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女性が活躍できる社会づくりの実現に向けて

Point
❶	 	女性の大学進学率の向上に伴い、社会進出が進み、男女雇用機会均等法（1986 年）、育児休業法

（1991 年）、次世代育成支援対策推進法（2003 年）等経て、働く女性の環境整備は進んでいる
ものの、高学歴女性の能力が活かされていない現状が懸念される。

❷	 	出産、育児というライフイベントが働く女性の障害となっていた側面もあるが、それ以前に職場（と
りわけ上司）の理解不足が原因で能力発揮が阻害されている面もある。

❸	 	企業だけでなく社会全体で、男女が共に仕事と家事や育児を分担する新しい社会に向けて価値転換
を図っていかなければ女性が活躍できる社会の実現は困難である。

❹	 	社会全体で「男性は外で働き、女性は家を守る」という従前の社会規範を見直し、男女が共に働き、
子育てを担う新しい時代をつくっていく必要がある。

宮原 淳二（みやはら じゅんじ）
ダイバーシティ＆ワークライフバランス推進部長
（株）資生堂に 21年間勤務。人事労務全般に携わる期間が長く、人事制度企画から採用・研修など幅広く
担当。2011 年から（株）東レ経営研究所勤務。同年 7月から現職。企業や自治体など、ダイバーシティ
推進やワークライフバランスのコンサルティングの経験が豊富。数多くの講演活動を行う。社外活動では、
内閣官房室すべての女性が輝く社会づくり推進室「暮らしの質向上」検討会座長も務めた。文部科学省中
央教育審議会専門委員。国立市男女平等参画委員等多数歴任。

はじめに
女性活躍推進法が 8 月 28 日の衆院本会議で可

決、成立した。くしくもこの日は筆者の 50 回目
の誕生日と重なり、ダイバーシティやワークライ
フバランスといった領域で日頃コンサルティング
している中、「女性活躍支援」についても今後企業
や自治体など、多くの組織が前向きに取り組むよ
うになることを期待している。本法は、従業員
301 人以上の企業に①女性活躍に関する状況把握
と分析②数値目標や取り組み内容を記した行動計
画の策定③ホームページなどでの情報公開を義務
付ける。2016 年 4 月からの 10 年時限立法である
ものの、大企業を中心に取り組みが強化されよ
う。一方で中小企業は努力義務となっている。個
別企業に対する女性管理職の数値目標を法律で定

めることは見送られたものの、採用や管理職の比
率、勤続年数の男女差、労働時間の状況などから
企業が任意に選び、従わない場合は報告を求める
ことができ、虚偽の報告をした場合は罰則規定を
設ける。政府では指導的立場に占める女性管理職
比率を 2020 年までに 30％に高めることを目標と
しているが、今回は、とりわけ高学歴女性につい
て、活躍が困難な理由や今後の対策を述べたい。

1．大学進学率の向上とジェンダーギャップ指数
筆者が大学生であった 1985（昭和 60）年ごろ

は女子学生については、4 年生大学よりも短期大
学が全盛であり、雇用機会均等法が成立したもの
の、企業にとって女性は「結婚したら退職するも
の」という暗黙のルールがあった。とりわけ女性
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が管理職に登用されることや定年まで勤めるとい
う概念が希薄であったように思われる。しかしな
がら、育児休業法（91 年）の施行等、男女平等意
識の高まりとともに、時代は女性の働く環境を整
えていった。それに伴い 4 年生大学への進学率も
年々向上し、1996（平成 8）年には 4 年生大学進
学率と短大進学率が逆転し、最近の数値では、約
半数の女性が 4 年制の大学へ進学することが当然
の時代に変遷してきた。男子学生の 4 年生大学進
学率と遜色ない数字で、これからも社会が豊かに
なるにつれ、向上し続けるであろう。また優秀な
女子学生は採用面でも優位であり、筆者も前職で
は、採用を担当していたが、優秀な順番から採用
すると女性が上位に来ることは周知の事実であり、
こうした優秀な人材を企業は責任を持って育成し
ていかなければならない。

しかしながら、国際的な男女平等指数といわれ
る、「ジェンダーギャップ指数」については、日本
は 2014 年のランキングで世界 104 位 ※ という不
名誉な順位で、教育や健康面では男女共に差はな

いものの、経済面（収入）や指導的立場にある人
の数など、改善の余地は大いにあろう。もともと、
パートやアルバイトなど非正規で働く女性は約半
数おり、主たる収入を得る男性配偶者の補助的役
割として勤務している方が多い。真の男女平等参
画を目指すのであれば、欧米諸外国同様に、経済
的な格差や指導的地位に占める女性の割合を高め
ていく必要があろう。その一環として、2020 年女
性管理職比率 30％が目標として掲げられている。

※    ジェンダーギャップ指数：男性 1 に対して、女性が 1 に近いほどジェンダーギャップが少ない。経済・教育・健康・政治という
四つの指標で構成されている。

（注）	1．		高等学校等：中学校卒業者及び中等教育学校前期課程修了者のうち、高等学校等の本科・別科、高等専門学校に進学し
た者の占める割合。ただし、進学者には、高等学校の通信制課程（本科）への進学者を含まない。

	 2．		大学（学部）、短期大学（本科）：過年度高卒者等を含む。大学学部又は短期大学本科入学者数（過年度高卒者等を含
む。）を3年前の中学卒業者及び中等教育学校前期課程修了者数で除した割合。ただし、入学者には、大学又は短期大学
の通信制への入学者を含まない。

	 3．		大学院：大学学部卒業者のうち、直ちに大学院に進学した者の割合（医学部、歯学部は博士課程への進学者）。ただし、
進学者には、大学院の通信制への進学者を含まない。

出所：文部科学省「学校基本調査」より作成。

図表 1　学校種類別進学率の推移

（注）		本指数は、経済分野、教育分野、政治分野および保健分野のデー
タから作成され、0が完全不平等、1が完全平等を意味している。
出所：世界経済フォーラム「The	Global	Gap	Report	2014」

順位 国名 値
1 アイスランド 0.8731
2 フィンランド 0.8421
3 ノルウェー 0.8417
4 スウェーデン 0.8129
5 フィリピン 0.7832
18 英国 0.7440
23 米国 0.7392
45 フランス 0.7089
71 イタリア 0.6885
104 日本 0.6498

図表 2　日本のジェンダーギャップ指数ランキング
■		HDⅠ（人間開発指数）
は12位／187カ国、GⅡ
（ジェンダー不平等指数
12位／146カ国）なのに
対し、GGⅠ（ジェンダー
ギャップ指数）は世界
135カ国中104位と低い
■		健康面や教育面で十分
な環境がありながら、社
会に出ると政治・経済
面など差が大きい
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2．女性の就労率と出生率の関係
女性管理職比率の目標設定を議論した男女共同

参画社会会議基本問題専門調査会の議事録によれ
ば、2003 年時点の状況に鑑み、「20％でも良いの
ではないか？」という意見も出たようであるが、
結果的に、ナイロビ将来戦略勧告で打ち出された

「30％」という数字を踏襲することになった。
「30％」にこだわった背景の一つに、ハーバード
大学ビジネススクールのロザベス・モス・カンター
教授から端を発したとされる「黄金の 3 割理論」
があったといわれる。これは、「少数派が構成人数
の 30％を超えると組織の意思決定に影響力を持つ
ようになる」という理論である。確かに、10 人中
3 人いれば組織の中ではマイノリティーではなく
なり、意見が尊重されるように感じる数値ではあ
る。

一方で、日本においては少子高齢化が進行して
おり、労働力の減少が懸念されるのであれば、女
性は就労せず家庭にとどまり、育児に専念した方
が得策ではないか、という意見もあるが、OECD
が発表しているデータからは、女性の就業率が高
い国ほど出生率も高いという数字が出ている。多
くの国では、子育てに多額の費用を要することか

ら、女性が経済的に自立していることで、出生率
を向上させる要素になっているともいえる。しか
しながら北欧諸国では、配偶者である夫も家事・
育児参画している現状があり、日本の男性ビジネ
スマンもこの点は改善の余地があろう。

3．高学歴女性が活躍できない国、日本
女性の 4 年生大学の進学率が年々上がっている

ことを紹介したが、日本では 30 代からの労働力
率が一時的に落ち組む M 字カーブが特徴である。
図表 3 は年齢階層別に見た、女性の労働力率の 5
カ国比較である。これを見ると、アメリカやス
ウェーデン、ドイツといった国に比べて、韓国や
日本では 30 歳から 34 歳時点で就業率が低下する
M 字カーブが見られる。ここから、日本の女性た
ちは専業主婦願望が強く 3 歳児神話（子どもは 3
歳まで常時家庭で育てないと、子どものその後の
成長に悪影響を及ぼす）という神話にまだまだと
らわれていると考えられる。数年前には、「女性手
帳」なるものを配布し、女性のライフプランを国
が提示する動きもあったが、女性の人権団体から
の反発もあり、頓挫してしまった。迷走を続けて
いる中、M 字カーブの形成は女性の意識の問題に

（注）	1．「労働力率」・・・15歳以上人口に占める労働人口（就業者＋完全失業者）の割合。
	 2．米国の「15～19歳」は、16～19歳。
	 3．日本は総務省「労働力調査（詳細集計）」（平成22年）、その他の国はILO「LABORSTA」より作成。
	 4．日本は平成22年（2010年）、韓国は平成19年（2007年）、その他の国は平成20年（2008年）時点の数値。

出所：内閣府『男女共同参画白書』平成25年度版
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図表 3　諸外国との M 字カーブ比較
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あるのだ、と解釈されたままになっている。
ところが、最近、これまでの解釈に疑問を投げ

かける調査結果が発表され話題になった。
アメリカのシンクタンク、センター・フォー・

ワークライフポリシー（Center for Work-life 
Policy: 以下 CWLP と略記）が 2011 年にまとめた

「日本における女性の休職・離職と職場復帰―企業
が有能な女性の成功をサポートするためには」と
題する報告書によると、日本の高学歴女性は結婚
や出産以前に、キャリアに行き詰まって退職して
いる。

出所：		「日本における女性の休職・離職と職場復帰―企業が有能な女性
の成功をサポートするためには」センター・フォー・ワークライ
フポリシー、2011年

仕事への不満 行き詰まり感 育児 介護
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図表 4　日米における女性の退職理由

報告書では「女性の活用に無関心な経営者、女
性のためのキャリア開発プログラムを作成するこ
とに熱心でない企業や、硬直的な働き方が改善さ
れないなどによって、女性は企業からの退職を余
儀なくされている」と述べている。女性が職業キャ
リアを成熟させにくいのは、「子育て」だけが原因
ではない。仕事を辞める理由もまた多様である。
特に日本の職業キャリアの成熟は、一般に「企業
内教育」と「経験」によって促されていて、これ
までは長期雇用が期待され、転勤や異動に適応し
やすい男性中心に考えられてきた。

その結果、女性たちは職業人としてのアイデン
ティティーが十分確立しないまま、職業から遠ざ
かり、いったん専業主婦になり、育児が一段落し
た頃に「そこそこ働く」戦略で生きてきた人が少

なくない。さらに専業主婦の就労意欲をそぐ、
「103 万円の壁」「130 万円の壁」ひいては年金に
おける「第 3 号被保険者」のようなさまざまな施
策が女性の働くモチベーションを下げているよう
にも感じる。専業主婦の在り方を否定しているも
のではないが、「女性が活躍する時代」は「女性の
職業生活を成熟させていく」ための方策であると
いえよう。

そもそも日本の企業は（高学歴）女性労働者に
キャリアが形成できるような機会を提供しておら
ず、それが女性労働者の離職につながっているの
ではなかろうか。その意味で、今回の女性活躍推
進法案は、日本企業に女性労働者の働き方の見直
しを迫るものであり、ひいては日本の女性労働政
策の在り方にも再考を促すものになっている。企
業は原点に立ち返って、もう一度女性の活躍支援
案について真剣に考え直す必要に迫られている。

4．		2020年女性管理職比率3割に向けた取
り組みと三つの基盤

安倍首相は、8 月 28・29 日に開催された「すべ
ての女性が輝くための国際会議　通称 WAW ！
FOR　ALL　2015」で以下の発言をされた。「女
性の活躍を議論する時代は終わった。これからは
いかに実行に移すかだ」と。筆者は内閣官房の委
員会に参加していたこともあり、本会議に 2 日間
とも参加したが、ほぼ全ての会議に参加していた
安倍首相の行動からは本気度が伝わってきた。

経済団体も企業における女性の活躍推進を「継
続就労」のみならず、「役員・管理職登用」、つま
り「昇進」という側面でも加速化させる方針を示し、
以下の企業が早々に数値目標を掲げた。

企業名 主な数値目標
トヨタ自動車 女性管理職を2020年までに3倍の300人
日立製作所 2020年までに女性管理職数を2.5倍の1,000人
資生堂 2016年度までに国内の女性リーダー比率30％
積水ハウス 2020年までに女性管理職5％（200人）

清水建設 女性管理職を2019年までに2014年の人数（19人）から
倍増

三井物産 女性管理職67人を2015年に倍増、2020年までに3倍以
上
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会社の規模にかかわらず全ての企業が今、本気
で取り組まなくてはならない喫緊の課題ではある
が、一時的に「ゲタを履かせて」数値を達成させ
ては本末転倒である。常に人材プールに水を張り、
一定数の女性管理職候補を育てる土壌づくりが重
要となる。これらの基盤は「採用」「定着」「登用」
レベルと積み木を積み上げていく努力が不可欠で
ある。十分な施策を施してこなかった企業がいき
なり「登用」だけに着手してしまうと社内は白け
てしまう。2020 年というマイルストーンも重要で
あるが、その基盤づくりに取り組むことが重要で
あろう。

登用レベル
管理職に女性を登用できている状態

定着レベル
管理職に必要な三つの要素※を満たす女性が、

管理職適正年齢まで定着している
採用レベル

管理職に必要な三つの要素※を満たす女性の採用ができている
※三つの要素とは、①正社員②総合職③昇進意欲あり　を指す

5．		「個」を尊重するマネジメントの重要性は女
性活躍から始める

女性が活躍する側面として、「子育て」だけでは
ないと述べたものの、やはり男性と圧倒的に違う
のは、「出産・育児」というライフイベントの存在
だ。時間制約を抱えて働く女性を正当に評価する
ためには、労働時間の長さではなく、労働の質、
つまり時間当たりの生産性を重視するというシス
テムづくりが課題である。その意味では評価する
立場にある上司の意識改革も必須のテーマであり、

「残業もいとわず長時間働く人＝やる気がある人」
という思い込みから脱却すべきであろう。今後生
産年齢人口が減少していく日本にとって、男女問
わず、少人数でパフォーマンスを上げ続けること、
すなわち、社員一人ひとりの質を向上させること
が上司の仕事であり、「質」を問うという発想の転
換が重要である。

ダイバーシティ・マネジメントの観点から、今
後は女性のみならず、高齢者や障がい者などさま
ざまな「時間制約」のある社員をマネジメントし
ていかねばならない。「いろんなタイプの社員がい
る」「常に環境は変化している」ことを念頭に置き、
部下一人ひとりを「個別に」マネジメントする能
力が求められる。「個」を尊重したマネジメントは、
部下をひとくくりにしてマネジメントするよりも
はるかに難易度が高く、困難が伴う。上司自身も
研修や学習などの機会を通じて、コミュニケー
ションスキルや部下育成スキルを一層レベルアッ
プしていく必要があろう。その第一歩が女性活躍
支援の入り口である。

日本女子大学・現代女性キャリア研究所の大沢
真知子教授の分析によると、47％の高学歴女性が

「小さな子どもを持つ母親がキャリアを求めること
は社会的に認められていない」と回答している。
企業だけでなく、社会全体で、男女が共に仕事と
家事や育児を分担する新しい社会に向けて価値転
換を図っていかねば女性が活躍できる社会を形成
するのは難しい。社会全体で、従前の社会規範を
見直し、男女が共に働き子育てを担う新しい時代
をつくっていく必要がある。
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