人事の担当者によれば，筆記試験は単純に上から採れば７：３で女性が多いそうです。ところが面接では逆転して８：２で男性が上になるというのが今までの大企業の採用の傾向です。そういうのを見ると，女性の知的上位は本当は日本でも起こっているのではないかと思います。ヨーロッパでも男の子の学力低下の問題が顕在化しています。また，子どもの時代から男女平等教育をしないとうまく進まないということはヨーロッパではかなり意識的に取り組みが始まっていますが，特にドイツはヨーロッパの中で，男女平等度が低い国の一つだったのですが，男女平等の態勢を急激に強めつつある国の一つとなっています。 それだけではなく，男の子の抱えるいろいろな問題があります。男の子たちがひ弱になってきている。学校の先生を対象にした講演会でしゃべると，先生たちが女の子は元気になったけど男の子はひ弱になって

いっていると思いますと大体どこでもおっしゃります。そうだと思います。何でひ弱になったのかといえば，家庭の教育力や地域の教育力が弱くなったこともあるし，家庭教育の中で子どもを育てるのは大部分が母親ということもあるのではないでしょうか。男の子と女の子を両方育てたお母さんに，どっちが手がかかったか聞いてみると，男の子と答える方が多いです。女の子は母親にとって同性なので，ある程度距離がとれるのですが，男の子は異性でわからない部分が存在するのでついつい過干渉になってしまうわけです。結局男の子の方が過保護状態になりやすいということがあるのではないかと思います。 ひ弱になっている割に，マスメディアが作る男性像は，私の子どもの時以上に「強い男」幻想が強くなっています。私の子どもの頃は正義のヒーローはできるだけ過剰な暴力は抑制する，人殺しはしないという態度をとっていました。当時時代劇では峰打ちで相手を殺さない，現代劇なら体を撃たずピストルを撃って制圧するのが普通でした。1960 年代半ば辺りからでしょうか。正義のヒーローも人を殺すようになってきました。テレビゲームなんかでも格闘技などで男の強さが非常に強調されている。実際には精神的にもろいのに，強さを求められる。それってすごいジレンマですよね。それが爆発して社会問題を起こしているところがあるのではないかと思います。 昨日，秋葉原の例の容疑者の方が死刑求刑となりましたが，彼の写真を見るとひ弱な感じの男性です。でも，人を殺して支配するということに対して，突然爆発してあ
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あいう事件を起こしてしまう。今の男の子たちがおかれているジレンマを象徴しているのではないかなと思います。 子どもだけではなく中高年もそうで，過労死という言葉が出てくるのが 1980 年代後半くらいです。今では英語で Karoshi という言葉は大きな辞書には載っています。働き過ぎによる死という解説が付けられています。小さい頃から，「弱音を吐くな，弱味を見せるな，相談するな，一人で解決しろ。」などと言われて育っているから，調子が悪くても働き，体を壊して入院，時には亡くなる。また，1998 年から中高年男性の自殺が急激に増えてきます。結果的に年間自殺者が３万人というのが 1998 年から 13 年間続いたということです。1996 年に書いた「男性学入門」という本で私はこれから中高年男性の自殺が増加すると書いています。実際に増加し始めていたのですが，同時にいのちの電話等に中高年の相談が急増しているということも考えて予想しました。予想を越えて 1998 年から中高年男性の自殺件数は増加していきます。 もちろん背景には不況の問題があるのですが，それだけではなくて男性は，弱音が吐けない，相談が出来ない，全部自分で解決するしかなくて最後まで追い込まれてしまう。家族や友人や誰かに相談すれば脱出できたかもしれないのに，それが言い出せない。「男だから」と人に相談できない。弱音が吐けない。全部自分で責任をとる。 そのような中，男性自身が社会の変化の中で追い詰められ始めているのが 1990 年代から顕在化してくるわけです。1990 年代半ばから定年離婚，熟年離婚も話題になり

ました。テレビドラマで熟年離婚が話題になりましたが，熟年離婚の話を聞いていると，私が 1996 年に書いた本のエピソードがそのまま使われているような感じで面白かったです。なぜ夫婦関係が揺らぐかと言えば，長時間労働で夫婦のコミュニケーションがない。親子のコミュニケーションもない。子育ての一番大事な時期に家庭にいない。こうなるとどこかで妻は夫を諦めざるを得ないわけです。 面白い調査があって，300 組の子どもを育てた経験のある夫婦の調査ですが，夫の妻に対する愛情というのは結婚後上がって持続します。でも，妻の夫に対する愛情度は結婚直後は上がりますが，５年間くらいしてから急に下がってきます。急降下する原因はやはり子育て期間にあります。妻が子育ての協力を夫に要請してもダメ。どこかで妻は夫を諦めざるを得ない。夫離れによって，愛情のエネルギーは子どもに向かいます。子どもに過干渉になる。悪循環がつくられているということもあると思います。そして，一番下の子どもさんの結婚式や定年なんかの区切りのいいところで，さようならということになります。夫は妻に愛情があるのでショックですが，妻にとってみれば愛情は冷めているので当たり前ということです。定年離婚ということになると，ダメージは男性のほうが大きいと言われています。平均寿命が 10 年くらい短くなるそうです。身の回りのことが出来ないということだけでなくて，妻にいろいろと依存しているので，精神的な依存の対象がなくなりもろくなってしまうのでしょう。 男性たちは今まで仕事一筋だったため家
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庭の生活能力もない。妻とのコミュニケーションも子どもとの関係もないという中で，離婚されないまでも濡れ落ち葉になったりする。夫が家にいることで妻がいろいろとストレスを感じる夫在宅ストレス症候群が生じることもあります。夫が定年で家に居ると，外出や食べ物など気を遣いすぎることになり体調が悪くなる。女性にとっても辛い話ですが，男性にとっても辛いです。死ぬまで添い遂げようと思っている妻が，自分がいるだけで病気になってしまうのです。考えたらすごいショックだと思います。 男性はなかなか固定観念から脱出できない。特に女性を一人前に見ないのも男性の固定観念だと思います。以前労働組合の女性部からの講演依頼があり一時期よく行きました。その時聞いた印象的なエピソードがあります。複数の労働組合の女性部で聞きましたが，職場にかかった電話で「○○です。」と出ると「なんだ女か。誰かいないのか。」と言われる。女性には話をしても仕様がないということです。以前国家公務員の研修会で，女性の管理職の方が同じような経験があるとおっしゃいました。彼女はセクションのトップでしたが，電話にでたら「男をだせ。」と言われた。「部下でよろしいでしょうか。」と言ったそうです。男はみんな部下ですから。女性が管理職や判断ができるところにいると思わない男性がまだまだいます。このままでは男女共同参画は進まない。これは変えていかないといけません。 一方で，男性自身が身構えて自分をがんじがらめにしている部分があります。私は男らしさの鎧といっていますが，優越志

向・権力指向・所有指向という名前をつけています。男性は競争に勝たないといけない。できるだけたくさんの物を持って管理しないといけないと思い込んでいます。もちろん女性にもあるのですが男性の方が強い。こうして男性同士の戦いになります。これが男女関係になると男性には負けられないゲームになります。つまり肉体的にも知的にも精神的にも女に負けるようなやつは男じゃない。男は女を所有して，ある種管理できるくらいでないと一人前ではない。男は女に自分の意思を押しつけるくらいでないと一人前ではないと多くの男性は考えている。人によって違いはあるでしょうが，多くの男性が強弱の差はあれ，そういう意識があるのではないかと思います。 女性の中にも所有意識はありますが，男性に対してはしばしば精神的な所有意識となります。でも男の女性に対する所有意識は，気が付かないうちに，人格ではなくものとして女性を管理しようとする傾向になります。気が付かないうちに。男性に一挙に変わってくださいと言いたいところですが，簡単ではないと思います。まず自分にはそういう部分があるのではないかとちょっと自覚されれば，何かあったときに反省のチャンスになるのではと思います。今まで女性に対して男性はいばりながら甘えてきたのですが，これからどうするか。男性にとっても，女性にとっても大きな課題だと思います。 ＤＶ対策は広島県も熱心にやっていると思いますが，この問題の中にも「いばりながら甘える」という部分が垣間見えます。アメリカのＤＶの調査で，加害男性が「ア
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イ・ラブ・ユー」と言いながら妻を殴っているというのがあります。これは「アイ・ラブ・ユー」ではなくて，「ラブ・ミー・プリーズ」なんです。「おれを愛してくれ。」ということだと思います。男性たちはしばしば，女性というものは男性のいろいろなストレスを全て命をかけてでもいやしてくれる存在だと思っている。おれに殺されてもおれの悩みを全部吸収してくれと言っている。すごい甘えだと思います。男性はいばっているようで女性に甘えている。甘えから自立することが，これからの男性の生き方に問われている。男性の生活の面の自立，身の回りのことが基本的にできる。と同時に女性に甘えずに自立していくことも大切です。もちろん人間は 100％の自立はできませんから，ある程度自立しながら夫婦で，家族で支えあうということが，これからの男性の生き方には問われているのだと思います。 男女共同参画を進めないと日本が行き詰まるということは分かっているのです。少子・高齢社会がきていますから。65 歳以上は現在 20％以上いるのです。子どもはそれに対して 14％しかいない。子どもの数より，お年寄りの数がずっと多い社会に私たちは今生きています。現役世代がこれからどんどん減っていきます。簡単にいうと，働く人の数が減りますから日本の経済が縮小するということです。税金や社会保障費を払う人の数が減ります。財政も不健全になる可能性があります。一方で高齢者が増えるので，高齢者を支えるための様々な社会保障費が増大していく。どうなるかというと，現役世代にできるだけたくさん負担してい

ただこうということで，年金や医療費などの社会保障費や税金の負担が重くのしかかってくる。他方で，膨大な数の高齢者の生活も上手くいかなくなるだろうというのが，これからの問題です。 どうするかというと，年をとっても働く社会というのが動き始めている。ただきちんと整理されているかというとそうでもない。外国人労働者のことも準備ができていません。すぐなすべきは一つは女性の労働参画です。1970 年から男だけで社会を支えてきたが，もう男だけでは日本社会は維持できないのです。男女で支える社会をつくっていかないと会社も地域も家庭も回らなくなってきているわけです。だから今男女共同参画ということが求められてきているわけです。 ちなみにこれは，年齢別の働く女性の分布です。いわゆるＭ字カーブです。こちらは家庭にいて働く意欲のある女性の割合です。専業主婦（主夫）は男女にかかわらずあっていいと思います。配偶者の稼ぎで食べていく選択は男性がしても，女性がしてもよいと思います。ただ社会とのかかわりがないと，家にいるだけだと参ってしまいます。データで見ると家にいて働きたいと思う女性がこれだけいます。大体 265 万人くらいおられます。この人たちが働ければ，労働力人口の減少は食いとめられると考えられます。これからは男女で社会を支える仕組みをつくっていかないと，少子高齢化に対応できないのです。だから男女共同参画を進めないといけないということを押さえてもらいたいと思います。 先ほどの世界経済フォーラムの話ではあ
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りませんけれども，最近ウーマノミクスという言葉があります。２週間くらい前にＮＨＫのクローズアップ現代で特集していました。ウーマノミクスとは何かというと女性の経済への参画こそが経済を活性化させるという視点です。マッキンゼーのＥＵ諸国の調査でも，女性の管理職の多い企業ほど業績が高くなっているという結果が出ています。またワークライフポリシーセンターという国連関係の機関の推計では，女性の活用で世界の一人当たりの所得は 2020年までに 14％アップするということです。昨年モルガンスタンレーが実施した調査で，日本で男女平等が達成されたらＧＤＰが15％アップするという。ほんとかなぁと思うところもあります。しかし，世界の大きな流れは，女性の経済参加や社会参加が社会や経済を活性化するという方向に動いています。これは今から６年前に経済産業省が同じような調査をしたものです。女性の従業員割合と企業業績をとったものです。女性の割合に従って，右肩上がりで業績が上がります。半分以上だと停滞するのですが 100％に近くなると上昇する。女性が活躍している企業ほど業績がアップしているのです。 ある面，これから少子高齢化社会で日本は沈没しようとしているわけですが，その中で男女共同参画社会をつくっていくことで社会が活性化していくことが求められているのではないかと思います。女性の社会参加が子どもに悪影響を与えるのではないかという話がありますが，かつては三世代同居で祖父母や地域社会が子どもを育てたわけですが，これからは工夫しながら，家

族・地域を貫いて男女共同参画で子育てができるシステムを作っていくことが，子どもにとってもプラスなのではないか。1970年代以降のお母さんだけに子育てを任せる社会ではなく，多様な人との深いふれあいがないと，人間の社会性・協調性・他人に対する思いやりは育めません。そういうシステムをつくれば女性も育児ストレスから解放され，社会参加も可能になってくるのです。男性もまた，自分の子どもだけでなく地域の子どもと関わることで，人間性を拡大できる。子どもにも男性にも女性にもプラスになると思います。 介護の問題も，こういう方向で解決していく必要があるのではないでしょうか。だからこそ，男女共同参画が問われているわけです。1999 年に基本法が出来て，それ以降第２次基本計画が出来て動いてきました。法律はつくられましたが，なかなか実効性のある形で男女共同参画が進んでいたとは言い難いわけです。 昨年 12 月に国の第３次の基本計画がつくられました。私も委員として１年くらい策定に関わってきたわけですが，そこでは今日まさにテーマとなっている男性の問題も新しい分野として取り入れられています。やはり男性の意識や生活スタイルを変えないといけない。と同時に男性がいろいろな形で壁にぶつかっていることに対する相談も充実させていかないといけないということも，今回の第３次計画には含まれています。また，今回の集まりのテーマである，地域社会における男女共同参画ということも新しい分野としてつくられつつあるわけです。 
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今日の後半の中村さんのワークショップの話にも出て来るでしょうが，男女共同参画を進めるためには，もっと男女でうまくコミュニケーションを取っていく必要があるのではないかと思います。男女のコミュニケーションはどこかすれ違いがあります。男女入り混じりでディスカッションをしてもらい，後で報告してもらう作業をするワークショップをしたことがありました。男性と女性に感想を聞くと，男性はこう言います。「話があっちこっち行って結論が出ないのでイライラする。」女性側は「もっと話したいのに，性急に結論を出そうとして話ができない。」と言います。男性のコミュニケーションはしばしば用件のみで結論優先型になります。女性は共感のコミュニケーションを求める傾向があります。妻が子どもの相談を夫にしたとすると，お父さんは「これはこうだ。」と結論を出します。妻は納得しますか。しません。そもそも，妻の方が子どものことをよく知っている。だからすでにある程度答えを持っています。問題なのは，妻はその問題について答えが欲しかったのではなく，問題を共有し共感して欲しいから相談してきたわけです。男性にはそれがなかなかわからないわけです。上司，部下のコミュニケーションも同様です。 男女のコミュニケーションの差は生まれながらではなく，社会の作った部分が大きいと思います。男性は共感して聞いてあげることが必要であり，女性は逆に男性に話すときには，用件をまとめて話してあげることが必要になるケースがあります。男女で一緒に考えていただくのは，こういった

ことに気づく大きなチャンスだと思いますので，これからもぜひ男女でワークショップをやっていただきたいと思います。 ただ，いろいろな誤解があると思います。男性の無自覚さというのが大きいと思います。女性に比べて男性は男女共同参画については鈍感です。なぜなら，男性中心に社会が回っているのでこの問題で男性はあまり壁にぶつからないからです。女性は，まだまだ差別がありますから，壁にぶつかり，生活の中で男女共同参画の必要性に気づきやすい。ところが男性はなかなか気が付かない。男性が気が付くためには女性以上に意識的にこの問題に向かわないと見えてきません。気づくチャンスをつくらないといけない。気づいたらそれを深めて認識に高めていく。認識したら体験する。例えば料理を試しに一度作ってみる。すると，大変だと気づく，その気づきを次の認識へつなげていく。この気づきと認識と体験の流れの中で男性が自分自身を変えていく必要があります。手数がかかりますが，女性にはそのお手伝いをしていただくということがこれからは必要だと思います。 今日言いたかったことは，男女共同参画に基づいた男女ともバランスの取れた社会を作りましょうということです。性別ではなく，一人ひとりの多様性を大切にする社会。しかも「俺は知らないよ」という個人バラバラでなく，人々がお互いに自分を認め合って，支えあえる社会。人間と人間の強い絆がつくられた社会。それをつくっていくことが私たちの課題だと思います。 御清聴ありがとうございました。 


