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はじめに 
 この論文では、スウェーデンの社会保障制度について内容を理解した上でなぜこの国

の制度は充実していると言われているのか、ということを日本と比較しながら検証して

いき、著者なりの結論を述べる。 

 今日、昨年の「100 年に一度の不況」といわれる経済悪化や政権交代など、様々な出

来事が起こっている日本の将来に、不安を感じる国民は数多くいる。その中でも、自分

の将来に直結する社会保障制度への不安を持つ日本人は少なくないのではないだろう

か。著者自身もそのうちの一人である。 

 あるニュース番組で、スウェーデンの社会保障制度について取り上げられていたのを

見たことがある。そこで初めてスウェーデンの社会保障制度について知ったのである。

多くの人が、社会保障の知識に乏しいとしても“スウェーデンの社会保障は良いらしい”

ということは知っている。日本でも、スウェーデンの制度については参考にしている部

分が多くある。にもかかわらず、日本国民の社会保障に対する満足度はスウェーデンに

比べてかなり低い。「スウェーデンの大学講義で、日本では消費税３％に少なからぬ反

対があると話したら、わずか３％の税金を払わないのは何故か、あるいは払えないのだ

ろうか、飲み込めないという。仮に、払えないのであれば、日本はそんなに貧しい国か、

と学生たちは驚きを隠せない表情だった。(『スウェーデンの税金は本当に高いのか』

竹崎孜著 2005)」と本にも書いてある。日本は世界でも上位の先進国であるのだから、

この学生たちが驚くのも無理はないだろう。 

 中でも、女性や児童に関する社会保障制度については、女性が働くにあたってなくて

はならないものであり、各国を比較する重要なものさしであるといえるだろう。スウェ

ーデンでは、子どもがいながらフルタイムで働くということは、全く珍しいことではな

いのである。それだけ、女性にとっての労働環境が整っているということだろう。一方

日本では、子どもができたら仕事を辞めるというパターンが多いのではないかと思う。 

 ではなぜ、スウェーデンと日本とでは制度の内容や国民の満足度にこんなにも差があ

るのか。これまでの歴史的展開や根本的な社会保障に対する考え方が違うのではないだ

ろうか、と著者は考える。歴史を辿ることで、現在の各国の違いがなぜこんなにあるの

かも分かってくるのではないか。また、それが現在の社会保障への対応にもつながって

いるのではないだろうか。それをこの論文で検証し、著者なりの結論を述べたいと思う。 
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第 1 章 スウェーデンの社会保障 

 検証を始める前に、スウェーデンの社会保障制度がどのようなものかについて述べる。

かつて福祉国家であったイギリスの社会保障制度を端的に表すものとして「ゆりかごか

ら墓場まで(from the cradle to the grave)」というフレーズがあるが、スウェーデンの

社会保障制度については、それを上回る「胎児から墓場まで(from womb to tomb)」と

いう言葉で表現されている。この言葉からも、スウェーデンの社会保障制度がどれほど

手厚いものかがよく分かるだろう。その内容について詳しく説明していきたい。なお、

ここでは家族政策に限定して見ていくこととする。 

スウェーデンの家族政策は、女性の社会進出に対する国の考え方が大きく反映されて

いると考えられ、スウェーデンと日本との大きな違いでもある。子どもの出産から育児、

看護にあたって、女性にとっての労働環境が整備された制度である。内容としては、児

童手当、両親保険、養育費支援制度がある。 

児童手当は、「子どもの教育に伴う家庭の経済的負担を軽減するために全家庭に経済

的援助を行うこと」を目的とした制度であり、スウェーデンに在住する 16 歳未満の子

どもをもつすべての家族に適用される。義務教育を受ける年齢として 16 歳未満と規定

されているが、16 歳以降も学業を続ける場合は 20 歳未満、精神にハンディキャップが

あり通学している場合は 23 歳未満まで適用される。児童手当は１人につき定額となっ

ており、非課税である(『先進諸国の社会保障５ スウェーデン』1999 年)。支給額につ

いては表１の通りである。日本では新政権になってから、児童手当にあたる「子ども手

当」の導入が考えられるようになってきたが、スウェーデンでは 60 年も前の 1948 年

から実施されている。 

 

 

図表１ 児童手当の額の推移（1989-1998 年） 
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子どもの数 1989年 1990年 1991年 1995年 1996年 1998年

1 5,820 6,720 9,000 9,000 7,680 9,000

2 11,640 13,440 18,000 18,000 15,360 18,000

3 20,370 23,520 31,500 29,400 25,440 29,400

4 37,218 43,008 49,500 43,200 37,920 43,200

（単位：年額クローナ）

 
   資料：Svenska Institutet,Fact Sheets on Sweden. 

 

 

 次に両親保険についてだが、これはいわゆる育児休暇制度である。スウェーデンに住

むすべての親が、この両親保険に適用される。親には３つのタイプの育児休暇を取得す

る権利が与えられている。 

(1) 子どもが 1 歳 3 ヶ月になるまで、フルタイムの育児休暇を取得する。ただし、

育児休暇開始前に 6 ヶ月間就業していることを条件とする。 

(2) 子どもが 8 歳になるまで、労働時間を 4 分の 1 短縮する。ただし、それ以前に 6

ヶ月間フルタイムで就業していることを条件とする。  

(3) 育児休暇を取得するたびに育児休暇給付が支給される。※１  

 

両親給付によって支払われる「両親給付」と呼ばれるものには２種類ある。ひとつは、

子どもが 8 歳になるまでいつでも取得することができる「出産に関連する両親給付」で

ある。子ども１人につき最高 450 日間の育児休暇が支給されるのである。母親と父親

は、450 日のうち、それぞれ 30 日ずつは必ず取得しなければならない。残りの 390 日

間は、両親で自由に分けることができる。賃金保障については、最初の 360 日間は所

得の 80％の手当金が支給され、あとの 90 日間は日額 60 クローナが支給される。もう

ひとつの両親給付として、臨時両親給付というものがある。これは、12 歳以下の子ど

もが病気になり看病のため親が仕事を休まなくてはならない場合に支払われるもので

ある。子ども 1 人につき最高で 120 日間支給される。原則は 12 歳までであるが、12

歳から 16 歳までの子どもでも特別な看護や監督が必要な場合は、医者がそれを証明す

れば、両親保険が給付される。また、賃金については所得の 80％に当たる金額が保障

される。他のタイプの臨時両親給付では、出産時に最高 10 日間の休暇が父親に支給さ

れ、1993 年には 79％が利用している※２。日本では、男性が育児休暇を取るということ
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はまだ少なく、普及していない。父親も必ず育児休暇を取らなければならないようにし

ているところからも、男女平等の社会が見受けられる。 

三つ目に、養育費支援制度についてである。これは、一人で育児をしている親の負担

を軽減するために作られた制度であり、両親が離婚した場合だけでなく、サムボカップ

ル※３の離別、シングルマザーの場合であっても適用される。両親は子どもが 18 歳にな

るまで子どもに対する共同教育の義務をもつ。子どもと生活を共にしていない方の親は、

定められた養育費を払わなければならない。養育費の額は両親によって決められるが、

最低額が定められており、月額 1173 クローナは保障されている。この養育費が支払わ

れない場合やその金額が少ない場合には、子どもを養育している方の親はこの制度を受

けることができるのである。1998 年の養育費立替払制度の額は子ども１人当たり 1,173

クローナ／月であり非課税とされているが、子どもの養育費を支払う責任がある親はこ

の養育費立替払いの全額もしくは一部を返さなければならない。 

家族政策の他に教育の制度についても紹介しておく。スウェーデンでは、16 歳まで

が義務教育となっており、教育にかかる費用は大学・大学院まで公費でまかなわれてい

るため、支払う必要はない。経済力に関係なく、すべての人に平等に教育の機会が与え

られているのである。 

女性だけでなく、男性にも共通している労働環境についても紹介しておく。まず、労

働時間だが、週 40 時間労働制である。所定年間労働時間は 1808 時間とされているが、

実質労働時間は 1472 時間といわれ、実質労働率は 81％しかない。また、残業は原則な

しである。スウェーデンの「マネーよりタイム」という伝統が根強く残っている。そし

て、スウェーデンの大きな特徴である長い有給休暇は、年間で最低 5 週間取ることがで

きる。この有給休暇は原則として、完全消化である。男女ともに、無理なく働ける環境

である。また、定職を持っている者が使うことができる、教育休暇制度というものがあ

る。これは、「キャリアアップのために大学に行きたい」「新しい学問を勉強して、転職

したい」といった際に、今のポストを確保したまま教育休暇を取れるという制度である。

学業中の給料は保障されないが、失業の恐れなく学業に打ち込むことができるのである。

スウェーデンでは「働いて納税者になる能力があれば学生になれる」とされている。大

学にかかる授業料も、大学院まで無料であるし、生活費も学生生活ローン制度を使用す

れば問題はないのである。この制度は生涯学習社会の重要な要素となっており、女性に

とっても利用価値の大きい制度である。 
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以上の制度によって、女性の社会参加を促進するにあたって解決しなければばらない

問題は、ほぼ解消されているといってもいいのではないだろうか。「男性だから」「女性

だから」という考え方はこれらの制度からは見受けられず、男女平等に働くことができ

る環境が整っている。 

では、この論文のテーマである、なぜこのように女性にとっての労働環境が充実して

いるかという点について、次の章から述べていきたいと思う。 

 ※１,２『先進諸国の社会保障５ スウェーデン』丸尾直美・塩野谷祐一／編 1998 年 

      p196～198 の一部を引用 

 ※３  サムボカップルとは、登録している住所を同じくし継続して共同生活を営むカップルのことであ

る。 

 

第３章 仮説①「女性の社会進出が進んでいるため」 

 第１節 スウェーデンの女性史 

  今では就労率が男性は 80％女性が 75.6％であり（表２）、ほとんどの男女が同じく

働いており、女性の地位が確立されているといってもいいだろう。しかし、そのスウ

ェーデンでも昔は、女性にとっての環境は家庭の中でも社会の中でもいいものではな

かったと言われている。日本と同じように「女性は家庭に」という考え方であったよ

うだ。 

その考えが変わるきっかけとなったのが 1960 年代の経済急成長である。産業界の

深刻な労働力不足により、女性への求人が急速に高まっていった。パブリック・セク

ター（公的部門）でも労働力は求められ、女性は看護師や保育士、介護職員などとし

て働くようになった。だが、女性が働くことによって発生する問題もあった。それま

で女性が家庭で行っていた家事・育児・老親介護をどうするかということである。た

だ、家事と老親介護については解決の目途が立った。家事は夫の協力を得ることで解

決し、老親介護については社会化がすでに実施されており、介護の必要があれば病院

または老人ホームへ入所していたので女性の手を離れていたのだ。そこで解決するべ

きであったのが育児の問題である。これについては、子どもを預けることのできる保

育所が重要であった。国としては、女性の働き手をとるか、保育所の増設への投資を

とるかという選択であったが、経済急成長による好況でどこも労働力を欲しがってい

たため、保育所の増設をすることになったのである。1941 年に、人口問題委員会に
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よる保育所増設を促進する勧告が出され、1944 年には、労働運動の戦後プログラム

での提言で、①育児負担の平等化と②育児負担を軽減するための保育所の増加が決め

られた。こうした保育所の整備や増設で、女性の社会進出が進み、女性職場が爆発的

に増えるという経済効果をもたらしていったのである。 

 

図表２ 男女の就労率(％) 

16～19 20～24 25～34 35～44 45～54 55～64歳 平均

男 24.4 66.2 88.1 91.3 90.7 72.3 80.0

女 27.6 60.1 81.1 87.6 88.7 65.0 75.6

内訳

子供7歳以下 ― ― 79.3 85.5 82.1 ― 79.2

子供7歳以下なし ― ― 83.4 88.7 88.8 65.0 74.6

子供7～16歳のみ ― ― 81.9 89.7 90.5 76.9 89.1

子供17歳以下 ― ― ― ― ― ― 83.5

既婚　 49.9 66.1 81.8 89.2 90.2 66.5 82.0

未婚 26.4 55.9 79.1 81.6 83.7 60.9 62.4

男女合計

1996年 25.9 63.2 84.7 89.5 89.8 68.6 77.8

1995年 28.3 65.2 85.1 89.9 90.3 66.9 78.2

1993年 29.7 68.5 86.1 91.7 90.7 66.9 79.1

1991年 45.5 79.6 89.8 94.0 92.4 70.8 83.5

1989年 50.5 83.0 91.2 94.5 91.9 69.0 84.2

1987年 47.7 80.7 90.9 93.5 92.1 69.1 83.2  

出所：『統計年鑑』（1997,1998 年） 

 

このように、経済成長がきっかけで女性の社会進出が果たされたわけだが、それだ

けではない。女性の社会進出の背景には、様々な女性の活躍があった。 

まず初めに紹介するのは、後に女性団体名にも名を使われるフレドリカ・ブレメル

である。この女性は、数多く発表した小説で問題提起をしていった、女性解放運動の

初期論客である。家庭生活が女性を受け身の存在にし、視野が狭くなってしまう状態

に追い込む「家庭＝痴呆化装置」論や、1856 年に発表した『ヘッタ―その魂の歴史』

という小説はかなりの衝撃を社会に与えた。彼女の思想は当時の社会には受け入れら

れず、相当な批判を受けていたが、非難されながらも自分の考えを貫き、女性解放に

おいて重要な存在となった。 

その後に登場したソフィ・アドレシュパッレは、ブレメルの名を使って、1884 年

12 月にフレドリカ・ブレメル協会を創設した女性である。「経験と学識に富む女性と
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男性の共同のもと、道徳的にも知的にも、また、社会的・経済的視点からも、女性の

地位を向上させるために、健全で無理なくそのための運動を展開できるような基盤を

つくること」を狙いとして、この協会が創設された（C.Ősterberg, et. al.,1990）。こ

の協会は、普通選挙権運動を指導し、それが実現した後は女性の議会進出を奨励した。

政治を変えなければ女性の生活環境も改善されないと考え、政治の意思決定過程に一

人でも多くの女性を送り込むことが重要であるとした。このことが、女性立法を実現

させ、女性環境整備の速度を速めたのである。スウェーデンの改革速度が速かった理

由の一つとして、議会主義路線を最優先させるフレドリカ・ブレメル協会のような女

性団体が発展していたことが挙げられる。この女性団体があったおかげで、女性の社

会に進出したいという願望を願望のままで終わらせるのではなく、迅速に実現するこ

とができたといえるだろう。 

続いて、1960 年代に発生した学生運動や市民運動で「女性解放の条件」というメ

ッセージを掲げたエヴァ・モベリィである。彼女は、「女性がその役割を変更すれば、

それが女性解放につながるであろう」という当時の一般的な考え方を否定し、「女性

の性役割を変えるのと同時に、男性の性役割も変えることが重要である」と主張した

のである。エヴァ・モベリィのこの考えによって、「男性は社会活動、女性は家事活

動」というそれまでの性役割二元論は覆され、「男女の連帯感・パートナーシップ」

という考えが要請されるようになった。「女性問題はそのまま男性問題である」とい

う認識が広まる意識革命を引き起こしたのである。 

そして、スウェーデンを代表するオピニオンリーダーのアルヴァ・ミュルダールの

活躍である。彼女は、1968 年の社民党大会で設置された「平等問題検討委員会」の

議長に就任した。この委員会は、階級格差と貧困の問題を解決することを目的として

おり、男女間関係の問題もそのうちの一つであった。それを解決する重要なきっかけ

として、1969 年に提出・採択された報告書『平等』がある。これによって平等と平

等実現政策が党プログラムの最優先項目とされ、男女が職場と家庭で負担を分かち合

えるための方策が提示された。それが、現在のスウェーデンでも適用されている教育

や税制改革、家族政策などである。こうしたアルヴァ・ミュルダールの活躍により、

女性の労働環境を整えている制度が確立されていったのである。 

ちなみに、スウェーデンで最初の女性議員が誕生したのは、1921 年である。この

年で 5 名の女性議員が誕生した。しかし、第一次・第二次世界大戦の戦間期にはまだ
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低迷しており、女性議員の比率は 1.3～2.6％であった。最初の女性議員誕生から 26

年後の 1947 年に最初の女性大臣が誕生したのである。その後、1960 年代から女性議

員が急増していった。 

 

第２節 日本の女性史 

  日本では、日露戦争後に資本主義が発展し、それに伴って女性の職域も拡大した。

それまでの、女工や小学校職員、女医・産婆、護師などの職種に加えて、歯科医、銀

行・保険会社などの事務員、デパートの店員、ウェイトレスなどが登場したのである。

「女子職業熱の勃興」（『東洋時論』1910 年 6 月号）といわれるほど、女性自身の自

立への願望が強くなり女性就業者が増えたのである。第一次世界大戦後には、「職業

婦人」という言葉も出てきた。 

対男性比率が高い職業（繊維や煙草などの製造業を除く）とされる教員においても、

この時期には女教員が著しく増加し、1918 年には全体の 30.9％に当たる 5 万人を超

えた。しかし、その中の 2 万人近くは準教員や代用教員であり、やはり女性は男性の

補助として扱われる傾向があったのである。教員だけでなく、他の職業にも当てはま

ることであるが、女性が働くにあたってまず直面する課題が結婚か職業かの選択であ

る。その次に、妊娠・育児である。しかし、この頃はまだ母性保護の規定はなく、出

産直前まで働き、産後も十分な休養がないまま仕事に復帰していた。子どもの世話も、

家族に頼むなどしながら働くしかなく、保育所はまた発達していなかった。帝国育会

主催で 1917 年に開かれた第一回全国小学校女教員大会では、勤務時間の軽減や産前

産後の休暇が議題となり、1920 年の第二回大会で、産前産後 8 週間の休暇・全額給

与支給が決議された。その 2 年後の 1922 年、文部省（現在の文部科学省）によって

「産前 2 週間、産後 6 週間」を認める訓令が出された。しかし、1924 年の全国女教

員産休調査によると、産前休養 2 週間以内は全体の 66％、休養なしは 24％を占めて

おり、普及していないが分かる。 

また、同じ時期に「母性保護論争」とよばれる論争が、与謝野晶子・平塚らいてう・

山川菊栄・山田わかの 4 人の間で展開された。論争点は次の 4 点である。 

①女性の解放の目的に等しく労働と育児・家庭の両立、どちらを優先させるか。 

②女性が解放された社会や国家像はどのようなものが理想的であるか。 

③女性解放の過程における婦人労働の位置づけ 
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④育児の方法と子どもの位置づけ 

この時期は、働く子持ちの女性が増加していただけでなく、その女性の乳児死亡率が

高いという問題もあり、この論争には社会的関心が向き始めていた。長時間・深夜労

働などによって女性が育児に必要な時間を失い、子どもを放任せざるを得ない状態か

ら、児童の保護や権利を保障する思想が芽生え始めた。それと同時に保育所の必要性

が考えられ始めてきたのである。与謝野晶子は、1921 年に創立された文化学院によ

って男女の自由な平等教育を行った。また、平塚らいてうは男女の機会均等、婦人・

母・子どもの権利の実現などを掲げて 1920 年に新婦人協会を設立した。これをきっ

かけに、全国で婦人団体が結成され、婦人運動が広まっていったのである。 

  その後、1929 年から 1930 年にかけて、男性だけに選挙権があることを批判した

婦人参政権運動が繰り広げられた。この運動が高揚したきっかけは、1928 年に行わ

れた普通選挙法による総選挙で、「普通選挙の撤廃（労農党は 18 歳以上男女の選挙

権）」を掲げた無産政党が始めて議席を占めたことである。こうしたことから、婦人

参政権要求は全女性の共通の課題となり、婦人参政権運動はさらに発展していった。

この運動において大きな特徴は、それまで政治に無関心であった多くの婦人が政治参

加に目覚め、労働組合活動や組織的な要求を強めていったことである。そして、婦人

公民権案が初の衆議院通過を果たすが、結局従来の男女差別は消えず、制限された婦

人公民権案が提出されたのであった。 

  戦争中、男性は兵士として出征していったため、その代わりとして女性労働力が必

要とされた。しかし、それは穴埋めであり、長時間労働・重労働で、労働条件は劣悪

であった。また、従軍看護婦や慰安婦として戦争にもかりだされ、女性への差別はま

だまだなくなろうとしていなかったのである。 

  女性解放が実現されたのは、戦争が終わってからであった。日本は敗戦でそれまで

の軍国主義が解体となり、アメリカによる日本の民主化と平和の政策によって、大き

く変化した。1945 年 10 月の五大改革指令では、マッカーサー連合軍総指令官が「選

挙権賦与による日本婦人の解体・・・・・・日本婦人は政治体の一員として家族の安

寧に直接役立つ新しい懸念の政府を日本に招来するであろう」と第一に掲げており、

政策の一つである改正民法で日本人女性に参政権が与えられたのである。そして翌年

1946 年 4 月、39 人の女性議員が誕生したのである。それから憲法の全面改正が検討

され、1946 年 11 月 3 日公布、5 月 3 日に施行された日本国憲法では、政治的・経済
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的・社会的関係での性差別が禁止とされた。この女性解放を機に、日本では女性の活

動がさらに活発になり、国もそれを認めざるを得なくなってきていた。戦後 15 年後

には、日本で初の女性大臣が誕生し、社会教育の婦人予算が大幅に増額されたのであ

る。 

  パート・タイマーと呼ばれる再就職女子労働者が急激に増加し、それに伴い、共働

きの家庭も 1960 年は 20％であったのが、1975 年には 50％にまで増加した。女性労

働者が急激な増加したため、それまで問題とされていた保育所不足や、労働するにあ

たって不十分な保育所の環境が一気に解決されることとなった。それ以降も女性の労

働者は増え続け、1984年には 1518万人と 1950年の 4.5倍にものぼり、共働きは 60％

近くにまで達した。国際連合が「婦人に対する差別撤廃宣言」を現実にするため決定

した「国際婦人年（1975 年）」と、その後 10 年間を表す「国連婦人の 10 年」をき

っかけにして、女性団体だけでなく、女性議員や女子国家公務員も政府や自治体に働

きかけていった。このような動きから、国会でも初の婦人問題集中審議が行われ、女

性の社会的地位向上をはかる決議がされたのである。1976 年にも、日本信託銀行労

働組合が男女・組合差別を撤回させ、29 歳で男女共副主事（主任）に昇格、初の女

性主事（支店長代理クラス）への昇格を実現させたのであった。しかし、賃金面にお

いては一向に改善されず、1960 年代初めまでは女性の賃金は男性の半分にも満たな

かった。1974 年に労働基準法の中で「男女同一労働同一賃金」の原則が定められた

ので、法律上・制度上での改善がされていったが、その後も女性平均で見ると、1985

年にやっと 60％台になったくらいで、男女間の賃金差別は根強く残っていたのであ

る（図 1）。 

 

 

図表３ 男女賃金比 
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資料：1954～1961 年…産業労働調査所『賃金長期系列 50 年（昭和 63 年）』 

            1988～1994 年…労働省『賃金構造基本統計調査報告』各年 

 

 

第３節 現在の育児休業制度についての各国比較 

  結論を述べる前に、スウェーデンと日本で、育児休業が消化されているかどうかと

いう点の比較をしていきたいと思う。スウェーデンでは、女性はもちろんのこと、男

性の育児休業も完全消化されている。第 1 章でも説明したが、男性（父親）も育児休

業を30日間は取得しなければならないからである。図表７にあるとおり、女性は80％

前後が育児休業を取得していて、男性も 70％という高い割合で取得している。それ

に対して日本はというと、女性は 70％と高い取得率であるが、男性の取得率は 1％

にも達しておらず、0.56％とかなり取得率は低いのである。男性の育児参加への意識
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の面において、スウェーデンと日本では顕著な違いがあるといえる。 

   

 

図表７ スウェーデンの育児休業取得率 

 
資料：内閣府経済社会総合研究所編「スウェーデン企業におけるワーク・ライフ・バランス調査」2005 年。日本は厚生

労働省「女性雇用管理基本調査」（2004 年度） 

 

続いて、働くことに対する女性自身の考え方はどうであろうか。日本だけでなく、

他の国も含めて、スウェーデンと比べると、その違いは一目瞭然である。“子どもが

できても、ずっと職業を続ける方がよい”という回答がスウェーデンでは圧倒的に多

い。“結婚するまで職業を持つ”、“子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再

就職”という回答は、日本では約 66％であり、スウェーデンでは何と 17％しかいな

いのである。ここからも、女性の育児と仕事に対する考え方の違いが見えてくる。実

際に育児休業を取得する前にすでに仕事を辞めてしまうという女性も多く、出産 1 年

前に有職であった女性の出産半年後の就業状況は「無職 67.4％」となっており、育

児休業取得以前に仕事を中断してしまう女性が半数以上もいるのである（厚生労働省

「平成 17 年度女性雇用管理基本調査」）。 
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図表８ 

 
資料：東京都生活文化局「女性問題に関する国際比較調査」（1994 年） 

ただし、日本は総理府「男女平等に関する世論調査」（平成 4 年 11 月） 

   

 

日本での、出産・子育て期の女性のための制度の普及状況についてみておく（図表

９）。「短時間勤務制度」においては 75.4％であり、低い普及率ではないが、その他

の「所定外労働の免除」55.8％、「始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ」44.6％、「1 歳

以上の子を対象とする育児休業」22.5％、「育児の場合に利用できるフレックスタイ

ム制度」13.9％となっており、希望しても利用できないケースが多く存在する。 
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図表９ 勤務時間短縮等の措置の普及状況 

   
資料：厚生労働省雇用均等・児童家庭局「平成 17 年度女性雇用管理基本調査」（2006 年） 

 （注）勤務時間短縮等の措置を実施している企業を 100％とした割合である。 

 

 

 

第４節 結論 

  スウェーデンと日本の、女性社会進出の歴史を比較し、検証していきたい。各国に

共通していることは、どちらも女性の活躍により、社会に女性の権利や必要な環境を

訴えていったという点である。女性の活躍なくしては、現在のような男女平等の考え

方は誕生しなかったであろう。だが、なぜ女性の活躍が両国ともあったにもかかわら

す、現在の制度に大きな差があるのだろうか。 

まず、戦争が大きな理由の一つであると考える。スウェーデンは第一次・二次世界

大戦で中立を保ち、その間約180年戦争をしなかったのである。そのため、日本の女

性のように従事看護婦や慰安婦などで戦場に派遣されることもなく、また、戦争をし

なかったことで、戦争による社会的資源の破壊がなかったため、戦後経済発展が起こ

ったと考えられる。その経済発展により、スウェーデン女性が労働力として必要とさ

れ始めたのであるから、戦争で中立国という立場を守り、被害を出さなかった点は、

女性の職場拡大につながったといえるだろう。日本でも、女性解放が実現したのは戦

争が終わってからのことである。しかし、日本は第一次・第二次世界大戦の両方に参

（％） 
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戦していたため、戦争が終わった1945年まで女性解放は実現されなかったのだ。そ

れまでは、先にも述べたように従事看護婦や慰安婦の存在があり、また、国内でも資

金が莫大にかかる戦争のために、穴埋めをしていたのは長時間労働・重労働をさせら

れていた女性である。以上のことから、やはり戦争をしていたか、していなかったか

は、女性の社会進出に大きく関わっていたと考えられるだろう。図表５の、女性の労

働力率を見ても、1975年の国際婦人年を境に、スウェーデンでは飛躍的に労働力率

が増加している。それに対して日本はというと、ほとんど横ばい状態であるのが分か

る。 

 

 

 

図表５ 女性の労働力率（国際比較） 

 

 

資料出所：ILO”LABORSTA”,総務省統計局「労働力調査」 

厚生労働省 雇用均等児童家庭局「平成16年版 働く女性の実情」のあらまし 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/03/h0328-7c.html 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/03/h0328-7c.html
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そして、注目すべきなのは、女性議員の誕生時期が大きく違うという点である。ス

ウェーデンで初めて女性議員が誕生したのは1921年であり、日本で初めてそれが誕

生したのは1946年のことであった。各国の初の女性議員誕生に、25年もの差がある

のである。政治に女性が直接関わっているかどうかというのは、立法にあたって女性

の意見が反映されるかどうかにつながってくると考えられる。スウェーデンでは「行

政に１人でも多くの女性を送り込むこと」を目標に、女性団体（フレドリカ・ブレメ

ル協会）の積極的な活動により、女性議員の誕生を後押していたといえる。そして実

際に、政治に女性が関わっていったため、意見が反映され、それが充実した制度を生

むこととなったのである。一方、日本では女性に参政権がなかったため、女性が議員

になるどころか、選挙の際の投票にさえ参加することができなかった。そのため、女

性が運動を起こしても弾圧されてしまうことが多く、女性の意見が政治に直接通るこ

とはなかったのである。議論で、女性側が提示した意見が決議されたとしても、結局

男性本位の部分は変わらなかったり、改善されたのは法律上だけで実質的な部分は何

も変わっていなかったりするのであった。女性議員の割合の推移を見ても、それは明

らかである（図表４）。昔はもちろん、現在でも両国の女性議員数の違いには、大き

な差がある。スウェーデンでは女性議員の割合が45.3％にも達しているのに、日本で

はその半分にも満たないわずか7.3％なのである。このことからも、女性の労働環境

の充実が、制度の決定に直接かかわることのできる女性議員の充実につながっている

ということがいえるだろう。 
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図表４ 女性議員の割合の推移 

 

 

出典：IPU（列国議院連盟）資料より作成。 

      『男女共同参画白書（H15年度版）』 

 

  戦争に参加していたか否か、また、女性が直接政治にかかわることができたか否か、

という以上のことから、女性の社会進出や女性のための制度の充実の違いにつながっ

てきていると考えられる。よってテーマ「なぜスウェーデンの社会保障は充実してい

るか」に対する仮説「女性の社会進出が進んでいるため」は立証される。 

 

 

おわりに 

 スウェーデンの社会保障が充実しているということを前提として、この論文を進めて

きた。実際に制度の内容をみると、将来に不安を抱えながら日本で生活している者にと

っては、かなり魅力的な内容である。しかし、日本でそれを実施した場合に、うまくい

くという保証はないだろう。むしろ、現状よりもひどくなってしまうかもしれない。そ

れはやはり、その国に合った制度やその国に合った負担というのがあるだろう。スウェ

（％） 

（年） 
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ーデンでも、充実した「高福祉」の裏には、高負担を抱えた国内の大手企業の支えや、

高所得者の支えがあるのである。全体的にみれば、充実した内容であるといえるだろう

が、やはり、メリット・デメリットはつきものであるのだ。それでも、国民の満足度は

高く、安定しているといえる。日本はいま、政治においても安定した行政がなく、社会

保障でも将来の絶対の保障はないが、スウェーデンのように、その国に合った負担・福

祉を考えていき、国民が満足して生活できるような社会になっていくことが大切である

と私は考える。 
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