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テーマ設定  

首都大学の社会福祉学分野を学んでいる人を対象に、各々がこの分野

に進んだことは何が起因しているのかを調べた。  

 

動機  

今社会福祉は注目されている分野であり、イメージが湧きやすい分野

でもあるが、どのような人が社会福祉を学んでいるのか、それに関連

性はあるのかという疑問があった。社会福祉を学んでいる人といえば

優しい・穏やか・地味というイメージが多いように思われるが、実際

に首都大の社会福祉分野に所属する人を見てみるとそれに当てはまる

人もいればそうでもない人もいる。みなが社会福祉に進んだ理由はそ

の性格や育った環境によるものなのか、またそれらにどのような関連

性があるのかを調べるため。  

 



 

 

  

 

 

【Ａ】

□男 □女

小学校以前:

中学～高校:

現在　　　　 :

　　　 なお、ここでの項目は本学で開講されている講義を分野として設定しております。

□公的扶助 □高齢者福祉 □障害福祉 □児童・家族福祉

Q1,Q2までは当てはまる項目の□の中にチェックを入れてください。

　Q4:「Q2」でお答えいただいた分野に興味をお持ちになったきっかけをお答えください。

社会福祉学基礎演習Ⅱにおける授業用アンケート

安定した生活☆ALL STARS

このたびは、木曜日２限「社会福祉学基礎演習Ⅱ」内における最終報告のための社会福祉専攻専用のアンケートを実
施することとなりました。皆さんには社会福祉専攻として是非回答のご協力をお願い致します。

私たちの班では、我々社会福祉学専攻の人間が如何なる背景をもってそれぞれの福祉分野に興味を持っているのか
調査するべく【Ａ】皆さんが興味をお持ちの分野に加え、性別、家族構成、きっかけ、それから【Ｂ】性格診断テストへの
回答をお願いたします。なお、このアンケートは個人情報の保護のため、匿名かつ、本講義内の発表の参考資料として
以外の用途での使用は一切致しません。

こちらでは皆さんが興味お持ちの福祉分野と皆さん自身についてお聞きします。

□社会福祉法制 □地域福祉 □国際福祉 □その他(                                 )

Q3,Q4は自由記入欄となっています。

　Q1:性別

  Q3:家族構成

　Q2:皆さんが興味をお持ちの分野を最大２つまでお答えください。



 

 

 

 

 

 



アンケート調査報告  

 

私たちの班では、8 期社会福祉学生がどの分野に対して興味をもち、

その理由と、その他の項目がその興味分野の選択に影響を与えている

のではないと仮定し、「性別」「家族構成」についての質問、それから

「性格」分類テストを作成、これを実施した。  

 

アンケート調査方法  

 

日時  ：11 月 21 日木曜日  午前 11 時～12 時  

対象  ：第 8 期社会福祉学専攻学生  

調査方法：アンケートの直接手渡しとその場での回収  

回収数 ：23 枚（回収率 100％）  

 

アンケート概要  

 

まず性別の違いから来る興味分野に違いが生じるのかを調べるために

「性別」の項目を設けた。結果については後記の○○p を参照。  

 

続いて「興味分野」を設けた。項目は現在首都大学東京で開講されて

いる講義をそのまま項目名とした。  

※「社会保障論」についてアンケート製作段階で加えそこなったため、

「その他」の項目に自由記入という形となった。  

 

次に、これまでの家族構成が本人の興味分野に影響を与えていると仮

定し、「家族構成」について「小学校以前」「中学校～高校」「現在」の

3 つの時期に分け、それぞれの間の変化にも着目し調査した。  

 

最後に「性格」がもたらす影響を調べるべく、世界で最も利用されて

いるといわれる性格分類診断を行った。集計の都合上今回は 4 つの質

問だけですむ簡易版を実施した。  

このテストによって性格を 16 個に分類し、さらに統計しやすいように

４つの大きな分類に分けて集計を行った。  

 

性格分類診断テストについての詳細は後述。 (p) 



 

以降は実施したアンケートの結果を集計したものである。  

 

有効回答 23、内訳  

 

 

(※ )今回のアンケートでは回答者に自分の最も興味のある分野を最大

2 つまで選択させ、その結果、1 つだけ選択したのが 7 人、２つ選



択したのが 16 人で合計回答数は 39 となった。  

 

 

 

 

(※ )「理由」の項目は自由記述回答形式  

「理由」の欄が空白の部分は「不明」と表記  

 

人との関わりが少ない
授業がわかりやすくて理解できた
よくテレビでみる
年保が注目されてる・学生の貧困や奨学金問題に興味あり・自分の家庭が低所得世帯だと思う
授業が面白い
年金や生活保護に関するもの、過去にあったそれらに関する事例とその結果に興味あり
前に入っていたｻｰｸﾙでの勉強会
授業を受けて興味持った
不明×2

長く祖父母と同居している
将来大事になりそう
祖母に育てられた

なんとなく
杉野教授が面白い・今まで見て見ぬふりをしてきたと考えた
授業がわかりやすくて理解できた
小さいころから障害を抱える人が近くにいた

ｳﾞｫﾗﾝﾃｨｱで安定しない生活環境に身をおく子供と関わった。
子供が好き・児童虐待の報道を見た
基礎実習で児童養護施設へ行った
テレビドラマを見て
テレビの特集・子どもの心理に興味がある
子どもが好き
なんとなく
将来のためになる・自分との環境の違いに興味あり
基礎実習を経て
基礎実習を経て

行政に興味があった
人との関わりが少ない
法律に興味がある
年金や生活保護に関するもの、過去にあったそれらに関する事例とその結果に興味あり

地域振興に興味がある
東日本大震災のヴォランティアにいったこと
特になし
街づくりや暮らしに関して幅広く取り扱っているから
母がﾍﾙﾊﾟｰで地域高齢者等の現状を伝えてくれる

特になし
特になし
外国に興味がある

分野

理由

公的扶助

高齢者福祉

地域福祉

社会福祉法制

児童・家庭福祉

障害福祉

国際福祉



 

 

 

 

(※ )「家族構成」の項目を集計するにあたり回答を元に回答者の家族

構成をまず現在が「一人暮らし」か否かで区分し、それぞれの中

で「父」「母」は『両親』 (今回の回答者は全員「父と母」或いは

「両親」と記入していたので )、「兄」「弟」「姉」「妹」は『兄弟』、

「祖父」「祖母」「祖父母」は『祖父母』でそれぞれ統一した。そ

してこれらの項目を組み合わせて成り立つ「現在一人暮らし」グ

ループの３通りとそれ以外の 3 通り、計 6 通りの項目を設定した。  

 

今回の集計では「一人暮らし」グループの中「現在」において「兄

弟」と同棲している場合も含めることとする。  

「一人暮らし」グループはこれ以降「変化ありグループ」、それ以

外を「変化なしグループ」と表記する。  

「変化ありグループ」は『「過去」→「現在」』の表記で家族構成の

変化を表すものとする。  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

性格診断テストについては次頁を参照。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中間報告ではおのおのの性格を説明出来なかった為、補足する。  

もともとこの性格診断は 16 の性格に分類される。集計を見やすくする



ため大きく 4 つに分類した。 

 

〈職人主義〉 

この気質を一言で表すと、衝動的だといえる。自由奔放で、食事の

時間もあまり決まっておらず食べたい時に食べ、遊びたい時に遊び、

目新しい商品やお店を試すのも大好きで、スリルを求めたりと冒険家

な一面もある。義務感や、理屈は重要ではなく、その瞬間自分がやり

たいからやるという感じである。放浪癖の域まで達している事もあり、

ふらりとあてのない旅に出てしまう事もあるという。好きなときに好

きな事をするのを信条としており、練習や準備をしたり、将来のため

に蓄えたりするのを好まず、アリとキリギリスでいえば、明らかにキ

リギリスである。しかしこのキリギリスは、時にアリ以上に念入りに

準備しているように見える事がある。好きなことであれば、他の気質

では考えられないほど長い時間、無心に取り組む事ができる。ただ当

人は準備やリハーサルをしているつもりは無くあくまで、やりたいか

らやっているだけという感じである。そして肉体的苦痛を我慢する力

に長けている。他の気質の者は、何かに向けて作業をする時、理由や

目的をつけて我慢し、そして後どれぐらいで目標を達成できるか考え

つつ進めていく。ところがこの気質は、目標に向けて作業していると

いう感覚が希薄なので、後どれぐらいで達成できるかと我慢する事が

ない。また目標に比べて遅れていたり、うまく進んでいなくても、自

分の能力を疑わず、その結果、他の気質が諦めてしまうような困難な

事でも、ひたむきに続けることが出来る。ただし職人気質にも苦手な

ものがある。義務、束縛、ルール、締め切り、準備等である。また変

化がない単調作業も苦手で、刺激を求めてわざと危なっかしい状況を

作りだしてしまう事もある。しかしこれら傾向が強すぎると、約束事

や予定を無視して気まぐれで行動する困った人物になる。  

義務や束縛を嫌う一方で、兄弟愛が強いという特徴もある。厳格な

上下関係は好まないが、同胞や趣味仲間に対しては非常に強い結束を

見せることがある。また貯蓄にあまり興味がないためか、手に入れた

ものは仲間と気前よくわけあって楽しむ事が多いとされている。  

 

〈合理主義〉 

合理主義者気質は、知性を追求し、能力向上に熱意をもやし、多くは

自然科学に強い興味を持っている。単に好きというレベルではなく、

知恵や能力を蓄える事そのものが生きがいだったり、知識と知識をつ



なぐのが大好きなので、本の虫だったり、深夜までネットサーフィン

をして知識を漁っている人も多いかもしれない。  

この傾向は幼い頃から現れ、機械、生物、天文などに関して、親を質

問漬けにして困らせ、しかも筋が通った説明をしないと納得しないと

いう気質もあるとされている。 

知恵の追求は生きがいであると同時に、一種の強迫観念としてつきま

とい、いくら能力を向上させても、決して満たされることはなく、よ

り自分に対する要求が高くなっていく。今のままでは駄目だ、もっと

知恵をもっと能力をと。実際には自己研鑚に励んでいる事もあり、特

に技術・理系のスキルでは高水準にある事が多いようである。一方で

周囲は無能で、自分の考えを理解できないから、他人には期待しない

傾向がある。また他人に出す要求も、自身が満足する水準（自分でも

困難な水準）のため、冷たく得体のしれない人物と思われてしまうこ

ともある。合理主義者気質は、仕事に生きるタイプであり、それも仕

事とは、楽しむためとか、製品を作るためにやるものではなく、仕事

に必要な知識やスキルを伸ばす手段だと考えている傾向がある。さら

に言えば遊びにも本気で、息抜きが健康によいと理論で理解するため、

きちんと計画をたて、書物を読み、数値を計測したりして、どう遊べ

ばより良いかと悩むこともある。合理主義者気質は人数が少なく、学

校なら 30 人のクラスで 3 人ほどです。そのため変わり者扱いされる事

も多いです。社会に出ると、この気質を見かける機会はさらに減るか

もしれない。というのも合理主義者気質は、営業、事務、販売、その

他サービス業といった人口が多い仕事には、ほとんど興味を持たない

ためである。この気質が好むのは、新しい理論や仕組み、アイデアを

考えたり、知性を使って何かを設計する仕事で、 IT、科学、建築、工

学、研究開発、クリエイター、高度な専門職などに集まる傾向がある。  

 

〈理想主義〉 

この気質は非常に風変わりな価値観を持っているとされている。それ

は人生の目的を探し、本当の自分になる事で、組織に属し認められる

事でも、自由に生きる事でも、知識を追求する事ではない。そして理

想主義者気質当人も、本当の自分が分からない事が多く、完璧で独創

的な本当の自分を追い求めて彷徨うのが、この気質の人生ともいえる。 

ただ理想主義者気質は、個性を発揮できない平凡な人生は意味が無い

と感じりことがある。独特の価値観をもち、世間と違う人生を送り、

かつそれが他人に認められたり、評価されたいと望んでおり、ユニー



クなだけでなく、それを人に認めてもらう事に意義を感じるので、対

人関係には惜しみなく時間とエネルギーを使ってゆく。自分の価値観

が認められるのであれば、見返りも求めず入れ込むが、人間関係を理

想化するあまり、失望したり傷ついてしまう事もしばしばあり、結果

として誰かに夢中になったと思ったら、周りからは大した理由がある

ように見えないのに、すぐに別の人に乗り換えている事もある。  

人間観察に興味を持っており、自分や他人の出来事をロマンチックに

考えるのが趣向がある。また未来志向なので、現在起きている事より

将来どうしたいかを気にかけ、とくに自分や他人の可能性を引き出し、

夢を実現する（してもらう）事に強い興味を持っていることがある。

人の役に立ちたいと考えている所は保護者気質と似ているが、こちら

は義務ではなく人間関係に焦点をあてている。褒めるのも褒められる

のも苦手な保護者気質と異なり、こちらは相手に共感してよく褒め、

また褒められるのも大好きである。周囲の人間関係を円滑にするのが

得意だが、逆に批判されると、他の気質以上に落ち込みやすいという

欠点もある。この気質は人口が少なく、学校の 30 人クラスに数人しか

いない計算になるという。しかし社会に与える影響は、それ反して大

きいものがある。作家、詩人、ジャーナリストは、理想主義者気質か

ら輩出される事が多いためである。 

 

〈保護者主義〉 

この気質を表すキーワードは奉仕、用意周到、組織への所属欲求、伝

統などがある。保護者気質はその名の通り、誰かのためになったり、

保護したいという強い欲求を持っている。いいかえると、自ら義務や

責任を負いたい。与えられる方ではなく、与える側になりたいという

事で、義務や責任がなければ、自分は人に役に立っておらず、どこの

組織にも属していない事をあらわすことになるからだ。奉仕したいと

いう欲求を持っていると同時に、それは義務だと考えている傾向があ

り、そのため感謝されても、表向きはあまり嬉しそうにしないという。

もちろん内心感謝されたいと思っているが、たとえ感謝されなくても

際限なく仕事を引き受けてしまい、限界を超えてしまう事もあるとい

う。 

用意周到で、備えあれば憂いなしを信条とし、多くはまじめで、将来

に備えてコツコツ貯金をしている。また溜め込んだ財産で、困った人

（家族など）を助ける事もあるという。まさにアリとキリギリスでい

うところのアリであり、キリギリスの方は、職人気質になるが、保護

http://4kisitu.com/sj.php
http://4kisitu.com/sp.php


者気質も職人気質も人口が多く、よく結婚相手に選ばれるため、いつ

の世もアリとキリギリスの物語が繰り返されるようになっているとい

える。 

冠婚葬祭や、地方の伝統行事、上下関係を重視し、勤勉さと集団行動、

社会規範を教える学校教育は、保護者気質のためにあるようなものと

もいえる。気質は４つに分けられるが、保護者気質だけで５割を占め

ると言われている。そのため、学校のような公共機関がこの気質向け

に作られていても不思議ではないといえる。  

保護者気質には、組織への所属欲求が強いという特徴もある。ここで

重要なのは、組織に属している事自体を大切にする点である。他の気

質は、自分の利益を考えて組織に属すが、保護者気質にとっては組織

に貢献したり、運営し存続させていく事、そこで社会的な生活を行う

事自体が重要なのである。安定した大きな組織を好むが、会社、家族、

クラス、部活など小さな組織も大切に長く運営していき、ちょうどい

い組織が身近になければ、同窓会やボランティア団体などを自分で作

る事もある。義務や奉仕を大切にするが、必ずしも優しいとは限らな

い。伝統と常識を重視するので、非常識な人や、規則を破る人にはき

つくあたったり、善悪二択で人を判断する傾向があり、相手を人前で

中傷したり、悔い改めるまで罵倒し続けることもあるという。また年

を取るほど保守的になるが、この気質の人口が多いからこそ、社会は

安定するともいえるかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

中間報告で指摘されたように、性格診断の比較対照を行った。上のグ

ラフは同一の性格診断を受けた人、約 145 万人のデータである。下が

社福内のグラフである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 全平均的には理想主義が多く、60％を占めている。その後保護者、

合理。職人主義と続いていくがそこまで大きい差はみられない。  

 次に社福内における性格割合を見ると、保護者主義が最も多くおよ

そ半分を占めている。次いで理想主義が多く約 40％となっている。  

 この比較から社会福祉学分野内においては努力をしたり、誰かの幸

福を願うタイプの人が多いようである。  

それに対し職人・合理主義が少ないことから社福内ではリーダーシッ

プをとったり、リスクをおかして行動を起こす人が少なく安定・安全

な策をとる保守的指向な人が多いと考えられる。  

次のグラフは社福内の男女における性格の割合をグラフに示したもの

である。どの性格でも大きな男女差はみられなかった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



小学校時代の生活が及ぼす影響に関する先行研究・論文  

 

本研究に関する先行研究の調査報告  

担当：中山知星  

 

 

1. 研究課題  

 

今回、私たちのグループは本学の社会福祉学分野の生徒を対象に社会福祉

学のさまざまな分野に関する意識・関心のアンケート調査を行ったが、母

数の少なさからあまりはっきりとした結果は得られなかった。しかしある

程度の傾向は把握することができたので、これらのアンケートから得た結

果を補足するものとして本研究に関連した先行研究を調査することにした。 

調査方法は、主に論文検索サイト「CiNii」を利用する。また、本学の図書

館にて文献の検索も合わせて行う。  

 

 

 

2. 調査実施結果  

 

 

先行研究その 1：社会福祉領域におけるアイデンティティ形成と職

業選択について  

山野美容芸術短期大学・美容福祉学科 原千恵子  

 

この論文は (1)青年のアイデンティティ形成と (2)青年の職業選択と

アイデンティティ形成の 2 部で構成されている。社会福祉施設職員

の養成校の学生を対象にアンケートを行い、人格形成と職業選択の

関わりについて調査したものである。アイデンティティは自己の核

心となるもの、自分についての一貫して変わらないものとの外界、

社会との融合をあらわすものである。アイデンティティの確立は青

年期の重要な発達課題であり、これを達成することで人は自立し大

人になることができるのである。この過程において、人は自分が誰

であり、どこへ向かおうとしているのかを把握し、社会的役割を自

覚するのである。このことから、アイデンティティの形成は将来の

職業選択に大きくかかわっているといえる。  



 

調査方法は福祉施設職員養成校生女性 182 名を対象にエリクソン

の発達段階に基づいて構成された 40 項目 4 件法でアンケートが行

われ、各項目 1～4 点に得点化され、結果は以下のようになった。

分析の結果、上位 6 因子は  

 

1. 自己確実性：己を信頼し納得し自分が今を生きていることの意味を

確認し、自分らしさを受け入れ人生の座標軸の中での自分の位置づ

けをもつこと  

2. 情緒安定性：者からの影響により、状況によっては自分の能力を発

揮できない。自信をなくし傷つく、すなわち状況から影響をうけや

すいか否か  

3. 自己制御能力：自分自身を思うように動かすことができるか否か  

4. 他者（異性）受容力：他者（異性）との親密な関わり  

5. 自己受容色：女性としての自分、人としての自分を受け入れていく  

6. 主体性：自分の行動力、積極性など実際的にどう生きていくか  

 

となった。この結果より福祉施設職員養成校生たちは人格形成につ

いて、自己がしっかりしていること、情緒が安定していること、自

己コントロールができること、他者を受け入れることができること、

自分を受け入れられること、主体性があることを重要な点と考えて

いることがわかる。自己受容よりの他者受容のほうが重要だと考え

られるのは、対人関係に敏感な現代の青年ゆえの結果であるか、あ

るいは社会福祉を選んだ人の特徴的パーソナリティということも

考えられる。  

 

また、このアンケートを回答した学生を対象に、再び別のアンケー

トが実施された。内容は、職業意思決定に関する質問であり、全

39 項目 4 段評価で行われた。また、これらの回答を分析したのち、

前アンケートによって得られた 6 因子との関係を分析することで

職業選択と人格形成の関係を明らかにした。  

まず職業決定の条件について、分析の結果以下の 8 因子が得られた。 

 

1. 労働条件：初任給の額、勤務時間、休暇や労働と報酬のバランスな

ど  

2. パーソナリティ要因：どうせだめだろうという気持ち、自分の能力



についての自信がない、成功を避けるなど  

3. 社会的価値観：学校の価値観・考え方や慣例、友人や仲間の価値観・

考え方や行動、ラジオやテレビ・映画・本・雑誌にあらわれている

価値観・考え方など  

4. 仕事の内容：仕事について専門が生かせること、家庭と仕事の両立、

職場の人間関係など  

5. 両親の影響：母親のありかたや考え方、父親のありかたや考え方な

ど  

6. 社会的経済的条件：家族の社会的・経済的水準や社会的経済条件な

ど  

7. 自分の価値観・関心：自分の価値観・ものの考え方や行動の仕方な

ど  

8. 仕事につける機会：仕事につける機会、努力や困難の克服  

 

この結果から読み取れることは、まず労働条件が寄与率で最も高か

ったということから、社会福祉領域の職業に対して過酷な仕事とい

うイメージはそれほどないということがわかる。また、自分の価値

観よりも社会的価値観が上位にあるという点から、外的な条件から

の影響を受けやすいということがわかる。現代の日本は少子高齢化、

虐待問題など福祉面でさまざまな問題を抱えており、福祉領域の職

業を目指す人たちにはそのような現状が職業選択に影響を与えや

すいのかもしれない。また、ボランティア活動の普及も大きく影響

しているのではないかと推測される。仕事につける機会が下位であ

るのは、楽観的というよりも、職業選択を行うにあたってあまり強

く意識していないのだろう。  

 



 

 

上図は二つの調査から得られた自分の確立尺度の 6 因子と職業選

択の決定因 8 因子を、これらの関係性を明らかにするために重回帰

分析した結果である。「労働条件」は〈他者 (異性 )受容力〉と正の

関係、「パーソナリティ要因」は〈自己確実性〉〈情緒安定性〉と正、

〈主体性〉と負、「両親の影響」は〈自己受容力〉と負の関係がみ

られた。以上の結果より、職業選択にあたって労働条件を重視する

傾向は他者 (異性 )受容力が高いことを予測できる。また、自分のパ

ーソナリティ要因を重視する傾向は、自己確実性、情緒安定性、自

己制御能力などを予測できた。これらの項目は「自己が確立してい

ること」を示しており、つまり青年期においてアイデンティティを

確立できた人といえる。パーソナリティ要因重視は、職業選択にお

ける重要課題とされる「適性」を重視する姿勢とも考えられる。し

たがって仕事が自分に合っているかどうかを選択の際に重要点と

考えることは人格の成熟を予測できることを示すといえる。また、

仕事の内容を重視することは情緒安定を予測できるという結果を

得た。仕事の内容について考えられるということは、自己について

も深く考え、そこから情緒の安定を予測できると考えられる。しか

し、仕事の内容重視と主体性尊重は負の関係を予測する結果も出て

いた。  

以上より、職業選択の際の決定要因は人格の成熟と多くの点でかか

わりがあることがわかった。  



 

 

 

 

 

 

 

先行研究その２：看護職・福祉職に対する学生のイメージに関する研

究  

聖隷クリストファー大学 松本浩幸・隆朋也・横川剛毅  

 

この研究は、聖隷クリストファー大学の看護学部・社会福祉学部の学

生を対象として「看護職・福祉職のイメージ」と、「看護職・福祉職に

必要だと思うもの」についての調査を実施し、その傾向を分析したも

のである。なお、今回は本研究に強く関連する社会福祉学部の結果に

ついてのみ取り上げる。  

 

調査方法は、聖隷クリストファー大学の看護学部・社会福祉学部の学

生 569 名を対象として各学部の学年ごとにアンケートを行った。アン

ケートの内容は、「看護職・福祉職のイメージ」として 30 項目、「看護

職・福祉職に重要だと思うもの」として 24 項目を挙げ、前者について

は 5 点から 1 点までの配点を全項目に、後者については順位づけをせ

ずに 5 項目を選択するように求めた。  

 



 

 

 

 

図 1 は看護職・福祉職に対するイメージを表す 30 項目につけられた 1

から 5 点の点数の平均値を学部ごとに求めた結果である。社会福祉学

部においては、「自己の健康管理が必要な」が 4.7 と最も高く、次いで

「ハードな」、「専門知識が必要な」、「体力が必要な」、「チームワーク

が必要な」が 4.6、「専門職」、「常に勉強が必要な」が 4.5 と高い得点

となった。一方、最も得点が低かった項目は「適当にやっていけそう

な」の 1.5、次いで「単調な」が 2.0、「事務的な」が 2.2 と続く。  

 

 



 

 

 

図 2 は「看護職・福祉職に必要だと思うもの」について 24 項目から

順位付けをせずに 5 項目を選択し、その割合を学部ごとに集計したも

のである。社会福祉学部においては、「専門知識」が 52％と過半数の

学生に選択され、最も高い数値を得た。また、「対象者理解」も 52％

と過半数に至った。一方で「ポスト」、「学歴」を選択した者はいなか

った。そのほか、「好奇心」、「リーダーシップ」、「キャリア」、「十分な

報酬」、「社会的評価」が 5％を割る結果となった。  

 

 

 

また、「看護職・福祉職に対するイメージ」30 項目について学部ごと

に因子分析を行ったところ、それぞれ 9 つの因子が見出された。なお、

社会福祉学部における「福祉職に対するイメージ」について見出され

た因子は、以下のとおりである。  

 



1. やりがい：重要な決定をする、献身的な、倫理的な  

2. 助け合い：愛のある、明るい、体力が必要な、チームワークが必要

な  

3. 対人支援：人の役に立つ、立派な、人権意識の必要な  

4. コ・メディカル：高度な技術が必要な、医師との協力が不可欠な  

5. 専門性：専門職、専門知識が必要な  

6. 重労働：ストレスの多い、就職口に困らない、ハードな  

7. 社会的評価：社会的地位が高い、高収入の  

8. 現場仕事：汚い、危険な  

9. 事務仕事：事務的な  

 

次に「看護職・福祉職に対するイメージ」と「看護職・福祉職に必要

だと思うもの」のそれぞれについて学部間、各学部男女間、各学部学

年間でクロス統計を行った結果、以下のようになった。  

 

まず社会福祉学部の「福祉職に対するイメージ」については、「清く正

しい」「献身的な」「倫理的な」といった観念的、精神的な項目に加え

て、「事務的な」が有意に高かった。「福祉職に重要だと思うもの」に

ついては、「奉仕 (の精神 )」「対象者理解」といった観念的な項目が有

意に高かった。  

次に社会福祉学部の男女間クロス集計の結果であるが、「福祉職に対す

るイメージ」では女性は「体力が必要な」が有意に高く、男性につい

ては有意に高い項目はなかった。「福祉職に重要だと思うもの」につい

ては男女間に有意差はなかった。  

学年間クロス集計の結果、社会福祉学部では学年間に大きな差はみら

れなかった。  

 

これらの結果から、調査の対象である学生たちは福祉職について総じ

てポジティブなイメージを持っていることがわかった。「福祉職に対す

るイメージ」の因子分析の結果、9 つの因子が見出されたことから、

彼らは福祉職に対して多次元的なイメージを持っていることがわかっ

た。また、クロス集計の結果から社会福祉学部では観念的な項目が有

意に高いことがわかった。これは「福祉職に必要だと思うもの」につ

いても同様である。男女間のクロス集計では、女性は男性よりも体力

を重要視していることが特徴的であった。一般的に看護職・福祉職は

不規則な勤務体制や援助対象者の移動や入浴など、身体的な負担が大



きい職業である。体力の重要視は、そのことを女性がより強く意識し

ていることのあらわれではないだろうか。また、社会福祉学部が創設

2 年目であることから調査対象者の人数の少なさにより、今回の調査

には限界があったということを補足しておく。  

 

 

 

先行研究その３：日本赤十字秋田短期大学介護福祉学科新入学生の意

向調査〔第 1 報〕  

立山正子 高橋美岐子 宮堀真澄 鈴木圭子  

 

 

この調査は、第一志望で入学した学生もいれば、そうではない学生も

いる中で、第一志望からの進路変更によって入学した学生たちはその

後の学習に影響しないのか、あるいは、心の問題は解決されるのかに

注目して行われた意向調査である。  

調査は日本赤十字秋田短期大学介護福祉学科 1 年次生 49 名を対象に、

入学の動機、資格を取ろうとした理由 (動機 )、第一志望満足・不満、

適性・卒業後の進路希望、将来の希望・抱負についての質問用紙を配

布し行われた。  

 

 

 



 

 

 

図 1 は、入学の動機について 25 項目の選択肢から 5 つ以内で回答を

求めた結果である。イ～へまでの動機が男子学生 55.6％、女子学生

60.1％といずれも過半数を占め、介護、社会への貢献を選択している。  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

表 1 は、介護福祉士の資格をとろうとした理由を自由記述から要約し、

まとめたものである。その結果、1．職業的重要性 (意義 )、2．資格と

将来性、3．社会への貢献、4．自己の成長、充実をめざして (以下略 )

に要約することができた。  

この表から、生徒たちは福祉関係の職業や資格に強く関心を持ってい

ることがうかがえる。  

 



 

 

 

また、上の表は第一志望と第一志望でなかった学生の割合を示すもの

であり、7 割以上の生徒が当大学を入学した際は第一志望ではなかっ

たことがわかった。  

 

 

 

図 2 は介護福祉士の仕事をしていくためにどのような条件が重要だと

考えるかを 16 項目の選択肢から 5 つ以内で回答を求めた結果である。

男子学生はイ．専門的知識技術、ロ．やさしさ、親切さ、親しみやす

さ、ト．明るさ・活発さ、チ．理解しようとする態度が多く、53.4％



を占めていた。女子学生はイ．専門的知識技術、ロ．やさしさ、親切

さ、親しみやすさ、ハ．責任感、ニ．忍耐、根気、気力の順で 58.1％

であった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 は卒業後の進路希望を選択肢 20 項目から 2 つ以内で回答を求め

た結果である。卒業後の進路希望については、男子学生にはばらつき

が多く、女子学生もさまざまな回答を得たが、いずれにせよ多くの学

生が介護福祉系の職業を希望していることがわかった。  

 

 

今回の調査の結果、当大学を第一志望としてない学生が過半数を占め

るなかで介護福祉職に対する関心や意欲が強くみられたことから、第

一志望であるかどうかに介護福祉士指向に影響する要因はみられなか

った。また、多くの学生が重要な仕事、資格とそれに期待、それを持

って社会に貢献、人間相手、自己が成長・充実できる仕事として介護



を認識し挑戦する意向を示していた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 考察・まとめ  

 

 

今回、本研究に関連する先行研究を 3 つ紹介した。この 3 つの研究におい

て、福祉を学ぶ学生の考えにさまざまな角度からふれることができ、多く

の新しい発見をした。まず自分が最も印象に残ったことは、福祉を学ぶ学

生の多くは将来の自身の就職先を見据え、さらに、福祉職に最も重視され

ることは専門的知識や技術と答えていることから、大学で必要な専門的知

識や技術を身に着け、自身の将来に生かそうと積極的に考えていることが

感じてとれたことだ。また、世間では福祉系の職業は「つらい」「きつい」

「給料が低い」など、マイナスなイメージでとらわれがちだが、福祉を学

ぶ彼ら自身は特にそのようなイメージは持っておらず、むしろ社会的貢献

のため、あるいは自己の成長・充実のための場として福祉職を目指す者が

多かった。自己受容よりも他人受容を優先する傾向や、福祉職に優しさや

親切さが重要だという考えを持っていることから、相手を思いやる気持ち

を大切にし、相手のために自分を犠牲にしようとする性格の持ち主が福祉

を学ぶ学生の一つの傾向ではないかと考えられた。また、自分の価値観よ

りも社会的価値観を重視する傾向があることから、社会の現状にしっかり

目を向けてのために自分がどのように社会に貢献すべきかをしっかり見据

えている学生が多く、青年期の重要発達課題である自己の確立をある程度

達成できているという点も見てとれた。  

今回の先行研究の調査においては、社会福祉学の分野ごとの傾向や、学年

を経るごとに意識や考え方は変わるのか、という点についての研究は見つ

けることができなかった。しかし、社会福祉学を学ぶ学生の大まかな性格・

傾向がつかめたという点でこれらの研究は大変参考になった。このような



研究が進めば、社会福祉学、あるいは福祉系の職業の発展、促進において

も大きなプラス要素となり得ると思うので、自身がそのような研究に関わ

れたことは大変大きな経験であり、今後も関わっていきたいと思うと同時

に、今後さらなる研究が進むことに期待したい。  
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全体のまとめ  

                   担当：新谷侑平 清水里江  

 

 最後に、改めて今回の私たちの班での研究を簡単ではあるが振り返

っていく。  

 

「ここでしかできない研究をしたい！」「社福を対象にした調査をした

い！」というコンセプトの下、私たちは今回のテーマを選んだ。実は

テーマ設定に大幅な時間を費やし、産みの苦しみを嫌というほど味わ

った。  

 この大学のシステム上、私たちは最初から社会福祉学を勉強しよう、

と志して入学してくるとは限らない。事実大半の学生が大学に入って

から社福という分野を選び、希望のコースに行けず第二希望で社福に

やってくるという人、社福に来たけど福祉に興味はないという人も中

にはいる。福祉に興味がないという人は例外として 2 年生でみなほぼ

横一線のスタートということだ。そのような要因もあって 2 年前期の

授業の内容や、その先生から受ける影響が社会福祉の中での分野選択

にとって非常に大きかったように思う。男子が公的扶助方面に興味を

持つ理由などその最たるものであった。アンケートでは家族構成を調

査したが、それも分野選択に際して相当の影響はあったと思われる。

しかし大学に入って、１年経ってから社会福祉を選択しているという

点をもう少し重く見て、アンケート内容をもっと大学に入学以後の要

素を多く取り入れるなど工夫できたのではないかと考える。心理テス

トを用いたアンケートは若干取って付けたような形になってしまった。 

 また社福を対象にした調査をしたい、というコンセプトは敷いてい

たが自分たちの学年だけに留まってしまったのが反省である。単純に

母数が少ない調査になってしまい一般的な結論を得るには不十分であ

った。時間の都合と言ってしまえばそれまでだが、社福の先輩方や先

生方も巻き込んで協力を仰ぎ、もう少し規模の大きな調査ができれば

よかった。（新谷）  

 

 

同じ社福で勉強するコミュニティに所属する私たちだが、どんな分

野に興味関心を寄せているのかは案外お互いに知らないまま過ごして

きた。ならば調べて明らかにし、性格や家族構成からどのような影響

を受けているのかを考えよう、という考えからこの研究するに至った。 



 

 現在社福 2 年生を対象としてアンケートを実施（詳細は前ページで

あげた通り）。各々の性格を大まかに掴むために世界で最も利用されて

いる方式の簡単な心理テストを採用した。調査結果を集計する前に、

大人しいタイプのどちらかと言うと影で支えるタイプが多そうだと予

想をしていたが、その予想にほぼ近い形で保護者気質が半数であった。

このように予想していた理由としては、福祉という社会的には弱者と

いわれる人たちを取り上げる分野に関わる人たちなので穏やかな平和

志向のタイプが多いのではと思っていたからである。他の誰かの幸福

を願う人たちが多い一方で、リーダー気質の人は少数派である。この

ことから高姿勢でアグレッシブな性格をもち合わせている人はほとん

どいないのがわかった。  

  

それぞれがどの分野に興味があるかを回答してもらったが、男女によ

る違いや性格による違いなど様々な相違点を見つけることが出来た。

性格により興味分野の分布にも偏りを見いだせた。これまで約 1 年、

社福で学んできて授業を受けた結果興味をもった分野がある人も複数

おり、授業・先生による影響が少なからずあることもわかった。社福

で学ぶ前にはさほど興味がなかったかもしれないが、日々刺激を受け

新たに興味を抱いた人も多い。学べば学ぶほど視野が広がり、今後の

進路にも影響が及ぶかもしれない。  

 

 先行研究では、社会福祉学を学ぶ学生の性格・傾向を知ることがで

きた。相手を思いやり福祉を通して自己の確立・社会貢献をしようと

考える学生が多い。社会の一員としてどのように関わっていくのか明

確な意識をもっている。  

 

将来、福祉に携わる人もいればそうではない職に就く人もいるであ

ろう。これから 3 年になり、各人の性格や周囲（家族・友人・先生等）

との関わりによって進路を考えたり、社会のメンバーとしていかに他

人と付き合ったりするのか、向き合っていくのかを考えていく段階に

あるのだと思う。物質的にも精神的にも環境が与える力は大きく、自

己の形成に大いに関係する。要素が断片的に独立しているのではなく、

要素通しが刺激し合い継続的に相互作用しているのである。  

 

社会福祉を勉強していく中で多様な意識や考えを各々身につけてい



っているが、各々が自分なりの意識をもち興味を抱きながら（時には

興味分野が変遷する場合もあるかもしれない）今後の生活に関係させ

ていくのではないかと思われる。（清水）  



イクメンから見る育児休暇のあり方 

すべらない遅刻 

森越晴菜 

柴田愛実 

長石潤 

瀬尾緑 

依田彩那 



イクメンから見る育児休暇のあり方  

すべらない遅刻（森越晴菜、柴田愛実、長石潤、瀬尾緑、依田彩那）

 調査目的

私たちのグループでは、テーマを考える際に、以前「イクメン」という言葉

が流行っていたことが話題に挙がり、男性の育児休業について調べてみたとこ

ろ、男性で育児休業を取得したいと考えている人は少なくはないにも関わらず、

実際育児休業を取得できる人はほんの一握りであることや、職場内における問

題など、様々な課題を発見した。そこで私たちは法律や、企業における制度な

どの面から育児休業について理解し、そして日本における育児休業に関する課

題とは何か、考えることにした。また、社会福祉制度が充実している国におけ

る同制度を参考にしながら、どのような育児休業制度を築くべきであるかとい

うことを大きなテーマとし、そしてこのテーマについて私たちのグループなり

の答えを出すことを目的として、調査を行った。  

第一章 育休とは何か（担当：森越）  

 この章では育休についてどういうものであるかを説明し、さらに法律的観点

から育休について述べた。  

 育児休業について

「介護・育児休業法」に基づいて定められたもので、原則として 1 歳までの

子どもがいる会社員に適用される。適用期間は産前産後休暇が終わった翌日か

ら 1 年間である。また、1 年を過ぎても子どもが保育所に入れない場合や、配

偶者が何らかの事情で育児できない状態になった場合には、申請すれば 1 歳 6

ヶ月まで延長することができる。  

[育休が適用される条件 ] 

① 同じ会社で 1 年以上働いている実績がある

② 子どもが 1 歳を過ぎるまでに予定の契約期間が終了せず、その後も継続

して働く予定の場合

また、2010 年 6 月から介護・育児休業法が改正されたことによって、「パパ・

ママ育休プラス」という制度ができた。  

 育児休業と育児休暇の違い

 育児休業：法律（介護・育児休業法）に基づいて実施される「育休」

 育児休暇：法律に基づかない「育休」



自営業者などの会社員以外の人には育児休業という制度がなく、そういった

人たちが育児を理由に仕事を休む場合には「育児休暇」という言葉を使ってい

る。その期間は、会社員とは違って金銭的な保障もない。  

 育児休業給付金

育児休業を取るママ・パパが対象となる。取得できる条件は、育児休業に入

る前に休業開始からの 2 年間のうち 11 日以上働いた月が 12 カ月以上あり、（そ

の間に転職している場合は、空白期間がないこと）、雇用保険の保険料を支払っ

ていることである。ただし、育児休業を取らずに職場復帰をする人や、育児休

業が始まる時点で育児休業終了後に会社を辞める予定の人は対象外。また、育

休中でもお給料が 8 割以上出る人ももらえない。また、給付金は雇用保険から

支給される。育児休業の取得期間は、基本的に１歳までであるが、保育所が定

員オーバーで入所待ちであったり、配偶者が病気や亡くなったりなどの「特別

な事情」がある場合のみ、最長 1 歳半まで取得できることになっている。育児

休業給付額の支給額の目安は月給の 5 割で、これを、通常は 2 カ月ごとに受け

取れる。  

[給付額について ] 

もらえる額の目安  ＝  休業前の給与の 50％  × 育休月数  

・給与は残業代なども含む（ボーナスは含まない）。休業開始前 6 カ月の平均。  

・休暇中に給料が出る人は給料の金額によって給付金が制限される。  

 育児・介護休業法の改正（平成 22 年 6 月 30 日施行）

 改正の目的

少子化対策の観点から、喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を

一層進めるため、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用

環境を整備する。  

(1) 子育て期間中の働き方の見直し  

改正前の状態  

  ・女性の育児休業取得率は約 9 割に達する一方、約 7 割が第 1 子出産を機

に離職。  

  ・育児休業からの復帰後の働き方が課題。  

  ・育児期の女性労働者のニーズは、短時間勤務、所定外労働の免除が高い。  

  ・子の看護休暇の付与日数は、子の人数に関わらず年 5 日。  

改正内容  

  ・短時間勤務制度の義務化：短時間勤務制度について、 3 歳までの子を養

育する労働者に対する事業主による措置義務とする。  



  ・所定外労働の免除の義務化：所定外労働の免除について、 3 歳までの子

を養育する労働者の請求により対象となる制度とする。  

  ・子の看護休暇の拡充：小学校就学前の子が 1 人であれば年 5 日、2 人以

上であれば年 10 日、とする。  

(2) 父親も子育てができる働き方の実現  

 改正前の状態  

  ・勤労者世帯の過半数が共働き世帯となっているなかで、女性だけでなく

男性も子育てができ、親子で過ごす時間を持つことの環境づくりが求め

られている。  

  ・男性の約 3 割が育児休業を取りたいと考えているが、実際の取得率は

1.56％。男性が子育てや家事に費やす時間も先進国中最低の水準。  

  ・男性が子育てや家事に関わっておらず、その結果、女性に子育てや家事

の負荷がかかりすぎていることが、女性の継続就業を困難にし、少子化

の原因にもなっている。  

 改正内容  

  ・父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長（パパ・ママ

育休プラス）：父母がともに育児休暇を取得する場合、育児休暇取得可能

期間を、子が 1 歳から 1 歳 2 か月に達するまでに延長する。父母１人ず

つが取得できる休業期間（母親の産後休業期間を含む。）の上限は、現行

と同様 1 年間とする。  

  ・出産後 8 週間以内の父親の育児休業取得の促進：妻の出産後 8 週間以内

に父親が育児休業を取得した場合、特例として、育児休業の再度の取得

を認める。  

  ・労使協定による専業主婦（夫）除外規定の廃止：労使協定により専業主

婦の夫などを育児休業の対象外にできるという法律の規定を廃止し、す

べての父親が必要に応じ育児休業を取得できるようにする。  

(3) 仕事と介護の両立支援  

改正前の状態  

  ・家族の介護・看護のために離転職している労働者が、平成 14 年からの 5

年間で約 50 万人存在。  

  ・要介護者を日常的に介護する期間に、年休や欠勤等で対応している労働

者も多い。  

改正内容  

  ・介護のための短期の休暇制度の創設：要介護状態にある家族の通院の付

き添い等に対応するため、介護のための短期の休暇制度を設ける。（年 5

日、対象者が 2 人以上であれば年 10 日）  



(4) 実効性の確保  

改正前の状態  

  ・妊娠や出産に伴う紛争が調停制度の対象となっている一方で、育児休業

の取得に伴う紛争はこうした制度の対象外。  

  ・育児・介護休業法は法違反に対する制裁措置がなく、職員のねばり強い

助言・指導等により実効性を確保している状況。  

改正内容  

  ・紛争解決の援助及び調停の仕組み等の創設：育児休業の取得等に伴う苦

情・紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委

員による調停制度を設ける。  

  ・公表制度及び過料の創設：勧告に従わない場合の公表制度や、報告を求

めた際に虚偽の報告をした者等に対する過料を設ける。  

 

 育児休業取得後の給料  

会社は、法律において、育児休業取得者の賃金を復帰後の一定期間減額したり、

賞与について不利益な計算を行ったりするなど、育児休業をしたことを理由と

する不利益な扱いはできないとされている。  

 

[育児・介護休業法 21 条 ] 

事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定

めるとともに、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。   

一   労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項   

二   育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する

事項   

三   前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項   

事業主は、労働者が育児休業申出又は介護休業申出をしたときは、厚生労働省

令で定めるところにより、当該労働者に対し、前項各号に掲げる事項に関する

当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければならない。  

 

[育児・介護休業法 10 条 ] 

事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、

当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。  

なお、不当な扱いを受けた場合は、都道府県労働局雇用均等室に相談するこ

とができる。労働局では、相談に応じて、  

①  明確な法令違反については、事業主に対する行政指導   



②  中立的な立場での労働局長による紛争解決援助   

③  両立支援調停会議による調停  

以上のことを行っている。  

 

 まとめ  

法律上は、男性も女性と同じように育児休業を取得する権利が認められてお

り、育児休業を理由とした不当な扱いを受けた場合は訴えることが可能である。

それにも関わらず、男性の育児休業の取得が困難であると問題視されるのは、

法律の問題ではなく、おそらく職場内の環境という点が大きいのだろう。また、

介護・育児休業法の改正により、日本の社会は男性の育児休業の取得の促進に

力を入れていることがわかる。男性の育休取得率を上げるためには、職場内の

環境の改善など、企業側の努力が必須であると考える。  

 

【参考文献】（すべて 2014 年 1 月 24 日閲覧）  

 http://allabout.co.jp/gm/gc/303195/  

 http://allabout.co.jp/gm/gc/10843/  

 厚生労働省ホームページ  

http://www.mhlw.go.jp/ 

 http://www.ikujikaigo.com/ 
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第二章 育休取得率と希望率の格差について（担当：柴田）  

 この章では育児休暇取得率と希望率の格差について言及している。  

 

 男性の育児休暇取得希望率と取得率格差  

 「育児休暇を取りたい」と思う男性は多い。  

東京都の行った育児休業についての従業員

調査では実に 68.9％の男性が育児休暇を取

りたいと考えている。父親も、子どもや母親

のために休暇を取りたいと考えるのは当たり

前になりつつあるのだろう。約７割の男性が

育児休暇を取りたいと願う中、実際に育児休

暇を取ることのできた男性はわずか 1.2％に

留まっているのが今の実情である。女性の育

児休暇取得率が 83％なのに比べると、この差

は歴然としている。男性は、育児休暇が取り

づらいのではなく取れない、というのが現在

の状況である。  

さらに、男性と女性の育児休暇には大きな

違いがある。育児休暇と聞いて、どれぐらい

の期間での休暇を考えるだろうか。おおよそ

1 年未満、短くて 2 か月程度を想像すること

が多いだろう。しかしこれは女性に限ったこ

とである。男性の場合、育児休暇取得者の約

4 割が「1～5 日」しか育児休暇を取らない。

1 か月未満の取得者も含めると、取得者の 8

割を超えてしまうのである。仮に、1～5 日の

育児休暇を子どもが生まれてすぐに取るとす

る。その時男性に出来ることは病院へ通い、

母親を見舞い、子どもの様子を見る程度だろう。とても「育児」とは言えない

休暇である。  

 

 



 

 なぜ育児休暇を取るのか  

 生来、日本は農業や自営業が多く仕事は自分で調節し休みなどを作っていた。

ところが第一次産業から第二次、三次へと産業が進んでいくと仕事は雇用制に

なり週休は会社が定める規則にのっとるようになった。会社は仕事に効率性を

求め、優秀な人材を求めるようになる。段々と、男性の仕事は責任や業務が多

くなり、自分都合ではなく会社都合で労働時間が管理されるようになった。そ

うなると必然、休みも会社都合での管理となる。制度で決められた休暇だとし

ても「その時に休まれると会社も困る」という理由で無言の圧迫を掛けられる

ことが多々あるのが現状だ。実際に、育休を取ろうとする男性社員に対し「無

責任だ」「会社が回らなくなる」とモラルハラスメントが行われることも少なく

ない。その為、男性会社員の育児休暇取得は極端に少なく、短くなる。  

なぜ短期間でも、男性は育児休暇を取りたいと思うのだろうか。要因として

考えられるのは「有給休暇と違った休暇になること」、「家族のケアができるこ

と」の 2 つが考えられるのではないだろうか。子どもが生まれると、病院や市

役所へ手続きをすることが増える。その他にも親類へ報告をするなど、とにか

くやることは多くある。その時夫が共に諸関係を手伝えれば妻の負担は格段に

減るだろう。また育児休暇を使えば有給を別件で消費でき、また組み合わせて

長く休みを取ることも出来る。つまり、男性にとっての育児休暇は子どもの世

話をするための休暇ではなく妻を介助する、諸手続きを取る為の休暇なのであ

る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 男性が育児休暇を取ることでの企業のメリット  

男性の育児休業取得が進むと、職員の欠員などが少なからず起こる。しか

しこれは裏を返せば職場内で業務の進め方やその配分方法を見直すなどの取

組が必要となってくるので、育児休業を契機としてこうした取組が進めば、

育児休業以外の場合の不測の欠員という事態にも対応しうるなど、組織のフ

レキシビリティが高まり、職場の危機管理能力が高まるとも言える。実際に

フレックス制を導入し、効率化を図る企業も昨今では多く、より人件費の削

減と業務の効率化に努めることができる。  

また、基幹的な役割を担う中堅の従業員が長期休業を取得することは、確

かに職場にとっては短期的に支障が生じると考えられる。しかしそれを契機

に、休業を取得した従業員の担当業務を職場の若手従業員に割り振ることで、

若手従業員にとっては能力開発、能力発揮のチャンスとなり、仕事の幅を広

げる機会と位置づけることができる。結果、業務がどこかの部署に偏るとい

ったことがなくなり、人材の困窮も少なくなるのではないだろうか。  

男性の育児休暇の取得には、ネガティブなイメージがつきやすく企業側も

男性の育児休暇取得をよく思わないことが多い。しかし、このようにネガテ

ィブなイメージを払拭し企業自体の考えを変えることで、その企業がより成

長していく契機ともなるのではないかと考える。  

 

 パタハラと育児休暇取得に関する法  

パタハラ（パタニティハラスメント）  

  「パタニティ（＝父性）・ハラスメント」とは、男性社員とはこうあるべき

だという先入観により、上司が部下の育休取得を妨げることをいう。近年で

はこのパタハラが水面下で進んでいる。  

 

育児休業取得後の給料  

会社は、法律において、育児休業取得者の賃金を復帰後の一定期間減額し

たり、賞与について不利益な計算を行ったりするなど、育児休業をしたこと

を理由とする不利益な扱いはできないとされている。  

 

 まとめ 

 当初、私たちの班は「男性の育児休暇について」をテーマとしていたため男

性の育児休暇取得や取得環境などの基礎知識としてこれらの情報をまとめた。

結果として、男性が育児休暇を取るには環境整備が整っておらず、日本で男性

が育児休暇を取ることは難しい実態が見えた。法制度で権利が守られていても



日本特有の「暗黙の了解」や場の空気により、育休を取れないことも多い。そ

のために現在政策や環境整備が進められ、確実に新しい一歩を踏み出そうとし

ている状態であることも、班学習の中で学ぶことができた。今後、女性がさら

に労働社会に加わっていく中で育児休暇に関わる環境がどう動くのかに注目し

ていきたい。  

 

【参考資料】（すべて 2014 年 1 月 24 日 閲覧）  

 http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK3100C_R30C13A7000000/ 

 http://www.jili.or.jp/lifeplan/lifeevent/birth/5.html 

 http://www.ikujikaigo.com/ 

 http://www.ikumen-project.jp/index.html 

 

 

 

第三章 企業と育休の関係性（担当：長石）  

 この章では企業と育児休暇の関連性から、育児休暇の取得率の低さについて

推測してみた。  

 

 育児休業制度について  

育児時休業制度について企業の考え  

育児休業法（育児・介護休業法）は職業生活と家庭生活の両立、福祉の増進、

国の経済及び社会の発展に資することを目的として作られたものであり平成

17 年 4 月 1 日から施行された。内容は「労働者は申し出ることにより子が 1

歳に達するまでのまでの間育児休業をすることができる（厚生労働省）」という

ものであり申請を行えばどこの会社でも育児休業が取得できる状態にある。ま

た新たな制度として 1 歳から 3 歳まで延ばし育児休業期間を 3 年に延ばすこと

を政府によって目指されている。  

このように国によって育児休業が策定され、個人の権利の幅が広がったとは

いえるがその個人はあくまでも会社、企業に属したうえで成り立っているもの

なので会社、企業側と折り合いをつけることが必須になってくる。いくら育児

休業をとれたとしても、企業側から解雇されてしまえば育児休業法はあっても

ないようなものである。そこで企業側が育児休業についてどのような見解を示

しているのかを企業それぞれの背景をふまえつつ調査する。  

まず育児休業の規定（企業独自の育児休業制度がある企業、法令を上回る規

定）であるが年々増加傾向にある。  

 

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK3100C_R30C13A7000000/
http://www.jili.or.jp/lifeplan/lifeevent/birth/5.html
http://www.ikujikaigo.com/
http://www.ikumen-project.jp/index.html


 育児休業制度の規定の有無別事業所割合(平成 19 年度) 

      

（ ％ ）  

      事業所計  規定あり  規定なし  不明  

総  

数   
100.0  66.4  33.5  0.1  

   
  

   
産  業    

   

 
鉱業，採石業，砂利採取業  100.0  73.7  26.3  －  

 
建設業  100.0  51.8  48.2  －  

 
製造業  100.0  56.0  44.0  －  

 
電気・ガス・熱供給・水道業  100.0  95.0  5.0  －  

 
情報通信業  100.0  79.9  20.1  －  

 
運輸業，郵便業  100.0  69.6  30.4  －  

 
卸売業，小売業  100.0  64.8  35.2  －  

 
金融業，保険業  100.0  96.5  3.5  －  

 
不動産業，物品賃貸業  100.0  70.8  29.2  －  

 
学術研究，専門・技術サービス業  100.0  57.4  42.5  0.1  

 
宿泊業，飲食サービス業  100.0  58.0  42.0  －  

 
生活関連サービス業  ―  ―  ―  ―  

 
教育，学習支援業  100.0  82.4  17.6  －  

 
医療，福祉  100.0  76.3  22.7  1.0  

 
複合サービス事業  100.0  93.2  6.8  －  

 
サービス業（他に分類されないもの）  100.0  69.5  30.5  0.0  

   
  

   
事業所規模    

   

 
500 人以上  100.0  99.8  0.2  －  

 
100～ 499 人  100.0  97.2  2.8  －  

 
30～ 99 人  100.0  86.4  13.6  0.0  

 
５～ 29 人  100.0  61.4  38.5  0.1  

 
30 人以上（再掲）  100.0  88.8  11.2  0.0  

   
  

   
労働組合の有無    

   

 
あり  100.0  96.2  3.8  0.0  

  なし  100.0  58.7  41.2  0.1  

（引用：厚生労働省 平 成 19 年 度 雇 用 均 等 基 本 調 査 ） 



 

第１表 育児休業制度の規定の有無別事業所割合 (平成 24 年度) 

     

（％）  

    事業所計  規定あり  規定なし  不明  

総  数  100.0  72.4  27.2  0.3  

 
産  業    

   

 
鉱業，採石業，砂利採取業  100.0  65.1  34.7  0.2  

 
建設業  100.0  57.1  42.9  - 

 
製造業  100.0  69.7  30.3  - 

 
電気・ガス・熱供給・水道業  100.0  97.3  2.7  - 

 
情報通信業  100.0  80.0  20.0  - 

 
運輸業，郵便業  100.0  78.5  21.5  - 

 
卸売業，小売業  100.0  70.8  28.6  0.6  

 
金融業，保険業  100.0  94.0  5.0  1.0  

 
不動産業，物品賃貸業  100.0  76.9  23.1  - 

 
学術研究，専門・技術サービス業  100.0  67.7  32.3  - 

 
宿泊業，飲食サービス業  100.0  67.1  31.8  1.1  

 
生活関連サービス業，娯楽業  100.0  76.8  22.7  0.5  

 
教育，学習支援業  100.0  85.2  14.6  0.2  

 
医療，福祉  100.0  82.8  16.9  0.3  

 
複合サービス事業  100.0  97.7  1.2  1.1  

 
サービス業（他に分類されないもの）  100.0  69.3  30.7  - 

事業所規模    
   

 
500 人以上  100.0  99.9  - 0.1  

 
100～ 499 人  100.0  98.4  1.5  0.2  

 
30～ 99 人  100.0  93.0  6.4  0.6  

 
5～ 29 人  100.0  67.3  32.4  0.3  

 
30 人以上（再掲）  100.0  94.2  5.3  0.5  

労働組合の有無    
   

 
あり  100.0  95.9  3.8  0.3  

 
なし  100.0  66.6  33.1  0.2  

（引用：厚生労働省 平 成 24 年 度 雇 用 均 等 基 本 調 査 ） 



 

（引用：厚生労働省 平成 23 年度雇用機会均等法調査の概況）  

 

上記の表から育児休業の規定率の増加、平成 23 年から若干の減少がみられ

るものの、育児休業の取得率の増加より育児休業制度に対する企業の理解は高

まっていると考えられる。  

だが、業種によって育休制度の規定の違いがみられる。その違いの要因として

女性労働者の有無などもかかわるかもしれないが大きく影響しているのは業種

による事業規模の違いによるものと以下の表より考えられる。  

 

（引用：独立行政法人労働政策研究・研修機構）  

つまり企業の規模によって育休制度の取り組み方、さらに理解の仕方が異な

っていると考えられる。そこで大企業、中小企業の規模別分類して企業それぞ

れの育児休業制度についての考えについてまとめる。  

 

 

 

 

 

 



大企業の定義として以下のものが目安として挙げられる。  

 サービス業  

資本金 5000 万円以上、従業員 100 人以上 

 小売業 

資本金 5000 万円以上、従業員 50 人以上 

 製造・建築・運輸業・その他  

資本金 3 億円以上、従業員 300 人以上 

 

大企業  

人数が多いため、人員の補充がきく。さらにそのことによってほかの人材の成

長機会にもつながる。一人の仕事量も中小企業と比べると少ない傾向にある。

さらに育児休業が充実しているところが多い。そのため育児休業は取りやすい

状態にある。ゆえに育休に対して積極的であるといえる。しかし個人単位でみ

ると育児休業によって失うものも大きい。人数が多い分役職も多くあり、競争

も激しい。そのため将来のキャリア形成に不利になる場合が多く、復帰するこ

とが難しいといえる。  

中小企業  

人数が少なく一人に対する仕事量も多い。そのため育児休業を取った場合の引

き継ぎも困難なことが多い。職場内で複数人取ることが難しい。そもそも育児

休暇を取る可能性がある人材を採用しないことが多い。その一方で育児休業制

度を規定していない企業でもトップと社員の距離が近くフレキシブルな雇用体

系を取れることもある。つまりトップの考え方によって育児休暇の取りやすさ

は変わる。ゆえに企業規模が小さくなればなるほど雇用形態も多様化してくる。

それでもデータを平均化すれば概ね消極的であるといえる。  

 

以上をまとめると仕事と育児を両立しやすい職場の考え方としていかのよう

なイメージ図が出来上がる。  

 

引用：少子高齢化・人口減少社会における中小企業

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h18/H18_hakusyo/  

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h18/H18_hakusyo/


 まとめ  

全企業でみると育児休暇に対して概ね積極的であるといえる。しかし、業種別、

規模別にみるとその態度に少し異なる部分がある。規模が大きいほど育児休業

制度の整備は整っており小さいほど整っていない。今後の課題は小規模企業の

育児休業制度の規定の整備である。  

 

【参考文献】（2014 年 1 月 24 日  閲覧）  

 http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h18/H18_hakusyo/  

 

 

 

第四章 イクメンアワードについて（担当：瀬尾）  

 この章では特に男性の育児休暇に注目し、イクメンアワードという賞に関し

て調べてみた。  

ここでは、日本国内の各企業男性の育児休業への取り組みについて紹介する。最初

に、男性の育児休業に積極的な取り組みをみせる各企業を表彰するために創設された

「イクメン企業アワード」について述べ、次に、「イクメン企業アワード」で表彰された企業

も含む、各企業がどのようにして男性の育児休業への積極的なとりくみを行っているの

かをのべていく。  

 

１．イクメン企業アワード  

イクメン企業アワードとは、男性社員が積極的に育児参加できるように取り組む企業

を表彰するとりくみである。 

2012年度の雇用均等基本調査によると、男性の育児休業取得率は1.89％で、過去

最高だった前年度（岩手、宮城、福島の３県は集計から除外）より0.74ポイント低下した

こと受けて、政府は6月に閣議決定した成長戦略で、男性の育休取得率を2020年まで

に13％に上げる目標を掲げた。厚生労働省は記者会見で、「イクメン企業アワード」を

創設することを発表した。その趣旨は、 

「男性労働者の育児と仕事との両立支援を促進する取組について、他の企業の模範と

いうべき優れた取組や参考となるユニークな取組を推進している企業を表彰し、これを

広く国民に周知することにより、あらゆる職場・職域において男女ともに仕事と子育てが

両立できる働き方を選択できる職場環境の整備の促進に資する。」（  「イクメン企業アワ

ード2013」実施要領  より）とある。 

このイクメン企業アワードには、以下の条件をみたしていれば応募することができる。  

・次世代育成対策推進法に基づく都道府県労働局長の認定（くるみん）を受けている

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h18/H18_hakusyo/


企業。 

このくるみんとは、その企業が従業員の子育て支援のための行動計画を策定・実施し、

その結果が一定の要件を満たす場合に、厚生労働大臣から受けることができる認定の

ことである。 

・認定を取っていない企業においては、育児のために休業を取得した男性従業員が一

人以上いること、一般事業主行動計画を策定していること及び育児・介護休業法など

の関係法令に違反する重大な事実がないこと。  

 

評価のポイントは以下の通りである。  

 

 

出典  イクメン企業アワード-イクメンプロジェクト  

https://ikumen-project.jp/ikumen_award.html  

 

 

 

 

 

https://ikumen-project.jp/ikumen_award.html


【イクメン企業アワード2013の結果】  

グランプリ 

・花王株式会社  

・医療法人社団三成会  

特別奨励賞  

・有限会社 COCO-LO 

・ソフトバンクグループ通信３社  

・第一生命保険株式会社  

・明治安田生命保険相互会社  

・株式会社リコー 

 

２．各企業の男性育児休暇へのとりくみ  

ここでは、日本国内の各企業の男性育児休業取得へのとりくみについて紹介する。前

述のイクメン企業アワードでグランプリを獲得した花王株式会社と医療法人社団三成会、

その他、イクメン企業アワードには応募していないが、男性社員の育児休業取得に積極

的なとりくみをみせている日本生命保険、旭化成について紹介する。  

 

①花王株式会社  

業種：製造業  従業員数：約6.100人  

男性社員が8割をしめている。平成21年から24年まで、男性社員の育児休暇取得

率は35％～40％で推移しており、平均取得期間も、平成24年度では約1日間とのびて

いる。男女ともに利用できる育児支援制度は、  

・育児休職  

父母ともに育児休業を取得した場合、取得期間が延長できるパパ・ママ育休プラス、父

親が産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再取得が可能になるなどの男性も

利用しやすい。 

・フレキシブル勤務  

育児休職期間中に勤務形態をかえることができる。  



・メリーズタイム 

小学校3年生修了までの期間で1日に最高2時間までの短縮勤務ができる 

・時差出勤  

小学校3年生修了までの期間で、1日に最高2時間の範囲で始業時間の繰り上げ、繰

り下げができる 

・子の看護休暇  

子供の看病のため、子1人につき年間5日までの看護休暇を有給でとることができる。 

こうした多様な育児支援制度をまとめたパンフレットの作成・配布や、育児休職復帰前

の女性社員の配偶者向けセミナーなど多様な啓発活動を行っている。  

 

②医療法人社団三成会（南東北春日リハビリテーション病院）  

業種：医療・福祉  従業員数：約200人（男性は約55人） 

職員アンケートでの男性の58％が育児休業を取得したいと希望したことから、実現に

むけて個別面談での推奨や感想文の掲載によって、男性が育児休業を取得しやすい

職場風土を形成した。それだけでなく、業務のマニュアル化や簡略化により、リーダー的

な立場の男性職員も取得しやすい環境づくりも行われた。ポイントとしては、育児休業を

取った場合、休業１か月間は基本給全額、2、3か月目も半額を支給する「育児休職支

援手当」を設けているという点である。 

こうした取り組みが、中小企業であっても、男性の育児休業取得が増加している。平

成24年度の男性の育児休業取得率は50％（取得者数4名）と増加傾向にある。2012

年までの約4年間で、男性の対象者14人のうち、20歳代後半から30歳代の介護福祉

士や理学療法士ら9人が育児休業を取得。期間は8人が1か月間、1人は3か月であっ

た。 

 

 

 

 

 



③日本生命保険  

従業員数：  70,004人（男性：7,681人  女性：62,323人） 

日本生命保険は2012年度の男性の育児休業取得率はわずか約 1％であったが、

2013年の6月、男性社員の育児休業取得率を今年度中に100％にする方針を打ち出

した。 

休暇中の育児の体験談を社内向け HP に掲載し、社員からの投票を行い、共感が

多く集まった社員を選び「イクメンセミナー」で体験談を披露する。また、育休制度の内

容や、乳児への接し方などをまとめたハンドブックを職員に配布するなど、男性の育児

参加を進めている。育児休業中の1週間は、収入が保証される。また、特色として、育児

休業中の業務を復帰後にスムーズに引き継ぐ所属部署全体でバックアップ体制が導入

されている。営業や顧客への対応の部署では、業務分担表をつくり、メイン・サブ担当を

決めてどちらが休んでも支障がでなように普段から共有するなどの工夫もおこなわれて

いる。導入前はわずか1％であった男性の取得率が57.4％に上昇した。 

  

④旭化成  

従業員数：28,363人（2010年時点では、男女比は男性86％、女性14％） 

男性社員も育児休業を取得しやすい社内の環境づくりのため、一部男性社員との

話し合いを通して、以下の点を改定した。  

1.妻が専業主婦などで育児可能な場合も育児休業取得を可能とする。  

2.休業中の最初の5日間は有給とする。 

3.2回まで休業期間の分割取得を可能とする。  

4.5日以内の短期休業取得の場合は、口頭での事前申請のみで取得できる。  

その他、子どもの出生手続きをとると、会社から本人と上司に育児休業取得を促す

文書が送付され、さらに8ヶ月すぎても取得しなかった場合は、上司経由で再び取得を

推奨する仕組みになっている。会社がすすんで育児休業の取得を促す仕組みになっ

ている。また、家庭と仕事の両立支援、男性専用、上司専用といった相談内容別・対

象者別に複数の相談窓口を設置し、男性の育児休業をサポートしている。これら各種

制度の円滑な利用促進をはかるために、社員本人とその上司にむけてのハンドブック



を作成・配布している。また、育児休業を取得した男性社員による「イクメン川柳」を掲

載することで、男性の育児休業への理解をすすめている。  

その結果、平成24年度には、子どもが生まれた男性社員の約4割が育児休業を取得

している。 

以下は旭化成グループの、近年の男女別の育児休業取得者数の推移をしめしたもの

である。女性の取得者数も高いが、男性の育児休業取得者数が高い水準であることが

わかる。 

 

 

引用：旭化成グループの育児休業取得者の推移  

www.gov-online.go.jp 

 

 まとめ 

各企業の男性の育児休業へのとりくみをみると、育児休業に関するパンフレットの作

成や配布などによる広報活動はどの企業でもすすめられているように思われる。相談窓

口も、育児休業を取得する本人に対してのみでなく、配偶者や上司なども対象にして

おり、各企業で企業からのサポートが進んでいる。しかし、育児休業を男性社員がとり

やすいと感じるかどうかの重要なポイントは、二つあると私は考える。まず一つ目は、育

児休業中の収入である。平均的には男性の育児休業は女性に比べて短く、およそ1週

間くらいであるが、その期間の給料ははたしてどうなるのかが重要なポイントである。男

性の育児休業上に述べた企業のなかでは、日本生命は1週間、旭化成は5日間であ

http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201302_02/hinto/asahikasei.html


れば、収入が保障されるとある。「イクメン企業アワード」でグランプリを受賞した医療法

人社団三成会では、最初の一ヶ月は全額支給、２、３ヶ月目も半額支給と、かなり手厚

いものになっている。家庭によって異なるとは思われるが、多くの家庭では男性が生計

の中心となっている。そのため、給金が保障されている期間が育児休業の期間とイコー

ルになってしまうことは避けられない。三成会の1ヶ月という長さで保障してくれる企業は

まだ少なく、たいていが1週間前後であるため、男性の育児休業の期間も1週間前後と

なる。 

では、単に給金が保障される期間を長くすればいいだけかというとそうではない。仮に

1年全額保障されるとしても、1年間職場から離れることにはリスクが伴う。そこで重要に

なるもう一つのポイントは、職場復帰へのバックアップである。中小企業に比べて大企

業は、従業員数が多いため育児休業をとりやすいといわれているが、その分、職場復

帰した際に自分の役割や仕事がなくなるというリスクもある。職場復帰後に業務にスム

ーズに戻ることができるような、上司、部署などの協力の下のバックアップが必要となる。

あるいは花王株式会社のように、育児に十分携わりながらも働くことができるように、こど

もの成長段階にあわせて各種の制度をととのえるなどの工夫が必要となる。  

育児休業を女性がとるべきか、男性がとるべきか。もちろんそこにはジェンダーの問題

もかかわってくるが、私は女性も男性も、どちらが育児をするのか、あるいは二人でする

のかを選択することができる社会を築いていく必要があると考える。そのためにも、上記

の2点が、各企業で取り入れられ、男性も育児休業をとるという選択肢を持つべきと考

える。 

 

【参考文献一覧】（すべて2014年1月28日閲覧） 

 http://ikumen-project.jp/wlb/wlb_why_12.html 

 http://toyokeizai.net/articles/ -/5532/ 

 出典時事ドットコム：男性の育休取得率1.89％＝景気低迷で取りづらく−厚労省  

 日生、イクメン率100％目指す - SankeiBiz（サンケイビズ）  

http://www.sankeibiz.jp/business/news/130620/bsd1306201023008-n1.h

tm 
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 ワーク・ライフ・バランス 男性の育児参加  旭化成株式会社  

http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201302_02/hinto/asahikasei.html  

 男性全員が育児休暇取得  日本生命、1週間程度  本年度から実施｜人事のた

めの課題解決サイト｜ jin-jour（ジンジュール）  

https://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=59480  

 

 

 

第五章 育児休暇によって変わること（担当；依田）  

 この章では育児に男性が参加することによってどのような効果があるのか、

さらに育児休暇の浸透を阻むものについて再考してみた。  

 日本では男性の育児休暇取得率が低いことが上記から見て取れる。そこで私

はどうして男性の育児休暇取得率が低いのか、さらに育児休暇を取ることに対

するメリットについて調べた。  

 

 育児休暇を取ることのメリット  

まず、なぜ男性が育児休暇を取ることが必要なのかについて考えてみる。こ

のことを考える際に、子供に対する視点と母親に対する視点の 2 つが挙げられ

る。  

第一に、育児を通して子供の成長を間近に感じることができるだろう。‘子供

の成長は一瞬である’という考え方がそれを象徴している。では実際にどれく

らいの早さなのか、ベネッセのたまひよ net（http://th.benesse.ne.jp）を参照

して考えてみる。このページを見てみると、赤ちゃんの発育・発達に関して月

齢で示してある。例えば、3 か月で首が座る、9 か月ではいはいが上達する、

など行動面での成長は 1 歳までの期間に多く見られるであろうことが推測され

る。さらにこのページでは、1 歳から 2 歳の成長を 3 か月ごとに示している。

ここから、1 歳までの成長に伴う変化は特に大きいものであるということが分

かる。  

また、赤ちゃんに関する悩みとしてよく耳にする夜泣きについても調べてみ

た。  

apital(http://apital.asahi.com/article/nayamu/2013111400009.html ) を 見 て

みたところ、夜泣きが開始するおおよその時期として 6 か月であることが分か

った。つまり、育児に関する悩みが発生する時期としても育児休暇の時期が重

なっていることが分かる。この時期に夫婦間で育児に関する悩みを、単に聞い

http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201302_02/hinto/asahikasei.html
http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=59480
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http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=59480
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http://apital.asahi.com/article/nayamu/2013111400009.html


てあげるだけでなく実際に育児に参加することによってその悩み自体を一緒に

体験することは大きな違いを生むのではないだろうか。  

 そして第二に、母親の育児ノイローゼ、産後うつの対策になるのではないか、

ということが挙げられる。まず育児ノイローゼとは何か、マイペディアで調べ

てみると「広義には乳児を抱える母親に見られる，不安，不眠，鬱状態などの

精神症状。狭義には産褥期の母親のこれらの精神症状をいい，出産によってホ

ルモンの分泌や機能のバランスが崩れることが主な原因と考えられている。」と

されている。出産を終えると、妊娠時のホルモンが母乳を出すホルモンに切り

替わり、その際に産後うつになるケースが多いと言われている。ホルモンの急

激な変化は身体面だけでなく、精神面への影響も大きいため周囲の理解・フォ

ローが必要となる。このホルモンの切り替わりの時期に最も近くにいる存在で

あろう夫が理解ある言動を示すことが育児ノイローゼを防ぐ大切な要因の一つ

になるのではないだろうか。（http://ikuji.housoku.org/ikuji -noiroze5.htm）  

 

 育児休暇に関する‘先進国’  

以前テレビを見ていた際、スウェーデンでは男性が育児の手伝いをする光景

が良く見られ、ベビーカーを押した男性が何人か集まってまるで日本の‘ママ

友’のように会話している様子を映していた。日本ではなかなか見られない光

景だとは思われるが、どうしてこのような光景が見られるのか。制度の面から

調べてみることにした。  

育児休暇に関して‘先進国’である諸外国のうち、最も早く政策に取り掛か

った国は同じ北欧のノルウェーである。ノルウェーでは、最大 54 週間（約 1

年）の育児休暇を取れる制度が存在している。そして、このうちの 6 週間は父

親のみ取得できるものであり、さらに父親が取得しないと育児休暇を取る権利

自体が剥奪されてしまう。つまり、父親の育児参加が必須の条件になってくる

のである。さらに育児休暇中の手当についても、最大期間である 54 週間を取

得すると出産前の給料の 80％、44 週までであれば 100％の補助が行われる。

この制度は、パパ・クオータ制度という名称のものである。  

父親が育児休暇を取得できる制度自体は 1977 年から存在していたがやはり

当初は利用している人が少なく、90 年代であっても 4％程度の取得率にとどま

っていた。しかし、1993 年の制度変更に伴い、父親でも育児休暇を取得する人

が増加した。1997 年には 70％程度の取得率へと伸び、2003 年には 90％の取

得率へと変化した。この制度は女性の社会進出を勧め、女性の就業率は 2008

年に 80％となっている。また、合計特殊出生率も 1981～85 年は 1.68 であっ

たが 2007 年には 1.90 と増加している。  

しかし、ノルウェーの育児休暇がこの形になるまでは様々な過程を経ている。
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実はノルウェーでも、1980 年代には出生率が落ち込んだ。当時の有給育児休暇

は、母親の産前・産後に 18 週間であり、父親と母親がシェアすることも認め

られていたが、休暇を取得する父親はほとんどゼロに近かったという。それ以

降、政府は毎年のように休暇期間を延長し続け、1989 年には 52 週間（給与全

額支給の場合は 42 週間）にまで拡大した。また 1993 年には、そのうち 4 週間

を父親に割り当て、それを取得しなければ権利が消滅する新制度（パパ・クオ

ータ制度）も作った。これが特に功を奏し、出生率は上昇傾向へと転じた。  

この制度には一見強制的な側面が伴う。しかし、この政策がノルウェーの男

尊女卑の考え方を変えていったという。  

 

 なぜ日本では育児休暇の取得率が低いのか  

日本では前述のパタハラのように、男性が育児休暇を取るまでに障害を抱え

ることが多い。それはなぜなのだろうか。  

まず、日本では子育て＝女性の行うものという考えが根強くある。それを間

接 的 に 示 し た 例 と し て 、 株 式 会 社 ラ イ オ ン の 柔 軟 剤 で あ る ソ フ ラ ン

（http://soflan.lion.co.jp/soflan/index.htm）の CM がある。この CM では、特

に‘ママ友’と主人公が話す場面などで主夫という存在の特異性を表している。

つまり会社のみでなく、世間においてもやはり男性の家事従事ということに対

する抵抗のようなものが存在するのではないか。  

では、どうして日本ではこの性別役割分業の考え方が強いのか。まず、2010

年に内閣府が行った調査における結果を参照する。「夫は外で働き、妻は家庭を

守るべきである」という質問に対し、日本では男性の賛成が 13.2％、女性の賛

成が 8.6％であった。日本の調査結果は賛成とどちらかといえば賛成を足した

値が、調査を行った 5 か国中最も高い値を示している。他の国を見てみると、

全ての国において、半数以上の人がこの考え方に反対（反対、どちらかといえ

ば反対）を示している。特にスウェーデンにおいては顕著であり、日本では依

然として性別役割分業の考え方を持つ人が男女ともに多いことが分かる。  

 



賛成 どちらかといえば賛成どちらかといえば反対 反対 分からない

〔男性〕
日本 13.2 51.8 22.4 8.2 4.5
韓国 18.9 30.4 24.9 18.9 7
アメリカ 13 26.1 21 35.8 4.1
フランス 8 11.3 33.5 44.6 2.6
スウェーデン 2 8 14.1 74.5 1.4
〔女性〕
日本 8.6 48.2 29.1 11.1 3
韓国 14.1 26.9 28.5 24.8 5.7
アメリカ 12.8 24 20.8 40.7 1.8
フランス 5.2 13.3 31.7 48.7 1.1
スウェーデン 2.6 9.6 13.2 72.9 1.6  

引用：内閣府ホームページ

（http://www8.cao.go.jp/shoushi/cyousa/cyousa22/kokusai/pdf -zentai/s2-3.p

df#page=8）  

 

 そして以下の図は平成 18 年度版厚生労働白書における、家事関連時間の統

計である。この表を参照してみても、家事を行うことに関する男女差は大きい

ものであるといえる。女性の社会進出が進んだ、と一言で言っても現状として

は女性の負担が増えているだけなのではないのだろうか。  

 

 

 次に 3 歳児神話の存在もあるだろう。まず 3 歳児神話について書かれた朝日

http://www8.cao.go.jp/shoushi/cyousa/cyousa22/kokusai/pdf-zentai/s2-3.pdf#page=8
http://www8.cao.go.jp/shoushi/cyousa/cyousa22/kokusai/pdf-zentai/s2-3.pdf#page=8


新聞 DIGITAL（http://www.asahi.com/）を見てみる。3 歳児神話とは、「子ど

もは 3 歳までは、常時家庭において母親の手で育てないと、その後の成長に悪

影響を及ぼす」という考え方である。では 3 歳児神話はどのようにして出来上

がってきたのか。この神話は 1970 年代に浸透していった Bowlby の愛着理論

（http://homepage3.nifty.com/interlink/kurs-6.html）に由来する。この理論

では、  

①  生後 3 か月まで誰の前でも無差別に赤ちゃんは反応する  

②  生後 6 か月まで母親に対して特によく笑ったり、見つめたりする  

③  2～3 歳まで母親を中心として少しずつ自分の世界を広げていく、やがて母

親から少しずつ距離をとるようになる  

④  3 歳以上になると母親の意図を汲むことができるようになり、母親との協調

性を保つようになる  

という 4 段階において母子の愛着が形成されていくことを唱えている。この理

論が広がっていくと共に、社会的にも住まいと職場が分かれていき始め、住居

と職場の独立により性別役割分業が定着していった。この中で、母親しか子育

てを担う人がいなくなり、その考えが転換され‘母親が担うべきだ’という考

えに変わっていった。これが 3 歳児神話の始まりである。  

 しかしこの‘神話’には根拠がないことが示されている。例えば大阪府にお

いて 1980 年生まれの子どもを小学校入学まで追跡調査した中で、母親が働き

に出ている子どもとそうでない子どもを比較してみても発達差はなかったとい

う。そしてそのような研究結果を踏まえて、1998 年の厚生白書において 3 歳児

神話の存在を否定する記述が行われた。しかし今でもこの神話は根強く残って

いる。例えば栃木県真岡市においては 1998 年度から‘三つ子の魂育成推進事

業’（http://www.city.moka.tochigi.jp/7,4640,18,135.html）と名付けられた事

業が行われている。この事業は、三つ子の魂百までという諺を基に、子どもの

人格形成がなされる 3 歳までの間、親の心構え、授乳期の子育て、スキンシッ

プの大切さ等を再確認するというものである。また 2006 年の内閣府調査にお

いて 9～15 歳の子を持つ父母約 2700 人のうち 7 割が「 母 親 は 、 子 ど も が 3

歳 に な る ま で は 子 育 て に 専 念 す べ き だ 」と い う 考 え 方 に 賛 成 し て い る 。

し か し こ の 考 え 方 は 母 親 を 家 庭 に 拘 束 す る 考 え 方 で あ る と 同 時 に 、 性

別 役 割 分 業 を 強 め る 原 因 と も な っ て い る 。  

 ち な み に 愛 着 理 論 の 真 義 は 、 乳 児 に は 泣 き 声 な ど に 応 答 す る 少 数 養

育 者 の 必 要 性 を 唱 え る も の 、 ま た 三 つ 子 の 魂 百 ま で と い う 諺 に つ い て

も 意 味 と し て は 「 幼 い 頃 の 性 質 は 高 齢 に な っ て も 変 わ ら な い 」 と い う

も の で あ り 、 両 方 と も 浸 透 す る 中 で 穿 っ た 理 解 が 含 ま れ た も の で あ る

と い う こ と が 分 か る 。  



 育児休暇を取ることで変化する環境について

育児休暇を利用することによって会社にメリットはあるのだろうか。育児休

暇とは少し離れるが、以前 NHK の「Good Job!会社の星」（2013 年 9 月 11 日

放送分）において女性管理職の特集を行っていた。そこには女性管理職という

立場上結婚を諦めた人もいる一方で、主婦と二足のわらじを履いて奮闘する女

性管理職もいた。その人は部下に対して事前に子どもとの予定を知らせ、例え

ば打ち合わせの日程より少し早く資料を作成するように促したり、また飲み会

などで意見交換をすることも時間的にあまりできない分昼食の際に意見交換を

したり、など様々な工夫を行っていた。その働き方は一見上司の言い分を通し

ているだけであるように思えるが、部下にとっても残業しにくい環境が出来上

がり、それにより残業にもともと取られていた時間も自分の時間として活用で

きるようになったという。これは仕事の効率化も図ることができ、残業体質の

改善も自然とできるようになる。  

 まとめ

以上のことから、私は育児休暇の取得率の低さ・取りにくさに性別役割分業

などの性別と価値観の関係を内面化している問題があると思った。男性は外で

働くのが普通、女性は家事をするのが普通、という価値観によって縛られてい

ることにより、最終的には外で働かなければならない、家事をしなければなら

ないという拘束が行われている。この問題の解決としては単なる育児休暇に関

する法律やイクメンに関する企画を一過性のものではなく、価値観の再形成に

までつなげる必要があると思う。  

さ ら に 、 単 に 一 過 的 な 評 価 と し て 育 児 を す る 男 性 は 格 好 い い

（http://www.granite-impex.com/01/0017.html）などという方法だけでなく、

間接的に起こっていくワークライフバランスなどの見直しにもつなげる必要が

あるのではないか。これによって残業率にも変化が生まれるだろう。日経

Woman Online（ http://wol.nikkeibp.co.jp/article/trend/20111118/116096/）

を見てみると、日本の女性の残業率の高さはやはり目を見張るものがある。こ

の考え方は残業のできない女性＝子育て中の女性を雇うことを難しくする条件

になってしまうだろう。確かに性別差のない労働は必要とされるが、それが柔

軟性を持たない限り逆効果にもなってしまうだろう。  

http://www.granite-impex.com/01/0017.html
http://wol.nikkeibp.co.jp/article/trend/20111118/116096/
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コンテンツツーリズムの研究 
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テーマ選定理由                           勝俣千尋 

 後期の授業が始まるすこし前に『あまちゃん』が注目されており、経済効果についての

報道も多かった。ドラマによる地域活性の話題は度々耳にするが現実にどのような対策を

しているのかはあまり気に留めたことがないことに気付きこの機会に調べようとテーマを

コンテンツツーリズムに決めた。またコンテンツツーリズムにはドラマのほか映画、漫画、

小説などあらゆるコンテンツが含まれるため今回はドラマに絞ることにした。 

（中間発表を経てコンテンツツーリズムの失敗例も調査することにしたが、ドラマでは見

つけることが出来なかったため失敗例だけはアニメとなっている） 

 

 

コンテンツツーリズムとは                      菊地駿介 

 今回、「あまちゃん」などの事例は、ドラマのおかげで大いに賑わった。この、ドラマを

主たる観光資源としたものを、「コンテンツツーリズム」という単語で呼ぶことがあり、最

近特に注目されるようになった。コンテンツツーリズムとは、地域に「コンテンツを通じ

て醸成された地域固有のイメージ」としての「物語性」「テーマ性」を付加し、その物語性

を観光資源として活用することである。（コンテンツツーリズム学会より） 

つまり簡単言うと、ドラマやアニメ、マンガ、小説などを動機とした旅行行動や観光振興

のことを示す。 

 

 

コンテンツツーリズムの実例研究                   並木一徳 

以下はコンテンツツーリズムの実例をまとめたものである。成功例と計画案、失敗例な

どこれらを比較、研究することで成功するコンテンツツーリズムの特徴をまとめることが

できるのではないか。 

  



①『北の国から』シリーズ ～富良野～                                      髙橋遼平 

 

 

Ⅰ．作品概要 

 まずはじめにコンテンツツーリズムの代表例として取り上げられることも多いドラマ

『北の国から』シリーズについて述べる。 

『北の国から』は倉本聰脚本による連続ドラマであり、1981 から 82 年にかけてフジテ

レビで放送された。舞台となった北海道富良野市は当時から脚本家の倉本自身が居住して

おり、撮影においては地元で長期間ロケが行われ、富良野の風景そのものがドラマの中に

登場した。この連続ドラマは平均視聴率 14.8%を記録したが、その後 2002 年までの長期に

渡って断続的に特別編が制作・放送されて一連のシリーズとなり、これらの特別編はいず

れも 20 から 30%前後の視聴率を記録している。 

富良野市は北海道のほぼ中央に位置し、平成

22 年度の人口は約 2 万 4 千人である。地理的に

は今日ではともに有名な観光地となっている旭

川・美瑛などと近く、豊かな自然を有する点が特

徴である。主要産業は農業だが、冬季のスキー産

業など観光業他の占める割合も大きい。 

 

 

 

 

←道内における富良野市の位置 

 

 

Ⅱ．『北の国から』放送以前の富良野 

 

 ここでは『北の国から』の集客効果が表れる以前の富良野の観光状況を背景的に示して

おく。 

 以前から富良野が観光客向けにアピールしていたのは「スキーとワインとへそのまち」

といった資源であった。まずスキーについては古くより道内大会・全国大会を開催した経

緯があり、1972 年には富良野スキー場が開業、更に 77 年にはワールドカップも開催され

ている。第二のワインが象徴するのは豊かな自然環境であり、主要産業の農業を通してワ

イン・チーズなどが特産品となっていた。また 1976 年に富良野の農園「ファーム富田」の

ラベンダー畑が当時の国鉄のカレンダー写真に採用され、夏季の観光地としてのイメージ

が形成されて写真家らを集めるようになる。今日でも象徴的に想起される「花畑のパッチ

ワーク」の風景である。続く「へそ」については、北海道のほぼ中心に位置する地理的な

特徴に着目して「北海道のへそ」としてのアピールをねらったものである。具体的には「へ

そ祭り」の開催、「へそ踊り」などの話題作りが行われ、これらは今日においても継続され

ている。 



 ただし、この内スキー場開設などは企業による観光地開発として行われていたことに留

意する必要がある。富良野スキー場を開設したのは現在の西武グループに繋がる株式会社

国土開発であり、同時期に富良野プリンスホテルも開業している。さらにドラマがシリー

ズ化されていく中の 1987 年には、バブル景気の流れに乗って「総合保養地域整備法(通称

リゾート法)」が制定され、国策によっても富良野のリゾート化が進められた傾向がある。

また冒頭でも述べた、脚本執筆に先立つ倉本本人の富良野移住・在住についても、氏が当

時の国土開発社長と友情関係にあったことが背景として指摘される。このような動きもあ

り、富良野への年間観光客数はスキーワールドカップ後の 79 年には 100 万人を突破してい

る。 

 

 

Ⅲ．ドラマの放送と観光客数の推移 

 

 さて、上述のように『北の国から』放送開始時、富良野はまさに観光地として売込みの

途上であったと言える。1978 年に富良野に移住した倉本は、地元を舞台とした脚本を執筆、

地元でのロケ・撮影を経て 81 年末に第一作目となる連続ドラマの放送開始となる。コンテ

ンツツーリズムとしては先駆的な例にあたる本例においてはドラマに関連付けた観光客呼

び込みや地域振興はあまり意識されておらず、事前キャンペーンなども行われていない。

当初、視聴率は振るわなかったものの最終的には 20%を超え、富良野をありのままに舞台

として映したドラマが、毎週の連続テレビ放映という形で定期的かつ訴求力の高い情報発

信の役割を果たした結果になる。リゾート地として整備される中、全国的に観光地として

の富良野のイメージが

浸透し、放送終了後に

は主な舞台となった六

郷地区に数百人の観光

客が見物に訪れること

となった。 

 

←『北の国から』視聴

率と観光客数の相関  



Ⅳ．放送後の継続的な観光客呼び込み 

 

 ドラマを観光客を呼び込む材料とした場合、放送終了後もいかにその流れを維持できる

かが課題となる。放送終了後の反動でかえって観光客数が減少したり、当初の呼び込みに

成功しても受け入れ態勢の不備により好評を得られず後の不調につながる場合が後例では

報告されているが、富良野と『北の国から』において継続策として見出せるのは 

・続編の制作と脚本家自身の活動 

・ロケ地・セットの観光地化 

・ドラマにとどまらない地域の魅力 

の 3 点が主なものである。 

 第一の点については、脚本家自身が富良野在住であった点が大き

い。放送終了後に続編を制作し、ドラマそのものを継ぎ足すことに

よって持続的な呼び込みを図るのはもっとも直接的な方法と言え

る。右のグラフでは続編の制作のたびに観光客数が持ち直し、継続

的に増加している様子がわかる。それ以外にも氏は地元での執筆活

動を拡張して「富良野塾」・「富良野演劇工場」といった劇制作講座・

演劇ワークショップを開設し、「演劇によるまちづくり」の演出も

手掛けている。ドラマの制作を地域にも関連付けて地元に密着した

ものに繋げようという試みだが、当初は倉本本人が富良野の顔とな

ることへの反発や、住民の理解が得にくいといった側面もあったよ

うである。現在は NPO による運営や市の参画も得られ、一定の定

着を見たと言ってよいだろう。 

 第二点目については、もともと地元の風景を実名のまま登場させ

たりしていることから考えても容易な策だっただろう。さらにロケ地や実際のセットを再

現・公開したり、新たに「北の国から資料館」が開設されたりしている。 

 続く第三点目については、冬場のスキー需要について海外に向けた呼び込み、夏場のラ

ベンダー観光、ワイン・チーズなど地元の食のアピールなどが挙げられ、『北の国から』以

前から取り上げてきた地域の特色を生かしていると言える。これらにより、ドラマ以外の

点でも富良野は観光地として一定のブランド化を果たしている。 

 

『北の国から』を通じた経済効果の一例として、『北の国から 最終作 2002 遺言』の経

済効果は、250 万人の観光客（2002 年度）、500 億円であったと言われている。ただ、最

終回となった2002年の放送終了後は観光客入り込み数の落ち込みも年を追うごとに目立つ

ようになっており、また近隣の旭川の旭山動物園などの新たなスポットに観光客が流れる

など、続編に頼っていたドラマ伝いの集客には限界も見え始めている。倉本脚本による富

良野を舞台としたドラマは『北の国から』以後にも『優しい時間』・『風のガーデン』があ

り、いずれも観光振興の一つとなっているが、ドラマを通した集客としてはやはり『北の

国から』シリーズの再続編を求める動きが出ており、2006 年時点でふらの観光協会は観光

客から続編の要望を募って制作側に持ちかけている。  

↑続編の放送と観光客数推移 



Ⅴ．富良野の事例に対する考察 

 

 富良野と『北の国から』シリーズのケースは、コンテンツツーリズムとしてはごく初期

の先駆的なものであり、また典型的な成功例でもある。ドラマを観光客呼び込みの材料と

して成功した要因には、 

・地元をそのまま舞台として用いたことで地域の魅力が直接発信され、観光地化も容

易だった 

・脚本家住込みによりドラマ自体の継続が可能で、一過性にとどまらないブームの持

続に繋がった 

・ドラマ以外にも地域の魅力・観光資源が豊富だった 

といった点が挙げられる。これら「舞台としての魅力」・「誘客の持続」・「他の魅力への引

き継ぎ」は後のコンテンツツーリズムで成功・持続に必要とされる要素そのものであり、

富良野のケースはそれをみな備えていたことになる。 

 しかし、同時に「脚本家在住という特別に有利な環境」・「元来、既存の観光資源に恵ま

れていたこと」・「リゾート地としての国・企業の大規模な開発・宣伝があったこと」とい

う事実も見逃せない。先に挙げた成功要因の 3 点はこの事実とも密接に関わり、つまりは

コンテンツツーリズム目的で設定されたものではなく既存の観光資源や他の事業の利用・

流用に近いものである。富良野と『北の国から』の例は成功要素が初めから揃えられてい

た特殊な例であり、その結果、放送後にドラマ関連の集客が注目されて後のコンテンツツ

ーリズムの走りと位置付けられたと考えられる。あえて厳しい見方をすれば、既存の資源

にうまく乗じた形で成功を得たとさえ述べることができるかも知れない。 

 だが、ただ有利な例外と片を付けるだけでなく、裏を返せばこれらがそろっていたから

こそ成功したのであり、逆にこれらをそろえることが後発コンテンツツーリズムの成功の

要になるというフィードバックを為すこともできるだろう。実際、ドラマの続編という最

も直接的な天授の呼び込み策を失った富良野は、他のコンテンツツーリズム実例同様、誘

客の継続に難を抱えるようになった。ここでは改めてコンテンツツーリズムの原点に立ち、

いかに代替策につなげるかという取り組みで再出発を切るべき時期を迎えていると言える。 

 

 もう一つ指摘しておきたいのが、地元との連携の不足である。先駆的例ゆえに地域振興

などの意識はまだ希薄で、事実として先に述べたように倉本の「演劇によるまちづくり」

には地域の理解を得られない場面もあるなど、ドラマが富良野の「顔」になることへの抵

抗や市民との意識のずれも感じられる。また、次のグラフが示すようにドラマが市の魅力・

特色としては受容されていないこともうかがえる。地域振興の目的以外に、観光客と受け

入れ側の温度差を無くす意味の上でも地域の理解は欠かせず、また市民が大切にする地域

のその他の魅力を尊重することも、ドラマを引き継いで観光客を呼び込む地域資源の活用

には不可欠であろう。 



↑富良野市民アンケート調査「富良野市の誇り(自慢)だと思うものは何ですか？」(2009,富

良野市) 
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②『利家とまつ』～金沢～                   並木一徳 

 

Ⅰ．金沢市の概要 

石川県の県庁所在地である。江戸時代には 100 万を超える石高を誇る加賀藩があった。

観光スポットとしては、日本三大名園の一つである兼六園や金沢城址が有名。 

 

←兼六園の霞ヶ池 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．利家とまつ～加賀百万石物語～ 

 今回コンテンツツーリズムの題材として取り上げるド

ラマは NHK の大河ドラマ『利家とまつ～加賀百万石物

語～』（2002 年）である。加賀藩の藩祖となる前田利家

とその妻、まつを主人公に据えた戦国ドラマで平均視聴

率は 22.1%（関東地区・ビデオリサーチ社調べ）。前田氏

ゆかりの金沢市では最終回の視聴率が 80%をこえたとい

う。日本銀行金沢支店の発表によると、このドラマによ

る石川県内の経済波及効果は 786 億円に上るとされる。 

 

 

 

 

 

Ⅲ．金沢地区観光客入り込み数の推移 

 ドラマやアニメの舞台となったことで観光客が増加した場合、放映終了後の観光客の落

ち込みが考えられる。こうした揺り戻しは、地域の経済に打撃を与えるとともに、場合に

よっては放送前よりも観光客数が落ち込んでしまう場合もある。金沢はこうした揺り戻し

を防ごうと多くの計画、施策を行った。この内容については後述する。 

 結論から言うと、図１のように金沢も放映終了後の揺り戻しを避けることはできなかっ

た。だが、放送開始前と比較するとそれ以下に落ち込んでいることはなく、さらに近年増

加傾向にある。 

 なお、金沢地域とあるのは金沢市、かほく市、白山市(旧松任市、美川町)、津幡町、内灘

町のことである。グラフは石川県観光戦略推進部観光振興課作成『統計からみた石川県の

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Kenrokuen10-r.jpg
http://www.mydvdnet.com/toshiietomatu.html


観光』を基に作成した。 

 

 

Ⅳ．大河ドラマを利用した金沢の観光戦略～重層的イメージ戦略～ 

 では、大河ドラマを利用した金沢の観光戦略についてみていくことにする。まず、大河

ドラマの舞台になることでその話題性から、マスコミが集まるということを頭に入れてお

かなければならない。マスコミが情報を全国に発信することによってそれを視た観光客が

来るというわけである。しかし、放送終了後、特に大河ドラマの場合はマスコミの関心は

次の大河ドラマの舞台に移ってしまい、メディアへの露出は激減する。これによって訪れ

る観光客も減ってしまう。これが、揺り戻しの原因の一つである。これを考慮したうえで

日本政策投資銀行北陸支店は以下のような対策を放送開始の約一年前となる平成 12 年 12

月に出している。その最も重要な部分が重層的イメージというものの構築である。 

 

① 重層的イメージとは 

「大河ドラマの舞台」というだけでは、放送終了後も観光客をつなぎとめる、また新規

の顧客を獲得するのは厳しい。そこで金沢は大河ドラマを利用して、まだ知られていな

い金沢の魅力を発信する方針を打ち出した。 

 もともと「加賀百万石」のイメージが明治時代から定着し、観光地であった金沢だが、

近年そのイメージは陳腐化し、兼六園や金沢城址への観光客も減少傾向にあった。ここ

から金沢がだした施策は既存の「加賀百万石」イメージをさらに深めることと並行して

これまでにない新しいイメージの発見、育成という 2 つのイメージを作り出しそれらを

合わせた重層的なイメージを構築することであった。加賀百万石に関連する、加賀藩で

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

平
成

5
年

 

平
成

6
年

 

平
成

7
年

 

平
成

8
年

 

平
成

9
年

 

平
成

1
0
年

 

平
成

1
1
年

 

平
成

1
2
年

 

平
成

1
3
年

 

平
成

1
4
年

 

平
成

1
5
年

 

平
成

1
6
年

 

平
成

1
7
年

 

平
成

1
8
年

 

平
成

1
9
年

 

平
成

2
0
年

 

平
成

2
1
年

 

平
成

2
2
年

 

平
成

2
3
年

 

平
成

2
4
年

 

図１．金沢地域観光入り込み客数(単位：千人) 



はぐくまれた伝統工芸、文化、街並みなどの再発見とともに、泉鏡花や徳田秋声といっ

た近代の文化人のゆかりの地であるということから歴史と文化の街として押し出して

いく方針を固めていった。 

 

②重層的イメージ形成のための施策 

 こういった重層的イメージの形成、定着のためにはマスコミの力を借りるのが効率の

良い方法である。前述のとおり、大河ドラマの放送時には多くのマスコミが舞台となる

街に押し寄せ、情報の発信を担ってくれる。放送期間中はマスコミに宣伝を任せて、受

け入れる側は観光客を丁重にもてなすとともに重層的なイメージを押し出していく。問

題は放送終了後である。マスコミによる情報発信量は激減するため、自分たちで定期的

に情報を発信していかなければならない。旅行会社のパンフレットや旅番組などを最大

限活用し、金沢の重層的イメージ発信に力を尽くす。また、首都圏においてイベントを

開催したり、ミニアンテナショップを作ることも有効である。情報発信の場を東京、名

古屋、大阪など集客が見込める大都市に集中させることで予算を抑えつつ効率的な宣伝

が可能である。 

 

③受け入れ態勢整備 

 大河ドラマによる観光客揺り戻しの原因の一つとして、急激に増加した観光客に地元

が対応できないことによるサービスの質の低下がある。せっかく観光客が一時的に増え

たとしても、満足のいくサービスが得られなければ再来意欲もわかず、また口コミによ

って悪い印象が広がるという結果を生んでしまう。このような事態を防ぐためには、事

前の準備が必須である。観光従事者のホスピタリティ向上のために研修会を実施したり、

ボランティアガイドの育成を行うなど、地域住民を巻き込んだ受け入れ態勢の整備が重

要だ。 

 また、重層的イメージの定着のために、観光コースの見直しも提言されていた。近年

の観光はただ見るのではなく実際に体験するということに重きを置いているものが多

くあり、伝統文化を押し出していく金沢にとって体験を織り交ぜるのは効果てきめんの

策であると思う。現在の金沢市観光協会のホームページを見てみると、加賀友禅や金箔

工芸、和菓子など様々な体験ができるコースが多くあった。 

 

重層的イメージの形成、定着が進めばリピーターも増え、口コミによるイメージの伝

達や重層的イメージを前面に打ち出した観光戦略などにより、新規の観光客も獲得でき

る。金沢が大河終了後からも落ち込まずに徐々に観光客を増やすことができたのは大河

ドラマ放送というチャンスを生かして重層的イメージの形成に着手したことが一因と

して挙げられると思う。 

 

Ⅴ．まとめ 

  これまでのまとめとして、ドラマの放送前、放送中、放送終了後の現地の動きを表に

してみたのが次頁の図２である。 

この図の通り、ドラマ放送前の準備が大河ドラマを利用した観光戦略成功のためのカギ



になっていると言える。金沢の場合はもともとある程度観光地としての土壌ができていた

というほかの地域と異なる部分があり、それゆえ重層的なイメージを作り出すことに成功

している。 

放送前 

・既存の「加賀百万石」イメージの再構築 

・新しいイメージ（近代文化都市）の発見、深化、構築 

・観光コースの見直し 

・ホスピタリティ向上講習 

・ボランティアガイド育成 

放送中 

・マスコミを利用した情報発信 

・観光客の受け入れ 

・施策の改良、改善 

放送後 
・重層的イメージを生かしたイベントの開催 

・ミニアンテナショップの設立、運営 

 

Ⅵ．参考文献 

日本政策投資銀行北陸支店『大河ドラマを生かした観光活性化策～持続的な観光需要の創

出に向けて～』(2000) 

いしかわ統計指標ランド http://toukei.pref.ishikawa.jp/search/min.asp?sc_id=56 

(2014 年 1 月 31 日アクセス) 

金沢市観光協会公式サイト http://www.kanazawa-kankoukyoukai.gr.jp/ 

(2014 年 1 月 31 日アクセス) 
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③『あまちゃん』～久慈～                       勝俣千尋 

 

  

 放送期間 2013 年 4 月 1 日～9 月 28 日 

 平均視聴率 20.6％ 

  

 １.ドラマ放送による主な影響 

 ①観光客数増加 

◎岩手県観光客数変化 

  

岩手県は平成 23 年の震災の影響により観

光客数は大幅に減少した。しかし 6 月に平

泉の世界遺産登録によって入込客数が回復、

さらにドラマ放映が始まってからは大勢の

観光客が押し寄せ震災以前を大きく上回る

結果になった。 

  

 

◎久慈市の観光客 前年比 109％増 

 この数字は久慈市の観光拠点「駅の道くじ やませ土風館」における、5 月の大型連休中

の入込客数を調査したものである。観光客のほとんどが訪れると想定されるため久慈市の

入込客数に近いものと考えられている。 

 

②経済効果 

 岩手県 32 億 8400 万円 

  久慈市  9 億 6500 万円 

 

 

 

 

 

 

２.観光客の呼び込みと対策 

①「あまちゃん」誘客大作戦スケジュール（岩手県） 

 ◎放送開始前 

平成 22 年 545,865 人回 

平成 23 年 488,855 人回 

平成 24 年 601,594 人回 

平成 25 年（試算） 945,594 人回 



・みんなでわっしょい『あまちゃん』サポーターズの設立 

  ・「あまちゃん」支援推進協議会の設立 

・いわて北三陸お国自慢手帖の制作・配布 

・地元の魅力再発見講座・ツアーの実施 

  行政として支援推進協議会を設立し放送前から放送終了後に至るまで計画を立て、積

極的に誘客をする体制をとっている。上記の対策以外にも多くの観光客が自動車で訪れ

交通が混乱することを想定し、放送の前年度からマイカー自主規制実施に向けた人員・

資材の準備や事前告知も行っていた。 

  加えて注目すべき点は上に挙げた取り組みのうち下２つの、地元住民に対する働きか

けである。放送に先立って住民にこうした働きかけをすることで自分たちが地元を盛り

上げていくのだという意識を持つことが出来る。また地元の魅力再発見講座などの実施

は住民が地元に誇りを持ち観光客に対して紹介できるようになる上で効果的だ。地元に

愛着がなく、観光客が来ても「うちには何もないよ」と言ってしまえばせっかくドラマ

に取り上げられた魅力も半減である。 

 

  ◎放送開始後 

   ・ＰＲ展開、旅行商品達成促進 

   ・地元気運の醸造、受け入れ態勢の整備 

   ・小袖地区受け入れ態勢（飲食・物販等整備・各種サービスの提供） 

   ・小袖海岸地区への交通規制 

   ・二次交通の充実 

   ・イベントその他 

 4 月から本格的にＰＲや受け入れ態勢の整備が始まる。特に久慈市は、ドラマ以前は観光

地としての知名度は高くなく交通も整備があまり進んでいなかった。観光客の受け入れ

には交通がとても重要な課題である。 

 ゴールデンウィークに誘客活動が活発化し 

   ・岩手の食を紹介する「うまっ！いわて観光キャンペーン」でのＰＲ強化 

・復興応援バスツアー「北限の海女と野田防災号」運行 

・北限の海女実演 

・久慈市商店街 あまちゃん市（毎月 18 日） 

・まめぶＭＡＰ、かすりＴシャツなどグッズ作成、販売 

 などメインとなるイベントが始まり例年の 2 倍以上の観光客が押し寄せた。 

 

 ②地元住民の取り組み 

ドラマの舞台を巡り主人公がいた場所、食べた物などを体験し様々なイベントを楽し

むことができるのは観光客にとってとても魅力的だ。しかし実際に久慈市を訪れた人の

感想を見ると、そうしたこと以外に地元の人との交流やあたたかく迎えてくれたことが

印象的だったという意見が多い。 

 

「やませ土風館」では観光客の乗ったバスを、

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeDMRbepSSRMASC2U3uV7/SIG=133l1go4i/EXP=1391181457/**http:/kohaku-street.up.n.seesaa.net/kohaku-street/image/20130406-07.jpg?d=a1


大量端をかかげて見送る取り組みをしている 

 

 

 

 

地域住民の「おもてなし」を大切にする意識が観光客を惹きつける重要な要素なのだ。 

 

 

３.「脱あまちゃん」 

 あまちゃん効果で非常に活性化した久慈市だが、ドラマの影響は時間の経過とともに薄

れていく。そのためあまちゃんに頼った集客から地元の魅力そのものによる集客へと変化

させる必要がある。そのために放送終了直後から様々な対策がとられている。 

  

・朝ドラ舞台地ネットワーク 

朝ドラの舞台となった地域が効果を一過性で終わらせないために『カーネーション』の

舞台となった大阪府岸和田市が中心に、『ゲゲゲの女房』の鳥取県境港市・安芸市、『梅

ちゃん先生』の大田区などが設立したネットワークである。朝ドラ舞台地ネットワーク

展というイベントを開催し、現在加盟している 7 地域の観光情報や土産物などを展示す

る。『あまちゃん』の岩手県久慈市の観光情報ブースも設置。 

 

・地域づくりについて学ぶ講習会 

 「『あまちゃん』によって久慈の魅力が整理された。『ここが一番いい』と皆さんが思え

れば、ドラマを超えて久慈の町をもっと活性化できる」 

 （久慈市市長の会見一部抜粋） 

市長の指摘どおり、地元住民にとってあたりまえなものが持っていた魅力がドラマを通

じて発見された。さらに地元に目を向け、自分の住んでいる地域に魅力を感じられるよ

うになればドラマによる活性化の勢いをそのままに継続できるだろう。 

 

 久慈市の成功は交通など大勢の観光客が来た際に不足しそうな部分をあらかじめ整備

していたこと、地元住民が「自分たちが盛り上げるのだ」という意識をもったことにあ

るだろう。特に地元住民の力は強く、ドラマの影響が薄れた後も地域の魅力を発信し続

けるには不可欠だ。今後の活動に期待が出来る。 

 

参考文献 

岩手県ホームページ 

http://www.pref.iwate.jp/ 

 

 

  



④『軍師官兵衛』～中津～                       矢島薫 

 

ここからは、2014 年度大河ドラマである「軍師官兵衛」のロケ地に関する観光状況につ

いて紹介する。このドラマは始まったばかりなので、このコンテンツツーリズムが成功す

るか失敗するかわからないが、このドラマを活かしたどのような観光政策が挙げられてい

るのか、その政策がこれから観光客数増加につながっていくのか、といった点について現

在進行形で分析する。 

 「軍師官兵衛」は、戦国時代に豊臣秀吉を支えた軍師・黒田官兵衛が主人公の大河ドラ

マである。彼の生涯を描くため舞台はいくつかあるのだが、まず誕生から青年期を過ごし

たのが兵庫県姫路市、その後秀吉の軍師として活躍したのが近畿・中国地方で、その功績

として豊前中津（現在の大分県中津市）の領主となり、晩年を過ごした土地が福岡県とな

っている。この中では領主となり中津城も築城した大分県中津市が彼の生涯でも一番ゆか

りある土地だと思うので、中津市をメインに分析したい。 

 まず大分県（中津市のデータが見つからなかったため）の観光客数変化を見ると、近年

は増加傾向にあるが毎年差があり不安定だ。平成 21 年の減少の原因は、前年にあった国体

の開催にかかる選手・監督等の宿泊がなくなったことや、新型インフルエンザの影響で外

国人観光客が大きく減少したことなどが挙げられる。また平成 24 年の増加は、東日本大震

災による観光の自粛ムードが回復したことが理由の一つに考えられる。大河ドラマ「軍師

官兵衛」のロケ地であることを活かし、観光客数増加につなげられるかが課題となる。 

  

 

 

 

 次に、大分県中津市の観光の現状を紹介する。まず中津市は大分県の西北端に位置する、

人口 85,614 人（平成 26 年 1 月 15 日現在）、面積 491.17 平方キロメートルの市である。 

3,400,000

3,500,000

3,600,000

3,700,000

3,800,000

3,900,000
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4,100,000

4,200,000

単位：人 大分県の観光（宿泊）客数変化  



 

引用：中津市の紹介（http://www.city-nakatsu.jp/docs/2011081901184/） 

 

中津市は大きく 5 つの地区に分けられ、市の右上部から順に中津地区、三光地区、本耶馬

渓地区、耶馬渓地区、三国地区となっている。そんな中津市には、以下のような観光素材

がある。 

・「耶馬溪」などの自然あふれる景勝地 

・からあげの聖地（平成２３年にギネス登録） 

・はも料理（京都に伝承されたといわれている） 

・中津城（日本三大水城のひとつ） 

・福沢諭吉の育ったふるさと 

・メイプル耶馬サイクリングロード（平成１５年日経サイクリングロードランキングで第

一位） 

・自動車産業などの工場立地（ダイハツ九州などの工場見学） 

 

このように意外と多くの観光素材があるが、一方で受け入れ側の現状として以下のような

問題がある。 

・耶馬溪以外の観光整備が遅れている 

・宿泊施設が少ない 

・温泉地の認知が低い 

・観光案内サインが整備されていない 

・市民の観光に対する意識が低い 

・外国人観光者への対応が遅れている 

 

http://www.city-nakatsu.jp/docs/2011081901184/


これらが重なり、現状として観光客は滞在期間が短く、観光消費額も少ない、ということ

が問題となっている。要因としてまとめると、まずそれらの観光資源を結びつける周遊ル

ートの開発が遅れているということがある。上記の観光素材は、耶馬渓は本耶馬渓地区、

中津城や福沢諭吉の旧居、福沢記念館などは中津地区、メイプル耶馬サイクリングロード

は耶馬渓地区、となっており、それらの有名な観光地を結ぶ交通や宿泊施設などの整備が

遅れているということだ。それ以外にも、三光地区には西日本最大級のコスモス園である

三光コスモス園や、絶景を望める八面山などがあり、三国地区には国の天然記念物に指定

されている猿飛千壺峡があるなど、どの地区にも観光地として十分な観光素材がある。そ

れらを観光して回るには移動距離もあるため、やはり適切な交通機関や宿泊施設などが必

要だ。また中津や耶馬溪に対するイメージや PR 不足などにより、観光客の滞在期間が短く、

近隣の有名観光地への流出を許している、ということも挙げられる。つまり、その観光素

材を活かした「観光コンテンツづくり」、「受入体制づくり」が遅れているということだ。 

この問題に対して、中津市が 2013 年 7 月に提案したのが「中津市観光振興計画」だ。こ

の計画は中津市の観光を取り巻く機会や強みを整理し、それに応じて戦略を立てたもので

ある。まず目指すべき姿として、“『中津市観光ブランド』の創出と定着”がある。市外か

らの波及として、「観光客等の入込増加による地域経済の振興及び活性化」があり、市内か

らの波及として、「観光を基点にした『シティアイデンティティ』の醸成」がある。またこ

の計画は中・長期的な視点で観光戦略を計画立案して展開するところに特徴がある。「中・

長期的な視点」とは平成 25 年から 27 年までを指し、観光の経済効果が一過性のものにな

らないよう、このような視点で計画するということだ。戦略項目として、受入体制づくり

と観光コンテンツづくりがある。 

 受入体制づくり 

   …受入体制の構築（ソフト・ハード整備）、PR 展開・情報発信（交流拡大）、定着化・

交流浸透（地域主導で継続へ） 

 観光コンテンツづくり 

   …素材の発掘（企画・計画）、観光コンテンツ化（商品・サービス開発）、PR 展開・

情報発信（認知拡大）、定着化（認知浸透） 

さらに中津市の強み・機会を活かした４つの取組事業で、新たな「観光コンテンツづ

くり」を推進する。そのコンセプトは『意外にすごい！中津市』であり、中津市の知

られていない「すごい！」を観光戦略の訴求コンセプトとして情報発信していく。以

下がその 4 つの取組事業である。 

 食・グルメ → からあげ、はも料理、黒田ゆかりのお菓子など 

 歴史・人物 → 黒田官兵衛、中津城、福沢諭吉 

 スポーツ → 市内のスポーツ施設を利用した施策を展開 

 景観・イベント → 耶馬溪、コスモス園、かかしワールド 

 

観光コンテンツづくりには、からあげや耶馬溪に加えて黒田官兵衛に関するものもきちん

と取り入れられているのがわかる。その黒田官兵衛に関する事業案をさらに詳しく紹介す

る。 

 黒田官兵衛に関する事業案の基本構造は以下のようになっている。 



 

 

 

 

「プロモーション手法」とは、なにかを提供することで観光客に購買を動機づけるという

施策のことで、これはテレビや雑誌などでの広報活動も含まれている。また「着地型の旅

行商品開発」とは、これまでの旅行商品が都市部の旅行会社で企画・造成される「発地型」

であったのに対し、旅行目的地側主導で行うことを指す。これまでは、旅行者のニーズを

把握し情報を発信するのに便利な発地型が大半だったが、消費者志向の多様化に伴い、地

元の人しか知らないような穴場や楽しみ方が求められるようになり、着地型が見直されて

いる。地元にとっても新しい観光素材を掘り起こし、都市部の旅行会社に提案する着地型

が地域おこしにつながるとして力を入れている。具体的な事業としては以下のようなもの

がある。 

 黒田官兵衛 

 ・市民の意識向上を図る講演会などの開催 

・「官兵衛資料館」「まちなか官兵衛館」の整備、運営 

・大河ドラマ関連イベント等の誘客宣伝活動 

・ガイドブックの作成や案内サインの整備など受入体制の整備 

 中津城 

・歴史に関係するシンポジウムの開催などを誘致 

・お城の新たな見学ルートとしてバックヤードツアーを開発 

・中津地域の行事と連携したイベントを実施 

 

また、中津市は軍師官兵衛推進事業公式キャラクターとして、『くろかんくん』を採用し

ている。『くろかんくん』は「軍師官兵衛」放送決定を契機に中津城に出現し、平成２５年

６月に一般社団法人中津城から中津市へ無償譲渡されたキャラクターだ。現在中津市内の

「軍師官兵衛」に関するイベントで活躍している。ゆるキャラが人気の今、『くろかんくん』

によって広報活動も進めば、集客だけでなくグッズなどの販売による経済効果も期待でき

るだろう。 

 

 

ターゲット      →  歴史好き・シニア層・学生       

プロモーション手法  →  旅行商品・広告（テレビ・雑誌など）  

ねらい        →  着地型の旅行商品開発         

 

引用：大分県中津市『「軍師」黒田官兵衛』くろかんくんの部屋 

（http://www.nakatsu-kanbee.com/kurokan/） 

http://www.nakatsu-kanbee.com/kurokan/


 

また、平成 24 年 11 月には『大河ドラマ「軍師官兵衛」推進協議会』が設立された。こ

の協議会によって中津市の官兵衛ゆかりの土地や、歴史などを紹介する特設サイトがつく

られ、広報活動にも役立っている。 

このように、大分県中津市は現在放送中の大河ドラマのロケ地という機会を活かした観

光計画を発案しているため、今後の観光客数変化がどうなるのか、またそれによる経済効

果がどうなるのか、期待できる。 

また、「軍師官兵衛」の平均視聴率は、初回が１８．９％であり、過去１０年では２番目

に低い数字となった。その後第２回は１６．９％に落ち込み、第３回は１８．０％に持ち

直したが、視聴率は低迷しているといえる。今後この視聴率がどうなっていくのか、また

その中で中津市や姫路市などの観光状況はどう影響されるのか、注目していきたい。 

 

 

参考：中津市ホームページ  2014 年 1 月 29 日確認 

   http://www.city-nakatsu.jp/ 

  



⑤ コンテンツツーリズムの失敗例                   菊地駿介 

Ⅰ   これまで、コンテンツツーリズムの成功例を取り上げてきた。ここからは、失

敗例を見てみようと思う。本当は、これまで扱ったのがドラマだったので、ドラ

マによるコンテンツツーリズムの失敗例を使って述べたかったのだが、いくら探

しても見つからなかったので、アニメによるものから失敗例を探っていくことに

する。ちなみに、アニメでもジャンルは違うが同じ結果は得られるだろう。ちな

みに、ドラマとの比較対象としても考えるが、アニメとの比較にも重点を置くこ

とにする。 

 

Ⅱ   アニメによるコンテンツツーリズムは、ドラマによるものとは若干性格が異な

る。俗にアニメツーリズムとも言うが、文献の中では、「アニメやマンガ等の作品

が地域を舞台として取り上げ、そこから派生するイメージを地域と共有すること

によって生み出される観光（行動）のこと」と定義されている。つまり、アニメ

のファンが行動主体であり、その彼らが、アニメの中で出てきた建造物や風景を

見に行こうとする、また、ご当地限定のグッズ購入やイベント参加など、さまざ

まな範囲にわたるが、これらはドラマも同様であり、比較対象である。そして、

その行動の原動力は、アニメ作品に対する愛着である。その愛着が、リアルの地

域に存在することによって、二次元（＝アニメ）と三次元（アニメの舞台）が融

合する、」とでも言うべきだろうか、そのような現象が生じるのではないだろうか。

つまりは、アニメ世界の疑似体験、ということである。 

 

Ⅲ   アニメツーリズムにおいては、いくつかのタイプが存在する。 

    まず一つ目は、「自然発生型」というタイプである。これは、アニメが既に存在し、

その中に出てきたその地域の建造物や、その地域自体が、アニメ後の地域による

振興活動によって聖地と化した、というものである。その例として埼玉県鷲宮町

（現久喜市）がある。こちらは、アニメ「らき☆すた」の舞台として使われたと

ころがある。「らき☆すた」は２００７年に放送されたアニメである。アニメのと

あるシーンで、神社が関連したシーンがあるのだが、その神社が実在する鷲宮神

社というものであると知ったファンたちがそこに観光に来るのである。それを知

った地元の商工会議所が、「らき☆すた」関連の限定グッズを販売したいと「らき

☆すた」の著作隣接権者である角川書店に要請したところ、功を奏してグッズが

誕生、しかもかなり売れるという状態になり、そうして鷲宮神社を訪れる人は絶

えず、聖地巡礼ということになったのである。 

 

 

 



 

 

↑ 毎年秋に開催される「土師祭」。その中には、「らき☆すた神輿」なるものがある。２

０１３年夏、祭を控えた時期に、安置しておいたのだが突風にあおられてひっくり返り、

壊れてしまったという。しかし、祭に間に合うようにファンの手によって修復されたとい

う。まさにファンと地域が一体化したと言える構図ではないだろか。 

 

 

 

↑ ２０１４年の正月の様子。この三が日で４７万人を記録しているという。０９年

は４２万に、１０年には４５万人に、１１年には４７万人となり、それ以降は４

７万人で定着している。また、鷲宮神社が「関東最古の大社」と紹介されたこと

から一般客の参詣も増えた。ちなみに放送前の０７年は９万人である。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12s1vkots/EXP=1391189902;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVE44ZDQyYVR4d2xlNHZNYUlWMUpQanNPM1R5UGZLWmVYOGVmQzBkZjUwRjl6WjdpYXRJQVlGNkN3BHADNDRLSjQ0R040cGlHNDRHWjQ0R2Y1NldlNkx5XwRwb3MDMTMEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-/**http:/taoyame.net/wp-content/uploads/2013/07/wpid-2012012021494501a.jpg


 

 Ⅳ   そして二つ目に、「地域主導型」というタイプである。こちらはアニメよりも、

地域や地元企業が先行してツーリズムを展開していくというものである。その例

として、千葉県鴨川市が挙げられる。こちらは、もともと観光地ではあったのだ

が、東日本大震災による風評被害によって観光客は激減した。しかしそこで、２

０１２年に「輪廻のラグランジェ」という鴨川が舞台のアニメが放送されるとい

う話が来て、それとタイアップするという企画を持ち出したのである。鴨川市は

この作品を市民に広く知ってもらうことから始め、聖地の紹介などに積極的に関

わり、地域振興を進めていこうとしたわけである。 

 

 

 

 

↑ ２０１２年に鴨川市で整備されたという「菜な畑ロードを進んでいくと、突

然？現れる「輪廻のラグランジェ」のキャラクター。アニメとのコラボレーショ

ンということなのだが、少しばかりか唐突過ぎるのと、なの花畑に合ってない感

じが否めない・・・ 

 

 

 

 

 

 

http://ameblo.jp/hidamari-inn/image-11154976775-11773631086.html


Ⅴ   これまでアニメツーリズムについて長々とかたってきたわけであるが、じつは、

先ほど挙げた鴨川市の例は失敗に終わった、言う声が続出している。 

   そして、その一つが、今挙げた、鴨川市の例である。実は、鴨川市の取組みが前

面に出過ぎていてあざとい、というのだ。鴨川市は地域主導型のパターンとして

地域振興を目指してきた。しかし、その地域振興を目指す、という行為が、訪れ

るファンの心をつかめない要因であるというのである。鴨川市の地域振興＝マー

ケティング・経済発展という構図が頭の中に浮かび上がってしまうと、踊らされ

ているというような感覚、どうしても少し引いてしまうというのである。また、

ただでさえ「輪廻のラグランジェ」というアニメが鴨川市の風景を忠実に表して

いるのに、鴨川市が地域振興を前面に押し出し過ぎて、ファンによる「発見欲」

というものが阻害されてしまうのだ。ファンからすれば、聖地を作り出すのはあ

くまでファンが主体であり、地域が作り出すものではないとの認識があるだろう。

そして、聖地に訪れ、「ああ、ここが～～のシーンで出てきたところか！」という

ような発見が観光の動機になることは間違いないだろう。 

    その他にも、違った形でのアニメツーリズムの失敗例というものが存在する。

この例として、岐阜県の白川村がある。この白川村というのは、世界遺産に、「白

川郷・五箇山の合掌造り」として登録されている有名な土地である。そして、そ

の白川村には、「ひぐらしのなく頃に」というアニメでオープニングや本編の背景

として使用されていた。そこにある白川八幡神社や下水道終末処理施設などが描

かれ、それらの場所が聖地となり、ファンたちが訪れている。しかし、アニメツ

ーリズムとしての発展はほとんど見られない。その原因として、地域住民が自ら

アニメ等コンテンツを観光資源として認めず、そのためにそもそもアニメツーリ

ズムというものに結びつかなかった、という結果になったのである。 

この文献の中で聞き取り調査を行ったところ、「アニメ内容に対して嫌悪感を抱い

ている」といった声や、「アニメで描かれている白川郷は本当の白川郷じゃない」

といった、反発の声が寄せられていたとある。また、その一方で、地域資源のた

めに歓迎するといった、全く反対側の方向の路線をたどったような意見もあった

という。しかしながら、住民の声もさることながら、行政もそういったことには

まったく関心を示さなかった。背景には、白川郷は世界遺産である、というプラ

イドや、それ以外の物やよそ者を寄せ付けたくない、といった意識があるのかも

しれない。 

 

Ⅵ   以上から、アニメツーリズムにおける失敗例を、成功例と比較してみると、①

品の知名度が高くなければならない。②地元住民の理解と努力が必要。③地元行

政の積極的な振興策の構築。かといって過度なものは逆効果を与えてしまうこと

もあるということ。というような要素にまとめられるのではないだろうか。 

    特に②の点については、多くの住民は、最初は戸惑うかもしれない。なぜなら

ドラマを見て来る人とは違って、アニメを見て来るファンである。要するにヲタ

クが集まってくるということなのだが、それを良いと思わない、治安が悪くなる、

といった考えにつながりやすい。また、③の点について、「自然発生型」と「地域



主導型」との比較について考えてみるとする。ここから考察すると、地域主導型

では自然発生型に劣り、違ったリスクも孕んでいる。地域主導型は、アニメの紹

介をし過ぎてはファンの足を止めることになり、かといって何もしないことでは

始まらない。ただし、鴨川市は、地域主導型の失敗例として、今後生かされるこ

とになるだろう。 

今日では、はアニメといった若者文化が、地域を大きく動かすエネルギーの源

になってくる時代となった。大人たちは、アニメというと、たとえば昔からやっ

ているアニメと言えばさ「サザエさん」や「こち亀」など、初期時代のアニメを

思いつくことがほとんどかもしれない。しかし、この考え方は今や時代遅れの固

定観念であろう。おそらく、アニメツーリズムは、それまではドラマによるコン

テンツツーリズムには劣り、アニメだからと言って良いイメージを持たれてない

可能性があった。しかし、アニメツーリズムは、それまでの一般観光客や違った

形によるコンテンツツーリズムによる観光客とは違った、新たな観客の層を呼び

込むことに成功することとなろう。これらの新しいモノがこれからの時代の主役

になるのかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅶ   参考文献 

毎日新聞デジタル   より 

http://mantan-web.jp/2014/01/07/20140107dog00m200037000c.html 

http://mantan-web.jp/2013/09/01/20130901dog00m200040000c.html 

 

ＮＨＫオンラインクローズアップ現代   より 

http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail02_3171_3.html 

 

ＯＲＩＣＯＮＳＴＹＬＥ    より 

http://www.oricon.co.jp/news/2007060/full/ 

 

コンテンツによる地域振興の研究―アニメツーリズムの成立条件と構造― 

専修大学学術機関リポジトリ  

ネットワーク情報学部 岩間 英哲、川口 峻、瀧澤 勇樹、橋場 大剛、福富 

忠和  より 

  

    アニメ・ツーリズムの可能性―聖地で地域おこしは可能か― 

    富山大学経済学部経済学科 中村（和）ゼミナール 3 年   より  

http://mantan-web.jp/2014/01/07/20140107dog00m200037000c.html
http://mantan-web.jp/2013/09/01/20130901dog00m200040000c.html
http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail02_3171_3.html
http://www.oricon.co.jp/news/2007060/full/


まとめ 並木一徳 

 ドラマやアニメといったコンテンツの舞台となることは地域活性化のための大きなビジ

ネスチャンスになりうる。その一方で、放送終了による揺り戻し、一過性に終わる可能性

があるなどそれなりのリスクも伴うということはこれまでの例で明らかである。 

 コンテンツツーリズムとして成功するには、ブームが最高潮に達した時の対応力に加え、

一過性に終わらせない工夫が必要である。 

 どの事例にも共通していたのは、特にドラマの場合、ドラマの舞台であることを利用し

てマスコミを呼び込み、情報発信を促すという点である。「ドラマの舞台である」というこ

としか売りがないのでは確実にブームは一過性に終わってしまう。ドラマの舞台であると

いうことは、その地を訪れるきっかけに過ぎず、あくまでメインはその地域の伝統や食べ

物、観光スポット、おもてなしの心などの本来私たちが旅行、観光に求めるものなのでは

ないか。 

 そこで、仮にある地域がドラマやアニメの舞台になるとなった時に観光産業として成功

するためのキーワードは「地元の再発見」と「全員一丸」の二つなのではないかと考える。 

 「地元の再発見」とは、前述のとおりドラマやアニメ以外で観光客に提供できるものが

ないか地元の文化を見直し、もしそれが不十分なものであった場合にはそのコンテンツを

洗練して提供するプロセスである。これにより、観光客をつなぎとめる材料ができ、また

ドラマ、アニメが放送終了した後にも観光客を誘致する武器として使うことができる。地

元を再発見する行為そのものが地域の活性化にもつながる。 

 「全員一丸」とは、観光戦略が行政のものだけにとどまらず、その地域住民にも波及し、

地域全体で観光客の受け入れ態勢を整えていくことを意味する。実際に観光地や施設など、

観光客とかかわるのは地元住民であるから観光客をもてなすにも地元住民の協力は不可欠

である。地元住民と行政とが連携して地域の活性化という目標に向かっていくことで観光

客へのサービスの質も向上し、結果として一過性に終わらない強い観光地になることがで

きるだろう。もちろんこれには観光地化に対して地元住民が反対するという問題も起こり

うるが、その点の調整は行政の仕事である。 

 それまで日の当たらなかった地域にスポットをあて、観光産業を活性化させることで、

ひいては日本経済の活性化につながる。コンテンツツーリズムをうまく生かすことで好循

環を生み出すことができる。これからドラマやアニメの舞台となる地域の行政、住民は事

前の準備、受け入れ態勢の整備に力を入れ、観光戦略を成功させてほしい。 
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第一章 テーマ選定の理由 

「女子力」という言葉は、あまりにも若者の日常に馴染んでいる言葉であり、今更問い

返すことではないと思われるかもしれない。「あのコは女子力高い」とか「私って女子力低

い」などといったことは、普段の会話だけでなくツイッターなどのネット上でもよく使わ

れていることが見られる。しかし「女子力」という言葉は、いかなる状態を定義して言っ

ているのだろうか。単に「女の子らしい」というのは簡単すぎる説明であるし、既存のセ

クシャリティーやジェンダー論で説明しきれるものでもないように思われる。私達は、こ

うした身近でありながらよくわからない「女子力」という概念を、アンケート調査などを

通じて明らかにしていきたいと思っている。 

 

「女子力」の誕生と展開 

女子力という言葉を最初に用いたのは、漫画家の安野モヨコが雑誌「VoCE」で連載して

いた「美人画報」シリーズだという。最初は「女に生まれたからには美しくなければなら

ない」といった義務的な意味合いを持っていた。それ以降段々広がりを見せ、2002 年に雑

誌「non-no」で女子力を冠した特集を組んだことを皮切りに、様々な雑誌が「女子力をア

ップさせるためには・・・」といった具合で女子力特集を組んでいった。当初は「きれい

になりたいと願い、行動する力」という 2009年流行語大賞にノミネートされた際の説明が

示したように、きれいになることを至上目的としていた。しかし次第に意味が拡がってい

き、先程の説明には「最近ではその意味はさらに広くなり、女性であることを楽しむ積極

性や、女性特有の魅力を高めていく前向きな姿勢を指すようになった」と付け加えられて

いる。つまりきれいになることだけを目指していた初期とは異なる意味合いを持ち始めて

いる。 

ちなみにこの 2009年の流行語大賞では、女子力以外にも性別に関わる言葉が多くトップ

10 入りやノミネートを果たしている。トップ 10 には「草食男子」、「歴女」が入り、「弁当

男子」、「オトメン」、「肉食女子」、阿修羅像など仏像好きの女性を指す「アシュラー」がノ

ミネートされた。この 2009年の流行語以降、性別に関する流行語が多くノミネートされて

いる（注）。 

 

では女子力が持つ新たな意味合いとはどのようなものなのだろうか。上記の女子力の定

義を思い返してみると、「女性であることを楽しむ積極性」とある。これを踏まえ流行語に

ノミネートされた言葉を見ていくと、ステレオタイプな性別概念とは異なる傾向が生まれ

ていると考えられないだろうか。流行語にノミネートされて言葉ではないが、その傾向が

顕著に表れている「オタク女子」を例に挙げてみたい。元来オタクといえば、自分の趣味

に没頭し他人とのコミュニケーションが苦手、引きこもりがちで恋愛などとは無縁な”男”

というイメージであった。しかし 2000年代中頃に登場した「腐女子」に代表される「オタ



ク女子」が登場した。オタク女子達は、前述のオタク像とは対照的に、趣味をオープンに

することで、仲間同士で共有する。趣味があるといってもそれに人生の全て捧げるのでは

なく、オシャレも恋愛関係をも楽しむ。「歴女」であれば歴史が好きで史跡を訪れたりする

だけではなく、武将をキャラ化して「萌え」る。鉄道が好きな女性「鉄子」であれば、カ

メラで電車を撮影するような従来の「鉄オタ」とは異なり、電車に乗ってうとうとしなが

ら、心地よい列車旅行を楽しむ。 

オタクのように、もともと男の独占物だったものが女性にも開かれた例もあれば、女性

独自のものとして発展してきた概念もある。様々なメディアで取り上げられる「かわいい」

ものや「女子会」などがそれだ。ここでも「かわいい」ものを一人で集めて楽しむという

よりは、友達と共有するだろし、「女子会」などは連帯の象徴だろう。 

ここに女子力の新しさがあるのではないか。第一に、ステレオタイプな女性像から解き

放たれ、男女関係なく好きなものを好きだと言えること。しかしながら第二に、仲間と楽

しみを共有することでそれを増幅させること。この二点を備え、自分らしく生きている女

性たちこそが、「女子力」の高い女子だということなのではないか。 

 

注 

2010 イクメン、女子会、山ガール 

2011 美ジョガー、（おねえキャラ、ラブ注入） 

2012 美魔女 
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調査方法 

 

１．調査法の作成方法について 

 今回は意識調査が目的であるので、アンケートを作成し回答を分析しました。アンケートの作成にあ

たっては、まず社会福祉学部クラスに予備調査を行いました。予備調査では「女子力が高いと思う行

為」を無記名で回答してもらい、本調査で用いるアンケートの選択肢作成の参考にしました。 

 本調査のアンケートは回答者の手間と負担を考え選択式の質問を中心に作成しました。また、選

択では拾いきれない意見や考えを補足するために、自由記述の欄も設けました。 

 また女子力は多義的で人によって解釈が異なる曖昧な側面を持ちます。そのため回答者が女子

力をどのようなものとして解釈しているかによって回答もバラバラになってしまいます。そこで今回はア

ンケートの一枚目では、回答者が各々考えている女子力について尋ね、二枚目では 2009 年のユー

キャン新語流行語大賞で用いられた定義を挙げ、それを参考にして回答してもらう形式のアンケート

を作成しました。また、テーマの特性上、男女により尋ねることができる質問とそうでない質問が存在

するため、アンケートは男性用と女性用を別々に作成し、回答してもらいました。 

 

２．調査の対象 

 社会福祉学分野 2 年の学生および、この班の構成員の NSE のクラスメイトにアンケートを配布、回

収しました。今回は男性 24名、女性５２名から回答を得ることができました。 

 

３．分析方法 

 回収したアンケートを班で分担して集計しました。一つ目の「以下の中から女子力が高いと思うものを

3 つ選び、□に順位を書いてください。」という質問については、当初は回答者が選択した 3 つの項目

の順位もコーディングする予定でした。しかし、順位をつけずにチェックを入れるだけの回答が多かった

ため、順位は付けずそれぞれの項目を選んだ人数のみを集計しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

※資料(本調査で用いたアンケート) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性用 1 枚目 

女性用2枚目 



男性用 1 枚目 

男性用 2 枚目 
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第二章：アンケートの手法とモヨコ女子力から見る新女子力 

 

１ 研究課題 

 第二章からは、『「女子」の時代！』という書籍とアンケート結果をもとに話を展開してい

く。関心は、モヨコの考える女子力と新女子力に差はあるのかという点だ。私たちの班は、

調査方法として文献を中心にするのではなく、アンケート調査を中心に行った。アンケー

トは、社会福祉学分野の２年生と、班員それぞれが受けているＮＳＥのクラスの２年生に

協力してもらった。２年生という共通点があるものの、年齢や性別、学部には差があるこ

とを最初に述べておく。アンケート内容には、モヨコの考える女子力と、アンケートに答

えてもらう人の考える女子力、新女子力についてなどの質問を挙げた。また、女性用と男

性用に内容を分け、女性は自分自身の女子力について、男性には女子力についてどう考え

ているのかということを調査した。調査期間は 2013 年 11 月中旬から後半にかけてで、女

子５２人と男子２４人の合計７６人に協力してもらった。 

 

２ 調査実施結果 

まず初めに、第一章で取り上げていたモヨコさんの考える女子力、つまり「きれいにな

りたいと願い、行動する力」について、現代の女子大生はどのように考えているのかとい

うことを調査した。 

（図１） 

上の図１は、「この定義の「女子力」はあなたが考える女子力に近いと思いますか？」と

16% 
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12% 
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2% 0% 

とてもそう思う 

ややそう思う 

どちらでもない 

ややそう思わない 

全くそう思わない 

わからない 



いう質問に対する結果である。16％が「とてもそう思う」、58％が「ややそう思う」と答え

ていた。つまり、約７0％の人が思うと感じている。そもそも、女子力という言葉は安のモ

ヨコが使い始めたが、その後 2002 年に non-no、an・an、MORE、その他の雑誌やテレビ

番組名に使われるくらい、現在私たちの生活に浸透している。「女性の美しさや男性を惹き

つける力(P21)」を含めた意味をもつ安野モヨコの考える女子力は、私たちが普段使ってい

る女子力という言葉の基盤になっていることが分かる。 

では、安野モヨコの考える女子力と、現在の女子大生の考える女子力とでは、いったい

どこが異なるのだろうか。自由記述欄には、「意識しなくても自然とでてくるもの」、「努力

が表面化しないと、評価されないから」、「願っているよりは持っているというイメージ」、

「女性視点の女性である点」、「女の子らしければ女子力」、「綺麗になりたいという思い以

外にも女性らしさや女性らしい気遣いも含む」、「「女性的な」細やかさを持っている人を「女

子力が高い」という気がする」と記述されていた。現在の女子大生の中には、安野モヨコ

の考える女子力よりも、更に広範囲で「女子力」という言葉を使っている人がいるという

ことがここからよみとることができる。「女性らしさを磨く」というだけではない」ことが

この結果から読み取ることが出来る。 

女子力という言葉の使い道が増えたからなのか、「あなたはこの定義における「女子力」

が高いと思いますか？」という質問に対しては、次の図２のような結果になった。 

（図２） 

29％の人が「全くそう思わない」、23％の人が「ややそう思わない」と感じており、約半

数の人が思っていないという結果である。一つ目の質問である「この定義の「女子力」は

あなたが考える女子力に近いと思いますか？」という問いに対しては近いと思いつつ、モ

ヨコさんの考える「きれいになりたいと願い、行動する力」は、女子力が高いというかと
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いうとそうではないという人が多かった。安野モヨコの考える女子力は、あくまで基盤で

あり、それに加えて新しい意味含めて「女子力」という言葉を使っている人にとっては、

女子力が高く感じないのだろう。 

しかしながら、「あなたはこの定義における「女子力」を高めたいと思いますか？」とい

う質問に対しては、下の図３のような結果になった。 

（図３） 

「とてもそう思う」が２０％、「ややそう思う」が５０％となり、７０％もの人が高めた

いと考えている。自由記述欄には、「綺麗になりたいと思うから」や、「女性であることを

上手く利用して自分なりに向上したいから」、「女子に生まれたからには女子らしさを磨く

のは楽しいから」、「女子として綺麗になるために努力することが大切だと思うから、また、

求められていると思うから」、「モテるから」といった回答が見られた。この回答によって、

女性が女子力を高めるための目的は、自分自身の向上だけでなく、異性の目を気にしたう

えで女子力を高めようとしていることが分かった。 

 

３ まとめ 

 「女子力」という言葉は、いまさまざまな場面で使われている。それは雑誌やテレビだ

けにとどまらず、私たちの日常会話でも普通に使われている。特に、twitter や facebook

などのＳＮＳ上で女性が使っているのをよく見かける。いつ「女子力」という言葉が誕生

したのかなどと意識することもないくらい私たちの日常生活で使われているが、実際に「女

子力」という言葉が使われ出したのはここ十年ちょっとの間である。安野モヨコが提言し

たとされるこの言葉は、次第に non-no や an・an などの有名雑誌で特集の題名に使われ、

私たちの生活に徐々に浸透してきたのである。 

 「女子力」という言葉の始まりとされる安野モヨコの本には、完全な意味が載っておら
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ず、「女子力」の正確な意味は存在しない。そのため、この第二章を通じて分かったと思う

が、女子力とは何かという問いに対してさまざまな回答があった。しかし、正確な意味は

ないものの、自分自身を高めるためや、異性に良く思われたいという意味を含めたものだ

ということは、この研究を通じて分かった。 

「私は女子力が低い（ない）」という内容を始めとし、「女子力」という言葉を用いた投

稿がよく見られるように、『The 女子力 －生きるための処方箋―』によると、「年齢を問

わず、ほとんどの女性は自分の「女子力」が十分だとは考えない(P22)」という。女子力が

ないと思いつつ、高めようと努力する人が多いことは第三章のグラフにも出てくる通り、

多い。女性は、自分自身を高めようとする思いが男性よりも強いと私は感じる。なぜなら、

女子力を高めるためのグッズがよく売れたり、視聴率が上がったりしているからだ。「「女

子力」は「つける」もの、「アップ」するもの、「養成」するもの(P22)」としてあり、「その

ための化粧品やグッズやスキルを提供する巨大な女性向け市場と一気に結びついた(P22)」

と記述されている。安野モヨコの考えた女子力は、一つの始まりであり、いまやその言葉

による市場への影響も増えている。また、今回のアンケートを通じて分かったように、意

味も多様化している。アンケート結果では、矛盾も多くみられたが、結局は多くの女性が

自分自身を高めようと努力していた。 

 

３ 参考 

・『「女子」の時代！』 馬場 伸彦 2012/4/25 青弓社 

・『The 女子力―生きるための処方箋―』ＮＨＫ「Ｔｈｅ女子力」取材班 2010/8/18 角

川マーケティング 
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第三章 女子力の定義の変化～アンケートの結果から～ 

 

１研究課題 

学生の女子力の捉え方、女子力という言葉が学生に与える影響を調べるために本大学の学

生を対象に女子力についてのアンケートを実施した。アンケートを行うにあたり、女子力

というテーマから女子と男子と質問内容をかえたアンケートを実施し、女子と男子の比較

を通し、女子力という言葉の捉え方、影響を調査した。本章では女子を対象としたアンケ

ート結果をまとめる。 

 

２調査実地結果 

はじめに、女子が考える女子力が高いと思う行為について、家事ができる、気が利く、清潔感がある、

美容・おしゃれに気を使う、買い物やテーマパークに行く、パワースポットなどへ遊びに行くという項目

の中から３つを選択してもらうアンケート結果を下記のグラフに示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女子が考える女子力が高いと思う行為は、高い項目から美容・おしゃれに気を使うに３９人、家事ができ
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るに３６人、気が利くに３２人の人が回答した。 

次に男子にも上記の項目でアンケートをとった結果をグラフに示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家事ができるに１９人、気が利くに１８人、清潔感があるに１６人の人が回答しており、女子と比較をす

ると清潔感がある、美容おしゃれに気を使うという項目で差が見られ、清潔感に関しては男子の方が女子

よりも重視しているのではないかと考えられる。 

 

次に女子にアンケートをとり「あなたは女子力が高いと思いますか。」という問いのアンケート結果をグ

ラフに示す。 
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女子力が高いと思うは１０パーセント、どちらでもないは２１％、あまりそう思わない、全くそう思わな

いという否定的な回答が６７％を占めており、肯定的な回答と比較をすると５７ポイントもの差があり、

自身は女子力は高いと思わない人が多いという結果となった。 

 

次に「あなたは女子力を高めたいと思いますか。」という問いのアンケート結果をグラフに示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とてもそう思うという回答が３６％、ややそう思うが１２％、どちらでもないが２８％、あまりそう思わ

ない、全くそう思わないという回答が２４パーセントを占めており、とてもそう思う、ややそう思うと肯

定的な回答が４８％と高い割合をしめ、あまりそう思わない、全くそう思わないという回答２４％と比較

をすると２４ポイントの差がある。上記から女子力を高めたいと思う人が多いという結果となった。 

 

次に「女子力が高い女性は魅力的だと思いますか」という問いのアンケート結果をグラフに示す。 
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とてもそう思うという回答が３８％、ややそう思うという回答が４７％を占め、二つの回答をあわせると

８５％の人が、女子力が高い女性は魅力的であると回答をした。そしてあまりそう思わない、全くそう思

わないという回答は全体の４％にとどまり、多くの回答者が女子力が高い女性は魅力的であると回答した。 

 

次に「女子力という言葉が励みになることはありますか」という問いのアンケート結果をグラフに示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女子力という言葉が励みになると回答したのは２３％であり、あまりそう思わない、全くそう思わないと
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いう回答をあわせた、女子力という言葉は励みにはならないという回答が４７％をしめ、励みになるとい

う回答と２４ポイントの差が生じ、多くの回答者女子力という言葉は励みにはならないと考える結果とな

った。 

次に「女子力という言葉に駆り立てられているように感じることはありますか」という問いのアンケー

ト結果をグラフに示す。 

駆り立てられているという回答が、とてもそう思う、ややそう思うをあわせて４０％、駆り立てられてい

るように感じることはないという回答が、あまりそう思わない、全くそう思わないをあわせ３３％であり、

７ポイントの差がある。上記から女子力という言葉に駆り立てられているように感じることがあるという

回答がやや多いという結果となっている。 

３まとめ 

アンケート結果より女子力は高くないと回答したのが６７％、女子力を高めたいと回答

したのが４８％をしめていることから、自分は女子力が低いと思うが、女子力を高めたい

と思う人が多いのではないかと考えられる。また女子力という言葉は励みにはならないと

思う人も多く、女子力という言葉に駆り立てられていると感じている人が多いとも考えら

れる。そして第一章でとりあげられたモヨコさんが考える女子力「きれいになりたいと願

い、行動する力」からさらに意味が広がった女子会やパワースポットに行くなどの行為を

包括した「女性であることを楽しむ積極性」という前向きな姿勢を意味する女子力の定義

とアンケート結果における女子力が高いと思う行為についての項目の回答とを比較すると、

アンケートにおいて女子が考える女子力が高いと思う行為を、高い項目から並べると美

容・おしゃれに気を使う、家事ができる、気が利く、という順となることから、大学生が

考える女子力は、上記の女子会やパワースポットに行くことを包括した「女性であること

を楽しむ積極性」という前向きな姿勢を意味する女子力の定義とは異なり、モヨコさんの



当初の定義である「きれいになりたいと願い、行動する力」に近いのではと考えられる。

また家事ができる、気が利くという回答が女子力が高いと思う行為から、ステレオタイプ

の女性像が考えられているのではないかと思われる。 

 



第四章 ： 女子が考える「女子力」 

12152071 吉田真菜 

 

１． 研究課題 

本章では、首都大生が回答したアンケート結果から見えてくる傾向を基に、「女子が考える

女子力」について考察してみることとする。男女別に回答結果をまとめてきたが、ここで

は特に女子の回答に着目し、まとめていく。 

 

２．調査結果 

（１）“女子力”の共通点 

まずはアンケートにおける「女子力が高いと思うものは？」という質問に対する女子の回答に着目して

みよう。 

Q.女子力が高いと思うものを３つ選んでください。 

①家事ができる 

②気が利く 

③清潔感がある 

④美容・おしゃれに気を遣う 

⑤買い物に行ったりテーマパーク、パワースポットな

どへ遊びに行ったりする 

⑥その他 

上記の質問に対し、細かい回答数については他章で述

べているので割愛することとし、ここでは上位３つの

項目の回答数をグラフ化した。（右図）１位が「おし

ゃれ・美容に気を遣う」、２位が「家事ができる」、３

位「気が利く」という結果になったが、ここで先に結

論から言うと、これら３つともに共通して言えることは、

“第三者・他人の目の関与”、つまり“他人に見られる

こと”である。 

 さてここで、確かに美容・おしゃれに気を遣うことと

気が利くことに他人の目が関与してくることについては誰もが納得できるだろうが、気が利くという事柄

に関して、果たして他人に見られることとどのように関係があるのかという疑問が浮かんでくるだろう。

美容・おしゃれを他人に披露する機会については言うまでもない。日常生活で、家の中にいるとき以外私

たちは基本的に他者の目に晒されて生きている。その目を気にするかしないかは別として、これは私たち

が常に他人に見られることを前提で生活しているということ、そしてその見られることに対して美容やお

しゃれにできるだけ気を遣おうと考えるのがこのアンケート回答から見えてきた「女子力」である。また、

気が利くというのもそもそもその行為自体が他人に対するものであり、当然ながら他人の目が大きく関わ



っている。もちろんこれも先述のおしゃれ同様、見られることを意識するかしないかは別であるが。 

 しかしながら、家事ができるという項目についてはどうだろうか？本

来ならば家事は家の中で行なうものであり、その行為を他人に披露し評

価をもらうといったものではない。ではなぜ“他人の目”という共通点

が出てきたのか、その答えは近年発達する SNS にある。 

 

（２）“見られる”家事 

 最近ユーザーが激増し、今や若者で

あれば誰もが利用している Twitter（ツ

イッター）。１４０文字以内の「ツイー

ト」と称される短文を投稿できる情報

サービスで、ツイッター社によって提 供されている。

「ミニブログ」「マイクロブログ」とい ったカテゴリーに分類さ

れ、携帯電話でも利用可能となった２ ００９年から利用者は大

幅な増加を見せている。現代の大学生

であればほとんどが利用していると言

っても過言ではないくらい普及して

いるツールである。 

そしてその Twitter にて、家事の１つである料理に関係するワード、「ご

はん」・「お弁当」・「つくった」等のワードで検索をかけてみた。すると多く

の投稿がヒットし、右はその中の３つを取り上げたものである。（調査時点

での検索結果であるため２０１３年１１月の投稿となっている）これらのよ

うに、他にも、食事やお弁当を作ったという内容にその画像を添付して投稿

されたもの、つまり、SNS を通じて料理の腕前をアピールしている投稿が数え切れないほど見られた。２

０１４年１月現在も同じワードで検索をかけると結果は前回同様、このような投稿が数多く見られ、また、

「掃除」というワードで検索をしてみてもこのように家事を行ったことのアピールをする投稿が多数あっ

た。今回は Twitter での検索だったが、同様に利用者の増えている Facebook でも日頃からこのような投稿

を目にすることは少なくない。加えて不思議なことに、こういった類の投稿をしていたほとんどが女性で

あった。男性による家事の様子を実況する投稿はあまり見られず、これが女性特有の投稿であることが分

かった。またこれらの中には、料理の写真と共に、「ご飯つくった！女子力！」というような、ご飯をつく

ること＝女子力として認識したうえでの投稿も見られた。 

これらのことから、家事をするという行為は、元来のように１人または家族だけで共有するものではな

く、それを Twitter や Facebook 等の SNS に投稿することで、友人あるいは不特定多数の他者にむけて発

信してアピールできるものへと変容しており、またそれを行なうのは主に女子であるといえる。 

つまりこうして、（１）での上位３つの共通点に「他者の目が関与している」という事柄が浮かび上がっ

たのである。 



（３）“女子力”ではない 

ここで１つ、以上の考えを逆説的に使用してみよう。 

「女子力が高いと思うものを選んでください」の質問において、「清潔感がある」の項目の回答の割合に

は、女子が１１．１％で男子が２２．８％と、約２倍の差があった。（「女子力が高いと思うものは？」の

質問に対する女子の回答についての分析では回答数でグラフを作成した

が、今回は男女比較なので回答の割合を使用した）つまり、女子が考える

女子力として「清潔感」はあまり重要視されていないことがわかる。これ

はなぜだろうかと考えたときに、女子はどうやら清潔感を当然のものとし

て捉えている傾向にあるためではないかという結論に至った。 

「女子力」とは自分を高めるためのものであり、最低限の常識としての

清潔感はそこに含まれないのだ。清潔感は女性が生活していくにおいては

気を配るのが当たり前のことで、徹底のしようがないうえに、それが魅力

を高めることに繋がるかと言えば非常に難しいところである。 

さらに清潔感は、わざわざ他人にアピールしてそれを認めてもらうもの

でもない。人にアピールするものではない、つまり他人の目が関与してい

ないからこそ清潔感は女子力としての認識が低いのだろう。 

３．まとめ 

 ここまでまとめてきたことからも、女子が考える女子力には他人に見られることが前提としてあること

が分かった。 

ここで、「女子力」という言葉の定義を振り返ってみると、この単語が出来た当初は「きれいになりたい

と願い、行動する力」といった意味を持たせていたものが、次第に意味が拡がっていき、2009 年の流行語

大賞ノミネート時には、「最近ではその意味はさらに広くなり、女性であることを楽しむ積極性や、女性特

有の魅力を高めていく前向きな姿勢を指すようになった」と付け加えられた。その定義の中には、他人に

見られることに関しての言及は見られず、あくまでも自分が楽しむという前向きな意味だけを含んでいる。

しかしながらここまでの調査において女子力という言葉には他人の目が伴ってくることが分かっている。

おしゃれや美容に気を遣い、家事ができ、気が利いて、そして尚且つそれを他人に認められることで初め

て女子にとっての「女子力」が完成するのである。 

だとすれば、「女子力という言葉に駆り立てられていると感じることはあるか」というアンケートでの

質問で、「とてもそう思う」「ややそう思う」と回答した割合が、「あまりそう思わない」「全く思わない」

と回答した割合を上回っていることも納得できる。ちなみに「女子力が励みになることはあるか」という

質問に対してはここまで肯定的な回答結果にはならなかった。励みになることよりも、駆り立てられてい

ると感じることの方が多いというのも、他人に見られることからだろう。もちろん、励みになると思う人々

もいて、「女子力が高いと褒められると嬉しいから」という記述もいくつかあったため、全員がマイナスの

意味で捉えているわけではないということを忘れてはいけない。 



女子力というものが本来の意味通り、自分だけで楽しみ魅力を高めていくものであればこのように駆

り立てられていると感じることはないだろう。しかしここで１つ強調しておきたいのは、女子力を追求す

る人々が、必ずしも他人に認められたいという欲求のみで女子力を高めているわけではないということだ。

アンケートの「女子力を高めたいと思うか」という質問でも、約半数の人が高めたいと答えているがその

理由として「女子力が高い人は魅力的だから」「女子力＝人間力だと思うから」といった声があった。さら

に「女子力が高い人は魅力的だと思うか」という質問に対しては、過半数がそう思うと答えている。先述

の、流行語大賞にノミネートされたときの意味がそのまま生きていると言える。 

つまり、元来の「女子力」の意味に加えて他人の目が密接に関係するようになったが、女子力を高め

ようと努める人々、女子力という言葉を使用する人々は、他人に認められることをその目的として意識し

ているわけではなく、あくまで魅力を高めるという気持ちなのであろう。他人の目というものは今回の研

究において見えてきたものであり、日常生活での「女子力」においてそれを人々があえて意識することは

ない。要するに、女子力における他人の目というものは無意識に意識されている、というなんとも矛盾的

な言葉で表す他ない。 



岩崎 光紘 

第五章 

男性が考える「女子力」 

「あなたは女子力が高い女性に魅力を感じますか。」という質問に対して、「とてもそう思う」、または、

「ややそう思う」と回答した人の割合は約 7割と非常に高い数値が出ました。 

以下自由記述 

【あなたは女子力が高い女性に魅力を感じますか】  

 1…とてもそう思う 2…ややそう思う 3…どちらでもない 4…ややそう思わない 5…全くそう思わない 6…わからない 

6 女子に女子力が高いと感じたことがない 

2 魅力は感じるが、女子だから女子力が高くなければならないとは思わない 

2 あって損するものではない 

5 女子力は別になくてもよい 

1 かわいい子はいいと思う 

3 女性はこうあるべき という概念にとらわれたくないが、だからといって人としてあまりのできない人には魅力を感じることはできないから 

3 好印象ではあるが魅力的であるとは限らない 

2 性格の良さという点で良ければ良いと思う 

1 女性らしい人がいいと思うから 

2 低い寄りまし程度 

2 自分がそのようなことができないため 

2 気が利いて家庭的な女性が好み 

3 人による 考えたことない 

2 低いよりは高い方がまし 

1 女性に限らず当然の努力 

2 生活力が高そう 

3 定義が曖昧。イメージはよいが自分は気にしない 

1 一緒にいて楽しいし、気持ちが楽 

しかし、「あなたは女性に女子力を高めて欲しいと思いますか。」という質問に対しては「とてもそう思

う」、または、「ややそう思う」と回答したのは、「魅力的だと思うか」という質問の約半分、36％にとどま

りました。代わりに「どちらでもない」という回答の割合が増え、全体の 50％を占めました。 

以下自由回答 

【あなたは女性に女子力を高めて欲しいと思いますか】  

1…とてもそう思う 2…ややそう思う 3…どちらでもない 4…ややそう思わない 5…全くそう思わない 6…わからない 

2.ちょっと気にしてくれると、もっと魅力的になると思うので。

3 勝手にしてほしい 

3 女子だからといいて高くなくてもよい 



3 女子力がなくても魅力は他の部分にもある。ただ人として最低限度の部分は保って欲しい 

2 あまり高めようとする行為やそれに関する言動は見苦しいから適度なペースでやってほしい 

2 高めた方が本人的にも幸せだと思うから 

3 特別に高めてほしいとは思わない 

1 女性らしい人がいい 

3 無理する必要はない 

3 もともとそうならよいが、無理しなくていい 

3 定義が不明 

2 女子力が高ければ魅力的なのでは 

3 性別で役割を決めるのはおかしい 

1 女性に限らず当然の努力 

2 高くないよりは高い方がまし 

4 無理に高めるものではない。天性 

男性は女子力が高い女性を感じてはいます。このことはおよそ 7割の男性が「女子力が高い女性」

を魅力的だと感じていることからわかります。一方「女子力を高めて欲しいか」と尋ねると半数がどちら

でもないと回答しています。つまり、魅力的であって欲しいとは考えているものの「女子力」という言葉

には女性ほど関心がない、もしくは高める過程は見たくないと多くの男性が考えているのです。自由記

述でも「無理をする必要はない」、「勝手にしてほしい」、「高めるものではなく天性」などといった意見

が多数みられました。 

 「男性にも女子力は必要だと思いますか？」という質問に対して一番多かった回答は「ややそう思う」

で全体の45%でした。他の選択肢では「とてもそう思う」が18%、「どちらでもない」が14%、「ややそう思

わない」が 18%、「全くそう思わない」が 14%、「わからない」が 5%とばらつきました。 

 この質問の回答は女子力をどのようなものとして解釈するかにより回答に差がみられました。「男性

にも女子力は必要だ」と答えた人は自由回答で以下のように書いています。 

【男性にも女子力は必要だと思いますか】 

1…とてもそう思う 2…ややそう思う 3…どちらでもない 4…ややそう思わない 5…全くそう思わない 6…わからない 

2.気が利くことは大事。

2 ある程度気が利いた方がいい 

1 細かい気配りは人間関係を円滑にするうえで大事だと思う 

2 生活力と≒の関係にある女子力なら男子が持っていてもよいと思う 

2 美容おしゃれはともかく、清潔感や気を利かせることは男性にも必要 

5 女々しい 

3 料理などの家事などは育児期間に備えてできるようになった方がいいとも 

2 自立する上で必要な力が含まれていると思うから 

男性にも女子力が必要だと考える人の多くは女子力を「気が利くこと」、「家事能力」として捉える傾



向がありました。 



第六章「女子力が高いと思う行為」で男女に差が出る理由とは？ 

女子力が高いと思う行為はどれか？ 

このグラフは青が女子の回答、緑が男子からの回答です。このグラフから読み取れるよ

うに男女で女子力が高いと思う行為に差が出ています。特に差があるのは「清潔感」と「お

しゃれ」の部分です。では一体どうしてここの部分に差が出るのでしょうか？これはあく

まで私たちがアンケートの結果から推測したものですが、この差は男女の潜在意識の差で

はないでしょうか。というのも女子から見ると清潔感があることは必ずしも女子力が高い

とは言えない、これは裏を返せば女子には清潔感があって当たり前のものとして女子が思

っているからではないかというのが私たちの見解です。同様に「おしゃれ」の部分で男子

からの票が多く、女子からの票が少ないのは男子にとって女子がおしゃれすることは必ず

しも女子力が高い行為とは言えず、して当たり前のものと思っているのではないでしょう

か。このように普段はあまり意識していない（潜在意識の）部分がアンケート調査の男女

の差に表れたのではないかと私たちは考えました。 



おまけ  女子力と Girl power って同じ？ 

女子力を英語にすると Girl power となりますがこれは日本語の女子力と同じ意味なの

でしょうか？これは一般的には異なる意味で使われているようです。ジーニアス英和辞典

で girl power と調べると「（１）女性の自立（する権利）、（２）（政治・社会における）女

性の力、女性の影響力」と出ました。ここから分かるように英語のガールパワーは女性が

独立して生きるといった意味で使われているようです。この言葉はイギリスの女性グルー

プ「スパイス・ガールズ」がキャッチフレーズとして使っていた事で世間に大きく広がっ

たようです。日本でも「ガール・パワー・プロモーション」や「プラン・ジャパン」とい

った団体がガールパワーに関連した活動をしています。国際的には 10 月 11 日が「国際ガ

ールズデー」として 2012 年に制定されました。ここではガールパワーという言葉は用いら

れていませんが、主に女の子が社会で自立する事を目的にして取り組まれているようです。 

参考文献 

・ガール・パワー・プロモーション 

http://girlpowerpromotion.org/ 

・プラン・ジャパン 

http://www.plan-japan.org/girl/ 



まとめ 

今回私たちの班は主にアンケートの結果から女子力について述べてきました。調査をし

ていく中で安野モヨコさんが提唱した女子力（ここではモヨコ女子力とする）とその意味

が更に広がった新女子力の二つの女子力が出てきました。モヨコ女子力は「きれいになり

たいと願い、行動する力」という意味を強く持ち、新女子力はそれに加え「女性であるこ

とを楽しむ積極性や、女性特有の魅力を高めていく前向きな姿勢」とありました。近頃の 

女性のコスメ市場の広がり等はまさに新女子力の一部でしょう。しかし今回私たちが行っ

たアンケートの結果から見えたことは意外にもこれらの広がりとは別のものでした。とい

うのもアンケート結果からはモヨコ女子力への回帰という現象が見られたからです。新女

子力は幅広い意味を含んでいるようですが、結局のところ元々の「おしゃれやきれい」と

いったモヨコ女子力のポイントを重視しているようです。 

 そして女子力は言葉からも想像できるようにやはり主に女性が自分自身を高めようとす

る行為に使われているようです。そういった点が SNS 上でも多く見られています。一方男

子から見た女子力はアンケート結果からは女子力という言葉への関心は薄いという事が分

かりました。女子力を考える際は家事や気が利くことといった「おしゃれ、きれい」とは

異なった考えが主である傾向も見られましたが男子自身は女子力という言葉への関心が低

いようです。 

完 
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私たちのグループは男女の違いについて調べた 

〈テーマ選定の理由〉 

 テーマを決める際にグループの一人から「自分の周りの人は、男の人は生まれ変わって

も男になりたいという人が多い。また女の人も「女は大変」「男はいいよね」と言いながら

も生まれ変わっても女がいいという人が多い気がする。その理由が気になる。」という意見

が出た。そこから、男女の違いについて調べてみようということになった。 

日常生活の中で「なんで男って○○なんだろ～」とか「ほんと女って○○だよな」とい

うような発言を耳にすることがある。これが異性間の誤解を生んだりするきっかけになる

こともある。こういったことは根拠のないことが多いが、一般的に女は○○、男は○○と

いうような意識があるように感じる。このような男女の異性に対する固定観念はどうして

作られるのだろうか？これらの固定観念がなくなったらより、男女がお互いに理解しあう

ことが出来るのではないだろうか？このような疑問から、男女の違いを生物的・社会的な

視点から調べてみることになった。 

〈生物的な男女の違い〉 

脳の性差について 

私はグループのテーマである「男女の違い」を生物学的な面から認識するため、「男女間

の脳の性差」について調べることにした。このテーマを選んだ理由は、グループテーマを

設定する際「男子脳と女子脳という言葉がある」という話を聞いたためだ。それぞれ男性

らしい性格をつくる脳と女性らしい性格をつくる脳といった意味合いであり、一般的に「男

子脳」は数学が得意で論理的な考え方をし、物事を同時進行することが苦手であり、「女子

脳」は言語能力に優れており感情的になりやすいものなのだという。オカルトの類を基本

的に信じておらず、これも血液型占いのように類型化することが好きな人向けの眉唾もの

なのではないかと考えた私は、本当に性別の違いで脳のはたらきが違うのかどうか、根拠

を探すために関連文献を当たってみることにした。 

＊脳はホルモンで作られる 

 男女の脳に本当に違いがあるかどうかを論じるにあたり、まずは生物の脳が受精卵の状

態からどのように形成されていくかについて見ていくことにする。 

 私たちヒトを含む哺乳類は、ほとんどの場合個体によって生まれた時から雄雌の性別が

決まっている。しかし受精した直後の受精卵や胚の段階では性別の違いは全くなく、見た

目から性別を判断するのは不可能である。つまり最初に性別によって分化が起こるのは受

精卵から発達して子どもとして生まれるまでであり、ヒトで言えば母親の胎内にいる間に

男性・女性として成長しているのである。この性別分化は生殖器官等だけではなく脳にも



この段階から起こっている。しかし脳の性別分化は最初から直接雄・雌へ別々に分化する

のではない。脳は始めすべての胎児で「雌型」につくられ、その後性別によって違った影

響を受けて脳がつくられていくのである。 

 ではこうした分化はどのようにして起きていくのだろうか。一言でいえば、性別分化作

用を起こす原因は性ホルモン(性腺ステロイドホルモン)にある。そしてその性腺ステロイド

ホルモンは生殖器系においてそれぞれつくられている。 

 哺乳類は受精すると、XY 染色体によって性別を決定する。この性染色体は XX 遺伝子だ

と女性、XY 遺伝子だと男性になるのであるが、受精後 10 週くらいまでに、女性ならば生

殖器系が卵巣に、男性ならば精巣へと分化する。こうしてつくられた生殖器系によって、

男性の場合は精巣から男性ホルモン(アンドロジェン)が、女性の場合は卵巣から女性ホルモ

ン(エストロジェン)がつくられ、胎児の身体にはたらきかけて性別分化を促していく。脳の

場合、男性でアンドロジェンが元の「雌型脳」に作用して、アストロジェンによって雄特

有の行動を起こさせたり女性ホルモンに反応しないようにしたりする「雄型脳」につくり

かえられていくのである。こうした作用は主に出生前後にかけて続く。この時期のホルモ

ンによる脳へのはたらきを「形成作用」という。 

 この作用は情動などを司る辺縁系から視床下部の部分、「古い脳」と分類できる部分に作

用する。「古い脳」とは何かについては次の項で見ていく。 

＊「古い脳」と「新しい脳」 

ヒトの男女の脳の違いについて考える際、構造と影響をわかりやすくするために「古い

脳」と「新しい脳」という分類を用いることにする。 

「古い脳」は脳のうち、広い

意味での脳幹(間脳、中脳、橋、

延髄など狭義の脳幹)にあたる。

本能や情動を司る分野である。

対して「新しい脳」は大脳皮質

(特に新皮質ニューロンの細胞

のあるところ)、大脳基底核、

大脳髄質(皮質ニューロンの線

維が通るところ)にあたり、思

考や意思のコントロールを司

っている。すなわち本能や感情

など生物的行動を生み出す「古

い脳」と、理性を司り社会的行

動を生み出す「新しい脳」と言

うことができる。 



“古い/新しい”の分類は生物の進化過程に由来している。原生生物では脳は特定の状況

下において戦闘や逃走、食事、睡眠、性行動といった本能による行動を作り出すだけのも

の、つまり「古い脳」の役割しか持たないものであったが、長い時間をかけて進化してい

くにつれて、意思や合理的思考を持てるようになっていった。これが「新しい脳」の部分

であり、現代ではヒトは本能と理性の相反する行動を脳の別の器官で管理していると言え

るのである。 

「古い脳」と「新しい脳」ではホルモンによる性別分化作用を受ける時期も違う。古い

脳は出生前に性腺ステロイドホルモンに曝されることで生物的性差ができ、新しい脳は出

生後の刺激によって社会的性差ができるのである。 

＊出生後の脳への刺激 

 出生して生物として成長し、脳が成熟した後にも性腺ステロイドホルモンは脳に影響を

与え続ける。この成熟後の性腺ステロイドホルモンの働きを「活性化作用」という。活性

化作用はほとんどが可逆性、つまり繰り返しの影響で変化し得るのが特徴であり、脳の信

号受容体ではなく、分化した神経回路に直接作用するものである。そしてこの作用を主に

受けるのが思考や意思を司る「新しい脳」の分野なのである。 

 この活性化作用の存在を示した実験が M.ダイアモンドのラットの脳構造の性差に関する

実験である。通常雄ラットでは右脳の大脳新皮質、つまり「新しい脳」に相当する部分が

左脳に比べて厚いが、雌ラットでは右脳と左脳の新皮質の厚さに有意な差は見られない。

しかし雌を出生直後に卵巣を取り除き去勢してしまうと、成長後雌も雄のように右脳の新

皮質が厚くなる。これはすなわち、通常は卵巣から分泌されるエストロジェンが作用して

右脳の発達を抑えていると考えられ、卵巣を摘出してしまうとエストロジェンが作用しな

くなるために、エストロジェンの影響を受けた脳にならなかったのだと推察できる。 

 ところで、「女性はスイーツが好き、男は女性ほど甘いモノを好まない」とはよく言われ

る通説であるが、これもホルモンの活性化作用の影響で説明できる可能性がある。思春期

以降のラットに水道水とブドウ糖水を与えると、雄よりも雌のほうがブドウ糖水を好んで

飲むのだが、雌ラットの新生児にアンドロジェンを注射する実験を行うと、甘味に興味を

持たないラットに育った。また、大人の雄ラットの精巣を摘除し、アンドロジェンが分泌

されないようにしても甘味好きにはならなかった。この結果から、新生児期のアンドロジ

ェンの作用は甘味好きを抑える効果があるとわかる。しかしラットの種類によっては甘味

好きの性差は現れないという報告もあり、検討の余地は残るだろう。またあくまでラット

での実験であり、ヒトでも明確な確認はされていないことにも留意しなければならない。 

＊脳は学習によって変化する 

 脳が活性化作用の影響を受けるのは何もホルモンのような内的作用だけではない。外部

からの環境刺激も脳の形成に大きな影響を与えるのである。 



 「新しい脳」の代表的な分野である大脳新皮質は、外部からの情報を受け取って海馬体

へ送る感覚野、身体の各部位の動きを指示する信号を送る運動野、そして行動のコントロ

ールと調整を司る連合野を擁している部位である。新皮質が外部から刺激を受けると、成

長するにしたがって新皮質内の神経細胞(ニューロン)の神経回路(シナプス)と樹状突起が増

えていく。シナプスは外部からの情報を各細胞へ伝達するための回路であり、樹状突起は

ニューロンがシナプスから情報を受け取るための窓口といえる部位である。これらが増え

る事によって伝達できる情報力が増加し、脳の情報処理能力が向上していくのである。そ

してこの作用は生物個体が置かれる環境の刺激の強さと種類に強く依存している。 

 外部環境による活性化作用が脳に大きな影響を与える実験の例を見ていく。サルの新生

児を生まれた直後に両目を縫合し、目が見えないようにする。7～8 ヶ月後に縫合を解いて

瞼を開けると、眼球には何も異常はないのに全く目が見えていないかのような行動をとっ

た。映像情報を受け取っても、それを脳の中枢に送り思考から行動に繋げる回路が十分に

育っていなかったのだ。この実験から、目からの映像情報を受け取るのに必要な新皮質の

視覚野が動作するには、幼少期からの視覚体験または視覚学習によって刺激を受けること

が必要であり、何もしなくても遺伝的に目が見えるように構造が出来上がっているわけで

はないということがわかる。 

 

＊「新しい脳」に性差はあるのか 

 ここまで脳がホルモンや外部環境による刺激によって形成されていく様を見てきた。し

かし、冒頭の「男子脳、女子脳」で言われるような理性的行動や性質の違いを司る分野は

「新しい脳」である。生物的行動や本能をコントロールする「古い脳」とは違い人間の理

性が宿る「新しい脳」に、生まれつきに行動や性質を性別によってガラリと変えてしまう

ような構造の違いはあるのだろうか。この問いについて、「女性のほうが生まれつき言語能

力に優れている」という通説に関するいくつかの研究を見ていこうと思う。 

 1995 年の B・A・シェーウィッツの研究では、男女の被験者に様々な課題を行わせ、そ

のときの脳の血流の様子を MRI で調べた。その結果、音韻処理課題でのみ、男性では左下

前頭回のみ、女性の半数以上では左右両側の同じ領域で血流増加が見られた。この結果か

ら、女性は男性と違い右脳と左脳の両方を使って言語機能を発揮しているという説が広く

認識されることとなった。 

 しかし同年 R・L・バックナーは、男女の被験者に単語を発話させる課題を行わせ、動揺

に MRI で観察する研究を行っていた。その結果は、男女差に関係なく左側下部の前頭前皮

質の活動上昇を記録するものだった。この結果はシェーウィッツの画期的な研究の影に隠

れてしまいあまり注目されなかったが、この同じ脳の言語課題に関する研究の存在は、「女

性は右脳と左脳の両方を使って言葉を喋る」という説には検討の余地があることを示して

いるだろう。 

 そして 2007 年、M・R・メールの研究で、アメリカの男女大学生の会話を 10 日間記録



し一日あたりの平均単語数を計算したところ、圧倒的に有意といえる差は見られなかった。 

こうした研究から、「女性は男性よりも言語能力に優れている」という通説には疑問を呈

さざるを得ないのではないか。少なくとも、雄弁な男性もいれば寡黙で非言語作業が好き

な女性もいるという時点で、生物学的特徴のようにすべての人に当てはまるものではない

ということは言えるだろう。 

 

＊「新しい脳」と「古い脳」の性差 

 前項までの研究事例より、意思や思考などを司る「新しい脳」においては、言語能力の

研究からわかるように生物学的な生まれつきの性差はさほど大きな位置を占めておらず、

サルの視覚野形成の実験で外部刺激が新皮質を形成させたようにむしろ外部環境による活

性化作用の影響を無視できないことがわかるだろう。現在よく言われる「男子は理数系教

科が得意で女子は文系教科が得意」というような学習成績の性差は、男の子向けの教育・

女の子向けの教育といった「らしさ」教育が男性と女性の能力差を生み出している可能性

が考えられる。男の子は積極的に外で遊ぶように促され、結果として自然と空間認識力が

育てられ、女の子は室内でのお稽古やおままごと遊びを勧められることで言語や芸術部分

の能力が鍛えられることになるだろう。 

 一方本能や情動など「古い脳」が係る分野においては、胎児期～新生児期に性腺ステロ

イドホルモンの形成作用の影響を受けやすいため、生物学的な部分があると考えられるだ

ろう。男性と女性で大きな差異が出ると思われるのはこの部分であり、前述した女性の甘

味好きなどが当てはまる。 

 なおいずれにしても、研究室で一定の条件で飼育されるラットのような実験動物と違い、

ヒトの場合はそうした条件の指定が極めて困難であるため、脳の大きさや育ってきた環境

の個人差が非常に大きく、厳密な研究は難しいことを念頭に置かなければならないだろう。 
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〈男は適当? 身近でのアンケート調査から〉  

まず、調査していく中で出た「男は適当」という意見についての調査と考察である。こ

こでいう「適当」とは「適切な」という意味ではなく「いい加減だ」という意味である。 

「男性は適当」という、その「適当」の内容は、例えば、 

・何か聞いても返事が「ん～」「へー」「そうだねえ」 

・女性が、「この服とあの服、どっちがいいと思う？」など尋ねても、男性は「どっちで

もいいよ」と答える 



・「この時間に行くよ」と言って、来ない、そして連絡もない 

などである。また、SNS でのやりとりには顕著に表れるようである。例えば、以下のよう

なやり取りがあげられる。 

 

 これはある女性と男性の SNS でのやり取りの記録(女性が緑色の吹き出し、男性が白色の

吹き出し)であるが、注目すべき点が 2 つある。 

① ほぼ平仮名を使用している 

② 女性は男性の質問に対してすぐに返事をしているが、男性がレスポンスをしたのは女

性の発言の 30 分後 

ほぼ平仮名だけのメッセージでは、相手に片手間作業で返信しているという印象を与える。

女性側からしてみれば、漢字変換すらも面倒くさいのかと考えるだろう。また、リアルタ

イム性が魅力である SNS のメッセージで、30 分後に返信をするというのは、面倒くさがり

で適当に返信をしていると思われても可笑しくはない。個人差こそあれど、男性にはこの

ような傾向を持つ人が多くいるようである。 

また、同じく男性も、女性から「どっちの服がいいと思う？」などと聞かれたときには

「なぜそんなことを自分に聞くのだろう」と思ったり、適当に相槌をうっているつもりは

ないのに、会話をしていて女性から「ちゃんと聞いている？」などと言われたりすること

を不思議に思ったことがあるという調査結果も出ている。 

 そこで、何故こう言った違い、思考の擦れ違いが起きてくるのかということを調査した。 

 この手の疑問に取り掛かるに当たって、まず、男性と女性の脳の違いに着目することが

調査の第一歩となった。 



男性と女性の考え方の違いの一因に、脳の違い、その中でも『脳梁』と呼ばれる部分の

太さの違いがあることが分かった。 

 

 

人間の脳は、左脳で論理的・理論的思考が行われ、右脳でイメージや感性を受け取ると

されていて、左脳と右脳を繋いでいるものが脳梁というものである。女性は脳梁が男性と

比べて太く、左右の脳の連携が強いため、「感じる領域」である「右脳」と、「言葉を操る」

とされる「左脳」を連携させて、感じたことを言葉にして伝えることを得意とする。した

がって、女性はコミュニケーションを取る意味での言語能力が高いということが分かる。 

つまり女性は脳全体を使って、長い文脈をキープすることが出来るため、長い間おしゃべ

りを楽しむことが出来ると言うことである。 

一方男性は、女性と比べて脳梁が細く、何かを右脳で感じてもそれを上手く左脳に伝達す

ることが出来ないため、言葉で気持ちを表現することが苦手である場合がある。つまり、

男性は会話の時、言語中枢があり「言葉を操る」左脳を主に使って会話をするため、理論

的に必要なことだけを話そうとすると言うことが分かる。 

したがって、まず、男性が何か聞かれたとき「ふーん」「へ～」と答えるということにた

いして、理由が 2 つ考えられる。 

一つ目は、「感情を言葉で上手く表現出来ないため、そっけない言葉でしか返答できない」

ため。 

二つ目は、「理論的に必要なことだけを話そうとするため、そこから会話を広げようとい

う意思がない」から、であると考えられる。 

また、この分析は女性の「○○と□□はどっちがいいと思う？」という問いに対して「ど

っちでもいいよ」と答えることに関しても、当てはめることができる。逆にこうしたこと



は、男性が女性に対して「よくしゃべるなあ」とか「感情的だ」などという印象を抱くこ

ととも関係があると考えられる。よくしゃべるのは、脳全体を使って長い文脈をキープで

きるから。感情的であるという印象を与えるのは、「感じる領域」である「右脳」から「言

葉を操る」機能を持つ「左脳」への伝達がスムーズであり、言葉で感情を表現することに

長けているから、である。 

 したがって、女性が「男性は適当である」という印象を持つことの一因に、男女の脳、

特に脳梁という部分の違いから生まれるのではないか、という考察が出来る。 

 しかし、男女の違いについての脳科学には解明されていない部分も多く、男女の違いを

生むのは脳梁であるとする説に異議を唱える説もある。よって次に男女の脳の違いを脳梁

以外の点から見た分析調査と考察を紹介する。 

 

〈社会的な男女の違い〉 

 まず社会的な男女の違いという意味の言葉である「ジェンダー」についてである。 

 

〈ジェンダー〉 

 ジェンダーの定義 

ジェンダーの語源はラテン語: "genus"（産む）である。共通の語源を持つ言葉として"gene"

（遺伝子）、"genital"（生殖の）、フランス語: genre などがある。「生まれついての種類」と

いう意味から転じて、性別のことを指すようになった。 

この生物学的性のイメージを基にして、20 世紀初頭には、「ジェンダー」はフランス語な

どにおける有性名詞の性による分類をさす用語として用いられるようになっていた。 

1950 年代から 1960 年代にかけ、アメリカの心理学者・性科学者ジョン・マネー、精神

科医ロバート・ストラーらは、身体的な性別が非典型な状態の性分化疾患の研究を行った。

その際に、その当事者に生物学的性別とは別個にある男性または女性としての自己意識、

性別の同一性があり、臨床上の必要から性の自己意識・自己認知（性同一性）との定義で 「ジ

ェンダー」を用いた。1960 年代後半から 「ジェンダーアイデンティティ」 とも用いられ

た。以降も医学・性科学では「ジェンダー（アイデンティティ）」 は「性の自己意識・自

己認知」の定義で用いられており、後の社会学において定義される意味とは異なる。 

1970 年代より、一部の社会科学の分野において「ジェンダー」は生物学的性よりもむし

ろ社会的性の意味で用いられるようになった。しかし 1970 年代の時点では、「ジェンダー」

と「セックス」をどのような意味で用いるかについて合意形成は存在しなかった。たとえ

ば 1974 年版の"Masculine/Feminine or Human"というフェミニストの本においては、「生

得的なジェンダー」と「学習されたセックスロール（性的役割）」という現代とは逆の定義

がみられている。しかし同著の 1978 年の版ではこの定義が逆転している。1980 年までに、

大半のフェミニストは「ジェンダー」は「社会・文化的に形成された性」を、「セックス」

は「生物学的な性」として使用するようになった。このように、社会科学の分野において



ジェンダーという用語が社会・文化的性別のこととして用いられ始めたのは比較的最近の

ことである。 

しかし現在、英語圏では、ジェンダーは生物学的な性も社会的な性も指す単語として用

いられる。前者の場合、単に「セックス」の婉曲あるいは公的な表現として使用されてい

ることになる。例えば、女子のスポーツ競技において、生まれつきの性別を確認するため

に染色体検査が行われることがあるが、これを指す用語として英語ではジェンダーベリフ

ィケーションという用語を用いる。 

社会と同様に、「ジェンダー」は絶えず変化するという言説がある。 例えば、ロンドン

大学のロバート・プローミンの調査によれば、性によって有意差があるとされる身体・精

神機能でも、実際の分布上はその 80%は重なっているのが普通である。このデータが表す

ように、農事主体の家事的労働では家族は男女とも家の周囲で労働することはある程度可

能であった。また、総力戦となった第二次世界大戦時の連合国および枢軸国では、男性が

徴兵され戦場に出向いている間、女性が工場労働に従事することになり、その後に労働力

として社会参加することの大きなきっかけとなった。 

 

 

ジェンダー＝「社会的性差」は誤り 

 日本においては「ジェンダー（gender）」は、「社会的文化的性差」と誤訳され、間違っ

たまま用いられる例がいまだに残る。シカゴ大学のフェミニスト、山口智美は以下のよう

に語っている。 

『「ジェンダー」定義をめぐる混乱についても、もともと、ジェンダーの定義が導入時に

「社会的文化的性差」と誤訳されてしまった、という問題が大きいと思う。英語でいう「ジ

ェンダー」は「性差」ではなく、「社会的・文化的な性のありよう」といった意味合いだ』。 

医学の分野では「生物学的な性」として使われる「gender」は、社会科学の分野において

時々「社会的・文化的な性のありよう」の意味で現在使われているが、日本におけるよう

に「社会的文化的性差」と翻訳したり、「差別」と同義的使われ方をするのは明確な誤謬で

あり、今後の是正が必要である。』（『バックラッシュ！なぜジェンダーフリーは叩かれたの

か?』より） 

日本政策研究センターより、「ジェンダー」を「社会的・文化的に形成された性別」と定

義することは誤りであるとの指摘がなされている。 

 

宗教とジェンダー 

宗教においてもジェンダー格差が潜んでいるという批判や考察がなされている。 

キリスト教においては世界人口 4 割を占めるキリスト教では、神が男性であるというイ

メージが保持されている。かつては神の使者たる天使も成人男性の姿でイメージされてい

たが、近世以降は赤子や女性のイメージで描かれることも多い。カトリックやオーソドク



スでは聖職者の特定の地位になることが男性にしか許されていない。プロテスタントでは

女性の教職者が認められている教派が多い。また、マリア信仰もキリスト教において存在

するが「マリア＝聖母＝母性の象徴」の構図も読み取ることができる。下の図のピエタは

マリアの母性を象徴するものであろう。 

仏教の一派である大乗仏教では、仏陀は男性であるとの主張が法華経の一節の解釈から

生じており女性は成仏しないが来世に男性として輪廻すれば、成仏する可能性があるとの

考えが一部存在する。また、法華経という経典において、法華経の功徳で、女性が今生で

男性に変化して成仏する場面が説かれている。 

小乗仏教では、あくまで悟りを目的としており成仏を目的としていない。経典で複数の

女性が在家、出家を問わずに涅槃に到達しており仏が必ず男であるなどという大乗仏教の

考えは大乗仏教の異端性を示すものとして捉えられている。 

日本における神道では、明治以降は最高神が女性であるアマテラスとされている。 

道教では、陰と陽はそれぞれ女性と男性の属性であり、女性は月に、男性は太陽に支配

されていると考えられている。 

宗教は人間の価値観に多大な影響を及ぼすものである。宗教においてこのような性差が

描かれているということはジェンダーバイアスが価値観のレベルで形成されてしまうとい

う懸念がなされている。 

 

 

 

消費される身体と過食・拒食 

 女性と「美」にとの密接な結びつきもジェンダーと言えるのではないだろうか。「女性は

化粧をすることが当たり前。」「髪は女の命だ」というようなことが生まれるのも女性と「美」

の結びつきからであろう。女性は「美」に執着するあまり、摂食障害に及んでしまうとい

うケースがある。勿論、摂食障害は男性にも起こりうる症状である。しかし女性の摂食障

害者の数は男性の約１０倍となっており、明らかな開きがある。ではどうして女性はそこ



まで「美」に執着してしまうのだろうか。そこには女性自身が周囲からの視線を内面化し

ているためなのである。「視線の内面化」とはミシェル・フーコーが提唱した概念である。

ベンサムが提唱した「一望監視施設」（パノプティコン）と呼ばれるこの様式では、中心に

塔が、周囲に円環状の牢獄が配置されている。牢獄は扇状の小さな独房に区分けされ、そ

れぞれ塔に向かって窓が開かれている。塔からは独房が監視できるが、光量と角度の関係

で独房からは塔の内部は見えない。つまり、囚人は、つねに監視される可能性に曝されて

いるが、しかし現実に監視されているかどうかは分からない。看守がいようがいまいが、

つねに架空の視線に怯えて暮らさねばならない。結果として、彼らは、監視の視線を徐々

に内面化させていくことになる。つまり、自分で自分を監視するようになる。これが視線

の内面化である。そしてこれが女性の身体と同じことが起きているとフェミニストの上野

千鶴子は述べている。女性は男性の視線を内面化しているために最早「美」が脅迫観念と

化してしまっているのだ。つまり「女性は美しくなければならない」というジェンダーバ

イアスを内面化してしまっているのだ。 

参考 

上野千鶴子・宮台真司・斎藤環・小谷真理・鈴木謙介・後藤和智・澁谷知美・山口智美・

荻上チキ他共著 『バックラッシュ! なぜジェンダーフリーは叩かれたのか？』 双風舎 

 次に具体的な男女の違いについて述べる。 

〈女性優遇〉 

ここでは社会の中で特に男女に対して違うと思われる女性優遇について述べていく。 

１．女性専用車両 

現在では当たり前のようにある女性専用車両であるが、何度か廃止された過去がある。 

一番最初に出来た女性専用車両は、婦人専用車両(1912～)と呼ばれるもので、男女が同じ

車両に乗るのは好ましくないという国民的な思想から作られた。しかし、女性だけを切り

離すというのは女性差別ではないかという批判によってすぐに廃止された。 

1947 年に異性間の交友を避けるために婦人専用車両が復活した。この目的は戦前と一緒

だが、このときもう一つ目的があった。それは通勤ラッシュの過密状態から女性や子供を

守ることである。この目的は現代の女性専用車両と同じ部分がある。しかし、当時痴漢が

問題になっていた記録はなく、混雑からの保護が目的とされていた。この婦人専用車両も

戦後の男女平等思想や需要の少なさから廃止された。 

 痴漢が問題となり始めたのは 1990 年代以降で、そこから痴漢撲滅運動が始まった。痴漢

は通勤ラッシュの混雑時が多いが、ラッシュをなくすことは難しいということで、京王線

が初めて女性専用車両を採用し今に至っている。 

 女性専用車両の目的は、ラッシュ時の混雑・痴漢から女性を守ることである。男女間の

埋まらない体力差や痴漢被害にあっているほとんどが女性であることを考慮すると女性専



用車両は必要な対策である。平成 22 年に警視庁によって行われた電車での痴漢被害に関す

るアンケートによると、アンケートに答えた人の半数以上が痴漢防止に効果的だと思うこ

とに女性専用車両をあげている。 

 しかしその女性専用車両を男性差別であるという批判もある。その背景には男性に対す

る痴漢のでっち上げや、痴漢免罪の問題が増えていることや、女性専用車両を当たり前だ

と思う女性の態度が関係していると考えられる。かつての女性を守るという女性専用車両

の本来の目的が失われているのだ。 

２．レディースプラン 

 日本には映画館や飲食店、旅行会社などでレディースデイのような女性優待のプランが

ある。一方で、メンズデイのような男性優待のプランを行っている企業は少ない。これに

は、男性差別であるという意見が出ている。 

上のグラフは「太田光の私が総理大臣になったら．．．秘書田中」というテレビ番組で番

組視聴者に聞いた「レディースデー的なものを一切廃止します」という公約に賛成か反対

かというアンケートの結果である。ここでは訳 8 割の人がレディースデーに反対している

ことがわかる。その理由としては「男女平等といいつつ女性優待があるのは矛盾している」

「最近では女性のほうが立場が上である」というものがある。一方反対の意見としては「女

性が積極的に社会に出るきっかけになる」「社会的に男女平等になっていない事実がある」

などの意見がある。 

 ではなぜメンズデーではなくレディースデーなのだろうか。そもそも、レディースプラ

ンとは企業が独自に行っているものであり、経済的効果を期待して考えられたものである。

女性をターゲットにしたほうが経済的効果が大きいのは平日の昼間は女性客のほうが多い

事や、女性のほうが料金にシビアであること、また、女性のほうが口コミによる広告効果

が大きいことなどが理由である。また、日本では男性のほうがデートの料金を多く出すこ

とが多いため、女性のほうが安いと女性も男性も心理的負担が少なくなるということもあ

る。 

 この理由の中にも社会的に作られた男女の違いがある。まず「男性のほうが働いていて

女性は主婦が多い」ということ、そして「デートでは男性のほうがお金を多く払う」とい

うことである。 

 今では当たり前のようにあるレディースプランであるが、これを男女不平等であるとし

て批判する意見も少なくない。これを批判する人は女性ばかりが得をしていると考えてい

るのだ。しかし、それは本当なのだろか。 



 前ページの棒グラフは年齢別のサラリーマンの平均年収(統計元：国税庁 平成 24 年 民

間給与実態統計調査結果)である。男性が年齢ごとに年収が増えているのに対して、女性の

年収はほとんど変わらず、むしろ出産などで仕事を一時期離れることなどの理由で下がっ

ている。50 代後半では男女間で倍の差がついているのである。 

 確かにレディースプランだけをみると男女不平等に思えるかもしれないが、経済状況を

みると平均では男性のほうが収入が多い事実がある。男女共同参画社会が謳われ「育メン(育

児をする男性)」のような言葉が流行語に選ばれるなど、少しずつ状況が変わっていたとし

ても、いまだに男性は仕事、女性は家事という関係は強く、女性のほうが昼間に時間があ

り男性のほうが収入が多いというのは、仕方のないことではないだろうか。 

 経済的に男女平等ではない社会で、女性優待を批判するのは、それこと男女不平等なの

ではないかと思う。そもそもレディースプランというのは映画館などの企業の経営戦略の

一つであり、とりたてて批判するほどの問題ではないのではないだろうか。 

３．まとめ 

 ここまで代表的な社会的な男女に対して違う、女性専用車両とレディースプランについ

て述べてきた。この二つには賛否両論あり、どちらも男性差別であるという理由で批判さ

れている。確かに、この２つのことだけをみると女性優待・男性差別であると考えられる

かもしれない。しかし、痴漢被害にあっているのは女性のほうが多い事や、収入は男性の

ほうが多い事のような、背景にある事実を考えずに批判するのは違うのではないか。 

 しかし、一方で近年では痴漢のでっち上げ問題や女性専用車両に誤って乗ってしまった

男性への冷たい視線などがある。これは、女性が優待されることを当たり前のように思っ

ていること。また痴漢だと言われてつかまったら男性がそれを覆すのは難しく、逃げられ

ないという男性の弱みに付け込んだものである。 

 女性専用車両もレディースプランも法的根拠のあるものではなく、企業が行っているも

のであることを忘れてはならない。つまり、男性の思いやりによって女性優待が実現して
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いるのである。このことを女性は感謝しなくてはならない。 

 「男は泣いてはいけない」「女は料理が出来なくてはならない」このような言葉を耳にす

ることは多いのではないだろうか。これらには根拠はないが社会的に作られた男女に対す

る意識の違いである。これが時に男女間での誤解を生むこともある。「男のくせに…」「女

のくせに…」という言葉は時に誰かを傷つけることもある。このような男女間の問題を減

らすためにも、事実をしっかりと見極めること。異性の多様性を認め、時に感謝すること

が必要なのではないだろうか。 

今回の調査では個人としては LGBTについてとそれにまつわる諸問題、また日本における

ゲイの歴史的な推移について掘り下げて調査をおこなった。結果だけを端的に言ってしま

えば調査してわかったことがグループとしての研究になんらかの影響を及ぼしたとは言い

難い。原因は明らかで個人のテーマとしてこの題材を選んだのがまずかったのだろう。男

女がうまくやっていくために、男と女を両極とする性的二元論の狭間にいる LGBT について

考えてみようと考えたが、その狭間の人たちについて考えるということは二元論的両極が

視界の端に追いやられるということに気づくべきであった。男女が両極となるように、今

回調べた LGBT について対となる極を設定するとすれば男女に関わらぬ LGBT 以外の人たち、

または LGBT の人を含む人間が形成する社会であるはずだし、そうあるべきだ。 

個人の調査テーマの設定ミスという失態はどうにもならぬことであるが、今回の調査で、

途中でも触れたことだが、これまでは詳しく学ぶ機会に恵まれなかった LGBTについて自発

的にまたある程度の熱量をもって学習をすることができたことは個人的には収穫であった。 
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終わりに 

ここまで６つの別個の視点から、男女の違いやセックス・ジェンダーを取り巻く環境に

ついて見てきた。そのテーマは大きく生物学的な視点と文化・社会学的な視点とに分類で

きるが、その結果見つかった男女の差異には非常に大きな幅があった。こうした結果を見

て私たちは、男女の違いが、私たちが初めに思っていたほど生得的なものではなく、むし

ろジェンダーという概念を以って社会的に規定されたものなのではないかという感想を抱

いた。それは「男は狩り＝仕事、女は家＝家事」といった原始的なところから長い時間を

かけて、母性神話や男は理系・女は文系などといった様々な迷信や神話を伴い、あるいは

キリスト教のアダムとイブやイスラム教の女性規定のように宗教によってその立場を規定

されながら、我々の社会通念、ひいては価値観として刻まれてきたものだった。 

 私たちは現代社会に住む以上、既に刻まれた性差に関する社会通念から逃れて生活する

ことはほとんどない。だがこの社会にはそうした通念があるということ自体を自覚するこ

とで、規範だからと諦めることなく自らの可能性を模索していけるのではないだろうか。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/
http://www.nijiirodiversity.jp/





