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Opening Remarks

女性リーダーが SDGs に向けて果たす役割

佐々木 泰子

―アジアの市民社会と国際教育から

Yasuko SASAKI

Women’
s Leadership and its Role for SDGs:

お茶の水女子大学理事・副学長
グローバルリーダーシップ研究所 研究所長

Approaches from Asian Civil Society and International Education

Trustee, Vice-President at Ochanomizu University
Director, Institute for Global Leadership

概 要

Abstract
皆さま、こんにちは。お茶の水女子大学国際交流・男

像を明らかにすることを目標に掲げ、シンポジウムを開

今、世界のいたるところでリーダーシップが問題となっ

Today, leadership matters worldwide. More than

女共同参画担当理事・副学長の佐々木泰子でございま

催したり、韓国梨花女子大学校など海外の大学との共同

ている。新型コロナウィルスの感染拡大や環境問題、社

before, global crises such as epidemics, environmental

す。

研究を行ってまいりました。その結果、アジアと言って

会的な分断が世界規模の課題となり、以前にも増して優

problems, and social division have indicated

本日はシンポジウム『女性リーダーが SDGs に向けて

もひとくくりにすることはできず、国や地域によって異

れたリーダーシップとは何かが問われることが多くなっ

importance of thinking about eminent leadership. On

果たす役割──アジアの市民社会と国際教育から』にご

なるリーダー像があることが次第に明らかになってまい

た。他方、SDGs という共通の目標を得たことで国の発

the other hand, SDGs have contributed to the future

参加くださり誠にありがとうございます。

りました。そのような状況において、アジア発の本シン

展の度合いに関係なく、世界が進むべき未来の在り方の

development of the global community. Regardless of

世界は今、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や気

合意形成が進み、派生してジェンダー平等の実現や質の

the degree of a country’
s development, each nation

候変動、先進諸国における少子高齢化や、開発途上国に

今日、日本では1986年に施行された「男女雇用機会均

高い教育の提供をはじめ、共通の課題を乗り越えるため

stands at the starting line in discussing the role of

おける人口爆発などの人口動態の激変、資源枯渇など国

等法」、1999年に施行された「男女共同参画社会基本法」

に女性リーダーが果たす役割について、それぞれの立場

women’
s leadership and quality education in

境を超えて解決にあたらなければならない多くの課題に

など様々な施策や取り組みによって女性の社会進出が進

からそれぞれの共同体としての議論が可能となった。と

overcoming problems associated with the global

直面しています。そのような中、2015年に国連総会で採

んできていますが、世界経済フォーラムによるジェンダ

はいえ、女性リーダーという考え方がそもそも意味する

crises. However, the concept of women’
s leadership is

択された SDGs のアジェンダである「多様性を包摂する

ーギャップ指数2020で、日本は153か国中121位と、過去

ところは必ずしも明確ではない。女性がリーダーとして

not yet well established. For this international

社会」
、
「地球上の誰一人取り残さない持続可能な社会」

最低となり、G7そして本シンポジウム参加4か国の中で

果たすべき役割はどのように考え出され、どのように求

symposium, we will examine how women’
s leadership

を実現するにあたり、以前にも増して優れたリーダーシ

最下位、という結果でした。中でも政治と経済の分野で

められ、それをどう引き受け、どう変えていけばいいの

is conceptualized, developed, and put into practice,

ップとは何かが問われています。

の女性の進出の遅れが際立っています。2020年までに指

か。タイ、フィリピン、日本、韓国といった現代アジア

and how it needs to be modified. The important role

特に現在の新型コロナウイルス感染症によるパンデミ

導的立場の女性の比率を30％にするという目標も達成で

諸国におけるさまざまな社会的局面における女性リーダ

that female leaders play in various social issues where

ック下において、決断力、共感力、思いやり、テクノロ

きていません。研究者、特に理工系分野の女性研究者比

ーの立ち上がる様子を論じることで、新たな見地を築こ

female leadership is truly needed in such Asian

ジーの活用などによって、ドイツ、ニュージーランド、

率も諸外国に比して低いままです。このように、日本で

う。

countries as Thailand, the Philippines, South Korea,

台湾、フィンランド、アイスランド、デンマーク、ノル

は、人口の二分の一を占め、優れた資質・能力を持つ女

and Japan can offer new insights for Asian women’
s

ウェーの女性リーダーたちが男性リーダーとは異なるリ

性人材が文化的あるいは制度的背景によって社会で活躍

leadership.

ーダーシップを発揮してパンデミックに立ち向かったこ

できない状況が続いています。

とは広く世界に知られ、女性リーダー、女性のリーダー
シップへの関心が高まっています。

近年、多様な分野における研究・開発の段階で、男女
の心身の差異への配慮がなかったり、女性の視点が欠け

これまでリーダーやリーダーシップに関する研究は男

ていたりしたことで、個人的なリスクの増大や社会的な

性、そしてアメリカを中心とした欧米の視点からのもの

損失が引き起こされる多くの例が報告され、性差に基づ

が多くを占めていました。女性、なかでも白人以外の女

いた研究、教育、イノベーションの重要性が指摘されて

性のリーダーシップについて語られることはあまりあり

います。

ませんでした。しかし、1960年代後半以降の第二波フェ

新型コロナウイルス感染症による重症化比率はヒスパ

ミニズム運動以降、そしてアジアの経済成長とともに、

ニック系やアフリカ系人種で白人よりも高いことが確認

アジアの女性リーダーへの関心が高まり、近年は関連の

されていますが、コロナ新薬開発の臨床試験で使用され

研究も増えてきました。

るデータのうち、臨床試験では白人男性の参加率が圧倒

それらの研究からは欧米とは違うアジアの女性リーダ
ー像が明らかにされつつあります。私たちのグローバル
リーダーシップ研究所でもアジアにおける女性リーダー
6

ポジウムの開催は大変意義深いことと考えています。

的に高く、他人種のものは少ないことが指摘されていま
す。
このような状況下で、SDGs のアジェンダである「多
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様性を包摂する社会」、「地球上の誰一人取り残さない持

シンポジウムではタイ、フィリピン、韓国、日本のア

researchers, especially the number of female

Emeritus at Ewha Womans University, and Makoto

続可能な社会」を実現するためにも、STEM 分野をは

ジア4か国から、サイアム大学のチャニタ・ラックポラ

researchers in science and engineering, remains low

Kobayashi, Vice Director of the Institute for Global

じめ社会的課題を解決する様々な分野への女性の参画が

ムアン副学長、フィリピン大学セブ校ウィーナ・ヘラ副

compared to other countries. In this way, in Japan,

Leadership at this university. Thank you to all of

以前にも増して求められていると言えるでしょう。本シ

チャンセラー、梨花女子大学校趙成南名誉教授、本学グ

women, who account for half of the population and

these esteemed professors.

ンポジウムでは、そのような時代を先導するアジアの女

ローバルリーダーシップ研究所の小林誠副研究所長の4

have outstanding qualities and abilities, are unable to

I would like to conclude by expressing my hope that

性リーダー像を明らかにし、その育成について議論する

人の先生方のご講演、コメントが予定されています。先

play an active role in society due to cultural or

the lectures given by the professors as well as the

場となることを目指しています。

生方、どうぞよろしくお願いいたします。

institutional backgrounds.

lively exchange of opinions among participants will

本シンポジウムは新型コロナウイルス感染症感染拡大

最後に、先生方のご講演とともにご参加の皆様との活

In recent years, there have been many reported

deepen discussions on the image of female leaders

によりオンラインでの開催となりました。対面での開催

発な意見交換を通して、これからの時代に求められる女

cases in which increasing personal risks and social

required in the coming years and the role that female

が実現しなかったのは大変残念ですが、日本だけでなく

性リーダー像、また女性リーダーが果たすべき役割につ

losses are incurred by the lack of consideration for

leaders should play.

タイ、フィリピン、韓国からの参加者もあり、オンライ

いての議論が深まることを期待して開会のご挨拶とさせ

differences in both the mind and body between men

ン開催ならではの国際的なシンポジウムの開催が可能に

ていただきます。

and women, as well as a lack of female perspectives at
the research and development stages in various fields.

なりました。

This points to the importance of gender-based
research, education, and innovation.
Hello everyone. My name is Yasuko Sasaki, Trustee,

States. The leadership of women, especially non-white

Although the rate of serious cases of COVID-19 has

Vice President of International Affairs and Promotion

women, was not often discussed. However, since the

been confirmed to be higher among Hispanic and

of Gender Equality at Ochanomizu University.

second-wave feminism movement that emerged in the

African races when compared to Caucasians, looking

Thank you very much for participating in today’
s

late 1960s, and with the economic growth of Asia,

at the data from clinical trials used to develop drugs

symposium, “Women’
s Leadership and its Role for

interest in female leaders in Asia has risen, and

for the novel coronavirus, this data shows that the

SDGs: Approaches from Asian Civil Society and

research related to this movement has also been

participation rate of white males in such trials is

International Education. ”

increasing in recent years.

overwhelmingly high, with fewer other races.

The world is currently facing a number of issues

These studies are revealing an image of female

Under these circumstances, to realize the goals of

that must be solved by transcending national borders,

leaders in Asia that is different from that in the west.

the SDGs of“a society that embraces diversity”and“a

such as the spread of the novel coronavirus infection,

Our Institute for Global Leadership has set the goal of

sustainable society in which no one on earth is left

climate change, drastic demographic changes such as

clarifying the image of female leaders in Asia and has

behind, ”it can be argued that the participation of

declining birthrates and aging populations in

held symposiums and conducted joint research with

women in the various fields that work to solve social

developed countries and population explosions in

overseas universities such as Ewha Womans

issues, including the STEM sector, is more required

developing countries, as well as resource depletion. In

University. As a result, it has become increasingly

than ever before. This symposium aims to offer clarity

addition, to realize“a society that embraces diversity”

apparent that all of Asia cannot be grouped together,

regarding the image of the female leaders in Asia who

and“a sustainable society in which no one on earth is

and that an image of leadership exists that varies

will lead the next generation, and also to become a

left behind, ”which are the goals of the SDGs adopted

depending on the country or region. Faced with these

forum for discussion regarding the development of

at the UN General Assembly in 2015 , more questions

circumstances, I believe that the holding of this

these leaders.

are being asked than ever before regarding what

symposium in Asia is extremely significant.
Today, the social advancement of women is

of COVID-19 . It is deeply unfortunate that we were

In particular, with the current pandemic caused by

progressing through various measures and initiatives,

unable to meet in person, but with participants from

the spread of COVID-19 , it is widely known

such as the Equal Employment Opportunity Law

Thailand, the Philippines, and South Korea as well as

internationally that female leaders in Germany, New

enacted in 1986 and the Basic Act for a Gender Equal

Japan, it became possible to hold the kind of an

outstanding leadership is.

8

This symposium was held online due to the spread

Zealand, Taiwan, Finland, Iceland, Denmark, and

Society enacted in 1999 . However, in the World

international symposium that could only be held

Norway have taken a different leadership approach to

Economic Forum’
s 2020 Gender Gap Index, Japan

online.

that of men in confronting the pandemic by leveraging

ranked 121st out of 153 countries, its lowest ever

In the symposium, lectures and speeches will be

their determination, empathy, compassion, and

rating, and the lowest among both the G7 and the four

given by four different professors from four different

technology. Therefore, interest in female leaders and

countries participating in this symposium. The lack of

Asian countries, Thailand, the Philippines, South

female leadership is rising.

female participation in the political and economic

Korea, and Japan, including Chanita Rukspollmuang,

Until now, however, many of the studies on leaders

spheres is particularly noticeable. We have not

Vice President of the Siam University Weena Gera,

and leadership have come from the perspectives of

achieved our goal of raising the percentage of women

Vice Chancellor for Administration for the University

men and western nations, particularly the United

in leadership positions to 30% by 2020 . The ratio of

of the Philippines Cebu, Cho Sung-Nam, Professor
9
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れました。2年後には、女性として初めて2名の大臣が誕

5（男女平等を実現しよう）を含む17の SDGs が、私た

かったのか詳細を調べたところ、指標の一つである「政

生しました。1人は運輸省の大臣、もう一人は大学省

ちの現在の20年間国家戦略（2018-2037）に組み込まれ

治分野における女性の参画」が十分に達成されなかった

ていることも分かるでしょう。

ためでした。

（Ministry of University Affairs）の大臣です。また、同

チャニタ・ラックポラムアン
Chanita RUKSPOLLMUANG
サイアム大学（タイ）副学長
Vice President, Siam University

時期に国家経済社会開発庁によって起草された初の長期

2020年6月30日 に、 ケ ン ブ リ ッ ジ 大 学 が 発 表 し た

あなたの国の政治における女性のパフォーマンスに興

女性開発計画（1982-2001）を政府が承認したことも、

ASEAN における持続可能な開発に関する最新報告によ

味がある人は、列国議会同盟（IPU）と UN Women が

注目に値することです。

れば、タイのスコアは74 .5で、166カ国中41位でした。

作成した「Women in Politics: 2020」のマップを確認し

重要な動きは他にもあります。国王故ラーマ9世の王

また、ASEAN においては1位だったのです。タイで改

てください。そちらでは、2020年1月1日時点におけるあ

妃であったシリキット王妃の60歳の誕生日に敬意を表

善した SDGs には、SDG 6「安全な水とトイレを世界中

なたの国の政治での女性の状況や、女性が占める役員の

し、内閣が1992年に Year of Women の決議を発表した

に」、SDG 8「働きがいも経済成長も」、SDG 9「産業と

割合、政府での割合、国会での割合における国際ランキ

ことです。これがタイでの女性の年の始まりです。2年

技術革新の基盤をつくろう」
、SDG 13「気候変動に具体

ングを確認することができます。タイの状況は、オレン

後、女性知事と女性将官が承認され、初の女性将官10人

的な対策を」が含まれます。達成された SDGs は、SDG

ジで示されており、政治における女性を取り巻く状況

が1996年に任命されました。次に、1995年の憲法です。

1「貧困を無くそう」と SDG 12「つくる責任 つかう責

は、満足に改善されなかったことを意味しています。

この憲法では、「女性は教育、政治、公共活動において

任」です。男女平等に関する SDG 5はどうでしょうか？

世界経済フォーラムが発表する Global Gender Gap

平等の機会を持つ」と規定されており、平等な機会を保

図2を見ると、17 SDGs の中で、改善した分野もあれ

Report 2020によれば、153ヶ国が「経済的参加と機会」
、

ば悪化した分野もあることが分かります。右側の SDG

「教育達成度」、「健康と生存」
、
「政治参画」という4つの

1999年に重要な動きがありました。かつて、女性は結

5に関しては、小さな黄色い矢印が見えますが、これ

側面において評価されています。タイは75位で、最も達

婚すると夫の名字に変更しなければなりませんでした。

は、男女平等と全ての女性と少女の社会的地位向上の達

成度が低かった指標は政治参画であることが分かりま

1999年には姓制度に関する法が新たに制定され、既婚女

成において、やや改善がみられたことを意味します。

す。2006年の89から、2020年には129になりました。男

性が旧姓を選択することを可能としました。これはタイ

SDG 5の私たちのスコアには、なぜわずかな改善しかな

女の格差が最大だったのは、またしても政治参画の格差

証しています。

持続的な開発における女性の
リーダーシップと役割－タイの事例
ご招待いただき、ありがとうございます。本日は皆さ
んと、
「タイにおける女性のリーダーシップと SDGs（持
続可能な開発目標）
」というトピックでお話したいと思
います。

の女性にとって大きな出来事だったと思います。
2003年には、シリキット王妃の提案通り、タイは初め
ての National Thai Women Day を祝いました。それ以

多くのアジア諸国と同様に、かつてのタイでは、女性

来、毎年8月1日に、National Thai Women Day を祝っ

は従順であることが期待されていました。優れた女性と

ています。その目的とは、家族を強化するだけでなく、

いうのは主に立派な娘、立派な妻、立派な母のことを指

体験を共有し、地方レベルや国家レベルでの女性リーダ

していました。しかし、「全ての偉大な男性の背後には

ーを認める機会を女性に提供することです。2011年に

偉大な女性がいる」ということを思い出さなければなり

は、女性初の首相が誕生しました。今年（2020年）に

ません。ある意味、歴史上には多くの女性リーダーが存

は、大変喜ばしいことに、女性初の最高裁判所長官が誕

在したのです。

生しました。これは、我が国にとって非常に大きな意味

現代のタイでは、女性のリーダーシップを認めるべく

を持つ動きです。

大きな運動が行われ、政策や習慣、そして法律に男女平
等の原則を取り込もうとする大変な努力が続けられてい
ます。
女性のリーダーシップに関する歴史ですが法律の観点
では、1932年にタイ王国で初の憲法が公布されて以来、

10

さらに、政府は非常に重要な法令を2015年に可決しま
した。それは Gender Equality Act です。この法律に従

図1：持続可能な開発目標（SDG）指数2020

い、女性の発達計画戦略を起草するため、男女平等を促
進する委員会が指定されました。

タイでは男女平等と女性のリーダーシップの運動が開始

現在の2017年憲法も、女性の平等な権利を保証してい

されました。この憲法では、「全ての男女は平等な選挙

ます。「全ての人は法的に平等であり、平等な法律的保

権 を 持 つ 」 と 規 定 さ れ て い ま す。1948年 に は、Thai

護を持つ。男女は平等な権利を持つ」と規定していま

Association of University Women が設立されました。

す。

この協会はタイで初となる女性による協会の一つであ

国際舞台において、タイは多くの国際合意に参加して

り、現在は私が会長を務めています。2020年には、協会

き ま し た。 私 た ち は、 タ イ の U N P a r t n e r s h i p

の設立72周年を祝いました。

Framework（UNPAF）に加え、北京行動綱領（Beijing

Thai Association of University Women の設立から一

Platform for Action）の修正を行ってきました。私たち

年後、女性初の国会議員が誕生し、1965年には女性が初

は、SDGs の実行において国連の優れたメンバーであ

めて裁判官となりました。

り、持続可能な発達を目指し、国立委員会を設立しまし

1974年には、当時の憲法のが「男女は平等の権利を持

た。タイの持続可能な開発において、女性リーダーは重

つ」と規定しているように、平等な権利が女性に与えら

要な役割を担うと認識されています。このように、SDG

図2：持続可能な開発目標（SDG）指数2020
11
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は、自然資源や経済的資源へのアクセスであることが分

性のリーダーシップにとって最重要事項である」という

かりました。

ことを思い出してください。女性の社会的地位を向上さ

次に、女性のリーダーシップに関するまとめをお話し

図3：世界ジェンダーギャップ2020ランキング 世界経済フォーラム

します。まず、上級公務員の地位についてです。州政府

タイの女性にとってリーダーシップを獲得するには長

や地方政府では、76の州政府のうち女性知事は1人しか

い道のりを必要としてきました。タイの女性はフォロワ

いません。さらに、省の行政組織の女性首長は8％、分

ーから変化を遂げ、自営業者や起業家としてだけでな

区の行政組織の女性首長は6 .45％です。上級指導者層の

く、公的部門、そして民間部門でも強力なリーダーとな

男女平等は進んでいますが、それも過去15年間でわずか

りえることを証明してきました。高い地位や強い権限を

3％の上昇です。

持つ省庁、政治的メンバーの中にはそれ程多くの女性は

国会においては、上院の議員250人中わずか26人が女

いないものの、その数は増えていると思います。そし

性で224人が男性でした。国会議員に関しては、直近の

て、地域レベル、国レベル、そして国際レベル等、あら

2019年総選挙では、女性の代表と女性議員が3倍に増

ゆるレベルでリーダーとなれる、高い能力を持つ才能溢

え、5 .4％から16 .2％へと上昇しました。しかし、これ

れる女性がさらにいると確信しています。教育は現在の

はアジアや世界の平均と比較すると未だに低い数値で

リーダーシップにおいて最大の武器であるため重要で

す。一方、タイの女性のリーダーシップの明るい側面を

す。より多くの女性が正規教育を受けており、女性の教

説明するとタイには初の女性裁判官がいることが分かり

育における達成は男性の教育的達成よりもはるかに優れ

ます。また、女性として初の最高裁判所長官が任命され

ています。そして、未だその才能を称えられていない、

たばかりです。現在の司法界のトップ3の地位を女性が

または高い地位に参加する機会を得られていない女性が

占めていることを大変嬉しく思います。ビジネスでの女

多くいると思います。しかし、こういったまだ機会の得

性の数も増加しています。今日、女性は労働人口の60％

られていない女性たちに光を当てる時がやってきまし

を占め、民間企業の役員レベルでは38％という優れた割

た。こうした信念を持つことで、タイの女性はより明る

合を示しています。大学の入学者数や卒業者数にも女性

い将来を掴み、持続可能な開発において、さらにリーダ

が増えています。女性は男性と同じく質の高い教育を受

ーシップを持つことができると考えます。

けています。実際に、高等教育では女性の成績の方が優
れているという統計もあります。
図4：世界ジェンダーギャップ2020ランキング 世界経済フォーラム

SDG 5「ジェンダー平等を実現しよう」は、SDGs が
掲げる17の目標の一つに過ぎませんが、女性の社会的地

今年報告されたタイのビジネスにおける女性の状況に

位を向上させることにより、女性たちは偉大なリーダー

ついて触れると。中堅企業では、最高幹部の地位に女性

となり、SDGs の1から17の目標達成に向けた重要な統

が占める割合は32％でした。これは、世界平均を7％、

率者になると考えます。この希望を持つことで、タイの

においてでした。一方で、教育と健康の分野が優れてい

部を持つ企業の割合より大きいことがわかります。これ

アジア太平洋地域の平均を26％上回っています。加え

女性はより明るい未来を手に入れ、持続可能な開発にお

ます。

は、以前と比較すると大きな改善です。対照的に「市民

て、女性が経営陣に全く関わっていないビジネスの数は

いて、指導的役割を担うことができるようになるでしょ

政治参画の側面では153ヵ国の平均を下回っておりそ

の自由と政治的自由」では、上院で女性が議席を占める

5% 減少しました。最高位の役職に就く女性について

う。

れに関するギャップを是正しなければならないというこ

割合は10%、男性が議席を占める割合は90% です。この

は、最高経営責任者（CEO）と取締役社長の24% が女

とです。政治参画のギャップには、過去50年間におけ

点が合計のスコアを下げている主な原因なのです。

性、世界では20%、アジア太平洋ではわずか13% です。
さらに最高幹部の地位にいる女性については、最高財

る、国会の女性の数、国会の女性の割合、大臣の地位を

12

せるには教育が最も必要なことなのです。

占める女性の割合、女性の首脳の数、男性の首脳の数が

「都市と地方の格差」の観点からはいくらかの改善は

務責任者（CFO）の43% が女性であることが分かりま

含まれます。これは、タイにおいて改善のスピードが最

あったものの、未だ都市と地方では格差が存在します。

した。この統計は、タイの女性 CFO の割合が世界で最

も遅かったカテゴリーです。教育達成度と健康の分野で

地方では、女性は貧困、差別、搾取の影響を受け続けて

も高いことを示しています。また、女性の CEO の割合

は好成績です。経済的参加は、教育と健康ほどは優れて

います。詳細は割愛しますが、経済政策での問題につい

は世界で3番目に高いです。これは、タイの女性の輝か

いないものの、政治参画よりは優れています。同種の仕

ては、不利な立場にある女性グループの経済的地位の向

しい未来にとって、好ましいプラットフォームです。

事、推定勤労所得、国会議員、政府高官と管理職の男女

上と金融サービスへのアクセスを促進する政策が欠如し

教育の観点では、タイでは男性より女性の方が、教育

差によって構成される経済的参加と機会のスコアは、そ

ています。金融的機会の点からいうと、わずか13. 67%

において達成しているということが「卒業生の数：2015

れ程高くありませんでしたが、政治参画よりは高いで

の女性のみが金融機関からの借り入れを利用できていま

年度」から分かります。あらゆるレベルにおいて、女性

す。

す。地方に住む女性の多くは、インターネットへのアク

の数の方が多いことが分かると思います。前期中等教育

Global Gender Gap 2020 Rankings の統計を見ると、

セスがないため、デジタル格差によって引き起こされる

から博士課程まで、女性卒業生数の方が男性卒業生数よ

「労働参加とリーダーシップ」のスコアが興味深いと思

機会と問題が大きな障害となります。「民営化と開発政

りも多いです。このことから、タイにおいて女性の教育

われるでしょう。「女性が経営幹部を務める企業」で

策」に関しては、女性にとっての困難、特に地方や紛争

達成は、かなり満足できる状態にあると言えるでしょ

は、女性の経営幹部を持つ企業の割合が、男性の経営幹

の影響を受ける地域に住む女性にとっての大きな困難

う。なぜ、この統計が重要なのでしょうか。
「教育は女
13
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Women’
s Leadership and their

in 1992 to pay homage to H. M. Queen Sirikit of the

Equality) have been integrated into our present 20-

arrow which means that the score on our achievement

Roles in Sustainable

late H. M. King Rama IX on her 60th birthday. This

Year National Strategy (2018-2037).

of gender equality and empowerment of all women

Development

resolution is the beginning of the year of the women in

The latest report on sustainable development in

and girls has moderately improved. I looked into

Thailand. Two years later, women governors and

ASEAN released on June 30, 2020, by the University

details to find out why our score on SDG 5 showed a

Thank you very much for inviting me. I am going to

women generals were recognized and the first ten

of Cambridge showed that Thailand was ranked 41st

slight improvement and saw that this was due to the

talk with you on the topic of“Women’
s Leadership

female generals were appointed in 1996 . Next is the

out of 166 countries with a score of 74.5. You can also

fact that one of the indicators, “Women in Politics”,

and SDGs in Thailand. ”

Constitution in 1995 . This constitution guaranteed

see that we were ranked the first in ASEAN. This is

was not very well achieved.

Like many other Asian countries, in the old days,

equal opportunities, stating that“Women have equal

the scorecard for Thailand’
s SDGs. The SDGs that

A n y o n e i n t e r e s t e d t o s e e y o u r c o u n t r y ’s

Thai women were expected to be followers. Good

opportunities in education, politics, and public

have improved in Thailand include SDG 6 Clean Water

performance on women in politics should look at the

women were mainly meant good daughters, good

activities”
.

and Sanitation, SDG 8 Decent Work and Economic

“Women in Politics: 2020”map, created by the Inter-

wives, and good mothers. However, we must

Significant move was in 1999 . Formerly, married

Growth, SDG 9 Industry, Innovation, and

Parliamentary Union (IPU) and UN Women. It shows

remember that“Behind every great man, there’
s a

women had to change their surnames to the

Infrastructure, and SDG 13 Climate Action. The SDGs

the state of women in politics in your country and

great woman”. In this sense, then, we have had many

husband’
s family name. In 1999 , the new Surname

that have been achieved are SDG 1 No Poverty and

presents global rankings for women in executive,

women leaders in our history.

Law stated that married women may choose to use

SDG 12 Responsible Consumption and Production.

government, and parliamentary positions as of 1

their maiden name. I think that this is a big move for

How about SDG 5, which aims at women and gender

January 2020 . The situation in Thailand is orange,

Thai women.

equality?

meaning that women in politics did not improve as

In modern Thailand, there has been a strong
movement to recognize women’
s leadership and
significant efforts to integrate the principle of gender

In 2003 , Thailand celebrated the first National Thai

You see that among the 17 SDGs, some have

equality into legislation as well as into policies and

Women Day in August as proposed by H. M. Queen

improved and some have declined. As for SDG 5

I looked closer at the Global Gender Gap Report

practices. I am going to show you the timeline since

Sirikit. Since then, the National Thai Women Day is

which was on your right, you will see a little yellow

2020 presented by World Economic Forum. According

the beginning of modern Thailand.

celebrated every year on August 1 with the purposes

The following is the timeline of women’
s leadership.

to provide women with opportunities to share

With regards to legislation, gender equality and

experiences, to recognize women leaders at both local

women’
s leadership for Thai women started when we

and national levels as well as to strengthen family

promulgated our first constitution in the Kingdom of

institutions. In 2011 , the first woman Prime Minister

Thailand in 1932 . In this constitution, it was stated

was elected. This year (2020), we are very happy to

that“All men and women have equal rights to vote”
.

witness the first woman President of the Supreme

In 1948 , the Thai Association of University Women

Court. This is a very big move in my country.

much as it should have been.

was established. This association was one of the first
Thai associations of women and I am now the

government in 2015 , that is the Gender Equality Act.

our 72nd years of its foundation in 2020 .

In accordance to the law, a committee to promote

A year after the establishment of the Thai
Association of University Women, the first woman
representative was elected into the parliament,
followed by the first woman judge in 1965 .
In 1974 , the constitution at that time granted
women with equal rights as stated that“Men and
women have equal rights. ”Two years later, we had

14

Moreover, a very important act was passed by the

President of the Association. We have just celebrated

gender equality was appointed to draft a women’
s
development plan strategy.

Figure 1: Sustainable Development Goals (SDG) Index 2020

The present 2017 Constitution also guarantee equal
rights of women. It is stated that“Everyone is legally
equal and shall have equal legal protection. Men and
women have equal rights”
.
In the international arena, Thailand has taken part

our first women Ministers, one in the Ministry of

in many international agreements. We have rectified

Transport and the other in the Ministry of University

the Beijing Platform for Action, as well as the UN

Affairs. Around the same time, it is also noteworthy to

Partnership Framework (UNPAF) for Thailand. We

say that, the government approved the first long-term

also have been a good member of the UN to

women’
s development plan (1982-2001) which was

implement SDGs and have appointed a national

drafted by the National Economic and Social

committee for sustainable development. Female

Development Board.

leaders have been recognized to play significant roles

Another important move was when the Cabinet

in sustainable development in Thailand. You can also

announced the first Resolution on the Year of Women

see that the 17 SDGs, including SDG5 (Gender

Figure 2: Sustainable Development Report 2020
15
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Figure 3: Global Gender Gap Report 2020

improvements, there are still disparities between

companies. In addition, we find that the number of

urban and rural areas. In rural areas, many women

women in university enrollments and graduates is

remain affected by poverty, discrimination, and

increasing. They have enjoyed equal access to quality

exploitation. I will not go into details because of the

education as men do. In fact, statistics show that they

time limit, but you can see that on the issue of

perform better in higher education.

economic policy, Thailand still lacks policy to promote

Here, I show the situation for women in business

economic empowerment and access to financial

reported in Thailand this year. In mid-market

services to disadvantaged groups of women. In terms

companies, women held 32% of senior leadership

of financial opportunity, only 13 . 67% of women have

positions. This is 7% higher than the global average

borrowed from a financial institution. Opportunities

and 26% higher than the Asia-Pacific average. In

and problems caused by digital divide are also main

addition, the number of businesses with no women in

obstacles since many women live in rural areas with

senior management decreased by 5 percentage points.

no access to digital internet. As for“Privatization and

Regarding women in the highest positions of power,

Development Policies”, it was found that what the

24% of CEOs and managing directors are women,

main course of difficulties for women, especially those

compared to 20% worldwide and only 13% in the Asia-

living in rural or conflict-afflicted areas, is getting

Pacific region.

access to natural and economic resources.

Figure 4: Global Gender Gap Report 2020  Selected Statistics
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As for women in senior leadership positions, it was

Next, I will show summary of the situation of

found that women contributed about 43% of the senior

women’
s leadership. On the left side is the position of

CFOs. This statistic shows that we have the world’
s

high-ranking civil servants. You can see that in the

highest percentage of female CFO. Also, we have the

provincial and local governments, there is only one

third highest percentage of female CEOs. This is a

female governor out of 76 government provinces,

good platform for the bright future of Thai women.

which equals to 1 . 32%. Additionally, female chiefs of

In terms of education, the“Number of graduates:

provincial administrative organizations and sub-district

Academic Year 2015”shows that women have more

administrative organizations account for only 8% and

access to Educational Attainment than men in

6 . 45% respectively. Gender equality in senior

Thailand. You see that we are outnumbered at all the

leadership positions has risen, but only by 3% in the

levels. From lower secondary education until doctorate

last 15 years.

degree, there are more female graduates than men.

to this report, 153 countries were benchmarked in four

participation, though not as good as Education and

In the parliament, representatives in the Senate and

This means that the educational attainment of Thai

key dimensions: Economic Participation and

Health, is better than Political Empowerment. The

the Upper House showed that only 26 out of 250

women is quite satisfactory. Why this statistic is

Opportunity, Educational Attainment, Health and

scores of political force participation with equality for

representatives were women, while 224 were men. As

significant. Remember that“Education is the most

Survival, and Political Empowerment. Thailand was

similar work, estimated earned income, and legislators,

for general Members of Parliament in our latest 2019

important key for women’
s leadership”. It is most

ranked 75th, and you will see that the indicator that

senior officials, and managers are not so good but are

general elections showed a threefold increase in

needed to empower them.

achieved the least is political empowerment. We went

also better than political empowerment.

women’
s representation and female members of

We can summarize then that it has been a long

from 89 in 2006 to 129 in 2020 . The largest gender

Looking at selected statistics from Global Gender

parliament, which increased from 5 . 4% to 16 . 2%.

journey for Thai women’
s leadership. Thai women

disparity is─once again─the Political Empowerment

Gap 2020 Rankings, you will see that the score in

Nevertheless, it was still lower than the average in

have transformed from followers and have proved to

gap. On the other hand, we are good at Education and

“Work participation and leadership”is interesting. In

Asia and the global average. On the right side of my

be strong leaders in public and private sectors as well

Health.

“Firms with female top managers”
, the percentage of

slide, there is a bright side of women’
s leadership in

as self-employment businesses or entrepreneurs. Even

The country score card implies that we have to

firms with female top managers is higher than that

Thailand. You can see that we have the first woman

though we do not have so many women in high-

close the political empowerment gap because the score

with males. This is much better than before. In

judiciary. The first woman President of the Supreme

ranking positions or powerful ministries or in political

was below the mean. This includes the number of

contrary, in“Civil and political freedom”
, the number

Court was just appointed. I am very happy to say that

members, I think the numbers are increasing. And I

women in parliament, percentage of women in

of seats held by women in the upper house was 10%

the present top three ranks in the judiciary are

believe that there are many more talented and high-

parliament, percentage of women in ministerial

for females, as compared to 90% for males. This is the

women. The number of women in business is

ability women who could be leaders at all levels: local,

positions, and number of female or male heads of state

main indicator that makes our total score lower than it

increasing. Females now account for 60% of the

national, or even international level. Education is also

in the last 50 years. This is the main category that has

should be.

workforce and hold a handsome share of 38% of the

important in this regard since it is the most important

improved most slowly in Thailand. Education

In terms of“Disparities between Urban and Rural

executive level in the private sector. There are also

weapon in the current leadership. More women

Attainment and Health are good. Economic

Areas”
, even though there have been some

many more top-ranking women in mid-market

receive formal education, the educational attainment of
17

women is much better than that of men. And, I think
that many invisible women are not yet been enshrined
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女性たちが効率的かつ実質的に獲得している地位を取り

Presentation

上げ、持続可能な開発を目指すイニシアチブのための選

or have opportunities to take part in high-ranking

挙区制度を構築するという観点から、選出された女性た

positions. But it is time to make these invisible women

ちが実践してきた内容の変遷について考えていきます。

visible. With this belief, I think Thai women will have

ウィーナ・へラ

a brighter future and take more leadership roles in

Weena GERA

sustainable development.
I think that even though SDG 5 gender equality and
empowerment of women is just one of the 17 SDGs
but if we empower women, they can become great
leaders and prime movers of our SDGs from 1 to 17 .
With this hope, Thai women will have a brighter

最終的には、新たに現れてくる国内外の課題や社会政治
的な制約に直面したときに、いかに女性のリーダーシッ
プが拡張されるのか、あるいは制約されるのかを見てい

フィリピン大学セブ校
管理部門担当副チャンセラー
准教授
Associate Professor,
University of the Philippines
Cebu

きます。
まず持続可能な開発のための枠組みをお話ししましょ
う。これはなじみのある問題です。ここではエコロジカ
ルな限界を認識しつつ、社会経済的発展を推し進めてい
くことに重点を置いています。チャニタ・ラックポラム

future and will take more leading roles in sustainable

アン先生が強調しているように、女性のリーダーシップ

development.

こそが持続可能な開発のための広範な戦略なのです。
次に持続可能な開発をどう進展させるかという枠組み

フィリピンのガバナンスにおける女性の

についてですが、主に、私たちは経済・社会・環境の三

リーダーシップ─持続可能な開発にとっ

本柱のバランスを取っていくという国連の枠組みに従っ

て重要な道筋、場所、および実践

ています。しかしこれは社会と経済とを切り離している

これから、フィリピンのガバナンスにおける女性のリ

きました。そのため、何が本当に持続可能な開発のため

ーダーシップ、特に政治分野における女性に焦点を当て

に適切な概念化であるのかを念頭に、新たな枠組みが提

てお話します。

示されてきました。これには、経済と社会を地球の生命

簡単な概要としてまず持続可能な開発のための枠組み
から説明します。続いて、フィリピンのジェンダー平等

を支えるシステムに組み込むことを伴います。つまり環
境と地球資源が優先されるのです。

の状況、それに関する議論や課題を概説します。その

とはいえ、実践においては、この三本柱のバランスを

後、今回の発表の本論であるフィリピンのガバナンスに

取ること、これらを組み込むことは単に政治的レトリッ

おける女性のリーダーシップへの道のり、とりわけ国の

クであったように見えます。それというのも、現実の世

ガバナンスに存在する女性のリーダーシップへの機会の

界やこれらが実践される現場では、環境問題は経済的利

獲得を可能にしている歴史的、イデオロギー的、概念

益に比べて影が薄く、後回しにされることが多いからで

的、また制度的でもある基盤に目を向けます。そして、

す。

図1：枠組みの展開
18

ため、時代にそぐわないパラダイムであると批判されて

持続可能な開発の柱
19
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今なお、SDGs のためのグローバルな枠組みにおいて

世界のエリートたちのように、より産出量や消費量を増

でさえ、環境については十分に焦点が当てられていると

やす方向ではなく、より公平、平等、幸福、共有を目指

は言えません。よって、課題は経済についての考え方を

し、人類の進歩の戦略のより健全な尺度に目を向けると

変えることにあるのです。グローバルな生産と消費のレ

いうことです。

ベルは地球のキャパシティを毎年50％も超えています

この点で大変重要あるいは決定的な要素は、私たち企

が、SDGs の提示する解決策には少し問題や制約があ

業による搾取、グローバルな生産、消費を規制すること

り、実際には表面的なものにすぎないとみられているよ

ができるようなリーダーシップを必要としているという

うです。これはつまり、これらの提案が食品廃棄を減少

ことです。社会の、そしてグローバルな正義が求めると

したり持続的な実践をなすよう、多国籍企業に要請する

ころに根差したリーダーシップです。私たちは持続可能

ことに焦点が限られていて、これらの企業に直接対峙し

な開発の戦略を再考する必要があります。持続可能な開

てその産出量を制限したりするところまでには及んでは

発には、単に開発ソリューションの技術的な面のみなら

いないのです。そのため、持続可能な開発のための戦略

ず、政治的な面にも対処できる新たなアプローチが必要

を再考することが現在の課題となっています。例えば、

なのです。ここで持続可能な開発促進のためのガバナン

図4：フィリピンにおける男女共同参画実践

図2：持続可能な開発目標 (SDG) 実装のための戦略の再考察

スが焦点になります。環境モラルの向上では機能しない

私たち女性は、変化をもたらす重要な担い手です。加

ことはわかっています。それゆえ、もし持続可能な開発

えて多くの人々が貧困の中で生活し、13億人以上の人々

に真摯に取り組むのであれば、権力の不均等が持続の可

が極度の貧困を生きていますが、そのような層の多くを

能性の問題や気候危機の主要な原因であることを認識し

女性が占めているのです。そのため、私たちには成長と

なくてはなりません。だから正面から権力に対峙してい

の直接的な利害関係があるわけです。つまり私たちはた

く必要があります。社会には構造改革が必要であり、私

だ被害者であるだけでなく、緩和と適応の意味において

たちは進歩的なビジョンのもとに結集する必要がありま

変化をもたらす存在でもあるのです。しばしば女性はコ

す。私たちのリーダーたちに更なる説明責任を負わせる

ミュニティを率いて天然資源を保護し、変わりゆく土壌

ことができるような、新たな選挙制度を構築する必要が

や気候条件に作物を適応させ、自然災害の後の再建に当

あるのです。ここで女性たちの出番となります。

たってきました。つまりここにあるのは、女性の前進に

SDG 5 .5 .1［国会及び地方議員において女性が占める

こそ投資をしなければならないという考え方です。これ

議席の割合］は、持続可能な開発の基本として、ジェン

こそが持続可能な開発を進め、気候変動による破壊と戦

ダー平等の達成とすべての女性／女子のエンパワーメン

う最も効果的な方法なのです。これがまさに私たちの前

トに向けて、リーダーシップと意思決定への完全な参加

提です。

を確保するという幅広い目標の中で、政治的地位にある

フィリピンは、世界のジェンダーギャップ指数報告書

女性たちに焦点を当てています。政治は私たちのアジェ

では常にトップレベルにあることで知られています。実

ンダを実現するための、またエンパワーメントのための

際にも、アジア大陸でジェンダーギャップが最も小さい

重要なメカニズムです。このように、意思決定のあらゆ

ことを誇りにしており、ジェンダー平等の度合いは0 . 78

るレベルで、女性の完全かつ効率的な参加とリーダーシ

で全体で16位にランクインし、ほぼ100％に近い結果と

ップの機会均等を確保するため、上級職や下級職のガバ

なっています。

ナンスにおいて女性の代表性を示す指標となります。

図3：持続可能な開発目標 5 . 5 .1
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とはいえ、現実にはそのパフォーマンスも低下してい

では、なぜ女性のリーダーシップなのでしょうか？

ます。2006年から2020年までの数字を見てみると、総合

国連の説明によればジェンダー平等は、まさに基本的人

的なジェンダーギャップ指数０ .78であって、まだ比較的

権なのです。また基本的人権であるのみにとどまらず、

高くはあります。しかし、政治的なエンパワーメントを

平和・繁栄・持続可能な世界の不可欠な基盤でありま

部分的に見ると、私たちのパフォーマンスはかなり低

す。だからこそ、女性／女子に教育、保健医療、適切な

く、最低の水準です。実際に、特に13位につけていた

仕事、そしてもちろん、特に私たちに影響する政治およ

2017年時点から比較してみるとこの2年間でフィリピン

び経済的意思決定プロセスにおける決定権を与えること

の政治的エンパワーメントのギャップは深刻なまでに拡

がきわめて重要なのです。女性／女子は世界の人口の半

大しています。このほとんどは2017年以来の内閣、およ

分を占めており、可能性の半分を有しているのです。

び2019年以降の議会において女性議員の数が低下してい
21
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ることによるものです。

はトップの100％を女性が占めています。これら女性に

たことで良く知られています。それは特に国内および

この背後にある理由が何であるのかについて、次の問

そして、もちろん、私たちはフィリピン女性委員会を

対して割り当てられている役割は、ジェンダーによるス

ASEAN 域内の環境問題の判決において知られていま

題・議論が生じてきます。フィリピンの支配的政治力

このマグナカルタの副産物として立ち上げました。この

テレオタイプの反映です。しかし、経済、財政、金融、

す。彼女の就任後の数年で司法はいわゆる利益誘導型資

学、特に政治および社会経済的背景がどのようにこの力

前身は、1975年に設立されたフィリピン全国女性役割委

外交部門になると女性の代表権はより低下します。農業

金、賄賂にまみれた優先発展支援ファンドの廃止を決す

学、とりわけフィリピンのガバナンスにおける女性のリ

員会です。私たちは大いに前進してきたのです。この委

省ではいまだかつて女性がトップを占めたことはありま

る歴史的な判決を下しました。しかし、現体制下で彼女

ーダーシップおよび代表へのアクセスとその質に影響し

員会は、政府の女性の権利のための主要政策形成・統合

せん。ゼロです。公共事業、国防、内務、地方政府でも

もまた政治的な代償を支払わざるを得ませんでした。

てきたかについての問いです。実際、国家レベルでの平

機関として働いてきました。その任務には、ジェンダー

女性はトップを占めたことがありません。これもまた興

均値ではある種の重要な構造的不平等問題、また他の部

の視点からの対応が含まれています。特に国家開発計画

味深いことです。

門での弱者の問題が隠蔽されてしまっており、それが女

において、そして国家機関の実行と運営がジェンダーの

性にとってのリーダーシップの地位への性質やそれへの

視点から対応されることを確保してきました。

また不屈のリサ・ホンティヴェロス上院議員という人
物がいます。彼女は教育、保健、女性、LGBTQ の権

しかし、こういったシナリオは司法の分野では異なり

利、基本的市民の自由に焦点を当てた、数多くのジェン

ます。行政や上級官僚とは違って、司法界では女男比率

ダー及び持続可能性に対処するための法律を起草し運動

2001年から2016年に、選挙で選出された地位における

は劇的に改善しました。ここでは、ほぼ平等に向かうパ

しました。彼女はとりわけ産休・育休制度の拡大、責任

ここで、簡単にフィリピンのフェミニスト運動の歴史

男女比率のデータを見ると、女性の占める割合はなお低

ターンが見受けられます。およそ40％です。これは司法

ある子育て及びリプロダクティブ・ヘルス法、気候変動

的起源と進展を振り返りましょう。私自身も女性のリー

いです。しかし選挙のあった2001年、2004年、2007年、

界での女性の地位における役割向上手段の制度化が寄与

法、国家統合保護地域制度に関する起草、共同起草、そ

ダーシップへの道を開いた過去の上に立って進んでいる

2010年、2013年、2016年を通じてみると、女性の政治に

しています。間接的にフィリピン女性法律家協会は女性

して支援に携わりました。

のですから。私たちのイニシアチブのバックグラウンド

おける代表権の獲得には徐々に増加が見られます。1998

裁判官の割合の確保を目指しています。

をここで再認識しておくことは重要でしょう。2017年の

年 の16 . 5 ％ か ら2004年 の16 . 6 ％、2010年 の18 . 5 ％ か ら

Mylene D. Hega たちによる研究「フィリピンにおける

2013年には19 . 9％となっています。

アクセスを規定しているのだという議論もあります。

最後になりましたが、我らの副大統領レニー・ロブレ

また、より質的な側面にも目を向けておきたいと思い

ドもいます。ロブレドが音頭を取った反貧困プログラム

ます。ここでは、数名の女性リーダーを厳選して取り上

は、初年度でも全国の数千世帯を支援することができま

フェミニズムと女性運動」は、フィリピンでのフェミニ

選出された女性の総数と割合は、2016年には最高の値

げました。これは主観的なものではありますが、これら

した。彼女は、自然災害に際して周辺的で脆弱な立場に

スト運動の根源をとてもよくまとめ上げています。植民

となりました。大統領から地方議長に至るまで、さまざ

の女性のリーダーシップの実践が支援者を作り、育て、

あるセクターに尽くし続けています。幾度となく草の根

地支配以前のフィリピン人、先住民に端を発し、その後

まなレベルや地位において、代表権の獲得はおよそ21. 5

持続可能な開発のためのイニシアチブなどの面で変革を

組織と協働し、女性の権利を強化し社会の周辺に存在す

植民地支配の中、スペイン統治下では純潔主義、独立革

％に達しました。もちろん副大統領を女性が務めていま

もたらしたという点は誰も異論はないと思います。元環

る人々をエンパワーメントし複数のセクター間を結んで

命に入ってからは女権拡張論者とゲリラ、そして近年で

すが、しかし30％という目標と比べるとまだ低い割合で

境天然資源省長官の故ジーナ・ロペス氏は鉱業会社取り

組織化してまとまったアジェンダを発展させたことで、

は独裁者への抵抗、闘争の継続です。1980年代における

す。これまでは約78％を男性が占めており、国政から地

締まり制度を導入し、搾取と戦ったことで良く知られて

彼女は認められ称賛されてきました。

第三世界・ポストコロニアル・フェミニズムはフィリピ

方政治まで、あらゆる選挙区で女性の参画が著しく不足

います。彼女は環境保護への配慮が不十分な23の鉱山の

このようなあらゆる変革をもたらす女性リーダーに共

ンにおける植民地・新植民地の歴史でのフィリピン女性

していることが表れています。

閉鎖を命じ、他の幾つかも操業を停止させ、流域を脅か

通しているのは、現場からの提言に基づき、変革的な影

す鉱山に有利な契約を解除しました。

響を与え、草の根組織や市民社会運動と協力しているこ

への抑圧の文脈を明らかにしました。私たちはフィリピ

上院での女性議員比率は選挙ごとに変動してきまし

ンにおけるジェンダー平等のためのとても包括的で豊か

た。2001年には7.7％であったのが、2004年には25％に

また、前社会福祉開発省長官のジュディ・タギワロ博

な制度・法的枠組みを創出するにあたって、これらの運

急増しましたが、2007年には8. 3％に急減、2013年には

士は、パトロン制度の廃止を求める命令を出しました。

こうした目覚ましい女性リーダーシップの中にあって

動が道を開きまた活用されてきたと認識しています。

最高の33 . 3% になりました。この年の割合が最高値で

パトロン制度は、この国では、特に社会的援助の提供に

も、今なお堅固なガラスの天井が存在し、枢要な分野に

また、共和国法7192「開発及び国家建設における女性

す。2001年から2016年を通じ、平均の代表権獲得率は18

深く根付いた政治システムとなっています。彼女は公務

おける高位の意思決定に当たる地位は阻まれたままであ

法」も強調する意義があるでしょう。この法律は女性と

％です。直近の政治的歴史と現在の体制下では、これは

員からの承認書はもはやフィリピン社会福祉開発省

ることは強調されるべきです。特に行政予算、インフ

男性に政治・市民生活における機会平等を確保するため

実質的には低下してきました。2001年から2016年までの

（Department of Social Welfare and Development） の

ラ、内務、経済計画決定も未だに男性によって支配され

の法的根拠となっています。現在ではこれらの法的枠組

下院にあっては、下院議員の女性の比率は、各選挙で平

保護サービスプログラムの実施には不可欠ではないと、

みや様々なことを可能にするための制度環境は多様な国

均して約21 . 2％と多くなっています

援助要求を評価する担当者に伝えました。もちろん彼女
は政治的に高い代償を支払わざるを得ませんでした。

とです。

ています。
さらに、私たちの非常に広範かつ包括的な法及び制度
上の枠組みにもかかわらず、女性進出の義務化や実施を

際機関や国連諸決議に根差したものになっています。世

2019年については、フィリピン統計当局によると、国

界人権宣言、国際人権章典「女子に対するあらゆる形態

家上下院で女性の占める集計した議席数の割合はすでに

フィリピン女性委員会の議長は、フィリピン大学セブ

実現することは、リソースレベルでの政治的支援がない

の 差 別 の 撤 廃 に 関 す る 条 約 」（Co n v e n t io n o n t h e

28. 7％です。とはいえ、地方レベルでは総数では29％、

校のロドラ・バコイ博士が4年間にわたって務めまし

ために、著しく制約されています。支配的な政治情勢や

Elimination of Discrimination against Women

州レベルでは23％、市レベルでは23％、自治体では23

た。彼女は、地域のジェンダー及び開発委員会と草の根

国家のリーダーシップが実質的に任命におけるジェンダ

（CEDAW）
）
、第4回世界女性会議の北京宣言などです。

％、そしてガバナンスの最も下のレベルである村では29

レベルでの協力を強化して、ジェンダーの主流化と開発

ー平等に影響します。だからこそ、どのような大統領で

％です。

へのイニシアチブを主導したことで賞賛されています。

あっても関係なく継続的に頼れるべきジェンダーバラン

これらは、2009年の共和国法9710「女性のためのマグナ
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標を含んでいます。

カルタ」制定のための大変重要な基盤でありました。こ

また、官僚制度における女性の代表権を見ておく必要

彼女は大変活発にジェンダー主流化と高等教育カリキュ

スの決定を明記することが重要であり、内閣の高位にお

のマグナカルタはフィリピンの CEDAW へのコミット

もあります。1986年から2017年にかけてのデータによる

ラムの発展に尽くしました。委員会議長としては、様々

ける任命も再検討されねばなりません。またクオータ制

メントを策定したものです。広範かつ包括的な法律であ

と上級官僚の部門では、これら官庁・内閣でのトップの

なイニシアチブの責を担い、ジェンダー平等と女性福祉

度もまた真剣に検討しなければなりません。特に悪名高

って、女性に対するあらゆる形の差別の根絶を目指して

地位は依然として広く男性に支配されています。女性の

に関する法律の実行のための多様な政策を推進しまし

いほどに女性嫌いで男性のためのよりマッチョな軍事的

います。これは CEDAW の国政的な方針を当てはめた

代表権は、観光など伝統的に女性に関係するとされてき

た。

支配を好む傾向にある国のリーダーシップの下にあって

ものであり、とりわけ政府、特に政府の高位や地方レベ

た役割に偏っています。観光では33. 3％、そして保健・

そして、史上初の最高裁長官、マリア・ローデス・セ

はなおさらです。またこれらの基盤である法律が，特に

ルでの決定機関への女性の参画を増強するという達成目

医療では28. 6％です。注目すべきは、社会福祉開発省で

レノです。彼女は法の支配を徹底し司法の独立性を貫い

地方政府によってどう解釈されるのかを監視することも
23
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大切です。
国内の幾つかの女性リーダーシップが、特に国や地方
の選出ポストでは政治的に有力な家系によるものである
ことに注目することも大切です。特権主義的なかつしば
しば利益志向的な有力家系の支配は、持続可能な開発ア
ジェンダと相反するものです。議会ではほんの一握りの
女性たちのみが粘り強く、ジェンダー平等や持続可能性
を推進するための手段を押し出しているということに注
意すべきです。その多くは、社会の周辺にある集団を代
表する党派の代表者たちです。

Women’
s Leadership in
Philippine Governance: Paths,
Spaces and Practices that
Mattered for Sustainable
Development
I will be highlighting women’
s leadership in
Philippine governance, particularly women in politics.
Just to provide you with a brief outline, I will first
start with the evolving framework of sustainable

結論としては、フィリピンの経験はジェンダー平等と

development. Subsequently, I will present an overview

リーダーシップが、とりわけ女性によるリーダーシップ

of the Philippines’
gender parity performance, followed

への性質やそれへのアクセスが、未だ政治による社会経

by contentions and questions. Thereafter, I will move

済的不平等の構造によって制約されたままであることを

on to the real objective of this presentation, which is

描き出しています。持続可能な開発への動因としての、

looking into the paths of women’
s leadership in

女性のリーダーシップに関する言説は、力を高め、組織

Philippine governance, including the historical,

化して、発言し、決定に関わっていく能力を含んでいま

ideological, conceptual, and even institutional

す。政治的主体としてこれは制度的なメカニズムの利用

foundations that enable opportunities for women

Regardless, in practice, however, both the balancing

addresses the political and not just the technical

可能性だけでなく、集団的政治や包括的流動可を含む根

leadership in governance in the country. I will proceed

and embedding of the pillars seems to have been a

aspects of development solutions. This highlights

本的なエンパワーメントの過程も示しています。私たち

with the spaces that are effectively and substantially

political rhetoric because in reality and in practice, the

governance in promoting sustainable development. We

の社会が必要としているのは、搾取する権力と経済構

occupied by women and will reflect on the

environment is often overwhelmed or predominated

understand that environmental moralization does not

造、特に経済成長の古典的ネオリベラリズム・モデルと

transformational practices of selected women’
s

by economic interests.

work. Therefore, if we are really serious about

直接対峙しうる女性のリーダーシップなのです。

leadership in terms of building constituencies for

Still, even the global framework of the SDGs does

sustainable development, we need to recognize that

initiatives for sustainable development. Ultimately, it

not sufficiently highlight the environment. Thus, the

power disparities are the main cause of sustainability

concludes with insights on how women leadership is

challenge lies in thinking differently about the

and climate crises. Therefore, we need to confront

expanded or constrained as they are confronted with

economy. The global production and consumption

power head-on. Societies need structural changes, and

new and emerging global and domestic challenges,

levels are overshooting our planet’
s capacity by 50

we need to rally around the progressive vision. We

and socio-political constraints.

percent each year, but the SDGs’
proposed solution

need to make our leaders more accountable and build

This is the framework for sustainable development.

seems to have been a bit problematic and limited or,

an alternative and counterpart electoral machine. This
is where the women come in.

We are familiar with this issue. It emphasizes

in fact, deemed superficial. This is because the

managing and promoting socioeconomic development

proposals are limited to focusing on, say, reducing

SDG 5 . 5 . 1［Proportion of seats held by women in

while acknowledging ecological limits. As highlighted

food waste or encouraging transnational corporations

national parliaments and local governments］focuses

by Professor Chanita Rukspollmuang, women’
s

for sustainable practices instead of directly confronting

on women in political positions within the broader goal

leadership is a crosscutting strategy indicator for

and limiting the extraction capacity of these

of ensuring full participation in leadership and

sustainable development.

corporations. Therefore, it is now a challenge to

decision-making ultimately toward achieving gender

This is an evolving framework. Predominantly, we

rethink our strategies for sustainable development

equality and empowering all women and girls as

are oriented with the UN framework of balancing the

that look at saner measures of human progress-

fundamental for sustainable development. Politics is a

three pillars of economy, society, and environment.

strategies that gear us not toward more extraction

crucial mechanism for empowerment as well as for

However, this has been criticized as being an obsolete

and consumption like the world’
s elite, but toward

placing our agenda. Thus, these are the indicators in

more fairness, equality, well-being, and sharing.

terms of representation of women in governance in

paradigm because it separates economy from society.
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Figure 1: Evolving Framework:Pillars of Sustainable Development

Therefore, an alternative framework has been offered

A very important or crucial component of this is

the higher and lower offices to ensure their full and

in terms of what is really an appropriate

that we need leadership that can regulate corporate

effective participation and equal opportunities for

conceptualization of sustainable development. It

extraction, global production, and consumption.

leadership at all levels of decision-making.

involves embedding both the economy and society

Leadership that is anchored on social and global

So why women in leadership? The premise and the

within the earth’
s life support system. Thus, it places

justice demand. We need to rethink our strategies for

rationale as the UN explained is that gender equality

a premium on the environment and planetary

sustainable development. We must consider that

is, in fact, a basic human right. It is also not only a

resources.

sustainable development requires a new approach that

fundamental human right, but a necessary foundation
25
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the smallest gender gap in the Asian continent by far,

Figure 2: R ethinking the strategies for implementing the sustainable
development goals (SDGs)

women’
s leadership opportunities, I think it is

and we rank 16 , with 78 gender parity- close to

important to recognize the antecedents to our

almost 100 percent.

initiatives. A study by Hega et al. in 2017 on

th

However, we are actually deteriorating in terms of

“Feminism and the Women’
s Movement in the

performance. If you look at the figures from 2006 to

Philippines”very well documented the historical roots

2020, this is still relatively high in terms of aggregate

of evolution of the feminist movement in the country,

indicators of gender parity at 78 percent. However, if

which started from precolonial Philippines, the

you look at political empowerment, our performance is

Babaylan, and then at the time of our colonization, the

quite low or the lowest. In fact, the country’
s political

chains of chastity during the Hispanic Philippines and

empowerment gap has widened considerably over the

followed by the revolutionaries, the suffragists and the

past two years, especially if you compare it to 2017 ,

guerillas, toward the recent history and the women

when we ranked 13 . This is almost entirely

comrades resisting a dictator and persisting with the

attributable to lower female representation in the

struggle. The third world and postcolonial feminism in

cabinet since 2017 as well as in the parliament since

the 1980s contextualizes the oppression of the Filipina

2019.

within the country’
s colonial and neocolonial history.

These brought forth questions and contentions

We recognize that these movements paved the way or

about what could be the reason behind this. Questions

became instrumental in creating a very comprehensive

about how the country’
s prevailing political dynamics,

and rich institutional and legal framework for gender

especially the most recent political and sociological

equality in the Philippines.

contexts have influenced the dynamics, including

It is also worth emphasizing that Republic Act (RA)

access and quality of female leadership and

7192 , Women in Development and Nation Building

representation in Philippine governance, and what

Act, provided the legal basis for equal opportunities

could be its implications. There are contentions that,

for women and men in political and civic life. Now,

in fact, national-level averages could hide some

these legal frameworks or enabling institutional

important structural inequalities and other sectoral

environments have been anchored on different

vulnerabilities that define the nature and access to

international instruments and UN resolutions,

leadership positions for women.

including the Universal Declaration of Human Rights,

Just to quickly revisit the historical roots and

the International Bill of Human Rights, the Convention

evolution of the feminist movement in the Philippines

and Elimination of all Forms of Discrimination Against

since I am building on the past that paved the way for

Women (CEDAW) and the Beijing Declaration and

Figure 3: SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 5 . 5 . 1

for a peaceful, prosperous, and sustainable world.

agents of change both in terms of mitigation and

Thus, providing women and girls with equal access to

adaptation. Women often lead communities in

education, healthcare, decent work, and of course,

conserving natural resources, adapting crops to

representation in political and economic decision-

changing soil and climatic conditions, and rebuilding

making processes, particularly in decisions that affect

following natural disasters. Thus, the idea is that we

us most, is vital. Women and girls represent half of

need to invest in women’
s advancement. This is the

the world’
s population as well as half of its potential.

most effective way to advance sustainable

We are critical agents of change. Additionally, a
majority of people live in poverty, and over 1 . 3 billion
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development and fight climate change devastation.
This is precisely our premise.

people living in deepest poverty are constituted by

The Philippines has been known to be consistently

women. Therefore, we have a direct stake in

among the top performers in gender outcomes in the

development because we are not only victims, but also

global gender gap report. In fact, it boasts of to have

Figure 4: Philippines’Gender Parity Performance
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Platform for Action of 1995 . These have been very

current regime, this has substantially declined. In the

Gina Lopez, a former environmental secretary, was

and the Expanded National Integrated Protected

critical foundations in our advance of, the 2009 RA

House of Representatives from 2001 to 2016 , there are

very popular and known to have introduced a

Areas System, among others.

9710 , the Magna Carta for Women, which

more Congresswomen in the House of Representatives

crackdown on mining companies, combating

Finally, we have our very own Vice President Leni

operationalizes the Philippines’commitment to

averaging at about 21 . 25 percent across election

extraction. She ordered about 23 mines to shut down

Robredo. Robredo’
s flagship anti-poverty program

CEDAW. It is an expansive comprehensive Act that

periods.

and several others to suspend operations and canceled

benefited thousands of families across the country,

lucrative contracts from mines that threatened the

even in its first year. She continued to serve those on

watersheds.

the fringes or vulnerable sectors during natural

aims to eliminate all forms of discrimination against

As of 2019 , based on Philippines Statistics

women. This translates the CEDAW international

Authority, the aggregate seats held by women in

policy, including setting targets to increase the

national parliaments or in Congress were already

We have our former Social Welfare Secretary, Dr.

calamities. She has been recognized and awarded

participation of women in all levels of government,

about 28 . 7 percent. However, at the local level, the

Judy Taguiwalo, who released an order seeking to end

multiple times for championing women’
s rights and

particularly high-level government positions and the

aggregate is 29 percent, with a provincial level of

patronage. Patronage is a deeply entrenched political

empowering the marginalized by working with

governing councils at the local level.

about 23 percent, city 23 percent, municipality 23

system in the country, particularly in the provision of

grassroots organizations to form multi-sectoral

percent, and at the lowest levels of governance, the

social aid. She reminded personnel evaluating aid

coalitions that develop a collective agenda.

barangay or the village is about 29 percent.

requests that endorsement letters from public officials

A common pattern among all these transformational

Then, of course, we have established the Philippine
Commission on Women as a by-product of the Magna
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Carta. This was formerly the National Commission on

We also need to see women representation in the

are no longer integral to the implementation of the

women leaderships is that such practices made

the Role of Filipino Women established in 1975 . We

bureaucracy. Data from 1986 to 2017 will show that in

DSWD’
s protective services program. This has, of

transformational impacts, informed and deliberated by

have been quite advanced. The Commission has

the Executive branch, the top positions in these

course, cost her politically.

advocacies from the ground, and they have notably

served as the government’
s primary policy-making

agencies or the cabinet have likewise remained largely

We also have, of course, our very own, from the

and coordinating body for women’
s rights. Its tasks

male-dominated.    Women are heavily represented in

University of the Philippines Cebu who was the

include instituting gender responsiveness, particularly

traditionally female-associated roles, such as tourism.

chairperson of the Philippine Commission on Women

Amidst these remarkable cases of women

at the national development plans, and ensuring that

You can see tourism at 33 . 3 percent, and then you can

for four years, Dr. Rhodora Bucoy. She has been

leadership, it can still be underscored that the

the implementation and performance of government

see health at 28 . 6 percent. Remarkably, the

lauded for leading the initiative to mainstream gender

stubborn glass ceilings for representations in high-

agencies have been gender responsive.

Department of Social Welfare and Development is 100

and development at the grassroots level by

level decision-making positions in critical areas remain.

If we look at the data on the distribution of women

percent women-headed. This is a reflection of gender

strengthening collaboration with regional gender and

Particularly in the executive budget, infrastructure,

and men among elected positions from 2001 to 2016 ,

stereotyping, i. e. , the roles that we assign to women.

development committee. She has been very active in

interior, and economic planning decisions are still

the spaces occupied by women are still low. However,

However, there has been less women representation

mainstreaming gender and development in higher

dominated by men.

across the years or in the election years of 2001 , 2004 ,

in areas of economic, budget, finance, and foreign

education curricula. As chair of the Commission, she

Moreover, despite our very broad and

2007 , 2010 , 2013 , and 2016 , there has been a gradual

affairs. No woman has ever headed the agriculture

was responsible for various initiatives and pushed for

comprehensive legal and institutional frameworks,

increase in terms of women’
s representation in politics

department. It is at a zero. No woman has headed

several policies for the enactment of laws in relation to

enforcement and implementation remain severely

from 16.5 percent in 1998 to 16.63 in 2004, in 2010 was

public works and national defense, or the interior and

gender equality and women’
s welfare.

constrained by a lack of political support at the

at 18 . 56 and in 2013 at 19 . 92 .

local government. This is also very interesting.

worked with grassroots organizations and civil society
movements.

Then we have our first-ever female Chief Justice of

resource level. The prevailing political climate and

The total number and percent share of elected

However, the scenario is different in the case of the

the Supreme Court, Maria Lourdes Sereno. She is

national leadership have substantially influenced

female officials was at their highest in 2016 . Across

judiciary. Unlike the legislative and executive, the

known for her staunch exercise of judicial

gender parity in appointments. Therefore, it is

different levels or positions from the president to local

female-male split in the judiciary has improved

independence in defending the rule of law regime,

important to note that continuous reliance on the

counselors, the total representation was approximately

dramatically, especially since 2010 . An almost

especially environmental justice in the country and in

discretion of any given president to determine the

21 . 5 percent. Of course, we have a female vice

equalizing pattern can be observed here. It is at about

the ASEAN forum. In her initial years, the court

gender balance and qualifications in the highest levels

president, but this is still relatively low, lower than

4 0 p e r c e n t . T h i s i s d u e t o t h e j u d i c i a r y ’s

under her leadership handed down historic rulings

of cabinet must be re-examined, and the quota

the 30 percent target. About 78 percent was still

institutionalization of measures to promote the role of

abolishing pork-barrel funds or the graft-tainted

systems need to be seriously considered, especially if

occupied by men, reflecting a vast under-participation

women in judge positions. Instrumentally, the

Priority Development Assistance Fund. This also cost

you are under a national leadership, which is notably

of women in elected positions across all offices from

Philippine Women Judges Association seeks to ensure

her politically under the current regime.

misogynistic and would have a preference for a more

national to local.

that the proportion of female judges is increased.

We also have incumbent Senator Risa Hontiveros,

macho military-oriented rule for men. It is also

In terms of women representation in the Senate, it

I would also like to focus on more qualitative

who has authored and campaigned a number of

important to monitor how these laws are interpreted

has fluctuated across elections periods with 7 . 7

aspects. I have picked a select few women leaders.

gender and sustainability-responsive laws focused on

on the ground, particularly by local governments.

percent in 2001 jumping up to 25 percent in 2004 ,

Although this is subjective, I do not think anybody

education, health, women’
s LGBTQ rights, and basic

It is important to note that some female leadership

declining again to 8 . 3 in 2007 and peaked in 2013 with

would dispute these in terms of the transformational

civil liberties. She has been responsible for authoring

in the country, particularly elected posts at national

33 . 3 percent as the most well-represented year.

impact of these practices of women’
s leadership in

and co-authoring or sponsoring the Expanded and

and local levels, are also rooted in political dynasties.

Between 2001 to 2016 , average representation was at

terms of creating and building constituencies, or

Maternity Leave Law, the Responsible Parenthood and

The particularistic, economic, and often profit-oriented

18 percent. In recent political history and under the

initiatives for sustainable development. The late Ms.

Reproductive Health Act, the Climate Change Law,

interests of dynastic rule run in conflict with the
29

sustainable development agenda. Notably, only a
handful of women in Congress are consistently

3
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しておくと階級間で競争が厳しくなるのですが、自由主
義経済に福祉国家という概念が埋め込まれている各国に

pushing for measures to promote gender equality and

は、国民を守る、福祉を高めるために国内で階級闘争を

sustainability, mostly from the party-list

緩和する仕組みがあったということです。

representatives who represent the marginalized

小林 誠

groups that they work with.

Makoto KOBAYASHI

In conclusion, the Philippine experience illustrates
that gender parity and leadership, including the
nature and access to leadership by women, remains
constrained by structures of social and economic
inequalities as mediated by politics. The discourse on

お茶の水女子大学教授、グローバル
リーダーシップ研究所 副研究所長
Professor, Ochanomizu University,
Vice-Director, Institute
for Global Leadership

次の二点は特に日本独特の話です。まず、福祉国家と
いう概念が日本では弱いことです。日本は「労働なきコ
ーポラティズム」といわれます。コーポラティズムとい
うのは資本家と労働者と政府の三者が利益調整するメカ
ニズムを持っていることを指すのですが、その三つの中
で日本は特に労働者が弱かったのです。労働者への配分
は他の先進国と比べて非常に小さいものでした。第三

female leadership as women’
s agency for sustainable

に、広範な「中間層幻想」があることです。日本は戦後

development involves the ability to capacitate,

の高度成長期に所得格差が小さくなり、いろいろな階

organize, make claims, and act on decisions. As

級・階層は残ってはいたものの、割と均質な似通った生

political agents, it indicates not just the availability of

日本の女性リーダーシップは

活様式を持つようになっていました。そのため現実以上

institutional mechanisms, but also the processes of

どのように概念化され、

に多くの国民が、われわれは中間層だと、ミドルクラス

empowerment on ground, involving collective politics

どのように促進されているのか

だというような意識を持つようになったのです。いろい

and inclusive social mobilization. What our society

ろなデータがありますが、場合によっては国民の９割以

requires is women leadership that is able to directly

今、ラックポラムアン先生とヘラ先生のお話を聞い

confront extractive power and economic structures,

て、私たちも女性の地位について見習うべきことが多く

particularly old neoliberal models of industrial growth.

ありました。もちろん、二つの国もそれぞれ課題は残っ

ところがご存じのように、1970年代以降、世界不況が

ていますが、日本の政界や財界の指導者たちも話を聞く

進み、日本も高度経済成長ができなくなります。すなわ

べきだっただろうと思いました。

ち、先述の三点を特徴とした戦後の大きな国家構成のモ

さて次に、それとは違う日本の立場、日本の在り方、
というものをお話ししたいと思います。

上が自分たちはミドルクラスだというように考えていた
という世論調査もあります。

デルがその時代に破綻したのです。そしてそれは、今日
までずっと続いている状態です。
そこでその破綻を超えるために、今日、国家構成が転

30

最初に、戦後の日本の国家の構成について簡単に説明

換をしている最中にあるわけです。この転換の方向を

します。これが今日の私の話の前提になります。まず三

「ネオリベラリズム」、つまり新自由主義と言っておきま

つのことをお話します。まず一つは「埋め込まれた自由

しょう。どういうものかということを三つの点から説明

主義」と「階級闘争の緩和」です。耳慣れない言葉かも

をします。第一の点は市場メカニズムの強調です。この

しれませんが、これはある程度、西側先進国といわれる

市場メカニズムは4つの特徴を持ちます。1つ目は経済は

国々には共通の仕組みでした。国家どうしをつなぐのが

マーケットに任せておこうとし、できるだけ政府の経済

自由主義、特に自由主義経済なのですが、それぞれは福

介入は控えようという考え方です。つまり経済自由化で

祉国家であるという仕組みです。つまり自由主義だけに

あり、規制緩和とか民営化といわれるものです。市場メ
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カニズムの強調についての２つ目は労働参加の強調。今

住んでいるとか、そういうことから切り離して、個人の

脈で出てきた議論なのですが、案外、そうした文脈を自

まで労働力として十分に活用されていなかった女性達、

政府が介入して所得再配分をした後の指標を見ると。

問題として取り上げる発想のことです。個人の能力、個

覚しないで論じられています。その点を反省しないとあ

すなわち結婚、出産、育児期にある女性達を、もう一度

2010年段階で0. 38ぐらいです。ここで重要なのは、80年

人の努力、その成果という形で見てしまうわけです。そ

るべき女性リーダー像はなかなか作れないのでは、と思

労働力として市場に出そうという考え方です。３つ目は

代から今まで、だんだん悪くなっているということで

の成果が成功であれば、あなたがすてきだから、あなた

います。

労働の「女性化」と呼ばれる現象です。これは世界中で

す。この0 .37や0 . 38という数字は先進国としては致命的

がよく頑張ったからとなり、成果が良くなかったら、あ

ここで、女性活躍推進法というものを取り上げてみた

見られるものですが、労働市場に女性が入り、女性の労

に悪い値です。多くの西ヨーロッパ諸国は、大体、0. 25

なたの能力がないから、あなたの努力が足りないからと

いと思います。この法律は2015年にできました。第一章

働化率が高くなると同時に、それまで女性が一般的に強

から0. 30の間です。日本もかつてはそれぐらいだったの

いうことで、その責任を自分で引き受けろということに

第一条に「自らの意思によって職業生活を営み、又は営

いられていた不規則労働や非正規雇用などが男性にも広

ですが、それが急速に悪くなっています。アメリカ合衆

なるわけです。奥谷禮子や竹中平蔵が、そういったイデ

もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して、職

がっていくというものです。女性の劣悪な労働条件が一

国は非常に貧富の格差が大きい国なので0 . 4ぐらいなの

オロギーを端的に代表するような論客で、そうした主張

業生活において活躍することが一層重要」と書いてあり

般化するということです。それから４つ目は公共性と社

ですが、発展途上国といわれる国は0. 4以上です。つま

が目立つようになってきています。奥谷はさほど有名な

ます。すなわち、企業でがんばろうという女性は支援し

会連帯の縮小です。社会というのは人々のつながりであ

り日本は、かつては割と所得が平準化していた社会だっ

人ではないかもしれませんが、竹中は著名で、昔の小泉

ますよという目的の法律です。どういうことを決めてい

り、分かち合いだったり、助け合いだったりするのです

たので、それがずっと悪くなってきていて、アメリカ合

純一郎政権では有力なブレーンでしたし、菅政権でも政

るかというと、官庁や事業者に女性が活躍できるような

が、それよりも個人間の競争とか、その結果についての

衆国に近づきつつある。さらに他の途上国に近づいてい

権に入るのではないかといううわさもあったほどです。

行動計画を決めさせ、そのための調査をさせて目標を作

序列化が進むということだと考えてください。

るのかもしれません。

非常に興味深いのは、こういった個人主義とか自己責

らせ、どういうふうに進んだかを発表させる法律です。

ネオリベラリズムへの国家構造の転換の第二の点とい

もう一つ、ここで興味深いのは、生活保護を受けてい

任というイデオロギーが、政権だけではなく、社会にも

この法律ができる前に、皆さんご存じだと思いますが、

うのは、福祉国家が壊れていき、所得格差が拡がるとい

る人の割合です。生活保護を受けている人は1995年ぐら

広がっていることです。
「今後、日本で格差が広がって

1986年に男女雇用機会均等法が施行されました。また99

うことです。加えて国家による再分配機能が弱化しま

いから急速に増えてきて、今は3パーセントぐらい。日

もかまわないか」という質問に対して、
「かまわない」

年に男女共同参画社会基本法というものが施行されまし

す。富裕層から税金を集めて、それを原資に社会政策を

本人の100人のうちの3人が生活保護を受けているという

と答えた人は、2005年から2015年にかけて増えてきてい

た。これらと違うのは、女性活躍推進法は明らかに女性

行うのですが、その機能が非常に弱くなっているので

ことですが、決して小さくない割合です。

ます。どの階層でも、多数派とはいえないですが、上昇

とうたっていることです。すなわち男女という両方のジ

傾向です。

ェンダーではなくて、女性に焦点を当てているのです。

す。あるいはさまざまな企業に対する優遇税制、優遇政

このように日本の福祉国家的側面は壊れつつあるとい

策などで、社会的再配分があまり利かなくなってきてい

えます。では、階級構造はどうなっているのでしょう

別の質問の回答ではおもしろい結果が、出ました。

ます。したがって階級、階層、ジェンダー、さまざまな

か。中間層は全体の20パーセントです。そうすると、み

「チャンスが平等に与えられるなら、競争で貧富の差が

社会の間の格差が増大しています。

んなが「国民全体が中間層なのだ」と思っているとした

ついてもしかたがない」という問いに対して、「そうだ」

「2030」目標というのがあります。これは政府が立て

ジニ係数（ジニ・インデックス）の推移を見ると、格

ら明らかに幻想であることが分かると思います。それか

と答えた人と「そうではない」と答えた人の結果が半々

た女性活躍推進法の下で2020年までに指導的地位の女性

差がどうやって広がってきたかがわかります。ジニ係数

らもう一つ注目すべきなのは、男性と女性の格差が大き

だったのです。もう一つ、
「努力しさえすれば、誰でも

を30パーセントにしようという目標です。当初は2020年

について知らない方がいると思うので簡単に説明しま

いということです。女性のほうが資産としては恵まれて

豊かになることができる」という設問もあります。階級

の予定でしたが、実現しなかったので先送りになりまし

す。これはその国の所得の配分の不平等さを表す指標で

いないわけです。

間で結果は違うのですが、
「とてもそう思う」
「そう思

た。このように明らかにターゲットは女性リーダーなの

しかも官庁と大企業が対象です。中小企業は事実上、関
係ありません（その後の改正で少し関係してきますが）
。

す。一人の独裁者が全ての所得を持っていて、国民は全

ネオリベラリズムへの移行に関する点の第三の特色と

う」を足した割合は全体的に高くなっています。多くの

です。フォロワーではなくてリーダーに焦点を当てた政

部ゼロだとしたら、ジニ係数は1 . 0になります。全ての

して、「独立した個人」と「自己責任」というイデオロ

人が努力はみんな成果にちゃんと結びつくのだという意

策だというように考えるべきです。

国民が平等に所得を分かち合っている場合は、ジニ係数

ギーが普及しているということを指摘したいと思いま

識を持っているようです。実際には努力を妨げるいろい

ところが、女性の非正規労働雇用者の比率は随分増え

はゼロになります。日本政府が所得を再配分する前の指

す。独立した個人というのは、個人がいろいろな社会関

ろな障害があって成果に結びつかないことも少なくない

ています。2020年のデータでも56.4パーセントです。働

数を見ると、ジニ係数が1980年代から継続して上がって

係にある中、こういう家族だとか、こういう教育を受け

のですが、一般的には、努力と結果は結びつくことを想

く女性の約56パーセントが非正規雇用ということは、半

きていてるのがわかります。つまり不平等が拡大してい

たとか、こういうサークルにいるとか、こういう地域に

定している人が多いようです。

分以上の女性が女性活躍推進法のターゲットの外という

図1：貧困になったのは努力しなかったからだ
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るのです。

ここで図1を見て下さい。「貧困になったのは努力しな

ことになります。それから図2に見られるように、
「夫は

かったからだ」という質問に対して、「とてもそう思う」

外で働き、妻は家を守るべきである」という考え方に賛

「ややそう思う」と回答した人が左側の黒と白です。階

成する人の割合は、白が「賛成」、薄いグレーが「どち

級によって随分違いますが、かなり多いですね。少なく

らかと言えば賛成」で、いったん2000年代に減ってきた

ても30パーセント、40パーセントの人はそう思っていま

にもかかわらず、また増えています。この後、2010年以

す。自分が貧しくなったのは「自分の努力が足りないか

降、また減るのですが、いずれにせよ、女性は家にいれ

らだ」と判断してしまい、他者に対しても「あなたが貧

ばいいんだ、家事・育児をすればいいんだと思っている

しいのはあなたがいけないのですよ。あなたの努力が足

人は決して少なくないのです。今でも30パーセントを超

りないのですよ」という考え方になるわけです。

えています。彼らの考え方が古いということではありま

私は、女性リーダーシップを考えるとき、抽象的で普

せん。むしろ労働市場に参入しようとして、何らかの事

遍的なモデルを考えるのも一つのやり方なのですが、具

情でできなかった女性は、家事・育児に戻る、家庭に戻

体的な文脈を考えることがより大切ではないかと思って

る、主婦になるという選択をせざるをえないように追い

います。日本で今、女性リーダーシップ論がはやってい

込まれていると見るべきでしょう。そういった人たちは

ます。それは以上で説明したような国家の再編という文

女性活躍推進法のターゲット外ということになります。
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図2：
「夫は外で働き、妻は家を守るべきである」という考え方に関する意識の変化

How is Women’
s Leadership

parties (capitalists, workers, and the government),

Conceptualized and Developed

have mechanisms that alter their profits. However,

in Japan?

Japan’
s workers were weak. The allocation of workers
to labor was smaller than in other developed countries.

Listening to the presentations of Professor

The third aspect is the widespread illusion of the

Rukspollmuang and Professor Gera just now, I felt

middle class. Income disparities in Japan shrank

that we have much to learn about the status of

during the post-war period due to high economic

women. I believe that Japanese political and business

growth. Even though various classes and strata

leaders should hear their speeches. Needless to say,

remained, people who had previously been in different

both countries have their challenges. Now, I would

classes entirely began to enjoy similar lifestyles.

like to talk about the stance of Japan and the way of

Therefore, more than the reality, Japanese people

Japan. Both of these concepts differ somewhat when

became to have the idea that they were in the middle

compared to the two countries discussed by Professor

class. There are a variety of data sets surrounding

Rukspollmuang and Professor Gera.

this issue that prove this. One of the public opinion

女性リーダーシップを考えようという場合、こうした

れるもの、あるいは環境・社会・ガヴァナンス投資とい

First, I will briefly summarize three important

状況を考える必要があります。すると女性リーダーとい

われるものに沿って企業が進めることになります。将来

aspects of the structure of post-war Japan, as this is

う役割を担う、担わされる人たちは非常に難しい舵取り

的に企業が、特に大企業が、自分たちの存在をもっと洗

the premise of my speech today. The first aspect is

However, since the 1970s the global recession has

練されたものにしたいと考えているのはいいことです

called, “embedded liberalism”and the easing of class

progressed. Due to this, the same level of heightened

が、その場合、ネオリベラリズムと食い違いのある公共

struggles. This may be an unfamiliar term. However,

economic growth was no longer possible in Japan. In

ダーシップを考える風潮が強まっているとしても、そう

性とか社会連帯が解体されてしまう懸念があります。し

in some ways, this was a common mechanism within

other words, the model of the large national structure

ではなく、それに抗して、個人を取り巻く仕組みとかイ

たがって、そういったものを女性リーダーが取り込むこ

so-called“Western”and“developed”countries. It was

after World War II, as characterized by the above

デオロギーを考えないといけません。第二に労働化が進

とが大きな課題だと思います。例えば SDGs の目標8

liberalism, specifically liberal economies, that

three aspects, broke down. This continues to this day.

んでいる。すなわち、働いていなかった女性を労働力と

「Decent Work and Economic Glowth」 で、 日 本 で は

connected nations when they were welfare states. In

In order to move beyond the current state of this

して取り込むということです。こういう中で女性リーダ

「働きがいも経済成長も」と訳されていますが、ディー

other words, while liberalism alone would increase

breakdown, the national structure is in transition.

ーを考えなければなりません。第三に階層化です。女性

セント・ワークをもっと充実させることを考えるべきだ

competition between classes, the countries that have

Henceforth, the direction of this transition will be

の中の格差、男女の格差が広がりつつある中で、女性リ

と思います。

the idea of a welfare state embedded into their liberal

called, “neoliberalism. ” I will explain what

次に第二のシナリオですが、これはいわゆる市民社会

economy have a system of alleviating class struggles

neoliberalism is from three points of view. The first

がやるべきことを想定しています。市民社会とは、政府

domestically to protect their people and enhance well-

point is an emphasis on market mechanisms. This

や企業ではなくて、社会運動や NGO や大学などの非営

being.

market mechanism has four aspects. The first aspect

を任されているのだと感じます。この状況を四つの点に
まとめてみましょう。まず第一に個人の問題としてリー

ーダーを考えなければいけないのです。四番目に懲罰化
が進んでいます。例えば所得政策、所得を支えるような
政策が就労支援、働く政策とリンクするようなことが行

surveys indicated that more than 90% of the Japanese
public thought that they were middle class.

われているのですが、これは「働かざる者、食うべから

利の中間団体のことです。これは企業社会とは別なの

The second and third aspects of the structure of

ず」めいた発想です。そういった政策が強化されている

で、ネオリベラリズムへの国家再編の動きを修正した

post-war Japan are entirely unique to Japan. The

government interventions in the economy as much as

状況です。女性リーダーになった人は、自分からフォロ

り、豊かにしたりする役割を果たせるのではないかなと

second aspect is that in Japan, the concept of a

is possible. In other words, it is economic liberalization,

ワーに懲罰を下さないといけないし、もしも自分が失敗

思います。これはラックポラムアン先生が、教育が重要

welfare state is weak and our country is said to be

similar to deregulation or privatization. The second

したら懲罰を受ける立場にあるということです。以上の

だということをおっしゃったのですが、まさにこの点に

“corporatism without labor.”In corporatism, the three

aspect of emphasis on market mechanisms is the

条件の中で女性リーダーを考えなければなりません。

関わるわけです。また、ヘラ先生が、政治が重要だとお

で は 最 後 に SDGs（Sustainable Development Goals

っしゃいましたが、政治もここで市民社会と連動して大

持続可能な開発目標）における女性リーダーの果たすべ

きな役割を果たせると思うのです。ここで女性リーダー

き役割について述べましょう。私としては、SDGs はこ

が担うべきことは、社会の絆を回復する、すなわち分か

ういうものだという記述的な捉え方だけではなく、私た

ち合いとか助け合いみたいなものによって競争原理を補

ちはこう使うべきなのだと規範的に考えることもできる

正するようなさまざまな手だてを考えることではないか

と思うのです。そこで、女性リーダーと SDGs の二つの

と考えています。

is to leave the economy to the market and to avoid

シナリオを考えてみました。一つは今言ったネオリベラ
リズムへの向けての日本の再編に即して SDGs を使う、
その枠内で使われてしまうという懸念です。今のとこ
ろ、日本では中央官庁が「SDGs やりましょう」と言っ
て、大企業が「それはいいですね」と飛びついている感
じです。そうすると、企業の社会的責任（CSR）といわ
34
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emphasis on labor participation. Attempts are made to

worsening. The figures of 0.37 and 0.38 are shockingly

the old Koizumi Junichiro administration and is now

in some manner is quite high. At least 30% or 40% of

bring certain women, who have hitherto not been fully

worse than those of other developed countries. Most

rumored to be joining the upcoming Suga

all respondents agreed that poverty was linked to a

leveraged within the workforce, back into the

Western European countries’
indices are between 0 . 25

administration.

lack of effort. When unpacking this thought process, it

workforce. These women include those who are of

and 0 . 30 . Japan used to be at that level, but the

Interestingly, individualism and self-responsibility in

becomes clear that the respondents stated that the

marriageable, child birthing, and child-rearing ages, as

situation has rapidly deteriorated. The United States,

administration bleed into society as well. For example,

reason people are poor is their own lack of effort. It

they are not encouraged to rejoin the workforce

which is a country with a very large income disparity,

as shown on slide D, the number of people who

follows, then, that people would say, “You should be

otherwise. The third aspect is the“feminization of

has a figure of approximately 0 . 40 . The indices for so-

answered, “I don’
t care”in response to the question,

poor. You are not making sufficient efforts. ”

labor, ”which is a phenomenon that can be observed

called developing countries are greater than 0.40. This

“Do you not care if disparities widen in Japan in the

When looking at women’
s leadership, one way of

worldwide. Women enter the labor market and the

shows that Japan was once a society that had

future?”rose representing answers given in 2005 ,

doing things is to consider an abstract and universal

rate of their participation increases. However,

relatively evenly distributed levels of income and that

representing answers given in 2015 . In every class,

model. I think it is more important to consider a

unregulated labor and irregular employment, which

the situation is becoming much worse, as figures

although not the overall majority, the answer,“I don’
t

specific context. In Japan, the idea of women’
s

have been generally forced upon women, spread to

approach those of the United States. Soon, Japan’
s

care, ”is trending upwards. The statement, “As long

leadership is popular. It has emerged in the context of

men. Similarly, situations, where women must work in

Gini index may even approach that of developing

as opportunities are given equally, it cannot be helped

national restructuring, as explained above. However,

poor conditions, are generalized to men as well. The

countries.

if there arise rich and poor as a result of competition,”

it has also been rather unexpectedly debated. Without

was also presented to participants. The number of

an understanding of such context, I think it will be
difficult to create an image of women leaders.

fourth relevant aspect is the reduction in the public

Let’
s take the percentage of people who receive

sphere and social solidarity. Society consists of

public assistance. The number of people receiving

people who answered,“I agree”is approximately half.   

connections between people who share and help one

public assistance has increased rapidly since 1995 and

Then Let’
s take the responses to the statement,

another. However, instead of finding connections,

n o w s i t s a t a p p r o x i m a t e l y 3 % o f t h e g e n e ra l

“Anyone can be affluent if they make efforts. ”

competition sprouts between individuals. Therefore,

population. This means that three out of 100 Japanese

Although there are slight differences between the

first section of the law states, “It is all the more

people receive public assistance. That is not a small

classes, if you combine the answers, “I really agree,”

important that the individuality and abilities of women

portion of our population.

and“I agree,”the overall figure is unexpectedly high.

who lead or attempt to lead their professional lives of

hierarchical structuring continues to occur.
The second point to the transformation of the

Women’
s Activities, which was enacted in 2015 . The

national structure into neoliberalism is the breakdown

This shows that the aspects of the welfare state of

Participants believed the fact that people’
s efforts are

their own volition are fully demonstrated. ”This law

of the welfare stat and widening of income disparities.

Japan are breaking down. Let’
s look at what the class

linked to their results. In reality, there are various

aims to support people who are doing their best within

Additionally, the ability of the state to redistribute

structure in Japan is like. Currently, there is a newer

obstacles that can hinder the efficacy of one’
s efforts

companies. It is a law that allows government agencies

wealth is weakened. Wealth is taxed and used to

middle-class layer and this layer is 20% of the total

and often prevent successful results. However, many

and businesses to develop action plans that enable

create social policies. However, the functions of this

population. This shows that it is obviously an illusion

people generally assume that effort leads to positive

women to play active roles, conduct research for such

redistribution become very weak. Due to the use of

that people believe that the whole nation is in the

results.

purposes, set goals, and announce how they have

tax incentives and preferential treatment policies for

middle class. It can also be inferred that there is a

Take another statement, “If you became poor,

progressed. Before this law was enacted, the Equal

various companies, social redistribution is becoming

large disparity between men and women, as women

that’
s because you didn’
t make efforts, ” The

Employment Opportunity Law was enacted in 1986 .

less effective. Thus, disparities between classes,

have fewer assets than men do.

responses, “I strongly agree”and“agree”are shown

In 1999 , the Basic Act for the Gender-Equal Society

I would like to note the third point in the transition

in black and white on the left-hand side. The replies

was put in place. What differentiates the Act on

to neoliberalism is the proliferation of the ideologies of

here also differ to some extent based on class.

P r o m o t i o n o f W o m e n ’s A c t i v i t i e s f r o m i t s

as some people may be unfamiliar with it. The Gini

the“independent individual”and“self-responsibility. ”

However, as a total, the number of people who agree

predecessors is its outright reference to women. In

coefficient is an indicator of inequality in the

The idea of the“independent individual”separates the

distribution of income within a country. If a single

individual from a variety of social relationships such as

dictator receives all the income and all the people

their family, their education, their social activities,

receive nothing, then the Gini coefficient will be 1 . 0 . If

their living region. This causes the individual to

all people share income equally, the Gini coefficient

approach their issues as“individual matters. ”Every

groups, genders, and societies are increasing.
I will give a brief explanation of the Gini coefficient,

36

I would like to address the Act on Promotion of

will be zero. The Gini index before the Japanese

matter is seen in terms of individual competencies,

government redistributed income, it has been

efforts, and outcomes. If the result is a success, it is

continuously rising since the 1980s. In other words,

because you have worked hard. If you do not get good

inequality has been increasing since the 1980s.

results, it is because your abilities were not good

Also important is the Gini index after the

enough and your efforts were insufficient. You must

government intervened to redistribute income. In

take responsibility for yourself. Reiko Okutani and

2010 , it was approximately 0 . 38 . The notable aspect

Heizo Takenaka are conspicuous advocates of this

here is that since the 1980s, the coefficient, and

ideology. Okutani may not be very well known, but

therefore the distributions of wealth, has been

Takenaka is famous as a powerful thought leader in

Figure 1: Is poverty self-responsibility?
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accomplishment of the Sustainable Development Goals
(SDGs). I believe that we should not only take a
descriptive view of SDGs but also a normative view.
Here, two scenarios regarding women leaders and
SDGs are provided. One scenario states that SDGs
may be used in conjunction with the realignment of
Japan toward neoliberalism. At the moment, the
central government of Japan is stating,“Let’
s engage
with SDGs.”It appears as though large companies are
jumping on bandwagon saying, “That sounds like a
great idea.”Companies will then proceed in line with
what is called corporate social responsibility or
Figure 2: Returning of the Traditional Gender Roles?

environmental, social, and governance investment. It
is good that companies, particularly large companies,

other words, it focuses on women, not both men and

should be noted that, rather than attempting to enter

wish to make their presence more sophisticated

women, or general gender equality. Moreover, it is

the labor market and being unable to obtain high-

moving forward. However, there are concerns that

targeted to affect the government and larger

quality labor, women are forced to choose housework,

aspects of the public sphere and social solidarity

companies. There is little mention of small and

return to working in the home, parenting, or

structures that are inconsistent with neoliberalism

medium-sized enterprises (although they are dealt

becoming housewives. These individuals are outside

may be dismantled. Therefore, I think it is a major

with slightly in subsequent revisions).

the target of the Act on the Promotion of Women’
s

challenge for female leaders to incorporate such things.

Activities.

For example, taking the phrase SDGs, we should be

Then, the government of Japan set the 2030 goal.

38

thinking about the further enhancement of“decent

The goal of the government under the Act on

These circumstances need to be brought up when

Promotion of Women’
s Activities was to have women

considering the leadership of women. I feel that those

in 30% of leadership positions by 2020 . This did not

who take on or are tasked with the responsibility of

The second scenario assumes what civil society

occur on the original timeline, so the date has been

being women leaders are left with a very difficult load

should do. Civil society involves neither governments

postponed. The aim is clearly to create women leaders.

to bear. I summarize the situation in four ways. First,

nor companies, but nonprofit intermediary

It is a policy focused on women leaders, not women

even if there is a growing trend of thinking about

organizations such as social movements, NGOs, and

followers.

leadership as an individual issue, we must rather

universities. As these are separated from the

It is obvious, however that the proportion of

consider the mechanisms and ideologies surrounding

corporate society, I believe they can play a role in

temporary female workers is increasing gradually.

individuals. Second, the evolution of labor is

modifying and enriching the movement of national

The most recent data shows that 56% of working

progressing. We must incorporate women who are not

restructuring toward neoliberalism. This is exactly

women have temporary employment. This means that

working into the workforce. In this situation, we must

what Professor Rukspollmuang said regarding the

they are outside the target of the Act on the

consider women leaders. The third relates to

importance of education. Professor Gera also

Promotion of Women’
s Activities. Conversely, in

hierarchical stratification. Given the widening

mentioned the importance of politics, and I believe

Figure2 , we see the percentage of people who agree

disparities between men and women, women must be

that politics can play a major part in conjunction with

with the idea that“men work outside and women do

considered for positions of leadership. Fourth, there is

civil society. What women leaders should do here is

housework. ”The numbers of those stating that they

a type of punishment in progress. For example,

restore the bonds of society. In other words, I believe

“agree”are shown in white. The answer, “somewhat

income policy and income support, which are linked to

they should consider various ways to correct the

agree”is shown in light gray. Even though these

employment support and labor policies, stem from the

principle of competition by sharing and helping one

numbers decreased in the 2000s, they have increased

idea that“people who do not work do not eat. ”These

another.

again after that. Subsequently, these values decrease

policies have been strengthened. Women who become

again from 2010 on. In any case, quite a few people

leaders are in a position where they must punish their

still believe that women should be at home and that

followers. This is because if they themselves fail, then

their main responsibility should be housework and

they are punished. Women leaders must be considered

childcare. Even recently, the percentage of people

within the context of the above conditions.

who believe this was still greater than 30%. This does

Finally, we must describe the roles that women

not mean that their way of thinking is old-fashioned. It

leaders should play in the development and

work.”
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究の発展に重要な役割を果たすにちがいありません。

主導的な女子大学である、お茶の水大学と梨花女子大学

3人の発表をうかがった後で、それぞれの方に1つずつ

校では、リーダーシップ能力に関する共同研究を実施し

質問があります。ラックポラムアン先生はビジネスレポ

てきました。加えてここで言及されている将来世代のた

ートそのものとして言及されましたが、タイは上級リー

めリーダーシップ能力は、女性リーダーたちが適切に重

ダーシップの地位に、アジア大洋州域内でも世界平均か

要な組織的任務を、そうした能力でもって、例えば支

ら見ても大きく上回る女性のパーセンテージを達成して

援、協同、交渉、つまり組織の全員の利益にとって、ま

います。これには何か特殊な要因はあるのでしょうか？

た環境問題の解決においても、不可欠な任務を遂行でき

小林先生の発表は、どのようにして女性たちのリーダ

ることを示しました。例としては、リーダーの役割は、

ーシップが概念化され展開されてきたかについて言及し

紛争、競争、成功モデルではなく、癒し、和解、平和維

たものでした。あなたはこの重要な課題に焦点を当て、

持のような価値と結びついていると示唆されています。

日本の女性たちのリーダーシップが概念化され、それを

そのため、割合では女性リーダーは男性リーダーに比

各国で女性の前進、特に政治、労働参加、ビジネス、

グローバルな文脈での将来世代のための新たなる女性

取り巻く背景を発表されました。しかし、独立した個人

べると今なお、少ない代表権しか獲得していません。し

教育分野に携わる三名の皆様が、見事にまとめて発表し

のリーダーシップモデルへの前進に、私たちは焦点を当

と個人的責任というイデオロギーの拡散が日本には、他

かし、女性がより良いパフォーマンスを発揮するための

てくださいました。しかし、女性の発展に関する多くの

てねばなりません。SDGs のための女性リーダーを育む

のアジア諸国におけるのと同様に存在しています。あな

能力や資質についていくつかの洞察を提案し、共有する

問題は未解決のままです。女性に対する差別とジェンダ

新たなモデルは価値観、イデオロギーの問題に関係して

たは女性リーダーたちにおける SDGs の2つのシナリオ

ことができます。世界経済フォーラムでは、10の重要な

ー不平等は、今なお多くの国々ではびこっています。

きます。これらは現在の男性支配的、西側中心的イデオ

に言及し、なぜこれら2つのシナリオを意識せねばなら

能力を挙げています。複雑な問題の解決スキル、クリテ

私たちはみな、女性の代表権とリーダーシップこそが

ロギーに基づいた価値観とは大きく異なります。加えて

ないかを強調しました。将来世代の女性リーダーを育成

ィカルシンキングあるいは創造性、人事運用、サービス

ジェンダー平等の追求にあっては重要だと考えていま

私たちは女性の労働、家庭生活のバランスも検討しなけ

するための教育システムについて何かアイディアやシナ

指向、意思決定、判断または調和の維持など、こういっ

す。ジェンダー平等は、持続可能な開発において主導的

ればなりません。近年では、特に COVID-19以後の時

リオはありますか？

たことがらを女性はより良く運用できるとされているの

な役割を担うということでより明るい未来をもたらすで

代では、家は家族のための場所であるにとどまらず、労

ウィーナ・へラ先生の発表は、SDGs の3本柱のバラ

です。もしいくつかのリーダーシップ能力、コミュニケ

しょう。発展の度合いに関わらず、発表された各国は、

働の場となってきました。結果として、組織、学校、労

ンスを取ることに言及されていました。女性たちのリー

ーション力や責任応答性を強調できれば、それは女性の

グローバルな危機に関連した諸問題を乗り越えることに

働の中での関係は変化しなければならず、すべてが再構

ダーシップモデルを概念化するためには、良いアイデア

リーダーシップにとって有用であることが証明できるで

おいて、また持続可能な開発目標（SDGs）の達成のた

築される必要があるのです。それゆえ、COVID-19以後

であると思います。というのも、社会、経済、環境を

しょう。

めの女性のリーダーシップと質の高い教育の占める役割

の時代におけるリーダーシップ教育を再考する一方で、

SDGs の重要な3本柱として語っていたからです。また、

私たちは、能力、創造性、メンバー間での生産的人間

を論じる意味において出発点に立っています。

私たちは教育体制、経済体制、社会体制に特に触れてい

良いガバナンスがこれらの SDGs の基礎的基盤でならね

関係などなどに伴う多様性を促進することに依ってイノ

ここで、女性のリーダーシップとその概念、モデル、

かねばなりません。これらはヘラ先生が触れておられた

ばならないとも言及していました。ですから、彼女の

ベーションが起こせることを知っています。多様性の促

実践の問題に触れてみます。女性のリーダーシップの概

ように、SDGs の主要な3本柱です。私たちは理論的か

SDGs の3本柱という考え方を取り入れることによって、

進は、女性のリーダーシップに大きく関わっているので

念は、未だしっかりと確立されてはいません。本日のカ

つ、実践的観点から新たな女性のリーダーシップモデル

私たちは女性リーダーたちを擁するための、また将来世

す。女性のリーダーシップモデルを考える場合、特にア

ンファレンスの議題は、「女性のリーダーシップとその

のイデオロギー的概念を検討しなければなりません。

代のための教育体制構築ためのビジョンを見出すことが

ジア諸国では、女性はこれらの能力を次世代に提供でき

できます。

る潜在力があります。これらの特性は女性リーダーを育

SDG における役割」であります。つまり、本カンファ

人工知能の時代における新たなデジタル世代のための

レンスの主要目的は、いかにして女性のリーダーシップ

創造的な教育体制のためには、私たちは質の高いオンラ

もしお時間がもう少しあれば、私がこれまで考えてき

を概念化し、展開し、実践し、必要に応じて調整してい

イン教育のためのリモート教育、教育設計、指導設計基

たことをいくつかお伝えできればと思います。世界でも

くかを検証することです。この問題は、様々な国々での

準の推進について前もって考えておかなければなりませ

経済や教育など多様なセクターでのジェンダー平等およ

ん。オンライン教育にはまた、長所とチャンスがありま

びリーダーシップの役割についての課題ではなく、次世

す。それゆえ、私たちはこうした種類の新たな教育体制

All three presenters did a good job reviewing

of discussing the role of women’
s leadership and

代、つまりミレニアル世代に向けて女性のリーダーシッ

を導入し、適用せねばならず、リモート教育のための指

women’
s advancement in each country, especially in

quality education in overcoming problems associated

プを概念化することなのです。これは、女性のリーダー

導方策の有効性を検討せねばなりません。これらすべて

the areas of politics, labor participation, business, and

with the global crisis and for achieving the sustainable

シップと新世代のための教育に向けて新たなるパラダイ

が、どこにあっても私たちの教育体制に新しい何かをも

education. However, many issues related to women’
s

development goals (SDGs).

ムを創生するという問題です。まず、男性優位のイデオ

たらすのです。

development remain unsolved.   Discrimination against

むための次世代教育に対して示唆するものがあります。
ありがとうございました。以上が私からのコメントです。

I tried to touch upon the issue of women’
s

ロギーに基づく既存の体制から始めざるを得ず、次世代

新たなモデルの創生の集積及び分析の過程において私

の女性リーダーを育成するための新しい教育システムに

たちが努力してきたことは、きっとより進んだリーダー

適した、平等で適切な女性のリーダーシップモデルのパ

シップ理論の展開に繋がり、諸大学はこの新たなパラダ

We all agree that women’
s representation and

ラダイムをいかにして構築するかという点を考える必要

イムを創生する学術研究の軌道を成すに違いありませ

leadership are critical to the pursuit of gender

“Women’
s Leadership and its Role for SDGs. ”
  

があります。

ん。その中で、アジア諸国、特にタイ、フィリピン、日

equality. Gender equality will bring a brighter future

Therefore, the main purpose of this conference is to

私たちは、協力して女性のリーダーシップ追求に参画

本、韓国の主要大学は、女性リーダー育成の先駆的な成

since it has leading roles in sustainable development.  

examine how women’
s leadership is conceptualized,

し、多様な政治、体制、SDGs のセクターで女性リーダ

果を求めて持続的に努力を積み重ねるとともに、SDGs

Regardless of the extent of development, each

developed, and put into practice as well as how it

ーが果たす重要な役割を特定することができます。

のための女性のグローバル・リーダーシップに関する研

presented country stands at the starting line in terms

needs to be modified.   I believe this issue is not just an

women and gender inequality are still prevalent in

leadership and its concepts, models, and practices.   

many countries.

The concept of women’
s leadership is not yet well
established.    The topic for today’
s conference is
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issue of gender equality and leadership roles in

In the process of accumulation and analysis of

Additionally, the suggested leadership competencies

and decision-making, judgment or maintaining

different sectors such as the economy and education in

creating new models, investing our efforts may lead to

for the future generation indicated that women leaders

harmony, as the things women are better at

different countries but that of conceptualizing

the development of advanced leadership theory, and

can properly carry out the important organizational

performing.    If we can emphasize some leadership

women’
s leadership for the next generation, that is,

universities should be the locus of this scholarly work

task with such competencies as support, coordination,

capabilities of communication and responsibility, that

the millennial generation.    It is an issue of creating a

of creating a new paradigm.    In this process, I think

and negotiation that are necessary for the benefit of all

would also prove useful for women’
s leadership.

new paradigm for women’
s leadership and education

leading universities in Asian countries, especially in

members of the organization and also for the

We know that innovations will occur by encouraging

for the new generation.    We need to begin with the

Thailand, the Philippines, Japan, and Korea should

resolution of environmental problems. For example,

diversities coming along with competencies, creativity,

existing systems based on male-dominant ideology,

invest continuous efforts into their pioneering

the leader’
s role is suggested to be connected to such

productive human relations between members, etc. I

and we need to think of how to create a paradigm for

achievement of the promotion of women leaders as

values as healing, reconciliation, and peacemaking

believe women leadership have a lot to do with

an equal and appropriate women’
s leadership model

well as play an important role in making progress in

rather than conflict, competition, or success models.

encouraging diversities.

suited to a new education system relevant for

the research on women’
s global leadership for SDGs.

fostering women leaders of the future generation.

When we think of women’
s leadership model,

u n d e r r e p r e s e n t e d c o m p a r e d t o m a l e l e a d e r s .  

especially in Asian countries, the women have the

We can collaboratively engage in the pursuit of

q u e s t i o n f o r e a c h o f t h e m .    F o r P r o f e s s o r

However, we can propose and share some insight into

potential to offer these capabilities to the next

women’
s leadership and identify the important role

Rukspullmuang, you mentioned that as per business

the competencies and qualities in terms of which

g e n e r a t i o n .    T h e s e c h a r a c t e r i s t i c s c a n h a v e

that female leaders play in various sectors of politics,

reports, Thailand has a greater percentage of women

women would perform better.    The World Economic

implications for the education of the future generation

systems, and SDGs.

in senior leadership positions than both the Asia-

Forum suggested 10 key competencies, such as

intended to foster women leaders.

Pacific region and the global average.    Is there any

complex problem-solving skills and critical thinking or

particular reason for this?

creativity, people management or service orientation

Moving toward a new women leadership model for
future generations in a global context is what we need
to focus on.   A new model for fostering women leaders

For Professor Kobayashi, your presentation

for SDGs is related to the issue of values and ideology,

m e n t i o n e d h o w w o m e n ’s l e a d e r s h i p w a s

which is very different from the existing values based

conceptualized and developed.    You have focused on

o n m a l e - d o m i n a n t , w e s t - c e n t e r e d i d e o l o g y .   

this important topic.    The context in which Japanese

Additionally, we must consider women’
s work and

women’
s leadership is conceptualized is presented

family life balance.   These days, in addition to being a

here.    However, the diffusion of the ideology of

space for the family, houses have become a space for

independent individual and personal responsibility

work, especially in the post-COVID-19 era.

exists in Japan as well as in some other Asian

Consequently, everything needs restructuring, that is,

countries.    You mentioned two scenarios of SDGs for

relationships within organizations, schools, and work

women leaders, and emphasized on why we must be

must undergo changes.    Therefore, while rethinking

aware of these two scenarios.   Do you have any ideas

leadership education in the post-COVID-19 era, we

and any other scenarios to enable our education

have to particularly touch upon the educational

system to foster new future-generation women

system, economic system, and social system, which, as

leaders?  
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チャニタ・ラックポラムアン
Chanita RUKSPOLLMUANG
趙先生のコメントの「
（タイの）ビジネスにおける女

女性の労働に関する統計を探しました。この統計は新

性の割合」に対して、私はこのように答えたいと思いま

しくはありませんが、The Economist 誌によれば、ア

Professor Gera mentioned, are the three important

Professor Weena Gera’
s presentation mentioned

す。 私たちは、2030年のビジネスにおける女性の割合

ジアの女性の41% は、夫と共に家庭を支えるために働

pillars of SDGs.    We need to consider this ideological

balancing the three pillars of SDGs.    I think this is a

に関する SDGs の目標を目指しています。 今から2030

いており、8% は家庭を支えるため一人で働いていま

concept of the new women’
s leadership model from

good idea for conceptualizing our women leadership

年までは「行動の10年」です。 しかし、誰がその行動

す。世界経済フォーラムによれば、女性は平均して1年

theoretical and practical perspectives.

model because she talked about society, economy, and

を起こすのでしょうか？

に男性より39日多く働いています。タイでは、統計でお

For a creative education system that caters to the

42

After listening to the three presenters, I have one

Therefore, in ratio, women leaders are still

environment as the three important pillars of SDGs.   

グローバルメガトレンドについて聞いたことがあるか

見せしたように女性の教育達成度は高くなっています。  

new digital generation in the era of artificial

She also mentioned that good governance has to be

もしれませんが、メガトレンドの一つは、シー・エコノ

政府で高い地位の役職に就く女性は多くなりつつあり

intelligence, we have to think in advance about

the basic foundation for these SDGs.    Thus, by

ミー（she-economy）です。これは世界で最大のメガト

ます。また、ビジネスに関わる女性の数も伸びていま

facilitating distance learning, education design, and

adopting her idea of the three pillars of SDGs, we can

レンドの一つです。シー・エコノミーとは何でしょう

す。この理由の一つとして、起業家精神に重点をおいた

instructional design standards for quality online

see some of the vision for having women leaders and

か？ な ぜ 重 要 な の で し ょ う か？ UN Women に よ る

1999年以来の最新の教育改革があります。それゆえに、

education.    Online education also has strengths and

building an education system for the future generation.

と、経済における女性の地位を向上させ、職場での男女

私たちは、例えばテクノロジーの世界といった、かつて

opportunities.  Therefore, we have to apply and adopt

If we have a little more time, I would like to share

格差をなくすことは、SDG の2030アジェンダを達成す

の男性中心のビジネスを含め、ビジネスの世界に参加す

this kind of new education system and examine the

some of the ideas I have been thinking about. Two

る上で非常に重要なことです。なぜなら、女性が働けば

ることができるのです。加えて、人口構造の変化を背景

effectiveness of instructional strategies for distance

l e a d i n g w o m e n ’s u n i v e r s i t i e s i n t h e w o r l d ,

働くほど、経済が成長するからです。女性／女子の教育

にシー・エコノミーが意味することとは、既に予想され

learning.    All of these offers something new to our

Ochanomizu University and Ewha have conducted a

的達成を向上させることは、女性の社会的地位の向上と

ている通り、2030年には男性よりも女性の数が多くなる

education system everywhere.

j o i n t r e s e a r c h o n l e a d e r s h i p c o m p e t e n c i e s .   

包括的な経済成長に繋がります。

こと、そして男女間の格差が縮まることです。優れた資
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格を持つ女性の割合は、タイも含め世界中で高くなって

る力を与えるのだということを覚えておいてください。

The second C is “Connect. ” We will build

caring culture. We enhance our caring culture and

います。先ほどタイ国内のあちこちに事務所を持つ

そして、同時に女性リーダー育成し、SDGs を成長させ

partnership and use all forms of learning, online and

share global responsibility for the five Ps for SDGs:

Thai Association of University Women と National

てください。

offline, to empower education.

People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership.

Council of Women in Thailand について述べると、ここ

2つ目の C は「Connect」です。私たちはパートナー

The third C is“Contribute. ”That is action on the

に所属する女性の多くは個人的にではなく組織として、

シップを構築し、教育の向上を目指しオンラインやオフ

SDG goals. In Thailand, we are known for having a

SDGs が「SDGs」と呼ばれる以前から同じ目標に向か

ラインでのあらゆる学習形式を使用します。

って取り組んできました。
SDGs の達成方法に関し、最後に少しお話したいと思
います。SDGs のために3つの C を提案します。

標に対するアクションです。タイは、思いやりの文化を
持つ国として知られています。私たちは思いやりの文化
を高め、SDGs のための5つの P に対し国際的な責任を

育改革が行われています。現在も教育改革が一つ行われ

共有しています。5つの P とは、People（人々）
、Planet

ているところです。意識に重点をおいた教育、学び、指

（ 地 球 ）
、P ro s p e ri t y（ 繁 栄 ）
、P e a c e（ 平 和 ）
、

性、批判的思考、革新的アイデアなどの仕事に必要なス
キルを含め、必須スキルを養っています。あらゆる形式
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s
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Partnership（パートナーシップ）です。
タイの女性のリーダーシップにとって教育を発展させ
ていくことは大きな意味を持ちます。

やあらゆるレベルでの「教育」が、研究や革新を追求す

ウィーナ・へラ
Weena GERA
趙先生、コメントをありがとうございました。実のと

ことを認識しなければならないということが非常に重要

In response to Professor Cho’
s comment about

latest education reform since 1999 which has

ころ、これはリーダーシップと持続可能な開発の双方の

であると考えます。これがこの時代の現実なのです。私

percentage of women in business, I want to answer in

emphasized entrepreneurship. Thus, we can enter the

モデルに関する問題なのです。しかし、社会、経済、環

たちが交渉しなければならない権力の不均等が存在する

this way.    We are looking for the SDG goals about

business world, including the former male-dominant

境という3本柱の全体的なバランスを取ることは、これ

ことを私たちが認識する時に、私たちはいかにして自分

percentage of women in business in 2030 .    It is the

businesses, such as the technology world. In addition,

らを実践に組み込んでいても、やはり政治的レトリック

たちのアジェンダを前進させることができるのか、例え

Decade of Action from now until 2030 .   But who takes

because of the demographic change, you will see that

であることが現実に証明されているのです。経済的利益

ば、私たちには構造改革が必要であると認識することが

the action?

she-economy means that there will be more females

を優先することが環境に関する懸念を圧倒してしまって

できるのです。もちろん、教育を通じて女性の活動を強

Maybe we have heard about the global megatrends,

than males, as predicted in 2030 , and the gender gap

いるということを、私たちはグローバル、いえ国内社会

化していく必要はありますが、本当は、政府内に進歩的

and one of the megatrends is a she-economy. This is

will be closer. The percentage of women with good

における現実としてわかってきています。そのため、私

な女性たちのための場を創出して、実際に声を上げるこ

one of the foremost megatrends in the world. What is

qualifications in the world, including in Thailand, is

たちは女性のリーダーシップのみならず、持続可能な開

とができるようになり、政治およびガバナンスにおいて

a she-economy? Why is this important? According to

getting higher. Actually, I think these women engage

発のためにも新たなモデルを発展させる必要がありま

代表権を有することができるようになることが重要なの

UN Women, empowering women in the economy and

in SDGs for a long time, not individually, but as an

す。第1にその新たなモデルは企業の搾取に対抗し、ま

です。

closing gender gaps in the world of work is very

organization, as I mentioned about the Thai

た小林先生がおっしゃった SDGs という概念がネオリベ

最後に、女性たちが必ずしも一枚岩ではないという事

important to achieve the 2030 Agenda of SDG. This is

Association of University Women and the National

ラルに飲み込まれ緩慢に主導されていくことに対して正

実に触れておきたいと思います。私たちは多様なので

because when more women work, the economy grows.

Council of Women in Thailand who have branches all

面から立ち向かうモデルです。

す。私たちの立場のあり方は階級構造、人種、教育、社

Increasing women and girls’
educational attainment

over Thailand. This organization has worked for SDGs

contributes to women’
s empowerment and more

even before it was called“SDGs”.

私たちは経済成長に関する古典的なモデルに対抗して

会性に影響され形成されています。そのため、ばらつき

いかなければなりません。そうしたモデルはますます搾

が必ずあるのです。つまり女性のリーダーシップ獲得す

I would like to give some final words about how we

取、生産、消費のレベルを増大させてしまいます。つま

る可能性を発展と解釈するのみでは充分ではないので

I tried to find the statistics to show how women

can achieve SDGs. I am going to propose three Cs for

り、こういった経済学的モデルでは、私たちは同時に女

す。その点は皆さんもよくご存じでしょう。女性がリー

work. Even though it is not new, the statistics show

SDGs. The first C is“Create. ”In Thailand, there has

性のリーダーシップに関する代替的なパラダイムを必要

ダーシップを獲得する可能性そのものではなく、むしろ

how women work. According to the Economist, 41%

been a continuous education reform. At present, we

としているのです。このような女性のリーダーシップは

そのリーダーシップの中身について考えることが重要で

inclusive economic growth.

44

reform.

3つ目の C は「Contribute」です。これは、SDG の目

最初の C は「Create」です。タイでは、継続的に教

導を目指しています。SDGs への取り組みのため創造

Thai women leadership owes a lot to our education

of women in Asia work to support their families

are still under another one. We are aiming for

政治のみに限られず、もちろん政治は重要なのですが、

す。それでは、いかに女性によるリーダーシップの内容

together with their husbands, and 8% work to support

education, learning, and instruction with an emphasis

例えば市民社会からの女性リーダーシップに代表される

を形成していくことができるのでしょうか？それは交渉

their families alone. According to the World Economic

on awareness. For action on SDGs, we are nurturing

基盤における貢献にも及びます。それはつまり、環境

と議論の長く複雑な過程であり、また闘争であると認識

Forum, women work 39 days a year more than men

necessary skills, including those necessary for

NGO、学界、メディアといった分野における女性リー

されています。だからこそ、私たちは次のようにも認識

on average. In Thailand, the educational attainment of

working, including creativity, critical thinking, and

ダーを示しています。彼女たちがまさにジェンダーに対

しています。フィリピンの事例における、例えばリプロ

females is high, as I have shown you the statistics.   

innovative ideas. Keep in mind that“Education”, all

応し、持続可能性に対応するアジェンダの確立に貢献し

ダクティブ・ヘルス法では、これを支持してくれるすべ

T he num be r o f h ig h -ra n k in g w o me n in t he

forms/all levels, empower us to pursue research and

てきたのです。

ての進歩的な女性を信用したかったのですが、政治的に

government sector is high. Also, number of women in

innovation. And, at the same time, nurture women

business is increasing. This is, in part, due to our

leaders and SDGs.

ここまで述べてきて、もしこのモデルを再設計するの

有力な家系出身の女性であり、かつこの法案が様々なあ

であれば、私たちが対決すべきなのは権力構造だという

り方で自分たちを利するため、この法案を擁護する者も
45

存在します。つまり、これが社会の現状であり、白黒は

力を通じて前進していることを認識しています。セクタ

っきりと区別することはできません。私たちは段階的に

ーや利害関係者を超えた交渉を行う意志を通じてこそ、

進出し、できるかぎり政治構造と交渉を重ねます。この

前進できるのです。大学や学術界はこうした過程にあっ

ことは、各々の利害関係を有する有力家系出身の女性と

て大変大切なのです。ありがとうございました。

も関わります。しかしながら私たちはこうした重要な協
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小林 誠
Makoto KOBAYASHI

Thank you very much Professor Cho for your

Finally, I would like to highlight the fact that

二つのシナリオ以外に他のシナリオはあるのかという

ョンをしていく。それで新しく学ぶわけです。学生さん

both leadership and sustainable development. I would

women are not monoliths. We are diverse. Our

質問ですが、まず二つのシナリオは両立することもある

もたくさんいるし、教職員もいるし、一般市民の人もい

reiterate though that this whole balancing of the three

positionalities are influenced and shaped by our class

ということを述べたうえで、もう一つ可能性の高い悲し

ますけど、こういう中で広い意味での教育がなされてい

pillars, even the embedding of these pillars in practice,

structures, race, education, and socialization.

いシナリオに触れましょう。それは SDGs があまり役に

くのです。国境を越えて議論をすることで、国家単位の

actually proved to be a political rhetoric.    The

Therefore, we are definitely not homogenous – so it is

立たないという道筋です。そもそも17のゴールズ、169

課題をグローバルな課題として捉え直し、互いに助け合

predominance of economic interests has taken over

not just enough to say that the availability of women

のターゲットというものの中には両立しないものがあり

い、支え合っていくっていうような、グローバルな展開

environmental concerns, as we know this is the reality

leadership translates to development. We know that

ます。ですから、できませんでしたと、あるいはやった

を教育の中から引き出すということなのです。

of our global and even domestic societies. Thus, we

very well. It is not so much about the availability of

ふりをするだけというシナリオは十分可能性がありま

もう一つ、教育が新しいコンセプトを生み出していく

need to develop a new model not only of women’
s

women’
s leadership per se, but the content of such

す。そもそも「一人も取り残さない」というスローガン

先に私が考えたのは、ヘラ先生の今のレスポンスにすご

leadership, but also of sustainable development. The

leadership. How do we shape the content of female

は文字通りにはまず実現できないことは明らかです。か

く面白い、非常に同感だと思ったことなのですが、これ

first is a model that confronts corporate extraction, a

leadership? It is recognized that it is a long and

なりの部分が取り残されたままで終わってしまうことが

は厳しい戦いだということです。持続可能性を考えると

model that tackles head-on what has been mentioned

complicated process of negotiations and deliberations,

普通に予想されます。敗北のシナリオ、失敗のシナリオ

き、発展とか開発とかいわれているもの自体を疑ってみ

by Professor Kobayashi, a more slowly predominated

and it is a struggle. Therefore, we also recognize, for

です。

るべきだと思うのです。つまりポストディベロプメント

neoliberal sweeping of the SDGs.

example, in the case of the Philippines, the

ありそうなそのようなシナリオに甘んじてはいけない

や脱開発といわれるコンセプトを作っていくことが必要

We must confront the old model of industrial

Reproductive Health Bill, as we would like to give

ので、ここで別のシナリオを立てるために、教育の可能

かなと思っています。開発への疑念は昔から随分議論さ

growth. That is, the ever-increasing level of extraction,

credit to all the progressive women who have

性に注目しましょう。趙先生が教育についてのシナリオ

れていたのですが、最近ではセルジュ・ラトゥーシュの

production, and consumption. Thus, with this kind of

supported it, there are also women from political

はあるかということを聞かれたのですが、私は教育を通

ような議論が出てきています。私は脱開発の方向ではな

economic model, we also simultaneously need an

dynasties who have defended the bill because it serves

じて SDGs を批判的に考え直し、新しいコンセプトをど

いと SDGs の「誰も取り残さない」という課題は実現に

alternative paradigm for women’
s leadership. This is a

them in various ways. Thus, this is the reality of our

んどん作っていくシナリオというのは、すごくすてきな

進めないのではないかと思うのです。持続可能という限

kind of women’
s leadership that is not only limited to

current society, wherein it is not black or white. We

ことだと思います。まさにラックポラムアン先生がおっ

定つきだとしても、開発というコンセプトはもはや人類

comments. Indeed, this is in terms of the models of

politics, as much as politics is important, but also to a

make inroads incrementally, so we negotiate as far as

しゃったような教育の重要さにつながります。加えて申

のスローガンとかゴールにはなれないのではないかとい

recognition of the contributions of women leadership

possible with the political structures. Therefore, we

し上げると、重要なのは教育をグローバルにやっていく

うことです。この大きなパラダイム転換はまさに戦いな

on the ground, such as from civil society. I am talking

engage women, even women from political dynasties

ということです。例えば今日のシンポジウムのようにい

のです。

about women leaders from environmental NGOs and

who might have their own interests. However, we

ろいろな国の人が集まって、互いに多様なディスカッシ

the academia and media, who have become

realize that there are advancements that can be made

instrumental in pushing for a very gender responsive

through our critical collaboration. It is through this

and sustainability-responsive agenda.

willingness to negotiate across sectors and across

The question is whether there are other scenarios

scenario. Instead, let us focus on the possibilities of

Having said that, I think it is very important for us

interests that we can move forward. The university

outside of the two. First, I want to mention that the

education to draw up another scenario. I was asked by

to consider that if we are to redesign this model, we

and academia are very crucial in this process. Thank

two scenarios are compatible. There is, though,

Professor Cho if I had any educational scenarios. I

have to recognize that there are power structures that

you.

another sad scenario in which the SDGs may not be

think it would be wonderful to rethink SDGs critically

we need to confront. These are the realities of our

very useful. For instance, not all 17 goals and 169

through education and to create new concepts. Just as

time. It is only when we recognize that there are

targets are compatible. Therefore, a scenario may

Professor Rukspollmuang said, I think this is linked to

power disparities that we have to negotiate with, is

occur wherein you say you could not achieve your

the importance of education. In addition, it is

how we advance our agenda, such as recognizing that

goal or you just pretend to have achieved it. It is clear

important to conduct education globally. An example

we need structural change. Of course, we need to

that the slogan, “Leave No One Behind”cannot be

of this is today’
s symposium where people from

strengthen women’
s agency through education, but it

realized in a literal manner. Usually, it is anticipated

various countries gather and have diverse discussions

is really about allowing progressive women to have

that a significant portion of people will be left behind.

with one another. In these settings, you learn new

real and actual voices and representations in politics

A scenario of defeat or failure.

things. There are many students, teachers, faculty

and governance by creating spaces for them in
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government.

However, do not let yourself indulge in such a

members, and ordinary participants from around the
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broad sense. Cross-border discussions will bring about

質疑応答・まとめ

global development through education. This allows for
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world. In this context, education is provided in a

the reconsideration of national issues as global ones,

岡村 利恵

with people helping and supporting each other.
I have a final thought regarding the idea that

Rie OKAMURA

education will bring about a new concept. I was

お茶の水女子大学グローバルリーダーシップ研究所 特任講師

interested in Professor Gera’
s response that this is a

Project Lecturer, Ochanomizu University

tough fight and I really agreed with it. When
considering sustainability, I think that we should be
skeptical of what is termed a “development” or

岡村 利恵

岡村
趙先生、ありがとうございました。この質問につい

“invention. ”In other words, I think it is necessary to

フロアから多くのご質問をいただき、どうもありがと

explore the ideas of post-development and de-

うございます。最初の質問は、コメンテーターの趙先生

development. Doubts about development have long

を含むすべての講演者に向けた質問です。
「社会におい

been debated, but recently there have been

て男女共同参画を実現するために、どのような教育的ア

arguments like those coming from Serge Latouche. I

プローチが重要なのでしょうか」
。この質問はお茶の水

女性のための教育改革については、先ほど申し上げた

think that the SDGs challenge of, “Leave No One

女子大学の学生からです。まずは、趙先生にお答えいた

ように、起集と必要なハードスキルやソフトスキルを重

Behind, ”will not be realized if we do not move toward

だけますか？

視する改革を行っていると思います。だからこそ、以前

of humanity. This major paradigm shift is indeed a
fight.

チャニタ・ラックポラムアン

は男性中心だった分野においても女性が活躍できるよう

de-development. With sustainability as a limitation, the
concept of development may no longer be the slogan

て、ラックポラムアン先生もお答えいただけますか？

趙 成南

になったのでしょう。タイでは男女間格差があります

最近の教育制度について語るとき、私たちは未来の世

が、その主な原因は経済的なものだと思います。多くの

代を考えなければなりません。現在の学生は、ポストコ

政府機関や非政府機関がこの問題に取り組んでいます

ロナ時代のような未来の世界を扱うリーダーになりま

が、現状の改善よりも、彼女らに働く機会や権限を与え

す。すべてがオンラインになるといったインテリジェン

るといった今後の対策に力を入れていると思います。

ス時代を生きるのです。したがって、既存の制度（シス
テム）をそのまま適用しようとしても、次世代の女性リ
ーダーを育成することはできません。

岡村
ありがとうございます。次はヘラ先生への質問です。

つまり、既存の制度やイデオロギー、リーダーシップ

「ヘラ先生のお話にもありましたが、フィリピンにおけ

の概念を踏襲するだけではあまり意味がなく、女性リー

る女性のリーダーシップは、しばしば社会変革に関連す

ダーを育成するためのより良い戦略を生み出すことはで

る草の根運動と密接に連携しているという典型的な特徴

きないということです。この現実に対して、あらゆる

を持っています。これは興味深いことで、『フィリピン

国、特にアジア圏における国々の事例に対して、皆一丸

にジェンダー・クオータ制はあるのか？』という疑問が

となって力を合わせることができます。これまでは、組

生じました」。

織や経済などすべての面で、男性のリーダーシップとい
う男性優位の西洋のイデオロギーが支配的でした。しか

ヘラ先生には、今回の質問だけでなく、前の質問にも
答えていただければ幸いです。

し、私たちの次の世代がリーダーになる時には、新しい
世界をリードすることができる女性のリーダーシップの

ウィーナ・ヘラ

概念について真剣に検討する必要があります。これは、

一つ目の質問ですが、フィリピンにおけるジェンダー

どのような環境、どのようなグローバル世界に直面する

公正と教育のパフォーマンスを見ると、実は100％なの

にしても、まず考えなければならないことです。また、

で、
「ああ、私たちはすべてをうまくやっていたに違い

女性の地位向上やジェンダー平等の追求について、各国

ない」と思うでしょう。しかし、そうではありません。

の事例はもちろん重要ですが、それだけではなく、共同

なぜなら、極度の貧困状態にある女性と少女の大半は、

で取り組む必要があります。今日は3つの事例を共有し

農村地域と先住民コミュニティに属しているからです。

ただけですが、このような会議は、それぞれの知恵とア

このような女性や少女たちは疎外され排除されることが

イデアを共有することで、まだまだ先は長いものの、も

多く、彼らが受けられる教育の質は、テクノロジーが発

っと先に進めると思います。

達した都市部や先進国の都市のものとは比較になりませ
ん。教育分野の環境が行き届いていないところに効果的
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に対処し、教育の平等性を実現するためには、先住民や

いと思います。

よって判断されることになっていますので、この法律と

農村のコミュニティを対象としたアプローチが必要で
す。

主に雇用や昇進については、女性は自らの能力や能力に

岡村

彼らの能力に基づいて判断されます。

私が準備した最後のスライドで、女性リーダー育成の
ための教育について、グローバルな視点や社会的責任な

クオータや代表権などの積極的な政策については、ま

ヘラ先生、たくさんの質問にお答えいただきありがと

だ実現していません。というのも、選挙で選ばれた役職

うございました。次に、小林先生に質問です。先生の発

は当然、投票権を持つ人々によって決定されるものだか

表の中で、女性リーダーについて論じるとき、私たちは

ラックポラムアン先生、質問にお答えいただきありが

育制度があったとしても、個人の能力はもちろん、女性

らです。私たちのハイレベルの官僚制度も、秘書や次官

なぜか女性の平等を当然のことと思っていると指摘しま

とうございます。そろそろ時間がなくなってきましたの

のリーダーシップという概念に関連する価値観やイデオ

については大統領の裁量に委ねられています。したがっ

した。女性のリーダーシップという一般的な概念は、今

で、次の質問が最後の質問になると思います。こちら

ロギーとされる倫理や道徳を重視しなければならないと

て、クオータ制やアファーマティブ・システムが実際に

日の少数の女性にしか適用できないとも警告しました。

も、ラックポラムアン先生への質問になります。

思います。さらには、国連の SDGs の目標にも通じるグ

ど、4つのことを指摘しました。私たちはグローバルな
岡村

世界、グローバルな環境の中で生きています。各国に教

良いかどうかは議論の余地があります。単にあなたが女

そこで質問ですが、今後の方向性として、女性における

タイでは、1999年に結婚後もすべての人が自分の姓を

性であるという理由だけで、代表権を持たなければなら

「シェアド・リーダーシップ」の概念についてどうお考

維持できるという方針がすでに導入されているとおっし

えですか？言い換えれば、さまざまな社会階級の女性を

ゃいました。日本では、この問題はまだ導入されていま

さらに付け加えると、各国の教育システムや教育環境

考えたとき、今後の女性のリーダーシップの発展をどの

せん。そこで、会場からの質問は「この方針が導入され

の中で教育者が考えなければならないこととして、グロ

ように見ていますか？

たとき、タイで混乱はあったのか？」というものです。

ーバルな環境やリーダーの誠実さ、公的な場でのリーダ

ないわけということには結びつきません。
公務員制度をどのように進展させるかについては多く
の議論があります。たとえば、能力主義に基づく制度に
ティの問題ではありません。

ローバルな見解、グローバルな倫理、社会的責任なども
重要だと思います。

ーシップ、組織や国の他のメンバーとの調和のとれた関

する必要があります。これはジェンダー・アイデンティ
小林 誠

ラックポラムアン

それが一つ目の質問に対する答えです。また、女性の

今日、聴衆の多くは、リーダーシップの役割を担う機

当時は、女性が夫の家系の姓を名乗るという歴史的な

リーダーシップにおける政治的、官僚的そして潜在的な

会が多い、比較的高い社会的経済的属性にあるのではな

伝統であったため、多少の議論がありました。しかし今

緊張に関する質問についても考えています。私は、この

いかと思います。そこで一つお願いしたいことは、リー

では、タイ人の男性でさえ妻の姓を選べるということ

緊張は政策ではなく、むしろ実践にあると思います。政

ダーシップを発揮する際には、社会的な機能も考慮して

を、皆さんはとても信じられないかもしれません。です

策は国全体のためのものです。私たちには、国内法に基

ほしいということです。人々は社会によって形成された

から、私たちはとても平等なのです。今では一般的なこ

づいた、女性のエンパワーメントとジェンダー平等に関

リーダーシップの役割を問い直し、それを超えていく必

とになっています。

する国家政策があります。しかしながら、より女性に寄

要があると思います。

係など、より広い視野が必要となります。それ以上に、
リーダーはグローバルな倫理観とグローバルな責任に対
する情熱を持っています。
岡村
たくさんのご質問をありがとうございました。最後
に、本日のまとめを簡単にさせていただきたいと思いま
す。まず、ラックポラムアン先生が強調されたように、

岡村

ジェンダー平等はすべての SDGs の基盤であり、教育

り添った政治空間となりうる政策の実践と実施という点

SDGs から学んだことは、開発の持続可能性だけでな

では、フィリピンの場合、地方自治体は高度の政治的構

く、開発の再考でもあります。女性のリーダーシップの

造を持っていると言えるでしょう。地方選挙の代表に

概念を導入することは、新たなリーダーシップの構造を

は、政治王朝の影響を受ける傾向があります。たとえ

もたらすかもしれません。これは、重厚なヒエラルキ

ば、地元のボスが実権を握っているという非常に顕著な

ー、処罰への恐れ、分裂のある社会には有効だと思いま

政治文化を持っているので、女性が地方政治に進出する

す。これらの問題を克服するには、サーバント・リーダ

結婚後、夫婦が同一姓を持たなければならないという

性に対するあらゆる投資が、持続可能な開発の実現を加

ことは、銃や物資といった地元の権力を握るのに必要な

ーシップや、リーダーシップスキルとしてのアクティ

原則を持っているのは、タイが法改正をしたので今や日

速させることを強調しました。最後に、小林先生は、

あらゆる資源を持っていない限り、非常に困難です。

ブ・リスニング、そして女性のリーダーシップなどの新

本だけだと思います。日本国内では、原則を変えるかど

SDGs と市場メカニズムの間には癒着が見られること

また、革新的な女性は、官僚や公務員の地位につき、

たなリーダーシップ概念を採用し、既存のリーダーシッ

うかについて大きな議論がなされています。日本のメデ

を指摘されました。私たちの日常生活において捉える

進出する傾向があります。特に、統計によれば、わが国

プモデルを疑う必要があります。このように私は考えて

ィアで議論されたとき、日本の与党である自民党は、名

SDGs 像とは大きく異なった、国民国家の改革に関す

の公務員の内、官僚の1つ下のレベル、またはそこまで

います。

字の原則を変えることは日本における家族の概念を破壊

る社会的連帯の方策として SDGs を分析されました。

する可能性があるとして、反対を表明しました。

さらに、女性リーダーは現在、重要な機関として船の舵

ではないにしても、高キャリアのポジションは女性が占
めています。このように、それは地方自治体と比べて官

ありがとうございました。小林先生、日本の立場か
ら、他にご意見やご感想はありますか？

は女性のリーダーシップを強化するための有効な武器と
なるでしょう。次に、ヘラ先生は、SDGs と政治にお
ける女性のリーダーシップを達成するためには、優れた

小林

ガバナンスが不可欠であると述べられました。また、女

取りを迫られていることも指摘されました。

岡村
ラックポラムアン

ここで、2020年に国連が発表した SDGs の報告書を

僚レベルではより見込みがありますが、政治任用制の対

小林先生、お答えいただきありがとうございます。会

象となるような最高レベルの地位に関してはまだ限られ

場から質問をいくつか取り上げていきたいと思います。

法律で認められているとはいえ、タイでは多くの女性

紹介します。今日の発表を聞いて、SDGs が世界共通

以下がその質問です。「講演者は、男性よりも女性の

がそうすることを選んでいるとは思いません。彼らはま

の言語であることを実感しました。SDGs のおかげで、

最後の質問は、「なぜ社会福祉の任命がすべて女性に

方が、高等教育の成績が良いと述べていました。それで

だ夫の姓を使用することを好みますが、それは許可され

私たちはより容易に今世界で何が起きているのかを知る

よって占められているのか」ということです。私の意見

質問なのですが、この事実に関して、各国の業績を適切

ています。

ことができます。さらに、私たちの興味の範囲外で発生

では、明らかに私たちはジェンダーの固定観念から解放

に評価する合理的な昇進または雇用システムがあるので

されていません。女性はしばしばケアの役割と関連付け

しょうか。
」

ています。

重視します。この特定の役割における女性のリーダーシ

するさまざまな問題、セレンディピティを意識する機会
岡村
ありがとうございました。では、趙先生、何か補足等

られます。社会福祉局は、女性のこれらの能力や役割を
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ラックポラムアン

のコメントがございますか？

にもなります。私たちの最初の関心が目標5に向けられ
たとしても、それに限定されないさらなる問題にたどり
着くこととなり、それがさらなる探求のきっかけとなり

ップあるいは任命は、実際にはジェンダーの固定観念の

先ほどお話ししましたが、タイでは2015年から「男女

ます。興味深いことに、今日の発表では、各国が直面す

副産物であり、私たちはこれを打ち破らなければならな

共同参画法」が施行されています。この法律によると、

る共通の課題が浮き彫りになっています。一方、趙先生
51
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が述べたように、共通の問題に立ち向かうためには、大

く、規範、ルール、システムを開発することも非常に重

think that many government and non-government

学での国際教育を通じてグローバルな女性のネットワー

要だと思います。これは SDGs とジェンダー平等のた

organizations are working on this issue.    I think we

There are many contentions about how to advance

クを形成することが重要です。同時に、この団結を始め

めの私たちの未来に共通しています。文化と行動の両方

are more concentrated on the prevention side by

our civil service; for example, we need to anchor it to

るような女性リーダーの育成にも力を入れていかなけれ

が一致すれば、社会に大きな変化が起こります。そう考

enforcing and empowering them to work, than on

meritocracy.    This is not so much about gender

ばなりません。

えると、ナッジ（理論）的に若い世代がより良い選択を

rehabilitation.

identity.

最後になりましたが、本日の発表やコメントから、私

するように支援することは非常に重要だと思いました。

はとても刺激を受けました。SDGs に関しては、いわ

若い世代がナッジに取り組み、それを可能にするシステ

ゆる NIMBY（Not in My Back Yard）の問題を克服

ムデザインを認識することはとても重要になるでしょ

Thank you. The next question is for Professor

tension, political, bureaucratic, and central local

することが非常に重要だと思います。これは SDGs ウ

う。以上、まとめのコメントとさせていただきます。あ

Gera:“As Professor Gera mentioned, women’
s

tensions in women’
s leadership. I would say that the

ォッシュ（SDGs washing）の問題と強く関連してい

りがとうございました。

leadership in the Philippines has a typical

tension is not so much about the policy, rather about

characteristic of close collaboration with

practice. The policy is generic for the entire country.

ます。「SDGs は重要である」と言っても何も変わらな

That is one.    I am also reflecting on the question
Okamura

raised by Professor Motobayashi on the potential

いことを、私たちはすでに実感しています。これは、日

さて、終わりの時間が来てしまいました。ここで、シ

grassroots movements, which is often

W e h a v e t h i s n a t i o n a l p o l i c y f o r w o m e n ’s

本や他の国々が男女共同参画に向けて取り組んできた過

ンポジウムを終了します。ご参加いただいた皆様、どう

associated with social changes. This is

empowerment and gender equality based on our

程を見れば明らかです。

もありがとうございました。最後に、ご登壇者の皆様に

interesting, and leads to the question. Is there a

national laws. However, in terms of practice and

大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございまし

gender quota system in the Philippines?’
”

implementation about what could be a political space

た。

Professor Gera, I would appreciate if you could

that is more responsive to women, I would say that in

answer the previous question as well as this

the case of the Philippines, the local governments are

question.

highly politicized structures. There is a tendency in

そこで、私は SDGs に関して「文化と行動」の概念
を提起したいと思います。人々の意識や行動だけでな

Rie OKAMURA

concept of women leadership that is relevant for

local electoral representation to be influenced by

Thank you very much for all the questions.

leading a new world, when our future generation

The first question is for all the speakers,

become leaders. What kind of environment, what kind

On the first question, if you look at the performance

culture of local bossism for instance, so it is very

including our moderator, Professor Cho. The

of global world we face; we have to think of these

of the Philippines in terms of gender parity and

difficult for women to penetrate local politics unless

question is, what kind of educational approach

kinds of things first. Also, we must take joint efforts,

education, we are actually 100%, so then you would

they have all the machinery in terms of guns and

is significant to achieve gender equality in the

not just each country – I mean, each country case is

think that“Oh, we must have been doing everything

goods and all these resources that they need to put

society? This question is from the Ochanomizu

important in terms of the development of women’
s

great. ”   This is not the case however, because the

them into local power.

student. To begin with, Professor Cho, could

status and pursuing gender equality. However, we

majority of the women and girls who are in abject

There is a greater propensity for more progressive

you answer?

need more than that. In that sense, a conference like

poverty are mostly from rural areas, and indigenous

women to be able to occupy and penetrate the

this, although we just shared three cases today,

communities.    These sectors of women and girls are

bureaucracy, the civil service. In particular, statistics

Sung-Nam CHO

Weena GERA

political dynasties; we have a very noted political

putting their wisdom and ideas together, I think we

often marginalized and excluded, and the quality of

show that in our civil service, second-level bureaucrats

When we talk about the education system these

can go further, although we have a long way to go.

education they can access is not really comparable to

or high-career positions are occupied by women. Thus,

days, we have to think of future generations. Present

However, that is my comment on the education

that found in urban areas or more advanced cities,

it is more promising at the level of the bureaucracy

students will become leaders dealing with the future

system for the future generation.

with all their technology. To effectively addressing the

compared to our local governments, although it is still

lack in our education sector, to really achieve parity in

limited in terms of highest-level positions, which are

education, requires a more targeted approach for

again subjected to political appointments.

indigenous and rural communities.

  The last question that I also have in the notes here,

world, like after the post-COVID-19 era. In addition,
we are talking about the intelligence era, where

Okamura

everything is online and so forth. Thus, the existing

Thank you, Professor Cho. Professor

system as it is, is not really appropriate for fostering

Rukspollmuang could you answer this question

women leaders for the future generation.

too?

In that sense, I think if we just follow the existing
Chanita RUKSPOLLMUANG

In terms of affirmative policies such as quotas and

is why is it that the appointment for social welfare is

representation, that is certainly what we do not yet

all occupied by women. My opinion is that we are

have in terms of political representation.    This is

obviously not free from gender stereotyping. Women

because electoral positions are obviously elected

are often associated with caring and nurturing roles.

of leadership, it is not quite relevant, and we will not

Regarding education reform for women, I think that,

offices, so that is something decided by the voting

The Department of Social Welfare is all about the

be able to generate better strategies for fostering

as I mentioned before, we are reforming to emphasize

population.    Our high-level bureaucracy is also based

nurturing capacity and role of women, and I think that

women leaders.   In that sense, we can put our efforts

self-employment and the necessary hard and soft skills.   

on the president’
s discretion when we are talking

leadership or appointment of women in this particular

together for all those countries’
cases, especially in

I think that is why women have worked in areas that

about the secretaries and the undersecretaries.

role is really a byproduct of gender stereotyping,

Asia.    I think, until now, the male-dominant Western

were male-dominant before. There is a disparity

Therefore, it is debatable whether the quota system

which we really have to break down.  

ideology of male leadership prevails in the

regarding women in Thailand, and I think the main

or the affirmative system is actually good, because it is

organizational sector, the economy, and everything.  

reason is economic. This is why there is still some

also supposed to be an issue of merit; not just because

However, in the future, we must seriously consider a

gender inequality between the sexes in Thailand. I

you are a woman that you have to have this

systems and the existing ideology and existing concept
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representation.

Okamura
Thank you for answering so many questions,
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Open Discussion and Summary

Professor Gera. Next, I have a question for

Rukspollmuang

adhesion between the SDGs and market

Rukspollmuang

Professor Kobayashi. In your presentation, you

I mentioned earlier that in Thailand, we have the

Even though the law allows it, I do not think that

mechanisms. He analyzed the SDGs as a device

pointed out that when we discuss female

Gender Equality Act since 2015 .    According to this

many women choose to do that in Thailand.   They still

of social solidarity with regard to nation-state

leaders, we somehow take equality within

act, women will be judged by their capability, their

prefer to use the husband’
s family name, but it is

reform, which is very different from how we see

women for granted. You warned that the general

capacity, mainly in order to be employed or for

allowed.

the SDGs in our daily life. Moreover, he also

concept of women’
s leadership can only be

promotions; so it is based on their capacity, based on

applied to a small number of women today.

this law.   
Okamura

the concept of so-called shared leadership

Thank you for answering the question

within women? In other words, considering

Professor Rukspollmuang. Now we are running

women in various social classes, how do you

out of time, I think the next question will be the

see the development of women’
s leadership in

last question. Again, it will be a question to

the future?

Professor Rukspollmuang.

pressure of steering a ship as important

Okamura
Thank you very much.

Ther e fo r e , m y ques t ion is , as a pos s ible
direction for the future, what do you think about

pointed out that female leaders are now under
Now, Professor Cho,

do you have any additional comments or
suggestions?

From today’
s presentations, we all realize that
the SDGs exist as a universal language. Owing
to the SDGs, it is easier for us to figure out what

Cho

is happening to the world right now. In addition,

Talking about the education for fostering women

this is an opportunity to become aware of

leaders, the last slide I have prepared, I pointed out

serendipity, a variety of issues occurring outside

You mentioned that Thailand has already

four different things, including global views and social

the scope of our interests. Even if our first

introduced the principle that allows all people to

responsibility.    I think we live in a global world and

interest goes to goal 5 , this would take us to

I assume that today, many of our audience may

retain their surname after getting married in

global context.   Even if we have an education system

further problems that are not limited to it, which

include a relatively high socio-economic class with

Thailand, in 1999. In Japan, this issue has not yet

in each country, I think we have to focus on individual

is a trigger for further exploration. Interestingly,

more opportunity for leadership roles. Then, there is

been introduced. The question from the

competency as well as ethics and morality, which is

today’
s presentations highlight the common

one thing I would like to ask them, to consider your

audience is, “Was there any confusion in

the kind of values and ideology related to the concept

challenges faced by each country. On the other

leadership roles with some social functioning. I think

Thailand when the principle was introduced?”

of women’
s leadership.    Beyond that, I think global

hand, as Professor Cho said, to confront

views, global ethics, and social responsibility are

common problems, it is important to form a

important, all of which are very much related to the

global women’
s network through international

UN SDG goals.

education at universities. At the same time, we

Makoto KOBAYASHI

people need to question leadership roles shaped by
society, and go beyond them.

Rukspollmuang

What we have learned from the SDGs is not just the

At that time, there was some debate, a lot of debate,

sustainability of development, but also the

because this was a historic tradition for women to use

I would like to add that some of the points for

reconsideration of development. Introducing the

their husband’
s family name.  But now, you might not

educators in different country education systems and

concept of women leadership may bring about a new

believe that even Thai men can choose their wife’
s

educational contexts that we have to think of, are a

Lastly, I would like to mention that I am

structure of leadership. I think this will work for a

family name. So, we are very equal. Now, it is

broader perspective in terms of the global context and

inspired by today’
s presentations and comments.

society with a massive hierarchy, fear of punishment,

common.

and division. To overcome these issues, we need to
doubt the pre-existing leadership model by adopting

Okamura

new concepts of leadership, such as servant

Thank you. Professor Kobayashi, do you have

leadership, active listening as a leadership skill, and

any additional answers or further comments

women leadership. This is what I think.

from the Japanese point of view?

Okamura

Kobayashi

must also focus on developing female leaders
who initiate this unity.

sincerity of leaders, as well as sovereign leadership

As for the SDGs, I think it is very important to

and harmonious relations with other members in the

overcome the problems of the so-called NIMBY

organization and country. Beyond that, leaders have a

(Not in My Back Yard). This is strongly

passion for global ethics and global responsibility.   

associated with the issue of SDG washing. We
have already realized that just saying“SDGs is

Okamura
Thank you for all the questions. Before
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agencies.

closing, I would like to provide a brief summary

important”does not change anything. This is
evident in the process of Japan and other
countries working toward gender equality.

Thank you for answering, Professor

I believe that now Japan is the only country with

of today. First, as Professor Rukspollmuang

Therefore, I would like to raise the concept of

Kobayashi. Let us cover a few more questions

the principle that a married couple must have one

stressed, gender equality is the foundation

“culture and conduct”with regard to the SDGs. I

from the audience.

family name after getting married. As thailand

across all SDGs, and education will be an

think it is very important not only to have

Here is the question. “The speaker mentioned

changed the law, I know there has been a big

effective weapon to strengthen women’
s

people’
s awareness and acts, but also to

that females perform better in higher education

discussion within Japan regarding whether we would

leadership. Next, Professor Gera mentioned that

develop norms, rules, and systems. This is

than males. So, the question is, regarding this

change the principle or not. When discussed in the

good governance is essential for achieving the

common to the SDGs and our future for gender

fact, are there reasonable promotions or a job

Japanese media, Japan’
s ruling party, the LDP,

SDGs and women’
s leadership in politics. She

equality. Major changes will occur in society if

hiring system that properly evaluate one’
s

expressed their opposition, since they think that

also emphasized that every kind of investment in

both culture and conduct are aligned. Based on

performance for each country?”

changing the surname principle may destroy the

women would accelerate the realization of

this, I thought that it would be quite important to

Japanese concept of family.

sustainable development. Lastly, Professor

support people in making better choices,

Kobayashi pointed out that we can observe the

recently know as a nudge. It will be very
55

important for the younger generation to work on
nudges, and to be aware of the system design
that makes it possible. That is all for my wrap-up
comments. Thank you.
Well, time is up now. Here, we close our
symposium. Thank you very much for joining us.
Finally, please give a big round of applause to all
the speakers. Thank you.
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