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連載をフォロー声をつないで
伊藤公雄氏が指摘　「ジェンダー平等」の失敗示す五輪のある場
面

毎日新聞 2021年2月16日 08時00分 (最終更新 2月16日 08時00分)

東京五輪 夏季五輪 スポーツ 速報 社会

伊藤公雄・京都大名誉教授＝小松雄介撮影

　東京オリンピック・パラリンピック組織委
員会の森喜朗会長による「女性蔑視発言」
は、会長辞任表明にまで発展したが、なお波
紋は広がっている。男性学やスポーツ社会学
が専門の伊藤公雄・京都産業大教授は、過去
の五輪で多くの人が見てきたある場面が、
「日本のジェンダー平等の離陸の失敗」を象
徴していると指摘する。【五味香織/統合デジ
タル取材センター】

五輪開会式の「異様さ」
　――森氏の発言をどう受け止めましたか。

　◆体育会系出身の80代の男性にありがち
で、森さんらしいとも思いましたが、大問題
です。もちろんオリンピック憲章にも合わな
い内容です。今、日本のジェンダーギャップ
指数は153カ国中121位とひどいうえに、「指
導的立場の女性を2020年までに3割にする」
という政府の目標も実現していない。そうい
う状況の中で、元首相の発言としてはもう完
全にアウトです。

　ただ、気になることがあります。発言の
「女性がいると会議の時間が長くなる」とい
う部分ばかりが取り沙汰されているけれど、
本当に問題なのは、その言葉の前にあった
「女性理事4割は、文科省がうるさく言うんで

ね」という部分です。女性役員を4割に増やそうという政府の流れを止めるた
めに発言したとしか思えず、組織委のトップとして深刻です。女性役員を増や
すなら発言の時間を規制した方がいいといった言葉も、すごく差別的でした。
ジェンダー平等に向かって動き始めたところに水を差す発言で、メディアはこ
の部分こそきちんと批判すべきだと思います。

　――組織委や日本オリンピック委員会（JOC）だけでなく、五輪競技団体の
女性役員割合は非常に低い数字です。

　◆日本の五輪出場選手は、04年アテネ大会で女性が5割を超えました。その
後も男女比はおおむね半々です。女性の方が活躍し、メダル獲得数が多かった
大会もある。でも、五輪の開会式で各国の入場行進を見ると、日本はものすご
く男性が多いでしょう。なぜかというと、役員がほとんど男性だからです。

　五輪で女性の種目数が男性の半分になったのが1976年のモントリオール大
会です。その頃から五輪やスポーツシーンにおけるジェンダー平等が進んでき
て、世界の流れは役員や指導者も含めて女性の数がすごく増えています。多く
の国は女性役員が3～4割いるのが普通なのに、最近は増えているとはいえ、
日本だけいまだ20％に満たない。入場行進で男性ばかりたくさん歩いている
わけで、いびつな選手団です。この男女のバランスの悪さは異様な光景です。

見えていない世界の流れ
　――なぜ日本は男女比が偏っているのでしょうか。

　◆日本が「ジェンダー平等の離陸」に失敗したからです。70年代以降、世
界中がジェンダー平等の方向に転換し、スポーツの世界にも広がっていきまし
た。ただ、日本の場合は、競技団体の中の男性主導の仕組みが根強く、世界の
多くの国で当たり前だった変化がトップ層に広がりませんでした。スポーツシ
ーンだけでなく、国会議員の女性比率も低く、今も衆院・参院を合わせても
10％弱です。フランスやイタリアも90年代半ばは上院下院の女性議員比率が
7％ぐらいで日本と同様でしたが、今はどちらの国も3割に達しています。

　まず70年代の出だしで失敗し、さらに90年代から多くの国が本気でジェン
ダー平等に向かい、政治家や企業、団体の女性役員を増やしていく流れの中で
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旗手の右代啓祐選手（手前）を先頭に入場
行進する日本選手団。男性役員の姿が多く
見える＝リオデジャネイロのマラカナン競
技場で2016年8月5日午後9時57分、梅村直
承撮影

も、日本は取り組みませんでした。国連は、95年までに指導的地位に就く女
性の割合を少なくとも3割にする目標を設定していました。日本は25年遅れの
20年に達成する目標を掲げたものの、実現できていません。森さんの発言
は、こうした状態の象徴です。ジェンダー平等が世界の流れだという重要性が
見えていないことが発言に表れていました。

　――森さんは83歳です。世代による特性は
ありますか。

　◆確かに50代以上は、まだ古い意識にとら
われていると思います。私たちが実施した国
際比較調査でも、「ミレニアル世代」と呼ば
れる80年代以降に生まれた世代はジェンダー
平等に敏感な傾向を示していますが、70年代
生まれまでは、古い男性主導の固定観念でも
のを見ている傾向がありました。世界的にも
同様ですが、日本の場合、特にそれが強いと
思います。

　ヨーロッパも家父長制が長く続いてきて、例えばスイスは85年まで、結婚
した女性は夫の許可がなければ働いてはいけないという法律がありました。フ
ランスも65年までは、結婚した女性は自分の名前で預金通帳が作れなかっ
た。財産管理は男性が担うもので、女性にはその権利がなかったのです。

　一方、日本は法制度の面では欧米より早い時期にジェンダー平等が整備され
ていました。協議離婚は戦前から可能だったし、経済的理由による人工妊娠中
絶も48年、問題のある優生保護法の下ではありますが、制度化されました。
70年前後の欧米のフェミニズム運動では、離婚と人工妊娠中絶の法律を作る
ことが大きな柱でしたが、日本は早い段階で法的に認められていたと言えま
す。

少子化を生んだ家族主義
　――そんな日本が世界とともに変化できなかったのはなぜでしょう。

　◆世界中がジェンダー平等に動き始めた70年代は、団塊の世代がちょうど
社会に出る時期でした。人口が多く、男性だけで労働力がまかなえてしまった
側面があります。男性は収入が増える一方、女性は「103万円の壁」や第3号
被保険者などの制度により、100万円以下の年収でパート勤務する形を選ぶ方
向に誘導されてしまいました。また、大都市に人口が集中して、実家を離れて
核家族で子育てをするには、夫婦のどちらかが仕事を辞めなければならない状
況もありました。賃金格差が大きいので、おのずと女性が辞めることになる。
こうして「長時間労働する男性と家庭を守り非正規で働く女性」という組み合
わせが確立していったのです。

　90年代になると、少子化で労働力不足になることが見えてきた。本来、女
性の社会参画を拡大しなければならなかったのに、政権与党の自民党の家族主
義的な方針から、男性が働き、女性は家事育児をするという仕組みが持続した
ため、社会が停滞しました。「停滞した30年」のツケが今の日本社会に来て
いる状況です。

　――海外ではどんな違いがあったのでしょうか。

　◆欧州は70年代、国際不況をきっかけに女性が働きに出るようになりまし
た。フェミニズム運動があったことも大きかった。女性が働くと、家庭をどう
するのかという問題が生じ、結果的に男女ともに労働時間が制限されました。
保育など家庭に対する公的なサービスも充実してくる。女性が社会参画しやす
くなり、子どもも育てやすくなります。日本や韓国などの東アジアやイタリ
ア、ギリシャ、スペインなどの南欧は、家族主義を称する国が多いけれど、そ
ういう国ほど少子化が進んでいる状況です。家族が大切だと言いながら、育児
や介護は家族に担わせる仕組みが続いてきたので、女性がなかなか外に出られ
ない状況が続き、他の国と差が開いてきたわけです。

　世界経済フォーラムは毎年、各国のジェンダーギャップ指数を公表していま
す。なぜこうした指標を発表するかというと、男女平等の方が経済が成長する
からです。10年ごろから、ダイバーシティーが経済成長や組織の活性化につ
ながることは、はっきりしてきています。

男性が抱く剥奪感
　――伊藤さんは、ジェンダー平等が進む変化によって男性が不安定になる
「メンズクライシス（男性性の危機）」や「原因不明の剥奪感」への対応が必
要だと指摘しています。

　◆スウェーデンは86年に「男性危機センター」という対応窓口を作りまし
た。ジェンダー平等が進むと、女性が社会参画することで離婚が増えたり問題
を抱えたりする男性が出てくると見込み、センターを作ったのです。先見の明
だと思います。
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関連記事

休業が続いている中小企業労働者の方へ「休業支援金」～政府広報 [PR]

メールで届くアンケートに答えるだけ！あなたの声を聞かせてください [PR]

中学受験の問題、解けますか？最難関『灘中入試』にチャレンジ！ [PR]

武田砂鉄さん・キニマンス塚本ニキさん対談　ラジオは強い存在 [PR]

おすすめ記事

　日本も同じような状態は潜在的にあり、例えば自殺率も男性の方が高い状態
が続いてきました。男性を対象にしたジェンダー平等の働きかけは必要です。
男性は悩みを人に相談しにくい面があるので、まずは「誰かに相談してもいい
んだ」という状況を作ることが大事です。台湾も日本の厚生労働省に当たる組
織が電話相談窓口を設けていて、年間2万件ぐらい相談を受けています。日本
でも、積極的に男性向けの相談窓口を設けている自治体もあります。ただ、政
府の取り組みは後退していて、20年末に策定された「第5次男女共同参画基本
計画」では、男性に関する政策はほとんどなくなってしまいました。

　――今回の発言を巡る一連の問題にも、メンズクライシスは表れています
か？

　◆森さんの発言も、女性役員を増やさないための口実で、つまり男性だけの
社会に女性が入ってくるのが嫌なのでしょう。「男だけの世界でやってきたの
に、女性が入ってくると壊れるじゃないか」というふうに思っているので、発
言として出てきたのだと思います。自覚していないけれど、危機意識があるの
でしょう。

　――森さんの発言があった時、会議の出席者の間で笑いが起きたといいま
す。

　◆発言のどの部分で笑いが起きたのか分かりませんが、悲しいけれどそうい
う体質なのでしょう。だから問題発言だとは思われなかった。森さんが象徴的
に批判の対象になりましたが、森さん個人だけでなく、組織自体の体質も世界
の流れから取り残されているのだと思います。やはり女性を「登用してやるん
だ」という意識が露骨に出ています。

　――そういう組織の体質は変わるでしょうか。

　◆時間がたち、組織のトップに立つ人の世代が変われば変化していくと思い
ます。徐々にというより、社会で3割ぐらいの人の意識が変われば、あっとい
う間に転換するのではないかと予想しています。ジェンダー平等の流れは日本
の社会にも潜在的にあり、まだ見えていないけれど地殻変動が起きています。
今回の森さんの発言問題は、もしかしたらその臨界点になるかもしれません。

いとう・きみお
　1951年生まれ。京都大卒。専門は社会学・ジェンダー論。京都大・大阪大
名誉教授。日本スポーツ社会学会や日本ジェンダー学会の会長を歴任。女性に
対する暴力の撲滅に取り組む「ホワイトリボンキャンペーン・ジャパン
（WRCJ）」の共同代表も務める。WRCJは問題となった森氏の発言を受け、
組織委会長辞任を求める緊急声明を出した。

前の記事
下重暁子さんが森氏発言に見た深い闇　「多くの男性
の本音では」

＜危機管理のプロ＞森氏発言、見て見ぬふりで事態悪化

＜五輪ファシズム＞女性蔑視発言に潜む危険性

＜有森裕子さん＞「会長交代だけでは同じこと起こる」

＜スポーツ経済学者＞「このまま開催すれば価値を下げる」

＜ロンブー田村淳さん＞森氏の別の発言で聖火リレー辞退

＜辻田真佐憲さん「東京五輪は先進国のお葬式」＞

英語は「81文暗記」すれば
話せる!?イギリス学者が発
表した勉強法
(ウェンズデー) [PR]

下重暁子さんが森氏発言に
見た深い闇　「多くの男性
の本音では」

森氏発言の問題「『わきま
えておられる』に集約」　
為末さん一問一答

再生請負人メガネスーパー
社長が語る負け癖がついて
いる社員たちを蘇らせる…
(クラウド活用ならビズヒント)
[PR]
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