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ポイント
・産業構造の変化 ・ 急速な人口減少と少子高齢化のもと、適性を持つ女性、高齢者、外国
人、障がい者といった多様な労働者を企業が採用し、活かす時代に
・女性の仕事 ・ 家庭の変化に対し、労働市場の柔軟な行き来、労働時間 ・ 勤務場所の実現
などが重要
・社会の規範意識、特に女性労働者に関する「空気」の変革が必要

１．なぜ、女性に着目するのか
労働市場の人手不足が指摘される一方で、

遅れであり、特に幹部 ・ 管理職の男女比のス
コアが極めて低いことがわかっている。

かつて安定とされたいくつかの大企業で大幅

一方、企業も営利企業である以上、収益に

なリストラ策が発表され、メディアを賑わせ

貢献できる人材を生かさなればならない。女

ている。このミスマッチは、IT や RPA（ロ

性の場合問題となるのは、結婚 ・ 出産による

ボットによる業務自動化）AI の急速な進展に

休業や離職等によるキャリア形成の遅れ ・ 中

よる産業構造の変化によるものが大きいとい

断であり、人事管理の煩雑さである。おそら

われている。急激な変化の中、求められる人

く日本企業はこの点で、より画一的な人事管

材像も大きく変化し、個人の業種 ・ 職種転換

理が可能となる男性社員を活かしてきたのだ

が生じる可能性も考えられる。さらに、今後

ろう。

世界的にも類を見ない急速な人口減少、少子

この男女間の違いが、長らく日本でも男女

高齢化が進展することも見込まれている。そ

の賃金格差、昇進格差をもたらしてきた。厚

のような環境下では、かつての「男性 ・ 正社

生労働省（2018）によれば、2017年の男性正

員」だけでなく適性を持つ女性、高齢者、外

社員賃金を100とした場合の女性正社員の平均

国人、障がい者といった多様な労働者を企業

賃金は73.4である。この数値は、国内のデー

が採用し、活かす時代がきているといえよう。

タとして過去最高であるものの、世界的にみ

本稿では、この中でも潜在力を持つ人材と
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の要因の一つは経済分野における女性進出の

ると高いとは言えない水準にある。

して女性労働者に着目したい。なぜ、女性労

昇進に関しても同様で、同じく厚生労働省

働者に着目する必要があるのだろうか。それ

（2017）によれば2016年の女性管理職割合は課

は、世界的にみてもこれまでの日本企業が、

長相当職以上（役員を含む。
）では12.1％、係

半数を占める女性という人的資源を生かし切

長相当職以上では12.9％である。この割合も、

れていないことがわかっているためである。

世界的に比較すると日本 ・ 韓国のみ突出して

例えば、よく知られるジェンダーギャップ指

低い水準である。図１は、女性管理職比率（課

数にみる国際比較では、日本の順位は144カ国

長相当職以上）を業種別にみたものである。

中114位と先進国とは思えない順位である。そ

突出して女性管理職比率が高いのは医療 ・
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課長相当職以上に占める女性の割合
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出所：厚生労働省（2017）
「平成28年度雇用均等基本調査（確報版）
」

を読み、やむなく離職した女性もいたかもし
れない。当時の企業では結婚 ・ 出産時の離職
に際しお祝金を出したり、子供を持つ女性は
ほとんどいない職場も珍しいものではなかっ
た。1986年に男女雇用均等法が施行されても、
十分にはその流れが変化したとはいえない。
当時（1990年代）に企業に勤めていた筆者も
山本（1983）が指摘する「空気」を強く感じ
取り、企業内における女性労働はかなり制約
されていたと考える一人である。先に述べた

福祉業界で50.6％となっており、その他の業

男女間賃金格差や昇進格差がその証左である。

種はサービス業、教育 ・ 学習支援業で２割を

その後、当時の社会規範からは予想外とい

超えるもののその他の業種では１割を切ると

えるが、共働き世帯が大きく増加する。わず

ころも多い。ただし、今後の産業構造の変化

か20年ほどで女性労働に関する規範意識が変

もあり、人手不足かつ成長が見込まれる医療 ・

化し、多くの中高年女性は育児や介護といっ

福祉業界における女性の活躍は注目に値する。

た時間制約を抱えたまま、パートタイマーと

なぜ、日本だけが女性労働者が活かされて

して再び仕事をはじめるのである。図２の通

こなかったのか、その背景には、小崎（2018）

り、2017年には共働き世帯は1,188万世帯に達

が指摘する日本の人的資源管理のあり方とし

し、専業主婦世帯の641万世帯の２倍近くに達

て特徴的な日本的雇用慣行に加え、家族のあり

する勢いである。

方と規範意識の影響が大きいと筆者は考える。

ところが、企業をはじめとした制度設計は

次節では、日本における女性就業の歴史を

十分にこの家族形態の変化に対応しきれてい

簡単に振り返りながら、日本女性が抱えるケ

ない。さらに、若い世代では想定外かつ急速

ア役割についても検討する。

な勢いで、現在のような未婚化、晩婚化が進
む社会となった。家族形成期を迎える若い女

２．女性の就業と家庭、ケア役割
戦後、高度成長期には長時間労働、転勤と
いった企業に強くコミットする働き方を選択
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出所：JILPT（2018）「グラフでみる長期労働統計」
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性は、そもそも結婚をしない、時期を遅らせ

を上限とする収入水準に多くの女性の年収が

るという行動の一方、結婚 ・ 出産を経てフル

集中している。経済的な自立は、家庭内にお

タイムで仕事をするという、日本社会では戦

ける夫婦間交渉にも影響を与える。ひいては、

後あまり見られなかった新たな生き方を模索

家事、育児 ・ 介護分担の男女比率にも影響を

するようになっている。

もたらすだろう。

人手不足の労働市場という背景も後押しし、
女性労働者は仕事を続けたり、再就職するよ

である。ケア役割を抱える女性のスケジュー

うになった。しかし、相変わらず男女間の家

ルは流動的である。ケア対象者のスケジュー

庭内分業には大きな変化がない。家事、育児 ・

ルにあわせ、自身のスケジュールは常に変更

介護時間は男女間で不均衡であり、日本男性

を迫られている。この場合、柔軟な労働時間 ・

の家事時間はわずかに67分である（2011年）
。

労働場所が実現できていれば、女性労働者に

また、保育所の整備だけでなく、家事の外部

とってより働きやすく、望ましい職場である

化も進んでいない。外食やベビーシッター、

といえよう。

祖父母を積極的に利用し、家事は最低限でと

これらに対応する企業の人事制度を構築し

考える国もあるが、できれば「自分の手で」

なおすのは簡単ではない。また、過剰な女性

家事育児を行いたい、と考える人が多い日本

労働者への配慮により他の労働者への弊害も

とは大きな違いである。また、近年は日本の

近年指摘されている（細見（2017）
）
。過去の

「丁寧な家事」にも注目が集まり、共働き世帯

家族モデル、仕事のあり方にはとらわれない、

に見合わない家事水準が求められているとの

新たな働き方の模索を続けながら最適解を検

指摘もある（佐光（2017）
）
。

討しなければならない。

３．望ましい職場のあり方とは
―ワークライフバランスの再検討―
このような背景もあり、現在「働き方改革」
のもと多様な人的資源管理に配慮した人事制

４．今後の女性労働を考える
最後に、先に述べた労働市場の環境変化の
中で、女性の働き方について将来を考えてみ
たい。

度の改革が進もうとしている。キーワードと

図３は、政府統計でみた女性が多く就く職

なるのは「ワーク ・ ライフ ・ バランス（家庭

種の変化である。2009年から2017年にかけて

と生活の調和）
」であり、欧米で先行して行わ

の職業構成の推移をみたところ、就業者が増

れてきたこの施策に2007年から日本政府も本

加している職種は「サービス職」で492万人か

格的に取り組み始めた。

ら546万人に、次いで「専門的 ・ 技術的職業」

これまでみたような女性の仕事 ・ 家庭の変

が423万人から525万人に増加している。事務

化に対し、どのような職場が望ましいだろう

従事者、営業従事者は微増し、販売従事者に

か。筆者の考えとしては二点挙げられる。第

は大きな変化はない。

一に、労働市場の柔軟な行き来である。一度

4

第二に、柔軟な労働時間 ・ 勤務場所の実現

2009年以降の女性の職業の変化を見たが、

仕事を離れた女性も、必要に応じて職業訓練

さらに近年労働市場が急激に変化しつつある。

を受けた後に再就職できる社会が望ましく、

特に AI 及び RPA が労働市場、ひいては女性

その場合は社会的に自立できるレベルの収入

労働に与える影響の研究は実態に追いついて

も得ることが望ましい。現状では、再就職女

いない。そのような急激な変化の中で確実に

性の収入水準は家計補助的であり、いわゆる

将来を予測することは難しいが、少なくとも

「103万円の壁」
（制度変更により150万円の壁）

女性労働の将来は二つの方向性が考えられる。
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図３

女性の職種構成の変化（2009年～2017年）
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出所：総務省「労働力調査（基本集計）」

第一に、これまで述べたような女性のケア

が、これもすでにセルフレジなどに置き換わ

役割の経験が、仕事に活かされる時代が来た

り、多くのパートタイム女性の仕事を代替し

と考える、プラスの視点である。例えば、現

つつある。

在人手不足が指摘される介護業界では、先に

急激な市場の変化の前に、人手不足と女性

述べたように女性管理職比率は突出して高く、

労働の関係はこれから検証されるべき課題も

かつケア労働の経験を生かせる。AI 社会で想

多い。社会の規範意識の変化、特に女性労働

定されているヒューマンスキルの重要性が活

者に関する「空気」を変革していかなければ

かせる業種であり、見通しは明るい。もちろ

ならない。さらに、今後筆者を含め、データ

ん、本特集の関心事項である人手不足を解消

を用いた検証の必要があるだろう。

する大きな戦力になるだろう。
第二に、定型的作業に従事する女性の仕事
の減少という、マイナスの方向も考えられる。
短期的には RPA が事務職に与える影響は大
きいのではないだろうか。筆者の分析では、
2002年時点において事務職は女性労働者の３
割と最も多い職種である一方、賃金が頭打ち
となり賃金水準が上がらない状態となってい
た（寺村（2012）
）
。特に女性の場合、コース
別採用で一般職という区分に入る場合も多く、
またパートタイムとして周縁的な業務に携わ
る場合が多い。男性よりも定型的作業に携わっ
ていることが多いだろう。事務職女性の今後
の仕事のあり方、というのはまだ検証がなさ
れていないものの、大きく変化 ・ 減少してい
く可能性が考えられる。また、再就職女性の
大きな受け皿としてスーパーのレジ等もある
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