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座談会「早稲田大学における男女共同参画」とは
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 ＊肩書は座談会当時のものです。

　「早稲田大学の男女共同参画」は何を目指しているのでしょうか。初代推進室長（委員長）の浅倉むつ子法学学術院教授と制度環境部会長
の村田晶子文学学術院教授を囲み、「男女共同参画」について改めて考えてみました。

「男女共同参画」と「男女平等」は同じことなのか
田辺：「男女共同参画」というと、まず「男女平等」というイメー
ジがあるのですが、「早稲田大学男女共同参画宣言」には「大学運
営の意思決定における男女共同参画の実現をめざします」とあり
ます。どう違うのでしょうか。
浅倉：法的にみますと、日本の「男女平等」は、3つの段階を経て
いると思います。第1ステージは、男女平等をうたった「日本国憲
法」が制定された形式的平等の時代。第2ステージは、女子差別撤
廃条約を批准し「男女雇用機会均等法」を制定して、具体的な女
性に対する差別を禁止する法律を作った時代です。そして、1999
年に「男女共同参画社会基本法」が制定されたのが第３ステージ。
ここで初めて「共同参画」がキーワードとして登場しました。「た
だ単にその場にいるということではなく、意思決定に女性も具体
的に関与して世の中の方向性を変えていく」時代に入ったのだと
思います。各自治体でも男女共同参画の条例ができ、企業・地域
などさまざまな身近な場での男女共同参画を考えるようになった
のがこの15年です。
田辺：自治体の条例はどういったものですか。
浅倉：自治体によりいろいろな名前の条例がありますが、自治体
ごとに男女共同参画の実態や問題点を明確にしながら、自治体の
責務をうたい、また、事業所（企業・団体）・住民などが、それぞれ
男女共同参画を推進していくことを宣言しているものです。事業
所（企業・団体）であれば、女性が働き続けられるように努力した
り、教育分野では男女平等教育を進めたりする際の指針となりま
す。違反がある場合には、苦情に対して対処していくシステムを

作るものが多いです。
村田：具体的な事例でお話しします。
私は新宿区の男女共同参画推進会議の
委員をやっていますが、昨年は「女性
の視点で防災について考えよう」とい
うテーマでした。地域の防災を担う主
な関係者は、以前はほとんど男性でし
たが、女性も参画して一緒に考えよう
という変化が起こっています。例えば、

避難所設置訓練に女性が加わることで、
これまで男性だけでは気づかなかった、

「トイレはどこか」「着替える場所はど
こか」といった具体的な課題が明らか
になりました。女性から指摘されるこ
とで男性も初めて気づき、より現実的
な防災対策が検討されるようになった
のです。実際に女性が加わり一緒に考
え行動することで、男性の意識も変わ
りました。身近な暮らしの中に「男女
共同参画」を考える手がかりがあります。
浅倉：さまざまな場面で、男性・女性の両方からの発想が必要だ
ということです。例えば、育児休業は女性が取るのは当たり前と
思われていますが、休業が昇進や昇給などに一切影響しないのか
どうか検証すべきです。私は、男性もとれるようにならなければ、
本当の意味で「職場との両立が保障される休暇」にならないので
はないかと思います。一方で、男性が育児休業をとろうとすると
上司の理解を得られない場合があるようです。男女どちらか一方
が壁にぶつかっているのではなく、同じ壁に両側からぶつかって
いるような感じですね。男性・女性という両方の視点が大切で、性
別役割という固定的な考えから離れて、一歩先に進む必要がある
と思います。

女性の数を増やせばよいのか
田辺：「男性も女性も意思決定に関与する」ということはわかりま
したが、「早稲田大学の男女共同参画」が何を目指しているのか、
認識を共有できていないように感じます。自分が男性だからかも
しれませんが、お互いに助け合いましょう、支え合いましょうと
いうことであれば実現できているようにも思えます。でも、男女
比率の是正といった話になると途端に自分たちではどうしようも
ない問題のように感じます。
村田：現在の早稲田大学を男女比率で客観的にみると、国際的に
は遅れていると言わざるを得ません。ですから、学生と職員は５
割、教員については３割を女性比率の目標値として掲げて実現の
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方途を探っていることはとても重要なことだと思います。研究者
についていえば、理工系分野では一般的に女性の割合が少ないと
言われていますが、海外の学会では、分野によっては女性の方が
多いと伺ったこともあります。座長が女性ということも普通で、女
性が少ないと感じることはあまりないようです。大学の構成員一
人ひとりが、日本や早稲田の状況を客観的に認識しないといけな
いと思います。
浅倉：科学の世界は中立だとされてきましたが、「誰が科学に携わ
ったか」は非常に重要で、男性だけの世界では学術・科学の発展
や深化に限界があるということが徐々に明らかになってきていま
す。日本の人文・社会科学、生命科学、理学・工学の全分野の科
学者約84万人を代表する機関である日本学術会議でさえも、80
年代から90年代頃までは、210名の会員のうち女性が1、2名と
いう時代でした。それが「女性を3割に」という数値目標を掲げて
やってきて、ようやく変化の時代が訪れました。

崎山：数から入ることではないかもし
れませんが、管理職についても、女性
の数が増えることにより組織の考え方
も変わりますから適正な比率になるべ
きですね。
浅倉：管理職は組織の意思決定をする
立場にありますから、女性も積極的に
就いてほしいと思います。
村田：2013年度に実施した「早稲田
大学の男女共同参画に関する意識・実

態調査」の報告書から、年齢が高い男性教職員の回答率が一番低
く、この問題に関心が低いことが読み取れますが、現在役職にあ
り早稲田大学の意思決定に関わっている大半は男性で、教員も職
員も回答率が一番低い年齢層です。大学全体を変えるためには、こ
の層の意識改革とともに、意思決定の場に女性が参画していくこ
とが重要です。
浅倉：具体的な数値目標を掲げることは大切だと思います。「ポジ
ティブアクション（積極的是正措置）」を推進するには「ゴール＆
タイムテーブル方式」が効果的であると言われています。現状分
析を行って、何年後には○％まで引き上げると目標を設定する。そ
うすると、なぜ比率が低いのかを分析して、何が障害になってい
るのかを明らかにしなければなりません。小さな問題の一つひと
つをどうやって解決するか、方策をたてながら常に考えていくと
いうやり方です。一定の時期までに目標値を達成できなかったと
しても、残った問題を再考して、さらに新たな目的や手法を考え
ていくというように、目標と手段を常に検証していくわけですね。
崎山：「ポジティブアクション」の導入については反対もあるよう
ですが。
村田：「ポジティブアクション」が正しく理解されていないのでは
ないかと思います。これについては今後の課題ですね。
浅倉：「ポジティブアクション」は、「女性であれば誰でもいいか
ら採用（登用）する」ということではありません。定められた一定
の資格基準を満たす女性がいれば積極的に採用（登用）するという
ものであって、基準自体を引き下げるものではありません。ただ
し、女性と男性の間には、妊娠・出産するかどうかという大きな
違いがありますし、現状では、まだ多くの場合、女性が「家庭」で
の役割の大半を担わざるを得ず、それに伴う業績の空白や少なさ
に対しては考慮する必要があるかもしれません。「大学を出て最短
期間で業績を上げる者がもっとも優れている」という画一的な発
想を変えていく必要がありますね。
崎山：「ポジティブアクション」と「アファーマティブアクション」
という言い方がありますが、違いはありますか。
浅倉：一般的には、「ポジティブアクション」はヨーロッパで、「ア

ファーマティブアクション」はアメリカやカナダで使われてきた
言葉ですが、両方の意味は同じだと思います。その中に多様な形
態のものが含まれています。中でもよく批判の対象になっている
のは、雇用や採用時の割当制、いわゆる「クォータ制」というも
のです。クォータ制は、管理職の４割を女性にする、というよう
な具体的な数値を「強制的に」実現するものですから、男性に対
する逆差別という反発を受けることがあります。しかしこれは、先
ほど申し上げた「ゴール＆タイムテーブル方式」で目標としての
数値を掲げることとは違うものだと思います。誤解のないよう使
い方に気をつけないといけません。
笹渕：現在、早稲田大学の「Waseda Vision 150」の中には、
教員・職員・学生それぞれに数値目標がありますが、対策はそれ
ぞれで考えるべきでしょうか。
村田：例えば理工学術院では、以前から教員・職員が協力して理
工系分野へ進学する女子学生の増加を目指し、高大連携の一環と
して女子高生との合同講義など、さまざまな取り組みを行ってい
ますね。
浅倉：それぞれが自分たちのことだけを考えるのではなく、大学
では、教員・職員・学生という構成員は三位一体と言えますね。教
員は、研究や教育として男女共同参画やジェンダーを取り上げま
すが、男女の職員がワークライフバランスのとれた働きやすい環
境であることは、教員にとっても重要なことです。そして教員自
身が働きやすい環境を作らなければ良い教員が応募してくれませ
ん。大学の教員・職員が生き生きと働く職場になれば、これから
社会人となる学生に対してもロールモデルを示すことになります。
1つの問題を、全員が多角的な視点で見ていくことが必要ですし、
1人が気づいただけでは物事は進まないので、1人が感じたことを
皆で共有するようにしていかなくてはいけません。
村田：大学には社会的な役割がありますから、「早稲田大学の男女
共同参画」を大学の中だけの問題として捉えず、取り組みを外に
向けて発信することも重要です。また、大学は教育機関ですから、
単に女子学生の数を増やすだけでは不十分です。「男女共同参画」
についての正しい理解を得られるような教育を行うことや、卒業
後に社会人としてさまざまな場面で意思決定に参画し、社会の方
向性を変えていける人材に育成することも「大学の男女共同参画」
が担う重要な課題です。

総論には賛成でも、各論になると反対する人も
笹渕：女性が増えるのはいいけれど、同
じ職場で女性が育児休職や育児時間を
取る分、男性や子どものいない人の負担
が増えて困るなど、男女共同参画の趣旨
には賛成でも、身近に大勢いるとなると
反対、という空気もあるようですが。
村田：2013年度の調査では、若い世代
の男性に負担がかかっているという結果
が出たようですね。そういうこともきち
んと問題として捉えるべきではないでしょうか。
崎山：管理職の立場から現場をみていると、育児のため働く時間
に制約があり、突然休まざるを得ないことも想定して仕事をして
いる職員の集中力は高く、それが仕事に良い影響を与えている面
もあります。男性でも、「負担だ」と思う職員ばかりではないと思
います。職員について言えば、職場内の理解を促すため、管理職
が積極的にメンバーと話すことが大事なのかもしれません。誰も
がワークライフバランスを保てるような職場環境にすることが、管
理職の重要な役割ですね。
浅倉：女性が社会に参画する時に障壁となってきたのが、長い間、
女性が担うものとされてきた家事、育児、介護、地域社会への参
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加などの「家庭」での役割でした。そこで「ワークライフバラン
ス（仕事と家庭の調和）」という考え方が登場したのですが、これ
は子育て中の女性だけの問題ではありませんね。男性が仕事の割
合を減らして家庭や地域社会への参加も担うことは、同じように
重要です。また、健康で豊かな生活を送るという点では、独身者
や子どものいない人にとっても「ワークライフバランス」が大切
ですから、これは特定の人だけの問題ではないと思います。
田辺：同僚が休んで周囲の負担になるのは、育児に限ったことで
はないと思います。長期の研修や出張、病気や怪我による不在と
いうこともあります。子育てや介護だけの問題として捉えずに、

「誰でも」「いつでも」起こり得ることとして、負担軽減のための
体制や仕事のシェアの仕方を考えていく必要があるのではないで
しょうか。
浅倉：これを機に日頃から仕事を皆でサポートできるシステムを
構築するといいですね。
崎山：私が若い頃は女性の仕事は男性とは区別され、戦力とは見
なされていなかったので、男性からそのような声があがることは
なく、むしろ、「男性と同じ仕事をさせてほしい」と働きかけない
と同じ仕事を与えてもらえないという時代でした。少しずつ男女
共同参画が浸透し、女性も男性と同じ仕事を任される環境にある
からこそ、男性からそういう声が上がるようになったと言えるの
かもしれませんね。
浅倉：職場の問題を手軽に解決しようとすると、仕事ができる人
に負担がかかってしまいますが、それではいけないですね。手間
がかかる場合もありますが、仕事を分担し共有し、助け合えるシ
ステムにすることが必要です。早稲田大学はとても効率的で推進
力はあるのですが、個人に負担がかかり過ぎているように感じます。

早稲田大学におけるこれまでの取り組み
浅倉：2006年に、理系女性研究者の育成を目的とした文部科学
省の科学技術振興調整費を本学が獲得し、男女共同参画推進の活
動が本格的にスタートしました。3年間の事業終了後もこの活動を
継続させるため、2007年10月に「早稲田大学男女共同参画宣言」
を発表して「男女共同参画推進室」を立ち上げ、私は労働法やジ
ェンダー法を研究していたこともあり、初代の室長を務めました。
翌2008年には、2018年までの中長期計画「早稲田大学基本計
画」を策定したのですが、当時はまだ学内から理解を得るのが難

しかったように思います。その後、鎌
田総長のマニフェストの中に「男女共
同参画」が 入 り、男女共同参画担当理
事が誕生しました。そして、2032年
までの20年間の中長期計画「Waseda 
Vision 150」の中で「男女共同参画と
ダイバーシティの推進」が謳われました。
田辺：早稲田大学の男女共同参画の活
動は、1つの補助事業から立ち上がった
のですね。
浅倉：古い時代まで遡れば、大学創設期の先人たちによる、女性
への高等教育の門戸開放に向けた取り組みなどもありますが、今
のような男女共同参画の取り組みが本格的にスタートしたのはつ
い最近のことです。現在は大学全体として取り組んでおり、推進
室が設置された初期の頃に比べれば刮目すべき進展です。早稲田
の良いところは、男女共同参画推進室の立ち上げを検討していた
頃、「研究者だけでなく、職員も一緒にやっていこう」となった点
でした。科学技術振興調整費は女性研究者だけを対象としていた
のですが、学生・教員・職員と大学を構成する三者が「男女共同
参画」を理解しなければダメだという認識を共有できたことはと
ても良かったと思っています。
崎山：最近は、さらに進んで「ダイバーシティ」という言葉も使
われるようになりました。Vision 150でも「男女共同参画・ダイ
バーシティの推進プロジェクト」が設けられています。多種多様
な意見があり、視点も異なるからこそ、新しい発想やチャレンジ
精神が生まれる。今は女性に焦点が置かれがちですが、これから
は外国の方も含めさまざまなバックグラウンドをもつ人たちが共
に考え、意見を出し合い、それぞれが活躍できる大学を目指して
いかなくてはなりませんね。

▲田辺さん

▲前段左から、村田教授、浅倉教授
	後段左から、崎山さん、月田さん、
笹渕さん、田辺さん（以上、広報調
査部会委員）

▲2014年6月25日		大隈会館N203会議室にて

　2014年7月18日、ランチョンミーティング「文系研究者を目指
す女性のみなさん集まれ！」を開催しました。今回は文学学術院教
授 渡辺愛子先生を囲み、学部1年生から博士後期課程までの研究職
志望の女性が集いました。渡辺先生は1人ずつの質問に耳を傾けなが
ら、ご自身のキャリアの軌跡や研究職と結婚・子育ての両立、仕事・
家庭で工夫されていることなどを具体的にお話しくださいました。参
加者からは「具体的な体験談が聞けてよかった」、「同じように研究
者を目指す方に出会えてよかった」との声が寄せられました。
　また、7月31日には、昨年も好評だった「メンタルヘルスワーク
ショップ」を開催しました。文学学術院非常勤講師 相馬花恵先生に
よる、ストレスと上手につき合うための講義とマインドフルネス・
ヨガの実習が行われ、講義からの気づきの後、参加者全員が勉学・
仕事からひととき離れ、リラックスした時間を味わいました。「ヨガ
がゆっくり心と体に効く内容だった」、「シンプルなことで思った以
上に大きな落ち着きが得られた」などの感想が寄せられ、今回も満

足度の高いワークショップとなりました。
　男女共同参画推進室ワークライフバランス・サポートセンターで
はキャリア形成、ワークライフバランス支援のための講座、交流会
を開催しています。ぜひご活用ください（詳細は、推進室Webサイ
トをご確認ください）。

各種講座・交流会を開催しています

▲交流会
とても和やかな雰囲気の中、渡辺
先生の体験談に聞き入る参加者
のみなさん

▼メンタルヘルスワークショップ
相馬講師の心地よい誘導で、マイ
ンドフルネス・ヨガを体験中



─ 4 ─

編集・発行

早稲田大学
男女共同参画推進室
［早稲田キャンパス］
TEL:	03-5286-8572
FAX:	03-5286-1429
［西早稲田キャンパス］
TEL:	03-5286-8482
FAX:	03-5286-8498
e-mail:	sankaku-office@list.waseda.jp

○「さんかくニュース」について、さらには早稲田大学における男女共同参画推進に
ついて、ご意見や話題がありましたら右記までお寄せください。

○ワークライフバランスのロールモデルとなるような教職員・学生をご紹介ください。

『いざという時のためのワークライフバランスサポート案
内』と、専任教職員用『早稲田でも進めています男女共同
参画』の2種類があります。ご希望の方は、若干在庫があ
りますので、右記の推進室までご連絡ください。

募集しています

リーフレット配布中

理工学術院准教授　膳場　百合子

　単位を取り終え、博士論文の執筆のみを残す時期は、出産の好機らし
い。大学院時代にそんな説が流れていた。「論文は自分のペースで書ける
から、研究と育児が両立できる」という理屈はもっともらしく聞こえた。
私は説が推奨する時期に第１子を出産した。
　はたして産後間もなく、最初の危機が訪れた。出産は済んだが、気持
ちが論文に向かわない。新しい命を育てることは圧倒的に尊く重大に思
えてくる。それに、赤ちゃんの様子は心を奪う面白さだ。動物のように
泣いたかと思えば、急に哲学者のような顔で遠くを見つめたりする。私
は赤ちゃんが気になって、論文が書けない。机に寄りつかなくなった私
を夫が懸念し、私も、両立とほど遠い方向に邁進していく自分に将来は
無いことを確信し、産後3週間ほどですっかり落ち込んでしまった。両
立に挫折し、結局、保育所を利用することにした。週5日保育所を利用
したら生活がスムーズに回った。
　子どもが1歳半のとき、第2の危機が訪れた。夫のサバティカルに合わ
せて私も大学院を休学し、客員研究員として2年留学したのだが、留学
先の保育所が高くて、子供を週3日しか預けられなくなった。留学先で
は、論文執筆に加えて週3コマほど参加したいコマ（ゼミとコロキアム
と研究会）があり、週3日の保育では明らかに足りず、途方にくれた。い
ろいろ考えた末、1週間の残りの4日を夫と半分ずつ分担して育児するこ
とにし、互いに週5日動けるようにした。家族全員が揃う時間が犠牲に
なってしまったが、滞っていた研究が進み、楽しい2年間だった。夫も
ほっとしているようだった。
　第3の危機は、帰国後、4年ほどして早稲田大学に就職が内定した後、
起きた。帰国後の4年間は平穏で、学位がとれ、投稿論文も通り、3つの
大学で非常勤講師をしながら私は第2子を出産した。早稲田に内定した
際、第1子は小2、第2子は2歳だった。着任を控えて準備にいそしんで
いたところ、上の息子が川崎病で入院し、母が血栓で入院し、下の息子

の保育園が見つからない、と
いう出来事が次々に起きた。
何とか全部解決し、着任でき
たが、授業準備で必死の初年
度が終わったころ、川崎病が
完治したはずの上の息子が、
川崎病の入院ストレスが原
因 で、今度 は 慢性疲労症候
群という別の病気になり、学
校に通えなくなった。体の疲労だけでなく、気分障害と記憶力の低下が
見られ、利発だった息子は別人のようになった。小学校のドリルの漢字
の転写すらままならない。息子は、将来どうやって生きていけるのか。
図工が得意だから家具職人ならなれるかもしれない。そんなことを真剣
に考えた。医者は4年ほどかけて治る、と言っていた。私と夫は大学の
授業を互い違いに組み、交代で息子を看ながら、息子に良さそうなこと
は何でもした。楽しそうな学校行事はできるだけ参加できるよう、環境
を整えた。息子が発症してから小学校を卒業するまでの2年間、夫は小
学校の学級代表、山形県の小学校との交流委員、地域の子どもバンドの
講師、PTA役員、卒業対策委員、など、常に３つくらい子ども関連の役
職を兼務しつづけ、結果として地域の父母と親しくなり、学校の情報を
得やすくなり、多くの人々から応援してもらえるようになった。私は健
康情報に詳しくなり、疲労回復に効く食材を組み合わせた料理を作るこ
とに情熱を燃やし、料理だけでは飽き足らず、サプリメントなどの健康
食品を買い求め、通信教育や家庭教師の力を借りて、息子の勉強を補助
することに努めた。運動もした方が良いので、息子2人とついでに自分
も水泳教室に通った。情熱を燃やした甲斐あって、息子は医者の予測し
た4年ではなく、2年半で回復した。
　最後の危機を脱して1年余りが経つ。中学2年になった上の息子は私の
身長を超え、最近、声変わりもした。先日、外から電話してきた時は、
オレオレ詐欺かと思った。上の息子と小3の下の息子は仲良しでしょっ
ちゅうじゃれている。平和だ。夫も私も少しずつ落ち着いて仕事ができ
る感じになってきた。でも、何かが以前と違う。以前は仕事のために育
児をアウトソーシングしたり、家族の時間を削ったりできたが、家族の
たどった歴史を思うと、今はなかなかそういう気にはなれない。本当の
両立はきっとこれから始まる。

両立人生が待っている
連載：ワークライフバランス挑戦中！

▲	2007年　下の息子と私

▲	2010年　上の息子と夫

略　　歴：東京大学文学部卒業。東京大学大学院人文社会系研究科にて、
修士と博士の学位を取得。博士課程在籍中に休学してスタン
フォード大学心理学部客員研究員。2009年本学理工学術院
（創造理工学部）専任講師、2012年より現職。

専門領域：社会心理学
家族構成：夫と息子（13歳と8歳）の4人家族。


