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ノルウェー人の独立心概念の表れ方
―グローバル人材への示唆を得るために―

鈴　　木　　京　　子

１．研究の背景

　日本でグローバル人材の必要性が指摘されるようになってからかなりの時間が経過しているが１、

現在に至るまで具体的にどのような人間がグローバル人材としてふさわしいと考えられているかは

あまり明確ではない。文部科学省関連の委員会のグローバル人材に関する考え方では「日本人とし

ての素養、外国語で論理的にコミュニケーションをとれる能力、異文化を理解する寛容な精神、新

しい価値を生み出せる創造力」（『国際交流政策懇談会　最終報告書』（平成 23年 3月））とされる。

また産学連携によるグローバル人材育成推進会議が平成 23年 4月に提出した報告書『産学間によ

るグローバル人材の育成のための戦略』では、グローバル人材とは「世界的な共生が進む現代社会

において、日本人としてのアイデンティティを持ちながら、広い視野に立って培われる教養と専門

性、異なる言語、文化、価値を乗り越えて関係を構築するためのコミュニケーション能力と協調性、

新しい価値を創造する能力、次世代までも視野に入れた社会貢献の意識などを持った人間」として

いる。さらに文部科学省（2012）による「グローバル人材」の定義では、要素Ⅰ：語学力・コミュ

ニケーション能力、要素Ⅱ：主体性・積極性、チャレンジ精神、協調性・柔軟性、責任感・使命感、

要素Ⅲ：異文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティ（このほか、幅広い教養と深い専

門性、課題発見・解決能力、チームワークと（異質な者の集団をまとめる）リーダーシップ、公共

性・倫理観、メディア・リテラシー等）とされている。

　このようなグローバル人材育成の要請を受けて文部科学省は、スーパーグローバル大学創生支援

事業として平成 26年に全国で 37校のスーパーグローバル大学を選出し、国際競争力に貢献する

グローバル化を牽引するための人材育成に乗り出した。これはグローバル人材は大学で育成するも

のという考えの表れだと考えられる。

　一方でグローバルな社会に対応して学校教育の中でもたとえば小学校で英語教育が取り入れられ

るようになり、英語でのコミュニケーションを取ったり外国人とのふれあいを通して異文化を理解

していくことが推奨されるようになってきた。このこと自体は積極的なコミュニケーション能力育

成として評価されるべきものであろうが、このような動きでグローバル能力育成が英語能力育成と
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同一視されて、矮小化されるという結果に繋がることもある（小田、2016）ので注意を要するだろう。

また日本の学校教育が抱える問題として、日本の学校に通う生徒の自己肯定感が他国よりもとても

低いということが繰り返し報告されている（大杉、2015：57；国立青少年教育振興機構、2015；同、

2017）。低い自己肯定感を持ちながらも、他者とのコミュニケーションを円滑に取り、協調し新し

い価値を作っていくことをこれまでよりもいっそう要求されるとしたら、生徒にとっては辛い事態

を招くことにもなりかねず、政府が望むようなグローバル能力を備えた人を学校の中で育成するこ

とにも注意を要する。

　実際近年では上記のようなアイデンティティ、コミュニケーション能力、価値を創造する能力な

どを備えた人材はどこにいるのかという疑問が呈され始めた（例えば榎本、2016）。また「グロー

バル人材」言説には、「若者の内向き志向」とほとんどいつもセットで語られてきたという特徴が

あるという指摘もある（加藤・久木元、2016）。加藤・久木元はさらに、「グローバル人材」言説は、

企業中心主義と階層主義、すなわち「大手」「企業」の視点からのものであるとして、企業が求め

る「グローバル人材」とは「〈日本＝企業〉を優先」と「外向き」が交差するところにいる人であり、

この 2つの要素を兼ね備えることは多くの若者にとって難しく、政府や企業が考えているような

「グローバル人材」候補者は、いわば「品薄」状態であるという（p.193）。一般的に多国籍企業に 

関わる人材がグローバル化の中心的存在で考えられている（例えば榎本、2016；駒井編、2015）が、

このようないわば「エリートグローバル人材」だけが「グローバル人材」と呼ばれるべきであるか

という疑問が出されるようになった（上久保、2017）。

　さらに上記に述べた「日本人としての素養、外国語で論理的にコミュニケーションをとれる能力、

異文化を理解する寛容な精神、新しい価値を生み出せる想像力」を持った人材が、政府や企業の考

える「エリートグローバル人材」だけではなく、実は様々な形で実現されつつあるという研究が近

年出されるようになってきた（例えば久保田・鈴木、2016；由井、2015；加藤・久木元、2016；川嶋、

2015）。つまり今までエリート層に特化されていると考えられてきたグローバル人材はいわば政府

主導のトップダウンの考え方であるが、実際には自らの意志で海外に行って就業体験をしたり、現

地採用者として海外で業務をこなしたり、日本国内で海外から来た人々との交流の中で共生を目指

したりするボトムアップのグローバル人材の存在も無視できないほどになってきたという考え方が

出されてきたのである。これはグローバル化が今や階層を問わず起こりうることを意味することで

あると考えられる。そうであるならば、誰もがグローバル化した社会に備えておくべきであり、ど

のような備えが必要であるかを問う段階に我々は達したのではないだろうか。そして学校や社会は

外国語能力育成以外にも、将来「グローバル人材」となる若者たちに何を準備したらいいのかを問

わなくてはならない。
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２．研究課題と目的

　村山（2014）は、「東大脳」（効率のいい暗記能力と高速の処理能力）は大事なことなのだが、

現代は、それだけでは不十分で、解答のない世界で新しいことを生み出す人、やっていくことが

できる人を育てるにはどうしたらいいのかということが問題になってきていると指摘する（p.23）。

さらに他国と比べると日本人の生徒の自己肯定感が非常に低いと言う（p.24）。そこで村山は自己

肯定感を高めるための重要なツールは相手を理解し、できるだけ共感的な態度を保つようにするこ

とができることが自己成長力につながると言う（p.26-27）。すなわち高い自己肯定感を持ち自分の

力を信頼して自分で新しいことを考えていくことができる自立した人間がこれからのグローバル化

した世界に対処できる人材であると言っていると考えられる。

　また加藤・久木元（2016）は「グローバル人材」として政府が育成したいと考えている経済的

な国際競争力の増進を期待される人々と、自ら「自分探し」のために海外に出かけていって個人的

成長を遂げた人々との間のギャップを観察したことから、「グローバル市民」という概念を提案す

る（p.262）。彼らは「グローバル市民」を「あたかも国家に帰属するかのように「地球または人類

全体」に帰属し、「個人」として、「地球または人類全体」から何かの恩恵を受ける「権利」を持つ

と同時に、「義務」をも担っている自覚がある者」と定義し、個人の自律性と主体性を前提とする

概念であると言う（p.265）。

　もしこれからのグローバル化した社会で異なる人々との共生ができる若者を育てることを考える

としたら、誰をモデルとしてそのような若者たちが備えるべき能力や意識を学べばいいのかを問う

ことが本研究の研究課題である。

　そこでこのような人々がどこにいるかを考えると、北欧の人々が参考になる。北欧の人々は自己肯 

定感が高く（大塚等、2013）、独立心２が旺盛である（岡澤編著、2015）と言われているからである。

そこで本研究では、その中でも特に独立心が強いと言われる（Bourrelle、2016）ノルウェーの人々

を対象に、彼らの独立観がどのようなものであるのか、どのように形成されるのかを明らかにする

ことを目的とする。そして最終的には得られた結果から、日本の教育の中で日本人の生徒や学生を

グローバル市民として育成するために適切な能力をどのように育てられるかを考えていきたい。そ

の際にモデルの通りに模倣することを提案するのでは決してないことを明記しておく。日本には日

本固有の文化習慣があり、それを尊重しながら今後の日本人の中に育成できることを考えたい。

３．研究方法

　2017年 3月にオスロ市で一般市民に本研究の予備調査として男性 1名女性 3名（調査時の平均

年齢 63.5歳）に半構造化インタビューを行った。うち 2名は退職者、1名は小学校の校長、1名は

美術館勤務であった。筆者はノルウェー語を話さないので、インタビューで使用した言語は英語で
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あった。インタビューではノルウェー社会において独立精神とはどのようなものであると考えるか、

どのようなときに独立しなくてはならないと考えるか、どのような時に自分は独立していると感じ

るかについて調査項目として尋ね、自由に意見を語ってもらった。必要であれば途中で関連する質

問をした。インタビューの平均所要時間は約 1時間で、インタビューは許可を得て録音し、逐語録

を作成した。倫理的配慮としてデータは研究目的以外に使用しないこと、結果発表時は仮名を使用

し、本人を特定できないように配慮することを説明した後にインタビューを行った。

　分析方法には修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（M-GTA）（木下、1999；同、2003； 

同、2007；同、2009）を採用し、重要な概念を立ち上げた後、概念ごとのグループをまとめてカ

テゴリーを作成し、コア・カテゴリーを立ち上げた。概念を立ち上げる際には、対立概念を意識し

て探すように心がけた。

４．結果

　修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチではまず結果図を示してからストーリーラインで

その流れを説明する。M-GTAの手法に倣って 4名のインタビューの結果図を以下のように図１で

示す。図の中の山カッコ〈　 〉は概念を、角カッコ［　 ］はカテゴリーを、二重山カッコ《　 》

はコア・カテゴリーを表す。

図１　ノルウェー人の独立心概念の結果図
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５．ストーリーライン

　インタビューから、ノルウェー人に見られる［独立心］は〈依存〉に対立する概念として意識さ

れ、〈歴史の影響〉、〈家庭の影響〉、〈社会の影響〉、〈学校教育の影響〉という 4つの影響要素を受

けて形成されていた。それぞれの要素の中で〈家庭の影響〉は〈子育ての目的〉に影響を受けてい

た。また〈学校教育の影響〉は〈学校教育の目的〉に影響されていたが、〈子育ての目的〉と〈学

校教育の目的〉は〈社会の影響〉とともに〈時代の趨勢〉による影響を受けていた。また［独立心］

は〈経済的な自立〉、〈精神的な自立〉、〈物理的な自立〉、〈身辺の自立〉、〈自己の確立〉という 5つ

の概念から成立していた。

　一方［独立心］は自分だけのことを考えているわけではなく、独立した個人として同等の〈他者

に対する思いやり〉にも及んでいたが、あまりにも独立心が強まると〈過度の独立心〉として自分

だけを考える否定的な側面もあることが語られた。

　［独立心］をなぜ持たなければならないかという理由として〈平等の意識〉が語られたが、それ

に基づいて望ましい〈男性のあり方〉と〈女性のあり方〉があると認識されており、またもう一方

で〈家事の役割分担〉の意識が形成されていた。

　このように考えていくと、［独立心］を持つ必要があるのは、男性と女性の平等のためというこ

とが語られていたので、〈平等の意識〉がコア・カテゴリーであると考え、《平等の意識》として図

１では表記した。

６．考察：ノルウェー人に見られる独立心概念の表れ方

　図１で［独立心］というカテゴリーで表記したものの内容を細かく見ていくことにしよう。ストー

リーラインでも述べたが、［独立心］というカテゴリーは、①〈経済的な自立〉、②〈精神的な自立〉、

③〈物理的な自立〉、④〈身辺の自立〉、⑤〈自己の確立〉という 5つの概念から成り立っていた。

① 〈経済的な自立〉には例えば以下のような言説が含まれている：

But I also think that growing up is always been my belief or it was not another option to think I 

have to provide for myself. I have to get an education, I have to earn my own money, and that’s it. 

I can’t depend on anyone else. And I think that’s fairly common, of course. So, it’s always been a, 

ah, it’s not been an option to stay at home.（A）3

（大人になるというのは自分の中での信念であって、自分で自分を食べさせていかなくてはな

らないということに対する他の選択肢はありませんでした。教育を受け、自分で稼いでいかな

くてはならない、それだけです。他の人に依存するということはできません。それは社会的に

はかなり普通の考え方だと思います。家にいるという選択肢はありませんでした。）

ここでは大人になってから家にいる（おそらく以前で言う「家事見習い」のようなことであろう）
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ことはあり得ず、経済的に自立して自分で稼ぐのが一般的であるということが語られている。この

語り手は女性であるが、以前には女性の場合に教育を受けた後実家で家事見習いをするという選択

肢もあったかもしれないが、今の時代にはほとんどの場合女性でも仕事をして経済的に自立すると

いうことが普通であることを語っている。

② 〈精神的な自立〉は例えば以下のように語られた：

It just means that you don’t need a certain kind of god to lead or tell you what to do in a way. 

You can maybe figure out most of the things yourself. And I think a lot of the Nordic appreciate 

the independence that you have to trust yourself, not have to ask or be told by a god or priest or 

anything what to do, what’s right or what’s wrong. You know it.（B）

（ある意味で何をしたらいいのか導いてもらったり言ってもらったりするような神様はいらな

いという意味だと思います。たいていのことは自分で解答を見つけることができるでしょう。

北欧の人々の多くは何をしたらいいか、何が正しくて何が間違っているのかに関して自分を信

じて神様や神父さんに尋ねたり教えてもらったりする必要はないと考えるような独立心をいい

と思っています。自分で分かるのです。）

ここでは他人に指示をされなくても、何をしたらいいのかを自分で考えて決めることができるとい

う、神様や他の人に依存することのない精神的な自立心が北欧の人々には大事であることが述べら

れている。

③ 〈物理的な自立〉は例えば以下のような発言に見られる：

I think most of the people, some people live at home, not very many, you want to be independent. 

You are on your own and go anywhere and don’t tell your parents oh, yeah, I’m coming home 

maybe twelve o’clock or one o’clock or have your own life. （D）

（実家に住む人もいるけれど、ほとんどの人は自立したいと思っています。自分 1人で住んで

自分の行きたいところに行き、親にどこに行くか言わなくてもいいのです。12時に帰っても

いいし 1時に帰ってもいい。自分の生活を持つのです。）

ここでは大人になってからは親の家に住むのではなく、自分 1人で住むことを選択する人が多いこ

とが語られている。それは何時に帰ってもいいし、自分自身の生活ができるからで、物理的に親と

距離を取るようになることだと考えられる。ノルウェーの場合には、経済的に許せば大学に通い始

める、もしくは仕事をし始めるのと同時に親の家から出て、友人などとアパートをシェアすること

が多いとのことである。

④ 〈身辺の自立〉に関しては以下のような意見があった：

it could be at any time if you are playing or doing some tasks at home, maybe, your mother tells 

you OK, you have to learn this to, because when you grow up, you must manage on your own. So, 

your parents tells you at an early age, I think, in different stages that these things are important 

for you to learn, because you have to manage these when you are grown up. So you have to 
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practice now.（B）

（遊びながらまた家での仕事を手伝いながら、母親が、これを今学習するのよ、どうしてかと

いうと大人になったら自分でやらなくちゃいけないからよ、と言うのです。つまり小さい頃か

らいろいろな成長段階を通じて大人になったらなんとか自分でやらなくてはいけないから今か

ら練習して学習することが大切なのだということを教えられるのです。）

ここでは家庭で小さい頃から大人になったときに自分で身のまわりのことを自分でできるようにな

るためにいろいろなことを教えられることが語られている。この中には料理や洗濯、自分の部屋の

掃除などが含まれていることが別の箇所で語られていた。この語り手Bは男性であるが、男性であっ

ても家庭で親から料理の仕方や洗濯、掃除を教えられていたと言う。時代的にもクリスマスの料理

には羊や豚を半身買ってきて家で料理するため、男子の力が必要であったり、洗濯場が家から離れ

ていたので、洗濯物を男子が運んだりする必要があったので、自然と家事の手伝いをしていたとい

うことがあったそうである。そのような経験を通じて自然に自分のことを自分でやることを学んで

いったということが語られた。

⑤ 〈自己の確立〉には以下のような語りがあった：

I think that when I grew up, it was considered a good thing to have your own opinions about 

things and also to have political views about things.（A）

（成長する過程で、物事に対する自分の意見を持つこと、政治的な見方を持つことがいいこと

だと思われていたと思います。）

It’s important to say what you mean. It’s looked upon as an asset and you saw you have a right 

personality. You are a little weak if you can’t, if you do not tell others what you really mean. 

So, you are encouraged from you are little to say what you feel and what you mean. You are 

encouraged to make up your mind and say what you think. And then you can be corrected, 

from people that know better of course like your parents very often do, but you are encouraged 

to think about it. “What do you think about that?” ”What’s your opinion about that?” It’s really 

encouraging in thinking. So, that’s right. We are often told “What do you mean?” “What do you 

think about this, B?” My father or my mother would say and my brothers. “What do you think?” 

“What do you think we should do?” Then you have to think.（B）

（自分が本当に思っていることを言うことが重要です。それは財産だと考えられて尊重されて

いますし、正しいパーソナリティを持っている人間だと思われます。自分が本当に思っている

ことを他の人に言えなかったら、弱い人だと思われます。だから小さいときから感じたこと、

本当に思ったことを言うことを奨励されます。自分で決断を下して自分の考えていることを言

うことを奨励されます。そうすれば自分よりももっとよく物事を知っている人、例えば親から

訂正されることもできるのです。でも自分で考えることが勧められるのです。「それについて

どう考える？」「それについてあなたの意見はどう？」とか聞かれます。自分で考える過程が
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奨励されるのです。そして、「どういう意味？」とか「自分ではどう考えるの？」とかを父親

とか母親、また兄弟から「どう思う？」「どうすればいいかな？」とか聞かれるので、自分で

考えなくてはならないのです。）

Aは女性であり Bは男性であるが、どちらも小さい頃から自分の意見を持ち、自分の考えている

ことを言葉で表現することを奨励されて育ったと語られている。ここには「気持ちをくみ取る」と

か「忖度する」というような余地はないのではないかと推察される。これらは家庭での親や兄弟関

係の中で育成される態度であるが、学校ではどのような態度が奨励されるのか、小学校の校長をし

ているという Cの語りは以下のようである：

Because I think what we teach them about independency is they need to believe in themselves in 

the way that they themselves can manage, they themselves are responsible, they themselves have 

to work hard, I think that sort of independency we are really concerned about. They themselves 

must solve the problems, they should not always go and find the answers in the book maybe, or 

they should not ask the teacher, they can go to a pair of students or they can go to others to find 

answers. So I think that sort of independency is an important part of school. What we are sought 

after. This is not what we teach. And this is the way we organize the class.（C）

（学校で独立心に関して教えることは自分を信じて自分でできること、自分が責任を取ること、

自分で一生懸命に勉強することということです。そういう独立心に学校では関心を寄せていま

す。自分で問題を解くこと、本には答えは書いていないかもしれないけれど、先生に聞かなく

ても、自分でペアを組んでいる生徒に尋ねたり、他の生徒に答えを聞いたりはできます。そう

いう独立心は学校教育の重要な部分だと思いますし、私たちが追求するものでもあります。直

接教えることはありませんが、そういうことができるようにクラス編成をするのです。）

ここでは学校教育の中でも自分で問題を見つけ、自分で解決することが奨励されていることが語ら

れている。すなわち家庭でも学校でも、自分で考えて解決法を自分で導き出すことがノルウェー社

会では奨励され、そのような過程を経て自分で決断できる自己が確立されるのだと考えられる。

７．まとめ

　以上で見てきたように、今回の調査対象者の語りからは、ノルウェー人の［独立心］は〈経済的

な自立〉、〈精神的な自立〉、〈物理的な自立〉、〈身辺の自立〉、〈自己の確立〉という 5つの概念から

成立していた。このことが意味するのは、独立した個人としてノルウェー社会で望ましいと思われ

ている人は、経済的に自立して自分を食べさせていくことができて、他人から言ってもらわなくて

も自分で考え判断して決断を下し、自分 1人でも生活することができ、自分の身辺の面倒を自分で

見られて、さらに自分の意見を持って思ったことを言葉で他者に伝えることができる人、というこ

とになる。
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　このような人間が形成されるには、歴史的には荒々しい国土に少ない人口という条件があって、

人々が自分のことは自分でやらなくてはならないという状況が長く続いたこと、家庭でも親が小さ

い頃から家庭のしつけとして男女を問わず自分のことは自分でやるようにと言葉で伝え、実際に家

事に参加させること、社会でも大人になったら働いて社会に参加することが一般通念としてあるこ

と、学校教育においても自分で考えて自分で問題解決することを通じて大人になったら自分の個性

に合った仕事に就くことを最終目的として教育されることという要因が影響を与えていることが語

られた。

　なぜ独立した人間になることが必要かというと、平等であることが重要であると考えられている

ことがインタビューから明らかになった。今回の調査では、平等概念については細かい描写を得る

ことができなかったので、将来の調査で明らかにしたいと考えているが、ノルウェーが平等な社会

（egalitarian society）であり、国民の平等の意識が高いことは Maagerø and Simonsen（2008）、澤

野（2004）においても指摘されている。独立した人間であることは平等に扱われることに繫がる、

また逆に平等に扱われるためには独立した人間であることが必要であるということであろう。

　今回の調査では、《平等の意識》が男性と女性のあり方を規定しており、男性は社会で働くだけ

ではなく家族の中でも平等に家事分担をする存在として、女性は家事だけではなく働いて社会に参

加する存在として認識されていた。つまり仕事と家事の分担は男女平等にするのがよいと考えられ

ている。男性も女性も働き、またどちらも家事に参加することがノルウェー社会では当たり前と考

えられるようになりつつあるということであろう。

　さらに重要なことは、独立した人間であることが〈他者に対する思いやり〉と繫がっている点で

ある。自分が独立した 1人の人間として扱われたいのならば、同様に他者も独立した 1人の人間と

して尊重しなくてはならないし、それは結局自分の独立を守るためでもあると考えられていること

が語りにあった。この点は、自分だけが独立した人間となることを目指すのではなく、それと対を

なして他者をも尊重するという態度が形成されなくてはいけないということを意味する。実際その

対局概念として〈過度の独立心〉という概念が浮上しており、行き過ぎた独立心は自分だけのこと

を考えるという昨今の風潮を批判する意見として出されていた。すなわち〈他者に対する思いやり〉

と〈過度の独立心〉は対をなす概念であり、また 1つが動けばもう 1つも動くという現象特性と考

えられる。

８．日本の教育への示唆

　以上のことから日本の教育に示唆を得るとしたら、独立心を持った生徒を育てるためにはいくつ

かの課題があるだろう。

　まずは教育の最終目標を自立した人間を作り上げることと明確に意識することが重要であろう。

国立青少年教育振興機構の調査（2015：13）によれば、日本の高校生の勉強の目的は「将来、希
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望する仕事に就くため」が 6割を超えており、「大学進学のため」が 5割弱となっているという。

これは勉強を学校の勉強に特化して考えていることを表すのではないだろうか。しかしノルウェー

の調査からは、学校の最終目標は社会に出て仕事ができる自立した人間を育てるという極めて明確

なものである。今一度日本の学校の勉強の目的を社会とつなげて明確にする必要があるだろう。

　またグローバル人材育成の課題に対して、英語能力を伸ばすことイコールグローバル人材と考え

られるような論調もしばしば見られる（例えば小田、2016など）。しかし英語能力を身につけるこ

とはグローバル人材になるための 1つの能力に過ぎないことは明らかである。このような勉強やグ

ローバル人材像を矮小化することなく、グローバル化した世界に通用する人材を育成できる日本の

教育について考える必要があるのではないだろうか。ノルウェーの調査からは、独立した 1人の人

間となるためには、仕事に就くことや大学に入るだけではなく生活面でも自立し、問題に対して自

分で考え解決できることのような様々な能力を身につけた大人になることが必要であると考えられ

ていることが明らかになった。そこから学ぶことがあるとすれば、どのような生徒であっても、幼

い頃から日常的に人に頼らず、自分の力で学習し、考えていくことを目指すように指導することが

重要であるということであろう。英語能力の向上もそのうちの 1つであり、自分で考えて発信でき

るような能力を目指す必要があるだろう。

　次に自分の意見を明確に言語で表現できる人間の育成が必要である。さらに自分の意見を形成す

るときに、自分で課題を見つけ、自分で調べ、自分で答えを探して表現していくような教育方法に

よって人材を育成することが期待される。このためには教師が生徒に課題を与えあらかじめ用意さ

れた答えを要求するような教育方法を変革していく必要があるだろう。家庭においても問題解決を

親が子どもにしてあげるのではなく、子どもに考えさせるような教育やしつけが必要であろう。

　また自分の能力を信じて自分で考えていくことができるような、自己肯定感の高い生徒を育て

ていくことが重要である。１．研究の背景でも述べたように、一般的に日本の生徒の自己肯定感

は他国の同年齢の生徒と比較すると低いとされている（例えば大杉、2015；国立青少年振興機構、

2017）。どのように自己肯定感を高くしていけばいいのかに関しては有効な方法が十分に議論され

ているとは言えないが、年少者だからと言って意見を軽んじるような態度は有効とは思えない。む

しろ年齢にかかわらず、誰もが自分の意見を自由に述べられ、肯定的な態度で迎えられるような雰

囲気作りが社会、学校、家庭において必要であろう。

　教育とともに社会も変化していくことを要求されている。近年問題とされている超過勤務による

過労死や自殺などの社会問題も、男性も女性も平等に働くことができ、同一賃金を支払われ、昇進

の道も平等に開かれ、仕事だけではなく家庭生活も平等に享受できるような形態に仕事場が変化し

ていけば、解決に向かうことかもしれない。さらに年齢や経歴が上の人だけが自分の意見を表明で

きるようなあり方も見直されなくてはならないだろう。またヒエラルキーによって生じる権力に対

して自覚のある社会の創成が必要である。この点でも世界で 1番幸福度が高いとされることがた

びたびある北欧の国々の人々の働き方や生活のあり方は大変参考になると考える４（例えばブース、
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2016、p.11；http://www.huffingtonpost.jp/2017/03/21/world-happiness_n_15505470.html（2017 年 5

月 5日参照）。

９．今後の課題

　今回の予備調査は 50代後半から 60代の人々へのインタビューであったために、結果が一般的

な人々の代表的な意見ではない可能性があることは否めない。今後は調査対象者の年齢を幅広く広

げることが第 1の課題である。年齢とともに職業や学歴なども偏りがないように調査対象者の選択

を行っていくことも今後の課題の 1つである。

　また今回の調査では、家庭でどのように子どもは独立した人間として社会化されるのかについて

の詳細を聞くことができなかった。1つには調査対象者の年齢が高かったために、子どもの頃の記

憶が定かではなかったことが考えられる。また調査者である私自身も予備調査であったために、子

どもの頃のことを詳しく尋ねる必要性の認識や準備を十分にしていなかった。今後の調査では、ま

だ記憶が鮮明に残っているかもしれない若年層も研究対象者に含めその点について詳細に尋ねて、

ノルウェー人の社会化について明らかにしていきたいと考えている。

　さらに同様の年齢層や性別の日本人にも同様の調査を行って、社会化過程の違いを比較対照する

ことが 1番大きな課題である。

注
１ 「グローバル」という言葉が最初に『日本経済新聞』に登場したのは 1983年、「グローバル人材」という言
葉が最初にトヨタ自動車の人事制度で使われて新聞報道されたのが 1999年と言われている（榎本、2016、 
p.45；加藤・久木元、2016年、p.177）。

２ 英語の independenceという言葉は独立心とも自立心とも訳すことができる（ジーニアス英和大辞典）。「独立」
とは「それだけの力で立っていること、単独で存在すること。他に束縛または支配されないこと」、「自立」とは、
「他の援助や支配を受けず自分の力で身を立てること」と定義されており（広辞苑）、非常に近い意味を持つ
と考えられる。ここでは岡澤憲芙編著（2015）にならって「独立心」という言葉を用いる。

３ 調査対象者は英語のネイティブスピーカーではないので、逐語録の英語は必ずしも文法的ではない場合があ
るが、意味をくみ取って筆者が日本語にした。

４ ブースによれば 2012年度にはデンマークが、また上記の URLによれば 2017年度にはノルウェーが世界幸
福度ランキングで 1位となっており、北欧の国々は毎回ランキング上位を占める。
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