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もし人材育成の専門家が育休をとったら
　私は研究者として、普段は民間企業や官公庁と
いった「組織」や、そこで働く「人材」に関する
研究をしています。経営学大学院（いわゆるビジ
ネススクール）で学位を取得したのですが、実務
家向けの経営教育を行っているビジネススクール
には、さまざまな組織の現場における人材教育の
相談が持ち込まれます。そのため、私も研究と教
育の傍らで、2007 年頃から企業の従業員や行政機
関の職員といった実務家を対象にした人材育成を
手掛けるようになりました。主にケースメソッド
教育で経営学を教えているのですが、受講生には
管理職、リーダー層、経営者といった方が多く、
そしてその 99% は男性でした。ご依頼主の人事部

の方に尋ねると「女性社員は昇進や研修への意欲
がないのか、声をかけても断られる」という回答
をいただくことが多く、私もそんなものかと思っ
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図表 1　育休プチMBAの様子

出所： 筆者撮影
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1    文部科学省「学校基本調査」平成 27 年度

ていました。
　その意識が 180 度変わったのは、2014 年に娘を
出産し、育児休業期間を過ごしていたときの出来
事でした。子どもを通じて知り合った一人の法人
営業のママ友達が、私が経営人材育成の講師をやっ
ていると知り、「第 1 子を出産して時間の制約を受
けるようになってから営業成績が急によくなっ
た。仕事が面白くなってきたので、第 2 子の育休
を利用してビジネスを勉強したいと思っているが、
ビジネススクールは子連れで行けないからどうし
たらいいだろうか」という相談を持ちかけてきた
のです。出産後に就業意欲が上がったり、学習意
欲を持ったりという女性の存在は、私にとっては
目から鱗でした。そして半信半疑ながら二人で勉
強会をマンションの一室で開催したところ、想定
していた以上に参加希望者がたくさんいたので
す。現在、この勉強会は株式会社ワークシフト研
究所の監修下で、「育休プチ MBA」の名称で開催
していますが、もうすぐ延べ参加人数が 2,200 人
になる見込みです。出産後の女性の就業意欲や、
学習意欲の高さを実感しています。
　
大勢のワーキングマザーとの接点から
見えてきた課題
　「育休プチ MBA」では、赤ちゃん連れでも安心
の環境で、育休からスムーズに復職するために必
要な思考技術を学びます。子どもを持つことで労
働時間や場所に制約を抱えることとなった人材（制
約人材）が組織で活躍するために必要なマネジメ
ント思考（自分の上司の目線で思考する力）を、
ビジネス・スクール（経営大学院）等の実務家育
成の場で活用されているケースメソッド教育に
よって習得することを目指しています。これまで
の私の管理職研修における経験、人材育成の専門
知識、大勢のワーキングマザーからのヒアリング
に基づいて、カリキュラムや教材を開発していま
す。

　この「育休プチ MBA」を続けていく中で、女
性を対象とした人材育成に関するさまざまな知見
が蓄積していきました。女性の学習意欲を刺激す
るための表現、女性が学んだという実感を持ちや
すい教え方、ラーニングコミュニティの運営方法
等、これまで男性管理職を主なターゲットとして
教育を提供していた立場から見ると、意外に感じ
ることは少なくありません。育休からの復職後の
女性が意欲を落とす現象も、出産が直接的な原因
というより、両立を難しくする職場要因や視座の
影響が大きいということも分かってきました。「育
休プチ MBA」の卒業生から、「残業ができなくて
も育休 “前” より高い評価を受けるようになった」

「上司との関係がよくなり仕事が楽しくなった」「管
理職に昇進した」という声をいただくことも多い
です。こうした事実を目にしたり、女性学習者へ
の理解が進んだりした結果、私は「女性は学習意
欲や就業意欲はあるのだが、企業側が職場環境や
学習機会を整えていないことで引き出されていな
い」のだと考えるようになりました。
　
「子どもかキャリアか」の均等法世代と、
育休制度
　現在、日本の管理職に占める女性の比率は 1 割
程度と、諸外国と比べて著しく低い結果となって
います。一方で大学を卒業して企業に就職する時
点では、女性の割合は 49.1％です 1。入社時点で
は約半数が女性であるにもかかわらず、管理職と
なると女性がこれほどまで少なくなる理由は、1
つは女性が結婚や出産を機に離職するという現象
です。女性の社会進出を支援する制度自体は、こ
れまで整備が進んできています。1986 年に施行さ
れた労働者や求職者を性別によって差別すること
を禁じる男女雇用機会均等法（均等法）は、その
鏑矢です。ただ、この制度は男性と同じ仕事上の
チャンスを女性に与えることにはなりましたが、
それはすなわち男性並みのハードワークを女性に
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求めることを意味しており、その代償として家庭
や子どもを持つことを諦めざるを得なかった女性
が多かったと考えられます。例えば内閣府男女共
同参画局が一部上場企業に 1986 年から 1990 年に
総合職として採用された均等法世代を対象に 2004
年に実施した調査 2 を見ると、回答者の女性のう
ち、未婚者が 41.8%、子どもがいない者は 70.3%
に上っています。「子どもかキャリアか」の選択を
突き付けられたことで、多くの女性が出産を機に
離職する道を選び、いわゆる M 字カーブ問題につ
ながりました。
　しかしその後、育児休業制度（以下育休制度）
が整ったため、現在は第 1 子出産を経て就業を継
続する率は 53.1% となっています 3。また平成 29
年国民生活基礎調査によると、現在 18 歳未満の

子どもがいる世帯の 70.8％では母親が就業してお
り 4、出産を経ても働き続けること自体は当たり
前になりつつあります。
　
入社数年で昇進意欲を失う女性たち
　低い管理職比率のもう 1 つの理由は、離職には
至らないものの昇進意欲を持たず非管理職にとど
まるという現象です。中央大学大学院戦略経営研
究科ワーク・ライフ・バランス＆多様性推進・研
究プロジェクトが実施した入社直後と現在の昇進
意欲を尋ねた調査 5 によると、新入社員の頃に昇
進意欲を持っており現在も持ち続けている人の割
合は、男性が 82％である一方、女性は 56％にと
どまります。つまり女性は、入社数年で昇進意欲
を持つ人が約半分になるのです。

2    内閣府男女共同参画局「男女共同参画白書 平成 16 年版」
3    国立社会保障・人口問題研究所「第 15 回出生動向基本調査」
4    厚生労働省「平成 29 年（2017 年）国民生活基礎調査」
5    中央大学大学院戦略経営研究科 ワーク・ライフ・バランス＆多様性推進・研究プロジェクト「社員のキャリア形成の現状と課題

～社員のキャリア形成の現状と課題に関する調査報告書～」（2016 年）

図表 2　各国の就業者および管理職に占める女性の割合
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図表 3　入社時の昇進意欲と現在の昇進意欲
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　ある研究 6 では、女性の昇進意欲に影響を与え
る職場要因として、「仕事の割り当てが男女平等で
ある」「残業を見直す雰囲気がある」を指摘してい
ます。新卒入社後の数年間は社会人としての基礎
力を培う重要な時期であり、挑戦的な業務経験が
成長の機会となります。しかし上司に「女性より
も男性のほうが活躍する」という無意識のバイア
スがある場合、成長につながる経験を男性の部下
に与えようとします。これを統計的差別（過去の
統計から労働者の業績と属性との関係を判断し、
特定の属性を持つ労働者を厚遇しようとする行動）
と呼びますが、その結果、成長する機会を失い、
仕事の面白さややりがいを味わわないままに年数
を重ねた女性が、さらなる責任を引き受けようと
いう意識を持ちにくいのは自然なことだと思いま
す。また、仕事への意欲と育児への意欲は相反す
るものではないのですが、投下できる時間は競合
します。例えば、これまでは残業をいとわず仕事
をしていた女性でも、幼い子どもがいると保育園
のお迎えから食事、寝かしつけといった育児タス
クが 18 ～ 21 時に集中するため残業ができなくな
ります。単に夕方の時間帯は育児タスクに充てる
ために帰るだけで、決して仕事への意欲を失って
いるとは限りません。しかし職場のメンバーが恒
常的な残業をしていたり、時間や場所の柔軟な働
き方を認めてもらえない場合は、たとえ意欲があっ
ても働き続けることは難しく、残業を避けられな
いポジションへの昇進意欲も持てません。
　
問題の解決策①：時間制約のある社員を活かせ
る職場への転換
　この問題を解決するために必要なのは、まずは
働きやすい職場の整備です。育児や介護というケ
ア責任を抱えている従業員は、いくら就労意欲が
高くとも残業がしにくくなります。そうしたとき

に、もし上司や会社が「残業する人を評価する」
という風土であれば、もはやこの会社で自分が評
価される可能性はないだろうと諦めて、自らの就
労意欲を下方修正したり、離職や転職をしたりし
ます。また現時点ではケア責任を抱えていなくと
も、今後自分がこうしたライフイベントを迎えた
ときにこの職場で働き続けられるという展望を持
てないことで意欲が低下します。
　これまで日本の企業組織は、家庭のことは主婦
に任せて 24 時間を会社に捧げることができる人
たちによって成長をしてきました。筒井（2015）
は日本企業の特徴とは、職務内容・勤務地・労働
時間に対する「無限定性」であり、無限定性を受
容することと引き換えに、企業は従業員に高い賃
金と長期雇用を従業員に提供することが慣行であ
ると述べています。その結果、多くの企業では残
業・転勤ができる社員を前提とした職場管理や人
事管理が行われてきました。しかし日本は少子高
齢化が進むことで、これから人材不足がさらに深
刻化していくでしょう。採用現場では、すでに「人
が足りない」「若い人が入ってこない」という実感
があろうかと思いますが、この傾向は今後さらに
強まる一方です。これからの人材不足かつ超高齢
化の時代は、無限定ではない社員も活かせる職場
管理、つまり働き方改革が必須となるのです。
　
問題の解決策②：制約とやりがいを両立させる
管理方法の確立
　女性の昇進意欲は、現在の仕事のやりがいや達
成感と強く関連すると言われています 7。わが国
においては、女性にとって昇進は「皆が経験する
もの」という感覚ではありません。そのため地位
や報酬といった外発的動機付けよりも、やりがい
のような内発的動機付けが昇進意欲を左右するよ
うです。つまり日々の仕事でやりがいを感じてい

6    トーマツ イノベーション × 中原淳　女性活躍推進研究プロジェクト（2017）「女性の働くを科学する：働く男女のキャリア調査」
https://www.ti.tohmatsu.co.jp/target/woman_activity/

7    武石恵美子 2014「女性の仕事意欲を高める企業の取り組み」　佐藤・武石『ワーク・ライフ・バランス支援の課題』東京大学出
版会
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る女性が結果として昇進意欲を持つようになるの
で、そのためには上司が制約とやりがいを両立さ
せるような管理をする必要があります。出産後の
昇進意欲を調査した研究では、意欲が低下してい
ないグループでは、「長期的なキャリアがイメージ
できる」「会社・職場が育児との両立を支援してく
れたことに応えたい」と考えている人が多いのに
対し、意欲が低下したグループでは「仕事と育児
の両立について職場や上司の理解が得られない」

「残業など長時間働くことができないと評価を得ら
れない」と考えている人が多くなっています 8。
　多くの女性は、出産後は長時間労働ができなく
なります。また子どもの病気等による欠勤も増え
ます。そのため配慮やリスク回避という観点から、
責任の軽い業務や欠勤してもインパクトのない業
務を任せるという管理が行われがちですが、こう
した配慮はときに本人の成長実感ややりがいを奪
います。しかし、もし目標達成をお互いにサポー
トする体制が組織内にあれば、制約にかかわらず
責任ある業務を担うことができ、やりがいを追求
することができます。逆に言うと、こうした管理
ができない上司の下では、育児や介護、または自
分の病気等の制約を抱えた時点で低パフォーマー
へ転換することとなり、本人は評価されないため
に意欲を下げ、周囲は業務負荷が大きくなること
で意欲を下げ、という状況を招きやすいともいえ
ます。
　
問題の解決策③：制約の中で成果を出すための
意識変革
　多くの女性は、出産後は長時間労働ができなく
なるため、「出産前と同じ成果を出すことは難し
い。したがって責任の大きい業務は担当できない」
と考えがちです。実は、これも無意識のバイアス
です。例えば、出産後は時短勤務しかできないと
考える人は多いのですが、フルタイムにできない

か？　残業せずに出産前と同じ成果を出せない
か？を考えると、意外とやり方はあるものです。
例えばロジカルに考えれば、子育て中の社員が定
時に帰ることで他の人の負担が明らかに増えたり、
組織の中に不公平感や不満が高まったりすると上
司としても困りますが、先に帰っても業務が滞ら
ないような進め方をするならば構わないでしょう。
　例えば、第 2 子の育休中に「育休プチ MBA」
に参加し、フルタイムで復職したファイザー株式
会社の梨

な し

子本
もと

紫
し ほ

保さん。上司の荒川明雄さんは、
梨子本さんがプロジェクト・マネジャーとして、
メンバーと密にコミュニケーションをとったり、
リスク対策のディスカッションをチームの内外で
積極的に行ったりしている点を高く評価していま
す。「視野が狭いと自分のプロジェクトで起こって
いる問題を解決することに精一杯になってしまう
のですが、視点を高く持っていれば、自分のプロ
ジェクトで起こっている問題は他でも起こる可能
性があるということが分かるようになります。梨
子本さんは他のグループや部門の人が困っている
ときも積極的にサポートしている」（荒川さん談）。
また、梨子本さんは基本的には定時に帰りますが、
必要に応じて業務時間を調整したり、自宅から電
話会議に出たりとフレキシブルな対応をしている
ため、荒川さんも「定時で帰ることができるよう
なプロジェクト」ではなく、「スキルや今後のキャ
リアを考えて適切だと思うプロジェクト」を任せ
ることができているそうです。こうした働き方を
するようになったきっかけは、育休中の学びであっ
たと梨子本さんは語ります。「受け身ではいけない
と気づき、会社全体の視点から自分を見たときに
どういう働き方を期待されているのかを考えるよ
うになったことが大きかったと思います。目の前
の仕事をトラブルなく済ませようと考えるだけで
はなくて、見えている範囲外のことも考えた方が
いいと思えるようになったのは、育休プチ MBA

8    矢島洋子（2014）「女性の能力発揮を可能とするワーク・ライフ・バランス支援のあり方」 佐藤・武石編『ワーク・ライフ・バラ
ンス支援の課題』 東京大学出版会
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勉強会があったからかなと思います」（梨子本さん
談）。
　限られた時間の中で働いていると、目の前の仕
事だけにどうしても意識がいってしまいますが、
梨子本さんのように周辺まで見渡して手を差し伸
べるという行動をすることで、トラブル自体が減
るだけでなく、自分が困ったときにサポートをし
てもらいやすい環境も手に入るのです。
　
無制約の働き方から、制約のある働き方への移
行（育休トランジション）をサポートする
　社会構造的に男性と比べて働き方に制約を受け
やすい女性は、出産育児などのブランクで成長に
必要な経験を逃しやすいこと、周りに育児と昇進
を両立しているロールモデルがいないために低い
目標を設定しがちであること、上司の支援が男性
に偏りがちであること、という状況にあります。
その結果、仮に本人に昇進する意向があっても育
成がなされないケースが多く、研修のような恣意
的な介入が必要であると言えます。
　筆者は 2017 年度から女性の活躍意識の変化を
明らかにする研究プロジェクトを手掛けていま
す。本研究プロジェクトでは、女性の意欲低下は
職場環境に影響を受けた結果であるという仮説の
もとに、女性がより中核的なポジションを担うこ
とを促進していく上で必要な職場要因と支援体制
を明らかにすることを目指しています。そして多
くの女性がキャリアを築いていく上で直面する課
題が、出産に伴うキャリアの一時中断と復職後の
働き方の変化への再適応であるという点に着目し
ました。女性は産育休で数カ月にわたって職場を
離れざるを得ませんが、職場と家庭での役割変化
への適応を同時に行う育児休業および復帰後の 1
年間は、女性の意欲に大きな影響を与えるトラン
ジション期間となります。そして「制約のない働
き方」から「制約のある働き方」への移行に失敗
すると、出産前は高い意欲を持っていた女性も意
欲を失います。

　本研究プロジェクトでは、このトランジション
の支援を目的とした全 4 回のワークショップを育
休中の女性社員に受講していただき、アンケート
調査にご協力いただくことで、意欲や行動にどの
ような変化が起こるかを定量的に調査していま
す。2017 年度は 18 社の企業様にご協力をいただ
き、62 名の参加者と 22 名の非参加者からデータ
を得ました。分析結果から、育休中の社員は総じ
てトランジションに対して大きな不安を抱えてい
るものの、支援プログラムを受講することで復帰
後の働き方に対する不安が軽減している様子がう
かがえます。特に育児環境などの復帰後の活躍に
ネガティブな影響を与える条件を克服する役割を
ワークショップが果たしている可能性が示唆され
ています。つまりこの支援プログラムは、本人の
やる気ではなく、育児環境等の所与の条件で復帰
後のキャリアの展開が決まってしまう状況を回避
する可能性があり、女性本人の意思を尊重する形
で企業が支援できる手段であると考えられます。
本研究プロジェクトでは、2018 年 11 月～ 2019 年
3 月にも支援プログラムを実施する予定です。研
究参加にご関心のある企業様はぜひ筆者までご連
絡ください。
　これからも人材育成に関する調査や実践を通じ
て、経営課題の解決を目指していきたいと思いま
す。

図表 4　2017 年の復職支援プログラムの様子

出所： 筆者撮影
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