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女性の職務格差
̶女性活躍を阻む要因とは̶

聖心女子大学 教授 キャリアセンター長
大槻 奈巳（おおつき なみ）
2001年上智大学大学院文学研究科社会学専攻博士課程修了。社会学博士（2001年上智大
学）。2003年～ 2005年国立女性教育会館研究員、2005年聖心女子大学准教授、2013年
聖心女子大学教授、現在に至る。主な著書に2015年『職務格差～女性の活躍推進を阻む
要因はなにか』勁草書房。日本労働社会学会 幹事。専門分野は労働とジェンダー。

1．  職場や仕事に女性が活躍できない要因を求
める

　女性がなぜ仕事を辞めるのか、なぜ管理職になっ
ていないのか、その要因を女性が育児や家事を担
うことに求めるのが、家族重視モデル、職場のあ
り方にその要因を求めるのが職場重視モデルであ
る。政府は育児休業の充実や保育園の拡充を行っ
ているが（もちろん家族責任から考えて施策を行

うことは重要である）、女性が「活躍」できない要
因、仕事を辞める要因を、仕事や職場のあり方自
体から考えることも必要である。
　本稿では、「女性の活躍推進」をどう進めていけ
ば良いのか、「女性の活躍推進」を妨げている要因
が職場や仕事それ自体の中にあるのではないかと
考え、職場や仕事に焦点を当てて考えてみたい。

Point
❶  女性がなぜ仕事を辞めるのか、なぜ管理職になっていないのか、その要因を女性が育児や家事を担
うことに求めるのが家族重視モデル、職場のあり方にその要因を求めるのが職場重視モデルである。
女性が「活躍」できない要因を職場重視モデルから、つまり、仕事や職場のあり方自体からもっと
考えることが必要である。

❷  「女性の特性を活かす」は要注意である。多くの職場では男性が過半数を占め、男性が標準になっ
ている。この状況で「女性の特性を活かした」仕事として女性に割り当てられる仕事は中核的な仕
事ではなく、仕事から得られる知識やスキルは相対的に少ない状況が起きる。

❸  職場で今まで前提としてきたこと～「男性でないとなじまない」「営業は10年やって一人前」「女
性は狭く深く行う職務が向いている」という前提を問い直す必要がある。

❹  管理職志向の女性が少ない理由を女性自身に求めるのではなく、職場や仕事の状況が女性の管理職
志向を育むものになっているのか、女性が仕事を続けていきたいと思うものであるかを、今一度考
える必要がある。人々の管理職志向は置かれている状況に影響されるものであり、「女性が管理職
になりたがらないから仕方ない」というのは、女性をきちんと育成していないことを認識していな
い表れである。組織の責任として、だれもが「将来」を踏まえた管理職志向を持てるようにする必
要があろう。
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2．「女性の特性を活かす」の問題点
　女性活用といってよく取り上げられるのが、「女
性の特性を活かす」である。女性を「うまく」活
用した例として女性が「女性の特性を活かして」
考えた商品やサービスが取り上げられている。こ
れは1986年に男女雇用機会均等法が施行された
時にも多く生まれ、結局は消えた事例と同じであ
る。
　筆者は、1986年に男女雇用機会均等法が施行さ
れた後の男性と女性の総合職のシステムエンジニ
ア（以下SE）の仕事の割り当てについて、A社を
対象として調査した。1996年に実施した古い調査
ではあるが、男性SEはユーザーのシステム構築
の職務に就いていたが、女性SEは①データ変換
の職務、②サポート職務、③拡販デモの職務、
④小さいマシンを使う職務などに就いていた。こ
の割り当ては職務のイメージと「女性の特性」の
イメージが結びついた結果であった。データ変換
は「地味でコツコツ行う」職務と考えられ、「地味
でコツコツ」が女性の特性と結びつき、「サポート」
の職務は、社会の中で男性が主で、それを女性が
支えるという女性の特性と結びついている。拡販
デモの職務は女性が行ったほうが「場が和む」と
考えられていた。この結果、女性はSEとしての
主流の知識・技能が身に付かなかった。
　「女性の特性」を活かしてといって仕事が割り当
てられるとき、それは中核的な仕事ではない。多
くの職場では男性が過半数を占め、男性が標準に
なっている。そこに女性が入っていく中で、「女性
の特性を活かした」仕事となると、それは中核的
な仕事ではなくなる。中核的な仕事は今まで「男
性がその特性を活かして行ってきた」のである。
ここに「女性の特性を活かして」の問題点がある。
中核的な仕事は男性へ、そうでない仕事は女性に
割り当てられ、その時の理由として「女性の特性」
が用いられる。そして、女性には中核的な仕事か
ら得られる知識やスキルが身に付かない状況が生
じるのである。
　

3．前提を問い直す必要性
　政府が女性活躍を進める中、企業にも「女性の
活用」を考えようとする動きは出てきているが、
女性の活躍を阻む壁がある。2015年に筆者が行っ
た企業調査の事例を紹介したい。
　ゼネコン大手のB社では、2000年代初めから
「女性社員の活用」に取り組み、2003年から女性
の仕事を補助的な仕事から工事管理の業務に変え、
2007年頃からその数は一気に増えたという。しか
し、女性の働いている職務には偏りがあり、設計
や技術研究所、人事や広報で女性は働いているが、
工事現場の現場監督やマネージャー、営業職は女
性が少ない。その理由は、現場監督やマネージャー
は、男性が大半を占める施工業者たちを管理する
のが仕事であり、男性が「なじむ」状況があると
いう。営業職は工事を知り、客への提案ができる
必要があり、10年やって一人前と考えられており、
女性が担当するのは難しいという。男性が「なじむ」
「営業は10年やって一人前」が疑問視されず、女
性がその仕事に就けない状況があった。
　C銀行では、女性がほとんどを占める特定総合
職、一般職の育成と職域拡大に取り組んでいる。
特定総合職はエリアと担当分野は特定だが、それ
以外は総合職と同じであり、将来はマネジメント
を担当してほしいと考えている。特定総合職へは
個人営業と外為の仕事が割り当てられ「女性は特
定の分野で狭く深く行う業務が向いている」とい
う理由付けがなされていた。マルチタスクでまわ
す職務は男性、特定の分野で狭く深く行う職務は
女性が担当するのが向いているとのことだった。
　このように今でも、「男性向けの仕事」「女性向
けの仕事」が生まれている。そして、女性向けの
仕事は中核的でない仕事、知識・技能が相対的に
身に付かない仕事になっている。「男性でないとな
じまない」「営業は10年やって一人前」「女性は
狭く深く行う職務が向いている」という前提を問
い直す必要がある。
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4．新入社員の管理職志向
　2015年度に入社した新入社員の管理職志向につ
いて検討したい。現在、筆者らは2015年から 5
年間連続で同じ対象者に調査を行うパネル調査 1

を実施中であるが、本稿では、入社1年目（2015
年実施）、2年目（2016年実施）、3年目（2017年
実施）の総合職だけを分析した調査結果を紹介す
る。

（1）管理職志向と管理職を目指さない理由
　管理職志向を見ると、入社1年目では、男性の
約94％、女性の約 67％の者が「管理職を目指し
たい」と考え、入社2年目では男性の約88％、女
性の約 51％の者、3年目では男性の約84％、女性
の約 44％の者が管理職志向であった。男性の方が
女性より管理職志向が高く、男女ともに管理職志
向は年々下がり、女性の下落は、男性よりも大きい。

　管理職を目指したいと思わない理由を聞いた所、
女性は、「仕事と家庭の両立が困難になるから」（1
年目、2年目、3年目）が、男性は「仕事の量が
増えるから」（1年目、3年目）、「責任が重くなる
から」（2年目）が最も多く、男性と女性の回答は
異なる傾向がある。これらの結果を、さらに、職
場の要因から考えてみたい。

（2）働く状況と意識
　新入社員たちの働く状況と意識を紹介したい。
分析の対象は全員が総合職であるが、「男女どちら
が担当することが多い仕事か」と聞いた所、入社
2年目の女性の約17％、3年目の女性では約13％
が「主に、女性が担当する仕事に就いている」と
回答している（P.38 図表 2）。
　求められる能力として、リーダーシップを求め
られていないとの回答の割合は2年目の女性で約

図表 1　管理職志向の有無と管理職を目指したくない理由
1 年目 2年目 3年目

男性 女性 合計 χ2 男性 女性 合計 χ2 男性 女性 合計 χ2

管理職志向あり 94.4% 66.8% 83.9% 87.6% 50.8% 73.6% 84.4% 44.2% 69.1%

管理職志向なし 5.6% 33.2% 16.1% *** 12.4% 49.2% 26.4% *** 15.6% 55.8% 30.9% ***

合計（n） （321） （196） （517） （322） （197） （519） （321） （197） （518）

目指したくない理由（管理職指向なしのみ）

第 1回 第 2回 第 3回

男性 女性 合計 χ21) 男性 女性 合計 χ21) 男性 女性 合計 χ21)
自分には能力がないから 22.2% 46.2% 41.0% 32.5% 49.5% 44.5% 42.0% 44.5% 43.8%

仕事の量が増えるから 44.4% 18.5% 24.1% * 55.0% 28.9% 36.5% ** 46.0% 35.5% 38.8%

責任が重くなるから 33.3% 26.2% 27.7% 60.0% 35.1% 42.3% ** 36.0% 55.5% 49.4% *

仕事と家庭の両立が困難になるから 44.4% 70.8% 65.1% * 50.0% 69.1% 63.5% * 46.0% 70.0% 62.5% **

周りに同性の管理職がいないから － 13.8% 10.8% － 13.4% 9.5% * 2.0% 20.9% 15.0% **

もともと長く勤める気がしないから 22.2% 15.4% 16.9% 15.0% 17.5% 16.8% 18.0% 20.9% 20.0%

その他 22.2% 3.1% 7.2% * 7.5% 5.2% 5.8% 20.0% 2.7% 8.1% ***

合計 （18） （65） （83） （40） （97） （137） （50） （110） （160）
（注 1）  期待値が 5未満のセルがある場合は「フィッシャーの直接法」による検定

第 1～ 3回すべての回答者で総合職のみ分析
（+ P<.10、* P<.05、** P<.01、*** P<.001）

出所：  大槻奈巳 2019 年「女性管理職の声から考えるー管理職志向の変化と職場重視モデル」
大沢真知子編著『なぜ女性管理職は少ないのかー女性の昇進を妨げる要因を考える』青弓社

1    「男女の初期キャリア形成と活躍推進に関する調査」：国立女性教育会館が実施している新入社員への意識調査であり、筆者もプ
ロジェクトメンバーである。5年間連続で同じ人に調査を行うパネル調査である。本稿で用いているのは、入社 1年目（2015 年）、
2年目（2016 年）、3年目（2017 年）の調査結果である。調査対象は、調査協力企業 17社の 2015 年に入社した新規学卒者（大学・
院卒）2,137 人（女性 836 人、男性 1,301 人）、調査方法は、WEBアンケート調査、有効回収数：1,258 票（回収率　58.9％）。
本稿では総合職で、3回の調査すべてに回答した者を分析した。

女性の職務格差
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36％、男性で 22％、3年目の女性で約24％、男性
で約 20％であった。
　将来のキャリアにつながる仕事をしているとの
回答は、入社1年目は男女ともに9割程度であっ
たが、3年目には男性で約75％、女性で約 70％に
減っている。
　仕事の満足度は、「満足」との回答が男女ともに
1年目で 8割程度であったが、3年目では男女と
もに6割弱と下がっている。本調査は企業の人事
を通して行った調査であるが、その状況下で約
4割が仕事に不満と回答しているのは、割と高め
と考えられるのではないだろうか。
　
（3）  管理職志向に影響を与える要因～管理職志

向は「置かれている状況」に影響される
　次に、複数の要因 2から、管理職志向に最も影

響を与える要因を検討した。男性は、入社2年目
は、仕事満足度が高い場合に、3年目は将来につ
ながる仕事をしていると思っている場合、家族を
養うのは男性の役割と考えている場合に、管理職
を目指したいと考えていた。
　女性は、入社2年目は将来のキャリアにつなが
る仕事をしていると思っている場合に、3年目は、
仕事の満足度が高い、仕事の専門能力を高めたい
と思っている場合に管理職志向があった。
　一方で、女性の2年目、3年目では主に女性が
担当する仕事をしていることは管理職志向にマイ
ナスの影響を与えていた。
　入社3年目の女性の管理職志向に与える要因
は、「現在」の職場や仕事のあり方、「現在できる
こと」である（仕事満足度、専門能力を高めたい）。
一方、入社3年目の男性の管理職志向に影響を与

図表 2　働く状況と意識
1 年目 2年目 3年目

男性 女性 合計 χ2 男性 女性 合計 χ2 男性 女性 合計 χ2

男女どちらが担
当する仕事か

主に、男性が担当する仕事

第 1回なし

43.8% 38.9% 41.9% 41.0% 37.9% 39.8%

男女どちらともいえない 51.9% 43.9% 48.8% 56.2% 49.0% 53.5%

主に、女性が担当する仕事 4.3% 17.2% 9.2% *** 2.8% 13.1% 6.7% ***

合計 (n) （322） （198） （520） （322） （198） （520）

将来のキャリア
につながる仕事
をしている

あてはまる・計 88.5% 88.4% 88.5% 77.6% 75.8% 76.9% 74.5% 69.2% 72.5%

あてはまらない・計 11.5% 11.6% 11.5% 22.4% 24.2% 23.1% 25.5% 30.8% 27.5%

合計 (n) （322） （198） （520) （322） （198） （520） （322） （198） （520）

満足度：仕事

満足・計 77.6% 80.8% 78.8% 64.3% 62.6% 63.7% 59.6% 58.6% 59.2%

不満・計 22.4% 19.2% 21.2% 35.7% 37.4% 36.3% 40.4% 41.4% 40.8%

合計 (n) （322） （198） （520） （322） （198） （520） （322） （198） （520）

求められる能力
リーダーシップ

求められる・計

第 1回なし

78.3% 64.1% 72.9% 81.1% 75.8% 79.0%

求められない・計 21.7% 35.9% 27.1% *** 18.9% 24.2% 21.0%

合計 (n) （322） （198） （520） （322） （198） （520）

仕事の専門能力
を高めたい

思う・計 90.1% 90.9% 90.4% 90.1% 81.8% 86.9% 87.3% 78.3% 83.8%

思わない・計 9.9% 9.1% 9.6% 9.9% 18.2% 13.1% ** 12.7% 21.7% 16.2% **

合計 (n) （322） （198） （520） （322） （198） （520） （322） （198） （520）

家族を経済的に
養うのは男性の
役割だ

思う・計 54.7% 29.8% 45.2% 48.1% 31.3% 41.7% 44.1% 29.3% 38.5%

思わない・計 45.3% 70.2% 54.8% *** 51.9% 68.7% 58.3% *** 55.9% 70.7% 61.5% ***

合計 (n) （322） （198） （520） （322） （198） （520） （322） （198） （520）

（注）  ＊第 1～ 3回すべての回答者で総合職のみ分析
（+ P<.10、* P<.05、** P<.01、*** P<.001）

出所：  大槻奈巳 2019 年「女性管理職の声から考えるー管理職志向の変化と職場重視モデル」
大沢真知子編著『なぜ女性管理職は少ないのかー女性の昇進を妨げる要因を考える』青弓社

2    複数の要因は「男女どちらが担当する仕事か」「将来のキャリアにつながる仕事をしているか」「仕事満足度」「リーダーシップ
を求められているか」「仕事の専門能力を高めたいか」「家族を養うのは男性の役割と考えるか」である。
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えている要因は、将来のキャリアにつながる仕事
をしている、家族を経済的に養うのは男性の役割
だという意識であり、「将来を見据えた」仕事のあ
り方が影響しているともいえる。
　分析をより進める必要があるが、男性は社内で
人材育成の大きな流れに乗ればよい構造があるが、
女性は将来まで考えることができず、現在の結果
を出す、今できることをやるという傾向の表れで
あるなら、女性も「将来」を踏まえた管理職志向
を持てるよう、職場の管理職は女性を育てていく
必要があるだろう。

5．  新入社員が持つ前提と女性管理職からの
メッセージ

　筆者は女性管理職へのインタビュー調査も行っ
ているが、女性管理職の話から、新入社員たちの
持つ前提について考えてみたい。先に紹介した新
入社員への調査で女性が管理職を目指したいと思
わない理由の1番が「仕事と家庭の両立が困難に
なるから」であるが、女性管理職たちは、管理職
になって自分の裁量が増え、タイムマネジメント
も自分でよりできるようになったと述べている。
　男性は管理職を目指したいと思わない理由とし
て「仕事の量が増えるから」「責任が重くなるから」
をあげているが、これらの理由も自分の仕事やタ
イムマネジメントの能力を高め、管理職としてチー
ム、職場作りをしていけば、より働きやすく、や
りがいも増すのではないだろうか。
　新入社員たちも前提や思い込みを持たないこと
が重要であろうし、また、管理職になることがど
のような働き方をもたらすか、社内でそのプラス
の面～給与、裁量、権限が増え、管理職自身も働
きやすくなり、やりがいも増す～をより示してい
くことも重要であろう。
　新入社員の女性が管理職を目指したいと思わな
い理由の上位に、「自分には能力がないから」が位
置している。ある女性管理職の一人は、男性は入
社してから何となく「昇進」を考えており、また
社内でそう言われながら育てられるが、女性は「昇

進」を意識していないこと、入社した時には男性
より女性の方が優秀だと思う人材が多いのに、管
理職登用を持ちだすと「自分はできない」という
人が多いと指摘している。また、新入社員調査の
結果で、女性は男性より「主に女性が担当する仕事」
に就いている傾向があり、リーダーシップも求め
られていない傾向があった。
　女性も社内で昇進を考えながら育てられるよう
な職場のあり方、性別によって職務が分離しない
職場のあり方、女性にもリーダーシップが求めら
れる職場のあり方が必要である。

6．真の女性活躍のために
　女性の管理職が少ないことが指摘される際、「女
性が管理職になりたがらないから仕方ない」と言
われることがある。先にも述べたように「女性だ
から」管理職志向が低いのではない。管理職志向
の女性が少ない理由を女性自身に求めるのではな
く、職場や仕事の状況が女性の管理職志向を育む
ものになっているのか、女性が仕事を続けていき
たいと思うものであるかを、今一度考える必要が
ある。人々の管理職志向は置かれている状況に影
響されるものであり、「女性が管理職になりたがら
ないから仕方ない」というのは、女性をきちんと
育成していないことを認識していない表れであ
る。組織の責任として、誰もが「将来」を踏まえ
た管理職志向を持てるようにする必要がある。
　また、真の女性活躍は、女性が現在の男性の基
準に沿って仕事をして、管理職になっていくこと
ではない。日本の男性の長時間労働を前提とした
働き方を基準に男性が働き続け、そこに女性が参
入しても誰も幸せにはなれない。なぜ女性が「活躍」
できないのかを考えることは男性の働き方や生き
方を見直す機会でもある。「女性の活躍推進」が言
われず、女性が「普通」に働き続けることができる、
管理職になっていくことができる社会は、男性に
とっても働きやすい社会である。「女性の活躍推進」
や「働き方改革」が言われている今、男性の働き方、
女性の働き方を変える機会にする必要がある。

女性の職務格差


