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1．企業が注目する「女性活躍推進」の動き
　マッキンゼー・グローバル・インスティテュー
トが行った調査によれば、労働環境における男女
平等を促進するだけで、アジア太平洋諸国のGDP
（国内総生産）は2025年までに全体で年間4.5 兆
ドル（約 500兆円）も拡大するといわれている。
これは日本のGDP（2017年 約 550兆円）に匹敵
する額である。つまりそれだけの生産性が眠って
いることになる。
　日本政府としても「女性が輝く社会」をつくる

ことを最重要課題に掲げており、2016年には「女
性活躍推進法」、2018年 6月に、「女性活躍加速の
ための重点方針2018」を決定している。
具体的な施策としては、
　1．  女性の活躍を支える安全・安心な暮らしの

実現
　2．あらゆる分野における女性の活躍
　3．女性活躍のための基盤整備
である。ご存知のとおり、日本は少子高齢化であ
る。図表1に見るように日本の人口は横ばい状態
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図表 1　日本の人口推移と生産年齢人口の割合

（※1）  出典：平成25年度　総務省「人口推計」（2010年国勢調査においては、人口12,806万人、生
産年齢人口割合63.8％、高齢化率23.0％）

出所：  総務省「国勢調査」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口
（平成24年1月推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口）厚生労働省「人口
動態統計」
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にあり、かつ高齢化率は現在約30％、これが
2060年になると 40％になると推測されている。
これに伴い生産年齢人口（15歳～ 64歳）は減少
の一途をたどり、現在約60％が 2060年には 50％
となるといわれている。人口構成の変化がマイナ
スに作用する状態を人口オーナスという。オーナ
スとは負担、重荷という意味である。逆にプラス
に作用するのはボーナスである。日本はオーナス
の状態といえる。人口オーナスの状態の施策とし
ては、主に
　1．生産性向上
　2．多様性のマネジメント
　3．シニアあるいは女性活躍推進
である。シニアが健康を維持し、これまでの経験
をさらに活かして社会で活躍できるようにするの
と同時に、社会における女性のさらなる活躍に期
待が高まっているのである。
　従って企業においても働き方改革を進め、一人
一人の生産性をどう挙げるかが注目されている。
　現状、日本の女性の就業率は約70％。これは
38カ国の中で 8位である。女性の就業率が80％
を超えていたのはスウェーデンの82.7％をトップ
に、アイスランドやノルウェーなどの北欧各国が
目立つ。オーストリアやスイスも80％を上回っ
た。日本は8位であればいい方なのではないかと
感じると思う。しかしOECDは日本について、就
労に関する男女差の是正が必要と主張しており、
男女の就業率の差はOECD平均が 17ポイントな

のに対して日本は20ポイント。賃金格差も2番
目に大きいという。男性には正規雇用が多い一方、
女性はパートタイムなど非正規雇用が多く雇用条
件の差が大きいのが要因といわれている。就業率
は低いとはいえないものの、仕事をする女性の労
働環境は決していいとは言えない。
　改めて「女性活躍」とはどのように定義されて
いるのかを考えてみたい。女性活躍とは、労働環
境において女性に偏った保護を与えることでもな
く、あるいは男性並みに仕事をすることを求める
ものでもない。
　日本企業で女性活躍が推進されている企業とは
どのような顔ぶれだろうか？　『日経WOMAN』
「日経ウーマノミクス・プロジェクト」が「企業の
女性活用度調査」を行った結果がある。回答企業
は558社。いくつかの観点で「女性が活躍する会
社BEST100」を発表している。
　この調査では、管理職登用度、女性活用専任組
織の有無、研修制度の有無、有給取得率、男女の
育児休暇取得率などの観点からランキングを決め
ているのだ。図表2にあるように2017年の総合
ランキングの上位10位を見てみると保険会社、日
用品メーカー、化粧品など女性に関わりが深い業
種が上位を占めている。女性の感性が重要とされ
ている業種だ。
　ランキング8位の資生堂は2015年に女性活躍
推進の一環として、「子育てを理由とした短時間勤
務中の美容職社員に遅番や土日勤務を求める働き

図表 2　女性が活躍する会社ランキング
順位 企業名 総合スコア

1 第一生命保険 77.2

2 住友生命保険 76.8

3 セブン＆アイ・ホールディングス 76.8

4 花王 76.6

5 パソナグループ 75.8

6 明治安田生命保険 75.8

7 ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ 75.6

8 資生堂 75.6

9 日本生命保険 75.4

10 日立製作所 74.8

出所：  『日経WOMAN』「日経ウーマノミクス・プロジェクト」「企業の女性
活用度調査」2017年版「女性が活躍する会社BEST100」を回答数558社
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方改革」を始めた。これは資生堂ショックと呼ば
れてメディアでも注目を集め、賛否両論の物議を
かもした。これは一見すると子供をもつ女性社員
にとっては厳しい施策にも見える。しかし一方で、
ベビーシッターの費用を補助するなど環境づくり
にも配慮した施策なのだ。つまり時短勤務者にも
フルタイム勤務者と同等の成果を期待するととも
に、それができる環境を整えるというものだ。
　マミートラックという言葉がある。トラックは
陸上のトラックのこと。出産し復職した女性が、
ずっと同じ仕事やキャリアのまま、同じ場所にと
どまることを指す。キャリアアップが望めない状
態になることだ。資生堂の施策はマミートラック
を打開し、復職してきた女性達も同様のチャンレ
ンジやキャリアを積むことを支援しようとするも
のだと言える。
　では、どちらかというと男性が中心であろうと
思われる建設業での取り組みはどうだろうか？
竹中工務店は「多様な人材がプロとして活躍でき
る環境・制度作り」を掲げて、女性活躍推進に取
り組んでいる。アクションとしては推進グループ
の設置、意識向上のための eラーニング・研修・
ジョブローテーションの実施などの全社推進体制
の構築や、勤務地域を限定した管理職制度を導入
といった人事制度の再編に2010年から取り組ん
でいるのだ。その成果もあり女性管理職の割合は
0.78％から 2.76％へ上昇し、建設業として初めて
厚生労働大臣優良賞を受賞している。2.76%とい
うのは小さなステップかもしれないが、建設業の
同社においては着実な一歩と言えるのではないだ
ろうか。
　弊社が近年女性活躍推進を支援させていただく
機会が増えてきたのもこのような国や企業の動き
が背景にあるのだろう。しかし、いくら施策を実
施しても現場が変わらなければ意味がないのだ。
施策と現場をどう繋げるのかが重要であり、かつ
横並びの施策ではなく、自社の女性に期待するこ
と、その期待を実現してもらう働き方、施策はそ
れぞれの企業の状況に合ったものでなければなら

ない。

2．女性活躍を阻むのは「現場」？
　私が数年前から支援させていただいているある
企業では、間接部門の女性約50名にアンケート
をとった。その結果、勤続年数においては男性社
員と差はないものの、グレードでみると約60％が
一番下のグレードにおり、そのうち約30％は勤続
年数 15年以上だった。
　そして今後の活躍に関しては全体の約40％は女
性も活躍できると回答しているが、活躍の範囲は
「キャリアアップせずに現状のまま」が約70%と
なっているのだ。また約60％は「頑張っても仕方
ない」といった諦めムードがあり、実際には活躍
を期待されていないと感じると回答している。具
体的には会議にも参加できず、教育の機会も限ら
れており、現場のちょっとした会話からもそれを
感じることが多いと回答している。この企業はす
でに人事施策は実施している。女性が働きやすい
職場づくりに数年前から取り組んでいるのだ。し
かし現場で聞こえる声から、施策の定着が道半ば
であることが分かる。このアンケート結果は一企
業のものであり、すべての企業が同じ状況と言う
ことはできない。しかし多かれ少なかれ、働く女
性がこれに近い状況にあることが多いのではない
だろうか。
　また別の企業では、上司である管理職層からは
こんな声も聞こえる。「女性は責任を取りたがらな
い」「チャレンジしない」「感情的で注意するとそ
れが顔に出てやりづらい」「どう対応したらいいの
かわからず困惑する」̶会社は色々な施策を打っ
ているが、現場では戸惑いもあるようだ。いくら
素晴らしい人事施策を作っても現場に浸透せず活
用されていないのでは意味がない。選択できる勤
務時間、管理職登用制度、男女の休暇制度を整備
するのはもちろんのこと、やはり現場のマネジメ
ントをどう機能させるのかが重要な鍵となる。
　弊社では、上司が進めるべきマネジメントとして
HEARTマネジメントを提案している。HEARTと

本気で取り組む女性活躍推進とは
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は図表3のように 5つのポイントの頭文字を合わ
せたものである。ベースとなるのは「優劣ではな
く “違い” である」という認識である。相手を尊
重する姿勢だ。私が社会に出た際に当時の男性上
司から「女性なので雑用もやってもらう」と言わ
れたときにはやる気も下がり、「この上司のもとで
は絶対に一生懸命に仕事をすまい」と思った。確
かに当時は新人でありできる仕事の範囲も少な
かったかもしれないが、「女性＝雑用」というので
はなく「若手＝できることからやる、できること
で周りを支援する」と言えないのだろうか。
　女性に対してと限ったことではないが、現場の
上司のちょっとした一言で周囲はパフォーマンス
を下げてしまうことを肝に銘じていただきたい。
上司がすべきことは
　・相手の考えや意見に耳を傾け
　・信頼し
　・頑張れば手が届くストレッチな目標を掲げ
　・達成に向けて支援し
　・成果を認める
ことであり、一人一人がその姿勢をもつこと、そ
して現場での取り組みが求められているのだ。
　現場のマネジメントには、「どのように目標設定
し支援しコミュニケーションをとるのか」が期待
されている。
　弊社がこの「HEARTマネジメント」の実践を

支援した企業の一つに電子部品関係の専門商社が
ある。扱っている商材、営業スタイルのためか社
内の女性比率は約20％。ほとんどが総務、経理な
どの事務職である。管理職比率は2％。上司にあ
たる男性社員からは、「任せた仕事はしっかりやっ
てくれる」「明るい雰囲気づくりに貢献してくれる」
などの意見もある反面、「感情的」「責任を負おう
としない」などのネガティブな意見も出ていた。
弊社はHEARTマネジメントをベースとしたワー
クショップを実施。「もっと生産性を高める仕事の
仕方」を考える上でどのように女性活躍を推進す
べきかについて意見交換をしてもらった。HEART
の各項目での課題を洗い出し、解決策を議論する
中で自分達の思い込みに気づき、双方でアイデア
を出してもらうことを通して、上司側、部下側（女
性）ともに理解を深め、最適なマネジメントスタ
イルを模索している。
　日本のGDPは 2050年には世界第 8位となると
予測されている。単に時間を多く使うだけではな
い一人ひとりが高い生産性をあげられる仕組みと
文化を作っていかなければならない時期に来てい
る。時間はかかるかもしれないが、過去の価値観
や既成概念に縛られず、女性を含めた新しい貢献
の仕方、働き方を模索し実行することが必要なの
だ。

任せてみる
任せてほしい
TT rust me

違いを尊重し
楽しむ

尊重してほしい
RR espect My X

違いを否定し
ないで認める

認めてほしい
AA ccept My X

一歩前へ
勇気づける

ほめてほしい
EE ncourage me

自己開示で
「聴く」

聴いてほしい
HHear me

上司の対応女性の心の叫び

理解してくれない！
分かっているのかな？

無理、自信がない…
私ってだめなのかな？

男性と同じは無理…
私らしさはダメなの？

私だってできるのに…
信頼できないのかな？

特別扱いはお荷物…
私って迷惑なの？

図表 3　  HR インスティテュートによる HEART
マネジメント

出所：HRインスティテュート


