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第１章　変わり行く日本的雇用慣行

中山　晃正

はじめに

　戦後、日本経済の急速な発展を支えてきたのは「終身雇用」、「年功賃金」、「企業別組合」だ

った。「終身雇用」は企業の発展に不可欠である熟練労働力を獲得するため、あるいは組合活動

に対する企業の労使関係の安定政策によるため、「年功賃金」は長期的に企業貢献をすることが、

労働者にとって高い報酬を得ることにつながるとしたためといわれている。またこれら 2 つは

労働者個人の組織への参入と離脱の自由を小さくしてきたといわれ、日本経済が国際市場に開

放された 1960 年代よりそのつど修正が加えられてきた。近年では入り長引く不況、高い失業率、

経済のグローバル化などを背景として、「日本的雇用慣行は崩壊している」といったことが叫ば

れてきている。

確かに 2000 年には完全失業率は５％を超え、「○○が成果主義を導入」といった新聞記事を

よく目にするようになった。しかし本当に「日本的雇用慣行」は崩壊しているのだろうか。い

ままで蓄えられてきたものが一気に崩壊してしまうとは考えにくい。とすれば今までと同じよ

うに現在も時代に見合ったものに変化していると考えることが妥当なのではないか。この章で

は労働者のモラールに大きく関係してくる賃金制度について、今まで読み解いてきた文献や、

夏季に行った聞き取り調査を参考に、企業はどのように捕らえているのか、労働者はどう感じ

ているのかを考えていきたいと思う。

第１節　「年功主義」と「能力主義」

　日本企業が多く採用していた賃金制度は、定年まで勤め上げるという「終身雇用」を前提と

し、年齢・勤続年数の増加に合わせ賃金が上昇していくという「年功賃金」と呼ばれるもので

あった。ここで注意するべきことは年齢・勤続年数は単に年数の増加だけでなく、経験による

能力の増加、会社への貢献度として捉えられているということである。つまり日本の賃金制度

は、単に「年齢・勤続年数」だけで決まるのではなく、「年齢・勤続年数」の増加が能力を向上

させ、高い成果につながっていくという考えが元になっている。これは各企業が職務を遂行で

きるという能力を重視し、人事・賃金を管理する仕組みとして職能資格制度と職能給という賃

金体系を導入していたことから読み取ることができる。熊沢（1997）の言葉で言えば、「年功賃

金」という日本の賃金体系は「年の功」の賃金ではなく「年と功」の賃金体系だといえよう。

　図表１の「企業の人事管理の方針」を見るとそれほど明確にではないが「年功序列主義」「年

功序列と能力主義の折衷」の割合が減り、「能力主義」は増加している。「年功主義」と「能力

主義」との違いは、どの時点での能力で評価するのかということである。「年功主義」が将来発

揮されるであろう能力、つまりその人が蓄えている潜在能力を評価するのに対して、「能力主

義」は結果として現れた能力、つまり顕在化した能力について評価するということである。
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図表 1　今後の処遇の方針別企業数の割合

（出所：厚生労働省　雇用管理調査）

　実際に「能力主義」的な賃金制度として注目を浴びている年俸主義について、『朝日新聞（夕

刊、1995 年 2 月 25 日）の記事によると、賃金・人事コンサルタントの滝沢和夫氏の話として

「経営側にとって全体の人件費を抑制できるという大きな魅力がある。企業の業績に応じて人

件費の伸びを抑えたり、ダウンさせたりすることも可能だ。」』とある。また朝日新聞（1995 年

６月８日）には、バブル崩壊後、賃金カーブの上昇を抑えて生産性の向上を図るため、目標管

理制度や年俸制を導入する企業が増えている。』という記事が載った。この記事には続きがあり、

『ただ実際の効果は「始めたばかりで、はっきりしない」（住友商事、大阪ガス、ハザマなど）

が大半。』とつづく。どうやら企業は不況下における、経営を圧迫する人件費抑制の手段として

導入しているようである。企業として将来も安定した成長が見込めるような時代ならば、労働

者が成長とともに身に付けていく潜在能力を評価し賃金に反映することも可能だろう。しかし

次々と生み出される新しい技術、激しく変動する国際市場、そして長い不況といった時代の中

で、企業経営のあり方が変化し、それまでなら長い目で見ることのできた労働者の成長を、よ

り早く変化へと対応できるような結果に重点をおいた仕組みへと変えるためだと考えられる。

朝日新聞（2002 年 7 月 13 日）には、『業績に見合って柔軟に給料を変えたい̶。業績が低迷す

る中で、企業は成果型賃金への傾斜を強めている。仕事の成果で月給が増えたり減ったりする

「成果型」の賃金制度で、管理職に「完全な成果型」を適用したのは前回調査（01 年 10 月）

より増え 60 社。「基本的に年功型」は８社に減った。成果をもっと反映する制度に変えるため

組合と交渉中」（金融）など、年功型企業の多くが社員の競争を促す「成果型」を導入しようと

している。時間をかけても成果主義を強めようとの意図から「定昇を見直す」（TOTO）、「年功部
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分を完全に排除したい」（ダイエー）、「自主性と挑戦力の発揮のため、さらに成果主義を徹底し

たい」（NEC）など 59社が、何らかの形で賃金制度の変更を検討中だ。』という記事が載った。

　

第２節　「成果主義」の実際

しかしその一方で 2001 年には 1993 年から成果主義を導入していた富士通が見直しを実施し

た。週刊朝日（2001 年 9 月 7 日）には、富士通、１万 6000 人の大リストラは成果主義の崩壊！？ 』

という見出しで、『ＩＴ不況の深刻化で大手電機メーカーが次々にリストラを進めている。東芝

が約２万人、富士通は約１万６千人の人員削減を含む大リストラ策を発表した。富士通は 93 年

から導入した成果主義に問題が噴出、この４月にその軌道修正を行った矢先の大リストラ。や

っぱり成果主義が悪かったとの声も囁かれる 。』という記事が載った。また、『「成果主義」

だけじゃ回らない　サラリーマンの給料、どう決める？』という見出しで、『バブル崩壊後、大

手企業が年功序列型に代えて、個々の「成果」に応じた賃金形態を盛んに採り入れてきました。

不況の中で利益をあげるために人件費削減を急いだ企業が、好調な米国企業の特徴だとして、

飛びついたようです。ところが最近、安直な成果主義では逆に企業の地力を弱めるとして、「日

本型経営」のチームワークや年功型の良い面を見直す動きが出ています。』（2001 年 6 月 9 日朝

日新聞夕刊）といった記事も載っている。

労働者の意識としては、独立行政法人労働政策・研修機構が行った調査で、成果主義的な賃

金体系について賛成している人は 3 割弱。6 割もの人が「賛成だが不安」に感じていることが

分かる（図表 2）。
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図表２　成果主義的な賃金体系について

（出所：独立行政法人労働政策・研修機構　企業の人事戦略と労働者の就業意識に関する調査 2003 年）

「不安」「反対」の理由として、「上司や管理者が正しく評価するかわからない」「収入が不安定
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になる」「仕事によっては能力が発揮しにくい」といったものがある。制度的に正しく運用され

るのか、自分の仕事はどうなるのかということについて関心が高い。同様に年功賃金について

見てみると、49 歳以下の世代で「よくない制度」と考えている人の割合が多く、年齢が若いほ

ど差が広がっていることがわかる（図表３）。
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図表３　年功賃金についての考え方

（出所：独立行政法人労働政策・研修機構『企業の人事戦略と労働者の就業意識に関する調査』2003 年）

以上のことより、多くの労働者は「成果・業績主義」には不安を抱いており、また「年功賃金」

の制度についても多くの若手労働者は変えたほうがよいと考えているようである。では労働者

はどのような賃金制度を望んでいるのか。今回聞き取り調査を行ったのは、多くが年功制度を

「よくない」と考えている 49 歳以下の 16 人の方々である。実際に働いている人が理想として

いる賃金体系とは何なのか、16人分の報告書を踏まえ考えていきたいと思う。

第３節　インタビューをもとに

　今回インタビューさせていただいたのは、30 代と 40 代の男女 16 名、最終学歴は大卒以上で

ある。ここでは各インフォーマントについて、（１）現在の賃金について、（２）現在の会社で

採用されている賃金制度、（３）「年功制」と「成果主義」についての考え、について簡単にま

とめてみた。

公務・団体職員 J・Z 氏

(1)十分にもらっている
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(2)職能給制度（号俸制）　年功的に運用　管理職には業績評価採用

(3)「成果主義」は組織として当てはまらない

公務・団体職員 X・Ｏ氏

(1)満足している

(2)年功的に運用

(3)「成果主義」の定義づけが難しい　ただし考えていく必要はある

団体職員Ｉ・Ｄ氏

(1)満足している

(2)年功的な賃金制度だがボーナスは業績　管理職は業績評価

(3)「成果主義」のようなモラールの下がる賃金体系はどうかと思う　安定的なカーブを描

くほうが自分にはあっている

団体職員Ｌ・Ｕ氏

(1)全体的に下がっているので仕方が無い

(2)職階＋年功制

(3)制度が正しく運用されれば「成果主義」のほうがよい

メーカー勤務Ｊ・Ｊ氏

(1)不満は無い

(2)基本給（年功）＋資格給（等級）＋役職給

(3)成果主義が理想　自分の能力でお金は稼ぐもの

メーカー勤務Ｊ・Ｌ氏

(1)満足している

(2)今年までは年功的　来年からヘイシステムを導入　ただし完全には移行しない

(3)「成果主義」は計測が難しい　成果がはっきりと見えない職場もある　ただし成果主義

に期待はしている

メーカー勤務Ｌ・Ｋ氏

(1)満足はしていない　お金はあるだけほしい

(2)昔は年功的だったが、「成果主義」的な要素が多くなってきている

(3)どちらかでは両方がミックスされた賃金体系が理想　完全な成果では生活設計が立てづ

らい
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メーカー勤務Ｕ・Ｌ氏

(1)不満は無く現状を受け入れている

(2)入社時は「年功制」だったが、「成果主義」へと移行している

(3)働いた仕事量にあった賃金をもらえるので「成果主義」のほうがよい

エネルギー産業Ｌ・Ｚ氏

(1)満足はしている

(2)先行的な要素もあるが基本は成果主義　実際には職能給と年齢給の折衷

(3)両方をミックスさせたほうが日本にはなじむ　流動的な労働市場ではないので 100％成果

主義はなじまない

エネルギー産業Ｕ・Ｔ氏

(1)執着はしていない

(2)基本給・能力給・家族手当・時間外労働・危険手当　現在は年俸制だが基本給と能力　　給

のバランスが見直されている

(3)成果主義のほうが望ましい　いるだけで給料が上がっていくのには疑問　やっただけの

見返りが無いとやる気があがらない

サービス・運輸業Ｂ・Ｔ氏

(1)どちらかといえば満足していない　仕事の価値が不明なため

(2)年功制度　業績評価は一部管理職に適用

(3)100％どちらかは難しい　年功制だけだと生産性が下がる　年功製をコアとして業績の部

分を増やしたほうがいい　理想は半々

サービス・運輸業Ｋ・Ｉ氏

(1)あと 1 割くらい増えてほしい

(2)職種別・学歴別・年齢による職級別　管理職になると業績評価

(3)年功では個人の頑張りが評価されず、成果主義だと評価の仕方に疑問がのこる　理想は

ミックス型

金融機関Ｉ・Ｎ氏

(1)もらいすぎなくらい

(2)一応成果主義だが給が決まっているので年功的な運用

(3)成果主義のほうがみんなが不満に思わないのでいい

金融機関Ｊ・Ｄ氏
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(1)昔は不満があったが今は・・・

(2)能力（発揮された）によって賃金が決まる

(3)みんなに緊張感が出るし、個人的にもやりがいがもてるので成果主義のほうがいい

コンサルティング機関Ｌ・Ｌ氏

(1)（報告書記載なし）

(2)成果主義・裁量労働制を採用

(3)有能な人材が集まる、モチベーションが維持できるので成果主義のほうがいい　ただし

使い方を間違えないことが必要

ベンチャー企業勤務Ｕ・Ｆ氏

(1)お金ではなく仕事をしたいから働いているので･･･

(2)年俸制

(3)職種によって違うが、成果主義は大事　仕事に関してお金はモチベーションにかかわる

以上を踏まえ、賃金制度についての考え方 3 つのグループにまとめてみたい。まずは成果主

義について賛成しているグループ。ここにでは、「お金は自分の能力で稼ぐもの」（Ｊ・Ｊ氏）

や「働いただけの賃金がもらえる」（Ｕ・Ｌ氏）、「仕事量に合わせたお金がもらえる」（Ｉ・Ｎ

氏）といった自分の能力と評価とがマッチするという考え方、Ｕ・Ｔ氏、Ｊ・Ｄ氏、Ｌ・Ｌ氏、

Ｕ・Ｆ氏の「モチベーションが維持できる」という意見がある。

　次は条件付きで成果主義に賛成しているグループＬ・Ｕ氏、Ｊ・Ｌ氏がいる。L・U 氏は「制

度が正しく運用されれば」といい、Ｊ・Ｌ氏の意見として「目に見える成果を作れるような職

場なら非常にやりやすいんだろうけど･･･」という成果に対する評価の難しさがある。成果主義

に賛成しているＬ・Ｌ氏も「使い方を間違えなければ」と指摘している。

3 つ目は両者の折衷がいいとするグループ。Ｌ・Ｋ氏、Ｌ・Ｚ氏、Ｂ・Ｔ氏、Ｋ・Ｉ氏が該

当し、「将来設計が立てやすい」（Ｌ・Ｋ氏）、「いきなりの変化には対応できない人もい

る」（Ｌ・Ｚ氏）、「がんばりたくてもがんばればいときもある」（Ｂ・Ｔ氏）といった意見があ

る。

そして最後が「年功主義」重視のグループ。ここでは「チームワークを重視し、業績を伸ば

す」（Ｊ・Ｚ氏）、「能力の定義の仕方が難しい」（Ｘ・Ｏ氏）といった職業上成果だけでは成り

立たないという意見がある。

確かに一般企業においてはかなり「成果主義」の導入が進んでいるように感じられる。しか

し中身は完全な「成果主義ではなく」年功的な要素を残していたり、「成果主義」の導入は一部

のみだったりと、全社員に完全な能力主義が広まっているとは言いにくい。また成果主義には

導入に対しての不満や、運用に対しての疑問が付きまとっている。業績が数字で現れる職場な

ら手放しで評価することができるだろうが多くの職場では簡単にはいかないようである。
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まとめ

　「日本的雇用慣行の崩壊」その中でも賃金に重点を置いて話を進めてきたが、どうやらまだ

「崩壊」というほどのものではなく昔から行われてきた修正の範疇にあるように感じられる。

それを裏付けるように「年功賃金」のカーブの上昇は緩やかになっているが、「年功賃金」がな

くなったわけではない（図表４）。
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図表 4　男性・大卒・標準労働者の賃金カーブの変化

（20~24歳の給与を 100 とした場合の指数）

（出所：厚生労働省『賃金センサス』各年度版より作成）

修正の内容としては「成果・業績」を重視する企業が徐々に増加し始めたこと、年功カーブ

が緩やかになり、世代間格差を減らしつつあることが伺われる。理由としては経済のグローバ

ル化によって賃金の決定が国内事情だけでは難しくなったこと、そして労働者の中・高齢化の

よる労務費の増大などさまざまな理由が考えられる。徐々に修正を加えられてきた「日本的雇

用慣行」に 21世紀の姿として求められるものは、自分の能力に見合った給与、公正な評価制度、

職場環境に影響を及ぼさないこと、そして失業率が５％を越えている今だからこそ安定した生

活だと考えられる。「成果主義」が浸透するためには公正な評価制度が必要であり、安定した生

活には年功的な運用が重要になってくる。まだまだ「日本的な雇用慣行」は崩壊することは許

されないようである。能力主義がそうだったように、成果主義も「日本的成果主義」として徐々

に修正を加えられながら浸透していくのではないだろうか。企業の発展のみならず、労働者の

発展も視野に入れたシステム作りが望まれる。
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第 2章　理想の賃金制度とは？ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滝口　剛

はじめに

　日本的雇用慣行つまり、いったん入社したらよほどのことがないかぎり解雇はしない、また

業績を処遇に反映させず、年齢とともに右肩上がりになっていく賃金で処遇する、そうした経

済原理を無視した家族主義的な雇用慣行が日本の特徴であると言われてきた。その日本的雇用

慣行の主役とも言えるべき三種の神器、つまり終身雇用、年功序列処遇、企業別労働組合が今

というか何年も前から変わりつつある現状にある。終身雇用に関しては、終身雇用を重視しな

い企業が年々増加しているし、それに言うまでもなくリストラなどにより崩れてしまっている。

年功序列処遇も成果主義の登場によって取ってかわられつつある。社会がこれだけグローバル

的な劇的な変化をすれば日本人の働き方もそれに伴って変化するのも当然の話である。

　これまでゼミが始まってから労働に関する様々な文献を読んできた。その中で自分が興味を

持ったのが賃金である。それは賃金というものは人間が働く基礎をなしているものだからだ。

ほとんどすべての人間が働いている目的は、賃金を得て、生活をするというのがあるからであ

ろう。もちろん仕事にやりがいを感じて働く人もいるかもしれない。しかし働くということと

賃金を得るというものは切っても切れない関係にあるはずである。そこでこの論文では変わり

ゆく日本の賃金についての考察をし、年功制と成果主義の問題点、またどちらの賃金制度が日

本に適しているのか、そして理想の賃金制度とはいったいどのようなものなのかということを

文献やインタビューで回答してもらったことを中心にまとめていきたいと思う。

第 1 節　変わりゆく賃金制度

上に書いたように一昔前の賃金は、働いた勤続年数に応じて支払われる年功制であった。そ

こには年をとれば自動的に賃金が上昇していくという、右肩上がりの賃金カーブを描くことが

出来た。だがここ最近の日本の賃金制度は、年功制にとり変わるという感じで成果主義を導入

し始めている。『労政時報』の大手上場企業の成果主義導入状況のアンケートによると、「すで

に導入済み」と回答した企業の割合は 77.7％で、また「能力を示す資格等級をさげる降格と、

役職を下げる降格の制度がある」という質問に対しては 4 割を超えていて、さらに「その場合

賃金を即座に下げると公表している」企業が 65％を超えている。このことからも日本企業が本

格的に賃金制度を改革していることが伺える。

第 2 節　年功制賃金とは

ではなぜ、年功制ではいけなくなってしまったのだろうか？年功制には年功制でいいところ

があったはずである。その理由を調べていきたい。年功制賃金とは、上にも書いたように勤続

年数が増加することによって賃金が次第に増加するというものである。年功制のメリットとし
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て、笹島（2001）は次のように指摘している。

「第１には、生活費配慮型賃金であるということである。勤続年数の増加に応じて賃金が増

加するということは、年齢の高まりに応じて賃金が増加することにもつながるから、生計費の

増加に応じて賃金が増加するということになる。賃金が十分であるかどうかはともかくとして、

賃金が次第に増加するのは、社員にとっては生活設計の上で安心のできる仕組みである。年齢

が長ずれば、子供が成長して生計費が増加するからである。第 2 には、社員間の秩序を保ちや

すい、という点である。勤続年数の長い社員ほど賃金高くなるのは、先輩のほうが後輩よりも

賃金が高い、ということである。先輩にとって安心できる賃金であり、後輩としても「明日は

我が身」ということを考えて、それほど不満のない賃金ということができる。賃金に対する満

足度は、賃金水準もさることながら、自分の周囲のものがどの程度の賃金を受け取っているか、

という賃金の比較で決まってくるからである。以上に関連するメリットとして、先輩から後輩

への技術・技能・知識というノウハウの伝承が行われやすい、ということを指摘しておきたい。

第 3 には、賃金と実際に担当している仕事との結びつきが弱いことから、社員の配置を弾力的

に行うことができる、という利点がある。新技術の導入や新しい組織を形成するときなど、社

員の配置転換や職務変更が必要となるが、賃金と職務の関係が弱ければ、それは比較的自由に

実施できることになる。企業組織を硬直的でなく弾力的な組織として、企業環境の変化に対応

しやすい、というメリットを生じる」。

他方、年功制の後には職能給が登場するわけであるが、では年功制のデメリットは何であっ

たのだろうか。つまり年功制が消えていった理由を見ていきたい。「賃金決定に占める勤続年数

要素（年功要素）が次第に弱まっている。しかも今後も引き続き勤続年数要素を弱めようとし

ている。その最も大きな要因は、従業員の中高齢化である。従業員の多数が中高齢化すれば、

人件費負担を考えると、中高齢層の賃金を抑制せざるを得ない。さらに若い従業員からの批判

もでてきている」（笹島, 2001）。付け加えるなら、若い層の雇用確保が難しくなるということ

もいえるであろう。以上のようなデメリットが年功制にはあるわけである。このような背景か

ら年功制賃金は消えていってしまったのである。そうはいっても完全にその姿が消えてしまっ

たわけではない。「日本では何らかの形で賃金の半分以上を年功給にして、従業員の生活費の増

加、生活水準の上昇欲求に対応し、さらに勤労意欲の向上、愛社心の増進・職務遂行能力の向

上に対応しようとしているのである」（笹島, 2001）。とあることからもわかる。

第 3 節　成果主義の登場

　このようにして日本の賃金制度は変遷を遂げていったのであるが、ここでいわゆる成果主義

が登場するのである。「社会経済性生産本部調査（1996・春）では、同本部の新入社員教育プロ

グラムを受けた1659人の72.4％各人の業績や能力が大きく影響する給料体系を望むと答えた。

また、総理府の世論調査では、年功序列から個人の能力や業績を重視する賃金制度に切りかえ

る最近の企業の動きを、63％の人が好ましい傾向としている。20 代、30 代ではこの比率は 7 割

以上であった」（熊沢, 1997）。この動きからも世間の人々が成果主義を望んでいることがわか
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る。ここで成果主義の意味を確認しておくと「成果主義の賃金制度とは、年功や保有能力では

なく、発揮能力であるところの成果・業績に基づいて各人の給料を決定する仕組みである」（熊

沢, 1997）。

0 20 40 60 80 100

職務、職種など仕事の内容

職務遂行能力

業績・成果

年齢・勤続・学歴など

％

2001年

1998年

                         　図表１　基本給の決定要素

　　　　　　　　　　　　　　出所：総務省『就労条件総合調査』2001 年

図表１は企業における基本給の決定要素の変化である。依然として年齢・勤続・学歴などに

よる年功的要素は高いものの、この３年間で業績・成果と職務遂行能力が伸びているのがわか

る。特に 1998 年では、年齢・勤続・学歴などが一番であったが、2001 年では職務遂行能力が

逆転して 1位になっている。

0 5 10 15 20 25 30 35 40

職務遂行能力

業績・成果

職務、職種など仕事の内容

学歴

年齢・勤続年数

%

図表 2　基本給の決定要素のウエイトの変化（増加分）

出所：総務省『就労条件総合調査』2001 年
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図表３　基本給の決定要素のウエイトの変化（減少分）

出所：総務省『就労条件総合調査』2001 年

　図表２は 2001 年からさかのぼって過去 5 年間における基本給の決定要素のウエイトの変化の

増加分のグラフで、図表 3 は今度は逆に基本給の決定要素のウエイトの変化の減少分のグラフ

である。これを見ると企業がいかに賃金制度を成果主義に移行させようとしているかがよくわ

かる。図表２からは、業績・成果、職務遂行能力が重要視されていることがわかるし、図表３

からは年齢・勤続年数が給料を決める要素から外れてきていることを示している。

　このように数多くの企業で取り入れられている成果主義であるが、問題はないのか調べてみ

たい。｢成果ということが、金科玉条のように論じられた。成果とは何かという議論がなければ

ならない。極端を言えば、成果のわからないような領域はいくらでもある。成果があっても、

それを客観的な尺度で測定できないようなこともある。測定できても、その解釈は人によって

立場によってさまざまである。具体的に言えば、長期的な企画を実現するためには、その人１

代でできないことはいくらでもある。企画立案がよいかどうか、結実を評価できるのは何代か

後の人でもあることもある。それに加えて、そのような企画であればあるほど、何人もの人が

かかわることになる。それを一人一人について評価しようなどとは無謀のきわみである。さら

に目に見えないような成果もある。とらえどころがなければ、成果を得ても評価しようがない。

福祉サービスなどはその例である。また成果が見えても、それをよく言う人もいれば悪く言う

人もいる。意見が分かれるのがこの社会である｣（笹島, 2001）。これが成果主義の弱点である

といえよう。

さらに 2003 年 8 月６日の『読売新聞』には、会社員の大半が賃金の成果主義に賛成する一方で、

不安も感じている。調査は１月、全国の会社員 7500 人と企業 1600 社を対象に行われた。企業

の 67.9％は「賃金に成果主義をとり入れる」、54.6％は「ボーナスに個人の成績を反映させる」

としている。会社員の方は、成果主義に｢賛成｣する会社員は 27.6％で、「反対」は 7.1％、「賛

成だが、不安」と答えたのが 60.1％で最も高かった。不安な理由(複数回答)は、「上司が正し

く評価するかどうかわからない」79.0％、｢実力を発揮できない部署にいたら困る｣51.0％、｢収
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入が不安定になる｣37.8％などの順。同機構は「成果主義導入に積極的に賛成しているのではな

く、ベースアップが望めない中で仕方なく認めているサラ－リーマンも多いのでは」と分析し

ている。成果主義にも問題点はあるのだ。そして 2003 年 4 月 15 日の『読売新聞』には、中小

企業に就職した今年の新入社員が｢終身雇用｣、｢年功序列｣という安定志向を強めている。調査

は、中堅・中小企業の新入社員に行い、707 人から回答をえた。それによると、｢将来、転職、

独立を考える｣と答えた新入社員は 33％で、前年調査より 7 ポイント減った。反面｢定年まで働

きたい｣と答えた終身雇用希望派は 19％で前年より 5 ポイント近く上昇した。また、賃金体系

について「能力主義」型を希望する新入社員は 68％に達したが、前年比では 4ポイント減少し、

｢年功序列｣型は 31％と３ポイント増えた。このように働く人も迷っているようである。

第 4 節　インタビューの結果から

　次に実際に社会で働く人たちからのインタビュー結果から年功制と成果主義についてどのよ

うに感じているのか見ていきたいと思う。

　まず、年功制と成果主義ではどちらがよいか？という質問に対して

「ＭＩＸ型ですね。年功制と成果主義とのわりあいはどのくらいかっていう話なんだろうけど、

極端でもなあ。割合は言えません」　（Ｋ・Ｉさん・サービス・運輸業）

「まあ年功制の中身にもよるし、成果主義も日本語だけで判断しても実際社会によってその運

用の仕方は違うから、一般的に言えば両方をミックスさせた形でっていうのが日本にはなじむ

と思います」　（Ｌ・Ｚさん・エネルギー産業）

「まあメリハリがあったほうがいいと思いますね。もうちょっと。ただその、100％年功制にす

るとかとか、業績リンク制だとかにするっていうのはなかなか難しいと思いますね。まあある

程度の年功制をコアとして残しておいて、量的にもうちょっと業績の部分を増やすのがいいん

じゃないかと思います」　（Ｂ・Ｔさん・サービス業）

「どっちかにこう行き過ぎちゃうのはよくないね。年功制と成果主義をミックスした賃金体系、

まあ今だいたいそうなっているけど、完全な成果主義ではない」　（Ｌ・Ｋさん　メーカー）

「制度が正しく運用されれば成果主義のほうがいい」（Ｌ・Ｕさん　団体職員）

「成果主義が望ましいと思う。会社にいれば給料が上がっていくという制度には疑問がありま

す。会社にただいるだけの人も以前にはいたしね。会社にいるからには仕事をしなければなら

ない、やったらやるだけの見返りがないとやる気もあがらない」　（Ｕ・Ｔさん・サービス業）

「やはり成果主義のほうがいい。そのほうがみんな緊張感が出るし、個人的にもそのほうがや

りがいを持てていい」　（Ｊ・Ｄさん　金融機関）

「やっぱり成果主義のほうがいいんじゃない。みんな不満に思わないって意味では．昔はよく

言ってたんだけど、女の子だからね、あの部長働いてないのに給料もらってるって文句言って

たりね」　（Ｉ・Ｎさん　金融機関）

「僕自身はあまりこう、ガンガン昇進して、賃金を稼ごうっていうふうに思わないタイプなん

で、いまあんまりこうモラルが下がる賃金体系はどうかと思いますけどね」　（Ｉ・Ｄさん団
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体職員）

「私が今いる職場で言えば、成果主義っていうのは計測がすごく難しいから、疑っている。成

果主義を入れることは」　（Ｊ・Ｌさん　メーカー）

「成果主義ですね。自分の能力をアップしていくっていう、やっぱり会社が結構そういうとこ

ろを見てくれてる、評価してくれてる、そういう会社だというところで成績にこうつなぎとめ

られている。もし年功制だったらこんなふうにはならないでしょう。最初の経営っていうこと

で考えたら、成果主義でないと有能な人材は集まりません」　（Ｌ・Ｌさん　コンサルティン

グ機関）

「成果主義はやっぱりすごく大事だと思います。できる人に対して余分に払ってあげるってい

うのは重要だと思いますね」　（Ｕ・Ｆさん　ベンチャー企業）

　ここにはインフォーマント全員分の意見がでていないが、でていない人はこの質問に答えて

いない人である。ここでまとめてみると、成果主義派が 6 人、年功制派が 2 人、そして面白い

のが、ミックス型がいいという人が 4 人いることである。成果主義をとりいれている会社が増

えているといってもそのすべてが完全に成果主義というところは少ない。ほとんどのところは

成果主義と言っても年功制もとりいれている。成果主義の会社の人の賃金カーブを見ても右肩

上がりのグラフが多いことからもそのことが見てうけとれる。賃金カーブについて少しふれる

と、年功制の会社の人も成果主義の会社の人もほとんどが右肩上がりのグラフになっている。

では次に年功制のいいところと悪いところは？と言う質問に対して

「年功だけだと個人の頑張り具合が評価されない。あと、日本の昔の賃金って基本給があって

それに加えて世帯・子供・扶養家族の数とかで決まってくるんですよ。でもそれってそこで働

いていることにどれだけ関係するかっていうと、関係ないんですよね」　（Ｋ・Ｉさん　サー

ビス・運輸業）

「生産性が下がるからだよ。だって別に頑張らなくたってお給料もらえるんですから。でもそ

うは言っても、頑張りたくても頑張れないときってあるじゃないですか。そういう意味では、

だからある程度コアとして年功制を残しておいたほうがいいかなって思いますね」　（Ｂ・Ｔ

さんサービス業）

「完全な年功序列と言ってもさ、年と功をわけたら功の部分はいいわけだよね、貢献している

わけだから」　（Ｌ・Ｋさん　メーカー）

「年功序列だと働かない上司がうえにたっていたりするかもしれないし、不満も多く出てくる

し」　（Ｊ・Ｄさん　金融機関）

以上のような意見がでてきた．続けて成果主義のいいところと悪いところは？という質問に

対して

「民間だと、その利益を出してという、会社の本当の市場命題がそれなんだから、それに合致

すればもらえていいはずだけど、うちはそういうのができないという中で、何をもって評価す

るのかがまずわからない。それからそうなると、別の次元で評価をしてもらう必要があって、

それをやるためにみんなが他のことをなりふり構わずある目標だけやって、内仕事で総合的に
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プラスになるのかなっていうのはあります」　（Ｊ・Ｚさん　公務・団体職員）

「やっぱり人が人を評価するのは難しい、ということです。うちの会社にはあんまりいないけ

ど、評価する人に目立つようにいろいろやる人とか、逆に足を引っ張ったり、そういう無駄な

ことをやる面っていうのもあると思うんですよね。そんなことにエネルギーを注ぐのはあほら

しいからね。あと評価の仕方っていうのもあるんですけど、一人で仕事をしているわけじゃな

くてだいたいはグループで仕事をしているわけだから、そのグループ全体を評価するっていう

制度があればいいんだけど」　（Ｋ・Ｉさん　サービス・運輸業）

「成果主義の成果の定義とかやり方によっては、組織の協力関係とかそういったところをゆが

めてしまうリスクはあります。これも 1 つの注意点だと思います．これは成果主義が悪いとい

うことではなくて、使い方を間違えると危険だということです」　（Ｌ・Ｌさん　コンサルテ

ィング機関）

「成果主義っていうのは、みんなの目に見える成果を作れるような職場にとっては非常にやり

やすいんだけど、そういうのはない事務職とかには非常にきついんですよ。本人もきついし、

それを評価する上司か人事とかもね、困ってるんですよね。どう評価したらいいかわからない

って」（Ｊ・Ｌさん　メーカー）

「完全な成果だけじゃ、やっぱり自分に人生設計がたてづらいじゃないですか」　（Ｌ・Ｋさ

ん　メーカー）

「能力主義って言ったときに能力の定義の仕方が難しくて、もともと公務で能力ってどうやっ

て測ればいいのかっていうところがあって、営業成績がでてくるわけでもないし何で出すのが

一番適当なのかってことがあるのよ。」　（Ｘ・Ｏさん　公務・団体職員）

「一般的な正社員の仕事ってそこまで仕事の内容が打ち出せないから、職種によって年俸制が

いい場合とそうじゃない場合とあると思うんですよ。ただやっぱり成果主義っていうのは重要

で、人間なんでもモチベーションというか、仕事に関してはお金というのがやっぱり大きいと

思うんですね。自分の評価がお金として返ってくるというのが少なくとも外資系の考え方です

ね。」　（Ｕ・Ｆさん　ベンチャー企業）

　インフォーマントの方たちも成果主義には賛成しているものの、その使い方に不安を抱いて

いることがうかがえる。特に評価のされかたに問題点があるように思える。評価のしようがな

い仕事、例えば事務での書類整理など、は成果主義の運用が難しそうである。しかし、実際に

評価がはっきりしている企業で働いている人には問題がないように見える。一方、年功制につ

いては否定的な意見が多かった。

第 5 節　理想の賃金とは

　これまで文献やインタビューの結果から賃金制度についてみてきたが、それでは働く人にと

って理想の賃金とは何なのだろうか？すべての職種に当てはまる、これだと言える賃金制度は

ないと断言してもよいと思える。年功制を否定する動きは強まっているが、年功制を完全に廃

止することは不可能であると思う。それは成果を評価できない仕事というものが、この世の中
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には必ず存在するからである。そのような仕事において年功制を捨てて、完全に成果主義に移

行することはばかげていると思う。年功制の要素をある程度残しておかなければならないだろ

う。それでは年功制でいいのかというと、それはまた問題である。評価ができない仕事がある

ようにコンサルタントのように完全に個人を評価することが可能な仕事もまた存在するからで

ある。そのような仕事において年功制を残したままにしておくことは、優秀な人材の反発を招

くことになるだろう。そしてそのような人材はその会社から去ることになる。ようするに企業

は、それぞれの仕事にあった賃金制度を取り入れていかなければいけないということである。

企業で統一された賃金制度を取り入れる必要というものはないと思う。だから、部署ごとに賃

金を変えてもよいのではないだろうか。そして、さらに言えることは、たとえ完璧に近い賃金

制度を取り入れたとしても、すべての人が満足することはありえないということである。必ず

納得しない人というのが存在する。その不満を少しでも和らげるように工夫する野が経営者の

役目になるだろう。今後の賃金制度は、これまでと同様に、企業内外の環境変化の影響をうけ

つつ変化していくのは間違いない。そして企業環境は常に変化し続けるであろうから、これ以

上は変化しないという終着点となる賃金制度は考えられない。よって、誰もが夢見る理想の賃

金などというのは、存在しないという結論に達した。これが今回の論文で自分がだした答えで

ある。

おわりに

　今回の論文では賃金というものをとりあげた。残念ながら理想の賃金というものを見つける

ことはできなかったが、賃金について知るとてもいい機会になったと思う。ちなみに自分は成

果主義を支持する。それは自分のやったぶんだけ稼げるからだ。それにはきちんと評価してく

れる企業に入ることが条件になるが。今回したことを生かしてこれからの卒業論文制作をがん

ばっていきたい。

参考文献

熊沢誠（1997）『能力主義と企業社会』 岩波新書

笹島芳雄（2001）『成果主義人事・賃金』 生産性労働情報センター

田尾雅夫（2003）「成果主義と会社人間のゆくえ」『労働の科学』58巻 3 号
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第３章　成果主義と労働者

藤来　健太郎

はじめに

　日本企業はここ数十年間、激変の一途を辿っている。グローバル化による国際競争の激化や

アメリカ経済停滞の煽りを受けて、日本経済の長期低迷などである。そのような環境下に置か

れた日本企業はこの変化に対応すべく様々な試みがなされている。特に人的資源管理では、中

高年ホワイトカラーのリストラや、労働時間の弾力化、従来の日本的雇用慣行と言われた終身

雇用制の廃止、年功序列制の撤廃などの大きな人事システムの改革がなされている。

このような変革の主要となる一つに、成果主義の導入が挙げられる。平成 13 年度版・就労条

件総合調査によると、基本給の決定要素となる項目のうちウエイトを上げた項目は、管理職、

管理職以外では「職務遂行能力」33.6％・32.2％、「業績・成果」30.3％・32.2％であり、「職

務・職種などの仕事内容」15.6％・15.6％であった。また一方で以前よりウエイトを減らした

項目は、管理職、管理職以外でそれぞれ「年齢・勤続年数」13.7％、15.2％、「学歴」4.2％・5.3％

であった(図 1Ａ・1Ｂ参照)。この結果から分かるように個人の業績や成果、仕事内容や能力を

重視し、逆に勤続年数や学歴は重きを置かれず、成果主義的な賃金決定へと変わってきている

と言える。また同調査で、管理職以上で個人業績が賃金に反映されていると答えたのが 65％、

今後反映予定があると答えたのが 7.9％であり、管理職以外では反映されていると答えたのが

66.1％、反映予定があると答えたのが 8.2％と出ている（図 2 参照）。このことから成果主義は

今後もますます広まっていくものと考えられる。その一例として、三井住友銀行を見てみよう。

三井住友銀行は、行員の月給の一部を差し引いて一年間積み立てて、毎年 6 月に成果に応じて

賞与に加えて支給する新たな給与制度を導入した。この制度は職位に応じて最高 3 万円を給料

から天引きされる。これを専用ファンドに積み立てた後、部署ごとに部店長が部下の行政を評

価して配分を決める方式である。実績を上げれば差し引かれた額より多くもらえるが、逆の場

合は支給ゼロの可能性もある。三井住友銀行の場合、合併後のリストラにより賞与の支給額が

毎年減るにつれ、年収に占める成果連動部分の割合も下がっている。そのため、この試みは賃

金全体が減る中で、少しでも成果部分を手厚くし、行員のやる気を引き出す手段に成果主義を

強める傾向がはっきりとしている。では実際に成果主義のもとで働いている労働者はこの変化

をどう受け止めているのであろうか？

　平成 12 年度版・就労条件総合調査によると、業績評価制度があると答えた 50.2％のうち、

うまくいっていると答えた者が 10.6％、一部見直しが必要だがうまくはいっている 40％、改善

すべき点がかなりある 33％、うまくいっていない 0.6％と言う結果になった（ちなみに、はっ

きり分からない・不明が 15.8％であった）（図 3参照）。このことから成果主義賃金決定に対し、

機能していると答えた者が機能していないと答えた者より 17％上回った。だが成果主義が機能

している＝賛成しているという安易な考え方はできない。それは読売新聞の調査に見て取れる。

調査は 2003 年 1 月、全国の会社員 7500 人と企業 1600 社を対象に行われた。企業の 67.9％は
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「賃金に成果主義を取り入れる」、54.6％は「ボーナスに個人の成績を反映させる」としている。

会社員の方は、成果主義に「賛成」する会社員は 27.6％で、「反対」は 7.1％、「賛成だが不安」

と答えたのが 60.1％で最も高かった。不安な理由(複数回答)として、「上司が正しく評価する

か分からない」79.0％、「実力を発揮できない部署にいたら困る」51.0％、「収入が不安定にな

る」37.8％などの順である。この調査結果より、成果主義導入に積極的に賛成しているのでは

なく、ベースアップが望めない中で仕方なく認めている会社員が多いということが分かる。

　以上のことから成果主義は受け入れがたい側面を含みつつも、日本企業に確実に浸透し始め、

今後成果主義体制に移行していくことは間違いないであろう。しかしこのような変化の中で、

既に成果主義を改善・撤廃している企業も出てきている。成果主義がこのまま浸透していくか

というとそうとも言えない様である。

第１節　成果主義に潜む問題点

前述したように成果主義は日本企業に確実に浸透し始めているが、そのまま受け入れられて

いるわけではなく、企業ごとに形を変えたり修正しながら採用されている。ここでは改正や修

正を加えられている成果主義の問題点、受け入れがたい側面を明らかにする事で成果主義賃金

の現状の問題を把握するだけでなく、今後成果主義体制の進んでいく方向を見ていこうと思う。

成果主義と労働者という立場において、成果主義からの視点で労働者を見る事により、受け止

める労働者にしか主義体制がどう働きかけているのかが分かる。

　成果主義の様々な問題点を指摘する野村（2002）によれば、第 1 の問題点として、成果を出

せなかった社員に視点を置いている。つまり成果を出した社員には処遇を高め、高い賃金を払

う。そして成果を残し、早い昇進と高い賃金をもらった社員はよりいっそうやる気を出すであ

ろうが、成果を出せなかった社員はどうなるのであろうか？やる気をなくすであろう。組織全

体の効率性は、やる気を持った社員がますますやる気を発揮するモメントと、処遇が下がって

やる気をなくす社員が組織を停滞させるモメントとの合成によって決まる。やる気を持った社

員が組織を引っ張るので組織は活性化すると仮定するのは、あまりにも楽観的だ。

　第二の問題点として、成果主義による成果は、毎期の始めに設定した目標に対して、どの程

度の達成があったかによって評価される。社員が合理的に行動するならば、目標の設定に際し

て、必ず低い設定をするであろう。目標を低く設定するという個々の社員にとって合理的な行

動は、組織全体のパフォーマンスをも低下させる。このような弊害はすでに富士通などで見ら

れている。

　第三の問題点として、成果主義は従業員に対して労働意欲を掻き立てる要素に賃金だけを掲

げていることである。確かに賃金は働くモチベーションの重要な部分ではあるが、一つの要素

に過ぎない。会社を愛している、顧客の喜ぶ笑顔を見たいなど、社員の働く動機となる要素は

他にも多々あるであろう。非金銭的な動機を無視して人事システムを構築しても社員の動機付

けには成功しないであろう。

　また成果主義を見直す動きもある。3 年前から成果主義のツールとして最も一般的な「目標
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管理制度」を導入した東証一部上場サービス業の企業は、評価される社員からシステムそのも

のや査定の不透明さに対する反発の声が噴出した。一方、評価する側の管理職サイドからは「目

標設定や評価について面接を何度もして部下に納得する説明をしなければならない。手間がか

かりすぎて面倒この上ない」との不満が出た。そしてこれら不満の根っこが同じである事がだ

んだん分かってきた。要するに、目標管理の結果が給料に直結するのが嫌なのだ。となると、

社内に渦巻く不満を鎮めるためには業績評価が給料に直結するのを止める以外に道がない。今

でも目標管理制度はあるものの、それは参考に過ぎず、査定は複数の上司の目を通すなどの不

透明にならないように工夫がなされているという。（2003 年 8 月 29日発行　週刊朝日　掲載）

　上記から分かるように、成果主義は単純に導入や運用されるのではなく、企業ごとに試行錯

誤の繰り返しにより成果主義の運用がなされていくのであろう。では成果主義の下、評価され

る側の労働者はその評価制度をどう感じているのであろうか？インタビュー調査の結果から、

実際労働者は成果主義をどう考えているのかを見ていきたい。

第 2 節　インタビュー調査から

私たちは夏休みを利用して、様々な業種の方々のインタビュー調査を行う事が出来た。各イ

ンフォーマントの方に対し、これまでのキャリア・今後のキャリア設計、実際の職場のお話や

家庭生活まで様々な質問をさせて頂き、貴重な話を聴く事が出来た。その中で賃金についてイ

ンタビューさせていただいたインフォーマントの方々の意見を見る事で、成果主義に対してど

う考えているのかを考えていきたい。

① その方が勤めている企業の現在の賃金制度

① その賃金制度についてどう感じているか？

① 成果主義についてどう思っているか？

　調査結果を上記の 3つに分けて考えてみよう。

　コンサルティング機関に勤めている L・L さん

①基本給＋成果主義、裁量労働制や目標管理制度を取り入れている。

②自分のモチベーションの中で一つはお客様や、自分の能力をアップしていくという、やっぱ

り会社が見てくれている、評価してくれている、そういう会社だというところで繋ぎ止めら

れている。

③成果主義は望ましい。どんどん成果をあげられる人を上にあげて、若くても色々な意味で経

験のある人をどんどん出して行く。ただ組織の協力関係を歪めてしまうリスクもある。

　サービス機関に勤めている U・T さん

①基本給＋能力給、現在マネージャー級以上の年棒制の基本給と能力給のバランスの見直しが

行われている。

②今は育児のため短時間労働（1日 2 時間減）にもかかわらず納得のいく給料をもらっている。
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③成果主義が望ましい。会社にいれば給料が上がっていくという精度には疑問を感じる。以前

にはただ会社にいる社員もいた。会社にいるからには仕事をしなければいけない、やったら

やるだけの見返りが無いとやる気も上がらない。

　メーカー勤務の J・L さん

①これまでは年功制、来年からヘイシステムを導入する。

②若い世代は、今まで年功制により意見を聞いてもらえなかったが、成果主義（ヘイシステム

の導入）によって聞いてもらえるのではないか、給与も厳しくなるけど上がるのではないか

と期待している人が多い。逆に中高年の方は不安だとか抵抗だとかがある。

③成果主義は職場によって異なってくる。私の職場には成果主義は計測が難しいから、疑って

いる。事務職だから本人にとっても、それを評価する上司や人事もつらい。

　金融機関に勤めている I・N さん

①成果主義ではあるが、級が決まっていてやや年功制が根本にある。

②めりはりがはっきりしていてよい。現状の給与にももらいすぎではないかと思うくらい。

③みんなが不満に思わないという点では、やっぱり成果主義の方がよい。

　金融機関に勤めている J・D さん

①以前は年功序列制でだいたい 3~4 年おきに上がっていたが、いまは能力によって賃金が決ま

ってくる。

②年功序列制のころは賃金に対する不満があった。なぜあまり働いていない上司があんなにも

らえているのか。それからは自分の能力で年収をあげてきた。現在は管理、マネージメント

能力がついたから給料も上がった、それが無いと給料も上がってこない。

③やはり成果主義が良い。そのほうがみんな緊張感がでるし、個人的にもそのほうがやりがい

を持ててよい。年功序列制だと働かない上司が上に立っている可能性もあるし、不満も多く

出てくる。

　メーカー勤務の U・L さん

①入社時は年功制だったが、成果主義へと変化している。目標管理制度は半期ごとにあり、目

標を達成した場合はボーナスに影響（1点 1 万円）。

②評価に対して不満はない、現在の賃金に対しても、多いほうがよいが、不満はなく現状を受

け入れている。

③働いている時にしっかり稼げる（仕事量に見合った賃金をもらえる）ので成果主義のほうが

よい。
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　メーカーに勤めている L・K さん

①完全ではないもののかなり成果主義的な要素が多くなってきている。

②満足はしていない。

③成果主義と年功制をミックスした形がベストではないだろうか。年功と言っても年と功を分

けたら、功の部分は貢献しているわけでいいことだから。完全な成果主義だけじゃ人生設計

もたたないし。

　公務団体職員の L・U さん

①4つの職階（バンド）＋年功制

②実績重視なので実績が出なければ上には上がれないし、悪ければ降格もありえる。

③制度が正しく運用されるのであれば、成果主義のほうが望ましい。

　メーカー勤務の J・J さん

①基本給（年功）＋資格級＋役職級　ここでいう資格級とは何段階かによる等級を表す。

②現状に特に不満はない。

③成果主義が望ましい。それは、自分の能力で稼ぐものであるからだ。公務員は絶対反対。

　団体職員の I・D さん

①年功制＋成果主義

②不満足ではない

③年功制のほうが自分にあっている。成果主義のように昇進して、稼ごうとはあまり思わない

タイプなので。モラルが下がるような賃金体系はどうかと思う。

　サービス業に勤める B・T さん

①一般社員には年功制度を採用している。一部の管理職のみ業績評価が適用。

②満足はしていない。

③年功制をコアとして残しながら、量的に業績の部分を増やすのが良い。

　サービス業に勤める K・I さん

①成果主義にはなってきているものの、現状ではあまり格差はついていない。管理職にはかな

り浸透している。

②現状に満足はしていない。賃金額の上下のブレが少ないほうが良い。

① 成果主義と年功制の MIX 型が望ましい。成果主義だけでは難しい。人が人を評価するので、

媚を売ったり、足をひっぱったりということも考えられるからだ。

　公務団体職員の J・L さん
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①号棒制度

②コメント無し

③何をもって評価するのかができない。自分だけの目標を目指して仕事をすると、総合的にプ

ラスになるのかが疑問である。

　ベンチャー企業に勤める U・F さん

①年棒制＋一部の社員にボーナスが支給

②自分の責任範囲をちゃんとこなす、時間の管理は自分の責任、与えられた目標を決められた

年棒のなかでやっていかねばならない。

③モチベーションは大切だから成果主義は大事だと思う。自分の評価がお金として返ってくる

というのが外資系の考え方。生産性の高い人に対してインセンティブをつけるというのは正

しい考え方であるから、ベースを少し下げてでも出来る人に対して余分に払うべきである。

　公務団体職員の X・O さん

①人事委員会が職員の給与に関する報告・勧告を県議会に提出して決める。

　（一般職員には上から部長級・総務室長級・課長級・主幹級・副主幹級・主査級・主任級・

主事級・技師級という区別があり）主査級までは年功序列だが、その上以上は能力によっ

て上がり方は大きな差が出る。

②満足はしている

③今後も成果主義を導入する予定はない。それは成果・能力の判断が困難だから。やりたくな

い仕事をしている事に対しては評価をする必要がある。評価にかかるコストとの関係を考え

ると、仕事内容もそれほど変わらないので年功制でも悪くはない。

　エネルギー産業に勤めている L・Z さん

①去年までは年齢給＋職能給　今年から成果主義の要素を導入した。

②現状には満足である。

③年功制、成果主義のどちらかではなく、両方の折半が日本にはなじむのではなかろうか。ど

ちらも制度としては間違っていないが、運用の仕方が問題。

“インタビュー結果からの考察”

完全なる年功制を採用している企業は無いが、J・L さん、I・N さん、L・U さん、I・D さん

B・T さん、X・O さんが勤めている企業では、成果主義的要素は導入しつつも根本として年功制

が今もなお色濃く残っていることが分かった。それに対し満足していないという意見は無く、

かつての日本的経営の良い部分を残していこうとする考え方である。

　また成果主義を導入している企業では、従業員にインセンティブに働きかける要素を強調

し、インフォーマントの方々もそれを理解し仕事へ繋げるよう努力なさっていることが意見を
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通じ分かった。ただ、各企業の賃金決定要素となる「成果」の評価方法については不満が無い

わけではないようだ。成果主義を導入する以上その評価方法・基準に透明性・客観性・公平性

を保持できるようなシステムが必要であるという意見が多数見受けられた。完璧な評価は無理

だとしても、なぜこのような評価になるのか明確に説明をして欲しいなどという意見もあり、

成果主義を導入

する以上、自分を正しく評価して欲しいと考えるのは当然の事である。

　質問③については下図のようなグループ分けができた。（ただしメーカー勤務の J・L さん、

公務団体職員の J・L さんについては確実な分類分けができないので省かせて頂いた。）

年功制 MIX 型 成果主義

I・D さん

X・O さん

L・K さん

B・T さん

K・I さん

L・Z さん

L・L さん　　U・L さん

L・U さん　　L・U さん

U・T さん　　J・U さん

I・N さん　　U・F さん

J・D さん

表 1

☆年功制を望むグループ

「自分には年功制が合っている。モラルが下がるような賃金体系はどうかと思うので。」（I・

D さん）

「成果・能力の判断が困難。評価にかかるコストとの関係を考えると、仕事内容もそれほど

変わらないので年功制でも悪くはない。」（X・O さん）

このグループは、成果主義の成果の部分だけを評価するシステムに疑問や不安があるというグ

ループである。彼らは成果主義の受け入れがたい側面に対し危惧を抱いている。そういった意

味では成果主義の受け入れがたい側面をケアできれば、成果主義を望むグループに移行する可

能性もある。

☆MIX 型を望むグループ

「成果主義だけでは難しい。人が人を評価するので、媚をうったり、足をひっぱったりとい

うことも考えられるからだ。」（K・I さん）

「どちらも制度としては間違っていないが、運用の仕方が問題。」（L・Z さん）

このグループに共通する考え方は、成果主義に反感を持っているわけでも、年功制を支持する

わけでもない。完全な成果主義では組織としての行動が機能しないことを危惧している。また

成果主義の受け入れがたい側面を指摘している。運用の仕方や評価方法に疑問を持っているが

ために完全な成果主義に賛成できず、年功的要素を加える事でそれを補おうとするグループで
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ある。

☆成果主義を望むグループ

　「会社にいるからには仕事をしなければいけない、やったらやるだけの見返りが無いとやる

気も上がらない。」（U・T さん）

「みんな緊張感がでるし、個人的にもそのほうがやりがいを持ててよい。年功制だと不満も

多く出てくる。」（J・D さん）

「モチベーションは大切だから成果主義は大事だと思う。生産性の高い人に対してインセン

ティブをつけるというのは正しい考え方である。」（U・F さん）

このグループは成果主義という評価方法が自己のモチベーションを刺激し、仕事にやりがいが

持てるというグループである。成果主義はその人の実績が直接的に評価されるので、非常にフ

ェアな賃金であるという考え方が共通している。また彼らは現状の給与や査定に満足している

と回答している。つまり成果主義の運用の仕方に一定の条件を満たした上で、このような回答

がでる事が分かる。それゆえに成果主義は非常にフェアな評価方法であり、それが適応されて

当然だと考えているのである。

考察

今回のインフォーマントの方々が勤めていらっしゃる企業は成果主義を導入している所が多

く、また成果主義を望む意見も多い事が分かる。それは前述したように、運用の仕方が一定の

条件をクリアし、現在の賃金に満足しているからだ。成果主義の受け入れがたい側面とは第二

節の通り、野村（2002）が指摘するように組織としての活動やモチベーション論にのっとった

考え方である。では成果主義が機能するための一定条件とはなんであろうか？

　それは社員や従業員に成果を求めるならば活躍できる場、つまり環境面での提供が必要とな

る。その環境とは、第一に努力したものが報われるという分かりやすく透明性の高い評価シス

テムの構築である。第二にそれぞれの企業によって望む人材は異なるのであるから、その企業

のトップがどのような人材を求めているのかという、社員にとって目標となる明確な意思表示

が必要である事である。第三に結果が残せなかった社員、つまり自己の業績が評価されなかっ

た社員にとってのフォローシステムの構築も必要である。一つの仕事や毎期ごとに設定する目

標を達成できなかっただけで切り捨てられてしまう環境はあまりにも残酷であり社員を萎縮さ

せてしまう可能性も出てきてしまう。以上の三点の環境を企業は提供しなければならない。つ

まり企業という組織も成果のための投資をしなければならない。

　またインフォーマントの意見に見受けられるように、年功制を一概に否定する事はできない。

勤続年数で賃金を決めてしまう評価方法を否定する意見は多いが、年功序列制には同じ仕事を

続けてやっていればそれだけ能力が高まるという考え方があるからだ。それは職人がこの道○

○年と自慢するのと同じ理由である。問題は企業を取り巻く環境が激変しているという事であ

る。世の中が変わり仕事の内容も変わってきてしまっているのに全く関係のない昔のキャリア
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を評価する事が間違いなのである。企業にはそれぞれ伝統となるルーチンワークが存在する。

それは年功的評価をせねばなるまい。

　以上のことから、成果主義を導入している企業、今後導入を予定している企業は労働者に対

し適切な環境を提供していかなければならない。これからも賃金制度は多様化・複雑化の一途

を辿るであろう。それは雇用が多様化しているからだ。その中で企業は様々な賃金制度を模索

するであろう。ただ年功的要素は消え、成果的要素が強まる事は間違いないであろう。結果の

みを「成果」とするのか、プロセスも「成果」のうちに含まれるのであろうか、それは企業ご

とに異なるであろう。ただ一ついえることは社員に報いる事の出来る評価システムを採用しな

ければならない。今後強まる成果主義のもとでどれだけ社員に報いる事が出来るシステムを構

築できるか、言い換えれば、どれだけ納得のいくシステムを提供できるかが鍵となってくるで

あろう。企業はシステム構築に全力を注ぎ、成果の出る成果主義を確立していかねばならない。

参考文献

野村正實　（2002）「成果主義と年功賃金」『季刊家計経済研究』第 54号

熊沢誠　　（1997）『能力主義と企業社会』岩波書店
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第４章資料
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図 1Ａ　査定においてウエイトを上げた項目

（出所：『就労条件総合調査』2001 年）
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図 1Ｂ　査定においてウエイトを下げた項目

（出所：『就労条件総合調査』2001 年）
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図 2　個人業績が賃金に反映されるか

（出所：『就労条件総合調査』2001 年）
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第４章　成果主義と人事考課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　宮地　友理

成果主義の広がり

　近年、多くの企業において、成果主義賃金の導入が進んでいる。これは、年功賃金に対し、

労働者の成果によって賃金を決定しようとする制度である。土田（1998）によれば、「もっとも、

日本の企業は決して年功賃金一辺倒の賃金政策をとってきたわけではなく、比較的早くから、

能力・成果に着目した賃金制度を導入してきた。特に、1970 年代に普及した職能資格制度は、

能力の発展段階に応じて資格等級を定めて格付けし、それに即した賃金決定と処遇管理を行な

う制度であり、能力主義賃金制度にほかならない。しかし、そこでは労働者の保有能力が重視

され、それを年功（年齢・勤続年数）と一致させる運用が行なわれたため、年功的要素の払拭

は困難であった」そこで現れたのが成果主義賃金である。これは、能力主義が潜在能力を重視

していたのに対し、発揮された顕在的な能力、すなわち成果（業績）を重視することに特色が

ある。

　多くの企業が年功制から成果主義への賃金制度の転換を行なった最大の理由は、賃金コスト

の削減であろう。それは、経済のグローバル化によって競争が一層激化していること、中高年

齢層の割合が高まって、労働者の「右肩上がり」の年功的処遇が困難となってきたことなどが

その原因として考えられる。

また、成果主義は文字通り成果をあげた人には高い賃金を、一方あげることが出来なかった

人には低い賃金を支払うという制度であるため、労働者は出来るだけ高い賃金を得ようと懸命

に働くことが期待される。つまり成果主義賃金はインセンティブとしての働きを持つ。

そして、成果主義には人事考課が大きく関係している。後に人事考課についても見ていく。

現在成果主義は急速に広まり、主流となりつつある。では、なぜ成果主義賃金制度が多くの

企業で導入されるようになったのか、実際に働く人々にどう考えられているのか、どういった

問題があるのか、考えていきたい。

第１節　年功制と成果主義

　2002 年に行なわれた全国主要 100 社の賃金・雇用アンケートによると、業績が低迷する中で、

企業は成果型賃金への傾斜を強めている。賃金制度について、管理職に「完全な成果型」を適

用した企業は増え、逆に「基本的に年功型」と答えた企業は減少した（『朝日新聞』2002 年 7

月 13日）。

上の記事にあるように、企業は成果型賃金への傾斜を強めているのだろうか。ここでは主に

インタビューの結果から、インフォーマントの方々が働くそれぞれの企業の賃金制度と、成果

主義が実際に働く人々にどう考えられているかを見ていく。

まずは、勤務先企業の賃金制度について触れる。
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◇J・L さん（メーカー）

今年から、年功序列からヘイシステムにかわる。

◇U・L さん（メーカー）

年功制から成果主義へ変化。

◇J・D さん（金融機関）

昔は年功序列制だったが、今は能力によって賃金が決まっている。

◇L・U さん（公務・団体職員）

以前は年功制だったが、昨年から４つの職階（バンド）＋年功制に。実績重視。

◇L・Z さん（公務・団体職員）

以前は年齢給と職能給があったが、基本は成果主義に。

◇L・K さん（メーカー）

昔は年功序列だったが、今は成果主義的な要素がかなり多くなってきている。

◇U・T さん（エネルギー産業）

マネージャー級以上は年俸制。多少能力重視に。

◇U・F さん（ベンチャー）

年俸制。

◇I・D さん（公務・団体職員）

管理職は年俸制。業績が月々の給料やボーナスや昇格などに影響する。

◇J・J さん（メーカー）

ボーナスは成果でプラスされる。

◇I・N さん（金融機関）

級が決まっていて年功序列でもあるが、一応成果主義でめりはりはっきりしている。

◇L・L さん（コンサルティング）

かなり成果主義を入れていて、目標を達成したかどうかで成果は大きくかわる。裁量労働

制。

◇K・I さん（サービス・運輸）

管理職は業績評価。

◇B・T さん（サービス・運輸）

業績評価は一部管理職にのみ適用され、一般社員は基本的にはまだ年功制度。

◇X・O さん（公務・団体職員）

号俸制で、基本的には年功序列。

◇J・Z さん（公務・団体職員）

号俸制度。

全体的に成果主義的な賃金制度を採っている企業が多い。業績評価は管理職のみというケー

スもあるが、X・O さんと J・Z さん以外は完全にではなくても、成果主義的な要素が採り入れ
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られている。J・L さん、U・L さん、J・D さん、L・U さん、L・Z さん、L・K さんの答えから

は、年功制から成果主義への転換が行なわれていることがよくわかる。特に、J・L さんと L・U

さんの勤める企業では、昨年今年とかなりタイムリーな転換が行なわれている。成果主義は確

かに広がっているようだ。

次に、実際に働く人々が成果主義についてどう考えているかを見る。インタビューでの「年

功制と成果主義とではどちらが望ましいか」という質問に対する答えを「成果主義に肯定的」「成

果主義と年功制のミックス型」「成果主義に否定的」の三つのグループに分類してみた。

　

「成果主義に肯定的」グループ

◇U・T さん（エネルギー産業）

成果主義が望ましい。会社にいれば給料が上がっていくという制度には疑問。やったらや

っただけの見返りがないとやる気もあがらない。

◇U・L さん（メーカー）

仕事量に見合った賃金がもらえるので成果主義の方がよい。

◇J・J さん（メーカー）

成果主義がいい。金は自分の能力で稼ぐものだから。

◇J・D さん（金融機関）

成果主義の方がいい。皆に緊張感が出るし、個人的にもやりがいが持ててよい。年功序列

だと働かない上司が上に立っていたりするかもしれないし、不満も多く出てくる。

◇I・N さん（金融機関）

皆不満に思わないという意味では、成果主義の方がいい。日本の場合、成果主義は悪いと

いうところまでいっていない。

◇U・F さん（ベンチャー）

成果主義はすごく大事。モチベーション、仕事に関してはお金が大きいから。生産性の高

い人にインセンティブをつけてあげるのは正しい考え方。ベースを少し下げてでも出来る人

に余分に払ってあげるべき。ただ、年俸制は職種によっていい場合とそうでない場合がある。

◇L・L さん（コンサルティング）

成果主義が望ましい。成果主義でないと有能な人材が集まらないし、モチベーションも下

がる。成果に対してはきちっと評価することが重要。しかし、成果主義だとプレッシャーが

ありしんどいこともある。やり方によっては、組織の協力関係を歪めてしまうリスクもある。

◇L・U さん（公務・団体職員）

制度が正しく運用されれば成果主義の方がよい。

「成果主義と年功制のミックス型」グループ

◇K・I さん（サービス・運輸）

年功制と成果主義のミックス型がよい。年功だけだと、個人の頑張り具合が評価されない。
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成果主義だけでもだめなのは、人が人を評価するのは難しいから。評価する人に目立つよう

にいろいろやる人とか、逆に足を引っ張ったり、無駄なことをやる面がある。大体はグルー

プで仕事をしているわけだから、グループ全体を評価する制度があればいいと思う。

◇B・T さん（サービス・運輸）

ある程度の年功制をコアとして残しておいて、量的にもうちょっと業績の部分を増やして

半々くらいにするのがいい。生産性が下がるから年功制だけではだめだが、頑張りたくても

頑張れないときがあるから、成果主義だけではだめだと思う。工夫した人が報われる制度が

必要。

◇L・K さん（メーカー）

年功と成果をミックスした賃金体系がいい。年功序列といっても功の部分はいいわけだが、

年で判断することは難しい。ただ、完全な成果だけでは人生設計が立てづらい。

◇L・Z さん（エネルギー産業）

年功制と成果主義とをミックスさせた形が日本には馴染むと思う。働ける人なら誰でも自

由に受け入れるという流動的な労働市場なら 100％成果主義でもいいが。

「成果主義に否定的」グループ

◇X・O さん（公務・団体職員）

成果主義はとり方が難しい。公務は自分たちで稼げる仕事じゃないし、分野も仕事も違っ

て色々だから、どうやって計ればいいのかわからない。ある階層までは年功序列で上がるが、

そこまではやっている仕事にあまり差がないし、評価をつけるコストや手間を考えると、そ

れが悪いとは思わない。

◇J・Z さん（公務・団体職員）

民間と違い、何をもって評価するのかわからない。うちの組織では、人と競争の中でチー

ムワークを無視して業績を伸ばしていくやり方はやりにくい。

◇I・D さん（公務・団体職員）

ガンガン昇進して賃金を稼ごうとは思わない。モラルが下がるような賃金体系はどうかと

思う。

◇J・L さん（メーカー）

成果主義は計測が難しいから、成果主義を入れることに対しては疑っている。成果主義は

皆の目に見える成果を作れるような職場ではやりやすいが、定例的に物事をまわす事務職な

どにはきつく、評価する側も困っている。

グループ分けを見ると、「成果主義に肯定的」グループが８人、「成果主義と年功制のミック

ス型」が４人、「成果主義に否定的」グループが４人という結果であった。ここから、概ね成果

主義が好意的に受け入れられていると言える。「成果主義に肯定的」グループと「成果主義と年

功制のミックス型」グループの人たちは、成果主義では能力に見合った賃金がもらうことがで
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き、それゆえやる気が出て、結果生産性が高まる、ということで成果主義を評価している。た

だし、L・L さんの「プレッシャーがありしんどいこともある」という言葉から、成果主義には

働きすぎをもたらす可能性があると考えられる。「成果主義に否定的」グループと「成果主義と

年功制のミックス型」グループの人たちは、成果主義での成果の判断基準の不明瞭さと評価の

困難さに疑問を抱いている。「成果主義は皆の目に見える成果を作れるような職場ではやりやす

いが、定例的に物事をまわす事務職などにはきつく、評価する側も困っている」という J・L さ

んの話があったが、廣石（1998）も「業務、職務内容によっても成果主義を適用すべきか否か

は判断が分かれる。管理部門と営業部門、研究開発部門などでは成果の観点が異なる」と指摘

している。これは成果主義の大きな問題点である。ただ、「成果主義に否定的」グループは公務・

団体職員の方が多く、成果主義自体を否定的に捉えているというよりは、その職務の性質上成

果主義を採り入れることに懐疑的になっているという感じであった。

この結果から、実際に成果主義を採り入れる企業が増え、そこで働く人々も成果主義を受け

入れていることがわかった。しかし、「成果主義に肯定的」グループの L・U さんの言葉に「制

度が正しく運用されれば」という条件が付されていることや、「成果主義と年功制のミックス

型」グループと「成果主義に否定的」グループの人たちが成果主義に対して疑問や不安を抱い

ていることから、成果主義が諸手を挙げて受け入れられているわけではないことが伺える。こ

れは労働政策・研修機構が 2003 年に行なった「企業の人事戦略と労働者の就業意識に関する調

査」で、成果主義的な賃金体系について「賛成」27.6％、「賛成だが、不安」60.1％、「反対」7.1％

で、「賛成だが、不安」が過半数を占めたという結果とリンクしている。

第２節　人事考課

　成果主義で、賃金を決定するために行なわれるのが人事考課である。2002 年に厚生労働省に

よって行なわれた「雇用管理調査」によれば、人事考課制度がある企業割合は 51.0％で、企業

規模が大きいほど多く、従業員数 30̃99 人の小規模企業ではでは 39.4％と４割に満たないのに

対し、従業員数 5,000 人以上の大規模企業では 98.3％とほとんどの企業で人事考課が行なわれ

ている。一方、人事考課制度がない 49.0％の企業のうちの 11％の企業も、今後設ける予定があ

るとしている。

そして、成果主義で人事考課を行なうためによく用いられるのが目標管理制度である。木下

（1999）によれば、「目標管理の手法は、業績評価をする期間の期初に目標設定をおこない、期

末に達成度を評価する方法」である。通常この評価結果を、給与やボーナスに反映させ、従業

員同士の賃金に差をつける。

上と同じ「雇用管理調査」によると、人事考課のある企業のうち、目標管理制度を定めてい

る企業は 50.0％（前回 43.5％）となっている。これも人事考課制度と同様に、企業規模が大き

いほど多く、従業員数 5,000 人以上の企業での導入率が 85.0％であるのに対し、従業員数 30̃99

人の企業では、44.7％にとどまっている。

インタビューの結果では、勤務先に目標管理制度がある人が 16 人中 15 人で、目標管理制度
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がないのは X・O さんの勤務先のみであった。X・O さんの勤務先で目標管理制度がないのは、

何を目標にするかが難しいからだという。この目標管理制度には期間が１年のものが多いが、

半期毎に行なわれるものもあり、１年に１回で中間期にレビューを行なうというパターンも多

い。U・F さんの勤める企業では、現在半年に１回レビューを行なっており、さらに３ヶ月に１

回かもう少し頻繁にやろうと言う話も出ているという。目標は上司との話し合いで決定される

が、L・K さんの勤める企業では（話し合いはあるだろうが）、基本的には会社の目標があって、

それが部門の目標になり、さらに課の目標になり、それを個人の目標に落とし込んでいくとい

う形で行なわれるのだそうだ。目標設定は大抵このようにして行なわれるのだろう。しかしこ

れには、目標設定が主体的に行なわれないという問題もある。

また、L・L さんの話によると、目標管理で部下に目標達成させることも上司の１つの目標だ

と仮定すると、あまり高い目標を設定すると達成出来るかわからないから一緒に目標達成出来

るようにと目標を低く設定したり、評価のときも判定が不明確になったので今回は達成したこ

とにしよう、ということが起こり得るという。この話から思い出されるのが、富士通ショック

と呼ばれる出来事である。下に富士通ショックについての記事を示す。

自らを「成果主義の実験台」と称していた富士通は、「チャレンジングな目標に向かって仕事

に取り組む社員が少なくなった」と、成果主義見直しの記者会見で、当初の狙いだった「より

高い目標への取り組み」が実現できていないと認めた。「自分の目標に対して、どのくらい達成

したかが評価の対象。わざわざ高い目標を掲げるようなことはしません」とある社員は言う。

富士通の評価は半期毎で、それがボーナスや昇給に反映する。半期ごとの目標設定により、社

員が長期展望を持って業務目標を掲げなくなった。また、評価の比重の高いものを優先し、そ

うでない仕事は進んでやりたがらない風土も広まっているという。「それは僕の仕事じゃないか

ら」最近こうした言葉が富士通社内で多々聞かれるようになった（『週刊アエラ』2001 年 4 月 23

日号）。

これは成果主義の抱える大きな問題の一つであると思う。そして L・L さんは「目標管理制度

は運用の仕方や仕組みのつくり方で相当に結果が違ってくる」と指摘している。そういうこと

もあり、L・L さんの勤める企業では、目標管理制度は業績評価と切り離され、個々の強みを伸

ばしたり弱みをなくすためのサポートシステムとして用いられているそうだ。

また、J・J さんの勤める企業では、グループごとの目標管理が行なわれ、グループの目標達

成が自分の評価につながるという。U・T さんも、チームでの仕事はチームで平均給料が決まる

と言っている。K・I さんの「グループ全体を評価する制度があればいいと思う」という言葉が

あったが、それが行なわれている企業もあるようだ。

　次に人事考課の考課結果の反映状況を見てみる。
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図表１　人事考課の考課結果の反映状況別企業数割合

（出所：厚生労働省　「雇用管理調査（2002 年版）」）

人事考課の考課結果の昇進・昇格について見ると、「重視して反映させている」と「一定程度

反映させている」で８割を超え、多くの企業で考課結果を反映させている。給与・賞与への反

映については、その２項目で９割を超え、ほとんどの企業で反映させている。給与・賞与へ考

課結果を「全く反映させていない」は、0.3％と非常に低い値となっているが、これについて新

たな動きも出てきている。

運用の難しさが指摘され続けている成果主義賃金制度。サラリーマンの不満は高まるばかり

で、とうとう社内の反発を抑えるため、業績評価を給料に反映させないように制度変更した企

業まで現れた。働きに応じて給料が上下し、好業績の社員には「高給」で報いる̶これが成果

主義賃金制度の定義のはずであるが、「評価を給料に反映させない」とはどういうことか。ある

サービス業の企業では、目標管理制度を３年前に導入したが、評価される社員からは、システ

ムそのものや査定の不透明さに対する反発の声が噴出した。一方評価する側の管理職サイドか

らは「目標設定や評価について面接を何度もして部下に納得する説明をしなければならない。

手間がかかりすぎて面倒この上ない。」との不満が出た。要するに、両者とも目標管理の結果が

給料にそのまま反映されるのが嫌なのだ。となると、社内に渦巻く不満を鎮めるには、業績評

価が給料に直結するのをやめる以外に道がない。今でも目標管理はあるが、それは参考にすぎ

ないという（『週刊朝日』2003 年 8 月 29日号）。

　これは前の L・L さんの話とも通じる。このようにして成果主義の根底が覆されてしまったこ

とからも、成果主義運用の困難さが伺える。次に、人事考課の公開制度とその内容について見

ていく。

　前と同じ「雇用管理調査」によると、人事考課制度がある企業のうち公開制度がある企業割

合は 26.8％（前回 25.3％）となっている。企業規模別に見ると、従業員数 5,000 人以上の企業

で 60.2％、30̃99 人の企業で 22.7％と、やはり企業規模が大きいほど多く、小さいほど少なく
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なっている。そして、人事考課の公開制度がある企業での公開内容は次のようになっている。
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考課の手順・手続き

その他

（％）

図表２　人事考課の公開制度がある企業における公開内容別企業数割合

（出所：厚生労働省　「雇用管理調査（2002 年版）」）

「考課結果」が 86.8％で、ほとんどの企業で公開されている。「考課結果」を除く「考課基

準等」は 60.7%となっており、その内訳を見ると「考課項目」が 51.1％で最も多く、次いで「考

課項目ごとの判断基準」47.0％、「考課者」37.3％となっている。それ以前に、人事考課制度が

ある企業が約半数で、そのうち公開制度があるのが約 1/4 とは割合が低過ぎるように感じる。

次に、インタビューの結果から、（１）それぞれの企業の人事考課の方法と公開制度について

（２）評価に満足しているか（３）他の人が評価したら結果が変わると思うか（４）不満が出

た場合の措置等の４項目についてと、「雇用管理調査」から人事考課の制度・運営上の問題点を

見ていく。

◇J・L さん（メーカー）

（１）目標が達成できたかをはじめに自己申告し、一次上司・二次上司が評価。考課結果の

みを口頭でフィードバック。

（３）たぶん変わる。やっぱり好き嫌いはある。人間的側面は根絶できない。

（４）人事部がガイドラインを作っていて、上司が部下と面接をし、納得するまで説明する

ことが定められている。上司はガイドラインを勉強し、新任管理職セミナーで効果の伝

達方法なども教える。

◇I・N さん（金融機関）

（１）部門長が人事考課をする。結果は個人的には開示。

（２）賃金には満足。

（３）差が出ると思う。やっぱり人間だから好き嫌いはある。
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（４）不満に対しては、人事部の委員会でフィードバックしてもらえる。

◇J・Z さん（公務・団体職員）

（１）直属の上司が評価する。上司がした評価の正しさを他の誰かが評価しなおすオープン

な制度はない。求められる能力の項目は書面で公開されている。ただ、なぜその人がそ

の能力に達していないかを判断したかということ自体は職員と課長の間で話し合いをす

る仕組みがないからオープンになっていない。

（２）自分としては不満はないが、ある人もいるかもしれない。

（３）変わると思う。上司次第。上司と合わなくて体調を崩してしまったというケースもあ

る。

　（４）客観的に上司がおかしいということになれば、組合が出てくる。

◇U・L さん（メーカー）

　（１）査定はあるが査定項目は知らない。A・B・C の評価は知らされ、その後その評価に関

する面接がある。

　（２）特に不満はない。 　　

　（３）違いが出ると思う。人事考課制度は結局上司の好き嫌い。

　（４）不満は言えるが言わない。

◇L・Z さん（公務・団体職員）

　（１）基準は、組合に入っている一般社員には口頭と書面両方で知らされている。

　（２）とりあえずは満足している。

　（３）差は出る。人間だから好き嫌いはある。

　（４）管理職にはないが、一般社員には相談出来るシステムがある。

◇K・I さん（サービス・運輸）

　（１）人事考課に自分で記入し、それに基づいて上司とその上の人とで査定する。結果は定

期昇給時に書面で開示されている。

　（２）満足している。

　（３）変わると思う。人によって違うから。

　（４）組合経由で苦情処理委員会に苦情を言うことは出来る。

◇X・O さん（公務・団体職員）

　（１）班長と、課長の次にいる代理辺りがやったのが各務総理室に行って、さらに人事課に

行く。基準は書面で作ってある。

　（２）上げてもらったばかりだから、満足せざるを得ない。

　（３）差は出るだろう。でも、ある程度差が出てもよいと思う。いろんなタイプの人をいろ

んな角度から見た方が組織としてもよいと思う。

◇L・U さん（公務・団体職員）

　（１）基準は成果と行動が中心。課長から書面を渡され、自分で評価して課長が修正する。

　（２）５段階の口頭評価で公開されている。
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　（３）仕方ないと思う。

　（４）変わるかもしれない。

◇L・L さん（コンサルティング）

　（１）業績評価と能力評価があり、業績評価は基準が書面で公開されていて、まず自己申告

してマネージャーなどが調整する。能力評価は個人でつけるものと評価者がつけるもの

とがあり、点数を付け合って、ミーティングで摺合せを行なう。

　（３）業績評価は絶対基準で評価の食い違いはほぼないが、能力評価では大分ずれる。つけ

る人の申告に相当ばらつきがあるし、見る人の能力にもかなり依存する。

◇J・D さん（公務・団体職員）

（１）収益達成のパーセンテージを 1̃5 で、本人の資質を ÃE でつけ、5-A といった形で年

間の評価をする。はじめに自己評価を上司に提出し、それを上司の直属の上司が評価し、

最終的に部門長がチェックを入れる。昔は多面評価もあったが、現在はない。逆に部下

から上司を評価するものもある。結果は、面接によって口頭で知らされる。

（２）評価には満足。

（３）少しは変わると思うが、そんなに変わらないと思う。

（４）相談出来ると思うがしたことはない。

◇U・T さん（エネルギー産業）

　（１）配属の部署と違う部署の上司（３人）が評価する。今まで上からの基準だけだったが、

下からの評価もなされるようになった。基準はあまり公開されていない。

　（２）時間的に働けていてない割には給料をもらっている。同僚や部下などを含めて上司だ

けでなくより多方面から評価されるシステムを望む。

　（３）差はほとんどないと思う。

　（４）評価に対して相談するシステムはない。個人が給料に対して直に掛け合うことはない。

◇J・J さん（メーカー）

　（２）満足している。

　（３）ほとんど差が出ないと思う。目標管理制度だから。

◇L・K さん（メーカー）

　（１）基準はテキストブックになっていて、個人にはっきり知らされている。

　（２）割と満足している。

　（３）最近考課する側の目線がそろってきているが、個人的な感情はゼロではない。

◇B・T さん（サービス・運輸）

　（１）人事考課シートに何十項目も細かに書いてある。結果は定期昇給のときに昇給の幅を

見て判断する。何で何点かという細かい内訳はわからない。

　（２）満足している。

　（３）変わらないと思う。誰が査定するかというより、どういう組織のシステムにいるかと

いうことの方が影響すると思う。
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◇U・F さん（ベンチャー）

　（１）自分と一緒に仕事をしている人、自分と同じレベルで別の部署にいる人たちの自分に

対する評価と、上司からの評価と、一緒にプロジェクトをした人たちの評価が集まってく

る。

　（２）今のところ満足している。

◇I・D さん（公務・団体職員）

（１）業績評定と能力評定と意欲評定があり、まず直属の上司が評定を決め、次長がチェッ

クし、最後に部長が決める。

（２）賃金には 100％ではないが満足。

（４）不満は総務部長か直属の上司に言うが、納得出来なければ役員に言う。

まず①を見ると、様々な形が取られていることがわかる。自己申告して、複数の上司等が評

価

するという形が多い。公開制度も色々で、公開内容は、基準と結果の両方、基準のみ、結果の

み、の３パターンと、方式は口頭、書面の２パターンがあるが、一応何らかの形で公開が行な

われているようだった。②では、ほぼ全員が評価に満足していたが、自分は満足しているが不

満を持っている人もいる、と言う人もいた。③については、「変わると思う」の人が「変わらな

いと思う」人よりも多く、その理由は「人間だから好き嫌いはある」がほとんどだった。やは

り、評価に恣意性があるということである。④については、不満が出た場合に相談できるシス

テムがあるところもあった。考課の透明性と納得性を高めるためには、公開制度を充実させ、

評価についての不満などを相談出来るシステムを設けることが必要だと感じた。

　次に、人事考課の制度・運営上の問題に関するデータを見てみる。
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22.5
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 考課の寛大化のため格差がつかない

 考課の厳格化のためモラールの低下が生じる

 資金不足で考課を昇給等に反映しきれない

 ポスト不足で考課を昇進に反映しきれない

 能力開発・人材育成に役立っていない

 考課者訓練が不十分である

 仕事の内容に精通していないと評価が難しい

 質の異なる仕事をする者への評価が難しい

 考課基準が不明確又は統一が難しい

そ　の　他

(%)

図表３　人事考課制度がある企業における制度・運営上の問題別企業数割合

（出所：厚生労働省　「雇用管理調査（2002 年版）」）
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人事考課制度がある企業のうち制度・運営上の問題点がある企業割合は 88.8％（前回 89.5％）

となっている。問題点のある企業について問題点とした事項を見ると、「質の異なる仕事をする

ものへの評価が難しい」が最も多く、51.7％となっている。これについては、前の廣石（1998）

の指摘があり、インタビューでも、「成果主義は皆の目に見える成果を作れるような職場にとっ

てはやりやすいが、コンスタントに物事をまわすような仕事は目標設定が難しく、評価する人

もどう評価していいかわからず困っている」という J・L さんの話や、「例えば営業部で働いて

いる人と経理部で働いている人とをそれぞれ目標があったとして同じ数字で評価できるかとい

う問題がある」という L・L さんの話があった。「考課基準が不明確又は統一が難しい」につい

てはインタビューでも触れた人が多く、「成果をどうやって計ればよいかわからない」といった

戸惑いが目立った。「考課者訓練が不十分である」も多く、J・L さんのところのように考課者

訓練に力を入れているところもあったが、L・L さんの「見る人の能力にもかなり依存する」と

いう言葉や、他のインフォーマントの方の「結局は上司次第」等の言葉に見られるように、評

価は評価者の力量に大きく依存していると言える。逆に「考課の厳格化のためモラールの低下

が生じる」は 2.6％と少なかったが、人事考課制度には多くの問題があることがわかった。

まとめ

　成果主義は、人件費の削減や個人の意欲を高めるために採り入れられ、急速に広がっている

ことがインタビューを通して確認出来た。しかし、成果主義の運用は非常に困難であり、評価

の難しさなど残された問題は多い。実際、インフォーマントの方々も評価に恣意性があること

を示していた。やはり、いかにして評価の納得性を高めていくかがポイントとなると思う。今

回のインタビューでは、成果主義に肯定的な人が多く、評価にも満足している人が多かったが、

インフォーマントの方のほとんどが働き盛りの 30 代であり、それが結果にも関係していると思

う。J・L さんが勤める企業では、年功的な賃金制度から成果主義的な賃金制度への転換につい

て、年齢層の高い人たちには不安感が大きいが、逆に若い人は期待を持っている人が多いと言

う。このことからもわかるように、他の年代の人に聞いてみたら違った結果が出るかもしれな

い。様々な問題を抱えた成果主義は今後どうなっていくのだろうか。これから先の動向に着目

しつつ、考え進めていきたいと思う。

引用文献

　土田道夫（1998）「能力主義賃金と労働契約」『季刊労働法』185 号

廣石忠司（1998）「日本企業における賃金・処遇制度の課題」『季刊労働法』185 号

木下武男（1999）『日本人の賃金』平凡社
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第５章　転職志向と働き方

藤島　純

はじめに

　近年、我々学生が就職活動の際に利用するネットサイトと同様、「転職」のためのサイトが

スクリーン上で多く見られるようになった。また、大学ではキャリアデザイン学部といったも

のも創設され、「キャリア」という言葉は単に仕事・経歴を示すものではなく、生涯のすべて

の職業・行動・人間性を含むそれに取って代わっている傾向になっているのではないだろうか。

そして、そのキャリアの方向性を変える、ひとつの方法として位置付けられるものが、転職と

いえる。それは平面状のベクトルのように「キャリア（＝生涯）」の行方をあらわしたものに

なる。しかし、仕事を変えるのは当然容易なことではなく大きなリスクを伴う。

それでも今回のインタビューのインフォーマント 16 人の中にも転職をすでに行った方、今

後のキャリア設計の中に転職を取り入れることを考えている方、逆に、まったく意識を持たな

い方と様々な調査結果が見られた。そこで、調査結果を基に転職意識、転職の理由、そして、

個々がキャリア設計を構築していくにあたってそれをつくりだす大きな要因と OJT・OFF-JT に

よる企業のキャリア設計支援などについてまとめ、その結果が示す労働者のキャリア志向の実

態についてまとめたいと思う。

第１節　統計データより

「収入が少ない」ことを理由に転職を希望する人が大幅に増えていることが 2003 年 9 日、総

務省のまとめた『2002 年就業構造基本調査』の結果で示された。この調査は 5年ごとに実施し

ており、2002 年 10月 1 日時点で働いていたのは 6500 万人。うち 12％の 781 万人が転職を希望

しており、転職希望率は 92年の 9.5％から 97年 10.7％と徐々に上がり、世代別は 20代で、ほ

ぼ 5人に 1人が転職を望んでいる。 理由は「収入が少ない」が 29.1％でトップになり、97年

調査の 24.0％から大幅に増え、次いで「時間的・肉体的に負担が大きい」18.8％（97年は 22.1％）

「事業不振や先行き不安」12.4％（同 13.5％）などである。 雇用形態別にみると、アルバイ

トの 28.9％、派遣社員の 28.7％が転職を希望しており、正規職員・従業員（11.8％）の 3倍近

い。同省は「企業が正規社員を減らし、相対的に賃金が低いアルバイトや派遣社員で補充して

いるのが、転職希望率上昇の要因」と分析している。この調査による「収入が少ない」という

転職希望理由にはいささか疑問が残る。以下の資料に目を通してみたい。

10％以上 10％未満 10％未満 10％以上
　 合計

の増加 の増加

変わらな

い の減少 の減少

合計(%) 100 17.3 12.2 37.8 10.2 22.4

図表 1　転職入職者の賃金変動割合別構成比

（出所：厚生労働省『雇用動向調査』H11 年上期）
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これによれば、転職後の収入は転職以前と比較して下がる傾向が高いことがわかる。

さらに下のデータ（図２）は労働者が仕事に対して満足しているかを示し、不満理由を挙げ

たものである。労働者全体の 40％が仕事に満足していない。理由としては全体として最も多い

のが過半数の労働者が挙げている精神的ストレスであるが、男女別に見てみると女性のそれが

圧倒的に多い。これは、いずれ結婚・出産という大事を備える彼女たちの仕事の難しさを示し

た結果だといえるのではなかろうか。そして、理由の第二位に低収入がある。このような悩み

を抱える現代の労働者が転職志向を持つのは当然の結果であると認識せざるを得ない。

0.0
10.0
20.0

30.0
40.0
50.0
60.0

精神的なストレスが強い

給与がよくない

有給休暇がとりにくい

その他

体力的にきつい

人間関係が良くない労働時間が希望に合わない

昇進機会が少ない

能力が活用できない

雇用が不安定

一般社員になれない

調査労働者計
一般社員
男
女

％

図表２　現在の仕事の不満足理由の割合

（出所：『厚生労働省　2002 年産業労働事情調査』　個人調査 2002 事業所から 7101 人）

また、2003 年の調査（図３）によると過半数の労働者が転職を経験しているが、そのうちの

過半数は異なる職種に就いている。それは上に挙げた不満の理由から他の職へ挑戦することで

そのような不満を除去していきたいという志向が伺える。また女性の積極的な転職傾向も注目

すべきである。図２から、僅かながらに男性よりも仕事に満足しているものの、転職は男性の

　 満足 不満足

調査労働者計 58.6 41.3

一般社員 57.2 42.7

男 57.5 42.3

女 59.4 40.6
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それより多いことがわかる。これは単に女性の積極性だけではなく、結婚・出産時またはそれ

以後にも仕事を続けるためのキャリア設計として転職を選択したと思われる。

26.9 24.7
20.2

32.2

35.5
30.6 37.1

34.1

0.5

0.6
0.2

0.5

36.8
43.8 41.8

33.1

0.3 0.4 0.6 0.0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

調査労働者計 一般社員 男 女

不明

NO

YES・異なるか不明

YES・異なる職種

YES・同じ職種

図表３　転職の有無・前職と現職の異同別労働者数の割合

（出所：厚生労働省『産業労働事情調査』2002 年）

　『転職力』（C.カンチャー、2001）において著者は、転職をキャリア設計のひとつに組み込

むという考え方・生き方についてそれを「キャリアクエスト」、そして、よりよい人生を実現

するために、転職というリスクを進んで冒していく意思のある創造的な人を「キャリアクエス

ター」と呼んでいる。心理学者でもあり、人材育成・キャリア開発に精通している著者は、キ

ャリアクエスターは「人生で出会う災いと困難を封じて成功への鍵へと転じ、進化を遂げる生

き物」と定義付けている。そして、転職について次の 3つのパターンがあると述べている。

　①同じ分野で仕事を変える

　　別の組織で同じ仕事（小学校の教師から養護学校の教師、銀行の経営者からホテルの経営

者等）をしたり、同じ分野で留まる人はさらに大きな責任とイニシアチブ、自主性の持てる

地位へと上っていく。移動するたびにより広い知識と経験が得られる。

　

②分野を変える

　　違う世界に移るわけであるから、これまでと異なった能力・価値観・関心が要求され、仕

事を変えた理由は、欲求や価値観が現在の仕事と合わなくなった、そして、最初の仕事を乗

り越えてしまったと感じた、という二つのケースが考えられる。別の分野に移動するにはそ

の準備のためにスキルをアップし、働きながら企業内外訓練を受けたり、調査や読書で情報

収集に勤める必要がある。

　　ここで OJT、OFF-JT についてのデータを下に示したい。
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図表４　計画的な OJT の実施率~（上）、OFF-JT の実施率（業種別）（下）

（出所：『厚労省　平成 14年度 能力開発基本調査 』

全国・全業種の従業員規模 30人以上の企業から無作為に抽出した企業１万社）

これらは業種別に見た実施率である。OJT は企業内に存在する研修・人材開発担当の部署

が考案した教育のメニューや外部の研修機関が作成したプログラムを受講することによって、

現場で必要な技能や知識の習得を図るものであり、OJT と OFF-JT にそれぞれどのような特徴

があるのかは、訓練方法と雇用形態という 2つの視点から捉えることができる。

　訓練方法という観点から見た場合、OJT と OFF-JT では大きな違いがある。OJT の場合、各

従業員が身につけなければならない職務遂行上の技術や能力は、現場の上司が実際に作業を
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し、従業員と試行錯誤を繰り返しながら伝えていく方法がとられ、OFF-JT の場合、職場から

離れ、外部の講師などから訓練を受ける。つまり基本的には一般化された技能や知識につい

ての教育を受ける場と解釈することができる。

従来、日本では OJT が主流の教育制度だといわれてきた。雇用形態として終身雇用を前提

としている日本の企業では、とくに社内における業務遂行能力の向上が求められてきたため

といえるのではないだろうか。

　　しかし、終身雇用を前提としない今日では、OJT による従業員の教育訓練はコストがかか

りすぎるとの考え方も見られるようになってきた。

上司が部下の OJT に充当する時間は決して少ないというわけではなく、効率的に訓練を施

す手法が模索されている。これまで OJT で行われてきた内容を OFF-JT で教育していこうとい

う試みもその 1つである。OFF-JT であっても、これまで OJT で伝えられてきた業務遂行上の

知恵やコツを体系立てることに重点が置かれ、OJT に近い研修となっている。

上のデータは現在のそのような流れを表した結果といえるのではないだろうか。転職とい

うキャリア設計が当然という時代の流れの中で転職者にとっては OFF-JT 実施企業の増加は非

常に心強い現状である。

そして 3つ目のパターンとして以下のものがある。

③独立する

　　キャリアクリエーターは、創造的で大胆かつ意志強固に厳しい挑戦を求め、自主性と独立

性を強く望んでおり、自らを社会一般の規範や考え方からはみ出している個人主義者・自由

主義者と見なす。起業家として始めることでビジネス的にも成功した人も多い。

　

転職をするということは、現在でこそ一般化されてきているが、社会通念的にはマイナスの

イメージに捉えられることがある。しかしながら、これら 3つのパターンによる考え方は非常

に積極的であり、そのようなマイナスのイメージはない。では今回の調査でのインフォーマン

トの方たちは転職に関してどのような意識を持ち、現在までの自らのキャリアと現行の仕事を

どのように捉え、今後のキャリア設計をどう考えているのだろうか。

第２節　調査結果

インフォーマント 16人の中でこれまで転職を経験された方は 3人であった。また、今後のキ

ャリアに転職を考慮に入れている人は転職経験のある方のうち 2人、ない方のうちでは 4人で

あった。

　インフォーマントの中でキャリア設計に転職を考慮に入れている方たちの志向は、いくつか

の共通点を持っている。ひとつは自分のやりがいを感じられる仕事を転職先にし、自分の成長

のために転職するということである。そして、転職後であれ現在の仕事の上であれ、今後責任

あるポストについてみたいという希望があることである。「1つのプロジェクトのようなもの、
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それに最初から最後まで面倒見れるような仕事に挑戦したい」（L.Z さん　エネルギー産業）、

「責任あるポスト やってて勉強になると思った仕事」（B.T さん　サービス業）「子会社に

転出してそこの経営をやってみたい」（L.K さん　メーカー）。さらに意外な結果となったの

が、現行の仕事に対しての満足度は 80~90％であるということである。サービス業勤務の B.T

さんは現在の仕事が自分に向いていないとしながらも「責任ある仕事をやらせてもらっている」

と 90％の満足をしている。

また、すでに転職なさった方たちの共通点に、転職先を異なる分野にしているということが

挙げられる。「配属先が自分に合わなかった」という理由で商社からメーカーへと転職した J.J

さん。メーカー勤務からコンサルティング機関に転職した L.L さんはその転職を（キャリアの）

「軌道修正」という言葉で表している。「 モチベーションが低くなってきた 」といってい

るように現在の仕事への関心の薄れがその理由といえる。そして 4回もの転職経験を持つベン

チャー企業勤務の U.F さんも例外ではない。そして転職者 3人中 2人が今後の転職も考えてい

る。「ビジネスから足を洗い、大学の研究職になりたい」という J.J さんの意見もあった。

そして、破綻・公的資金投入などで現在の不況の実態を表す金融機関に勤務している 2人は、

今後のキャリアを冷静な目で判断している。H.N さんは「明日仕事がなくなる」という思いで

仕事をしているという。また、J.D さんは「今の仕事が面白くなくなったらやめよう」と考え

ており、2人は先行き不安な仕事にも拘らす今の仕事には不安はあってもそれほど大きな不満

はないようである。

最後に

就職情報会社「ディスコ」（東京都新宿区）が、来春卒業予定の大学生を対象にしたアンケー

ト調査で、定年まで一つの会社に勤めたい大学生はわずか 3 割であるという結果になった

（2004.1.10）。就職してもいずれは転職や独立を目指すという学生が多いことが分かった。調

査は昨年 11 月、同社がインターネットで運営する就職情報サイトに登録している会員の中から

大学 3 年生を抽出して実施したものである。この事実は転職がいかにキャリア設計の大きな機

転となるかを示すと同時に、現代の「先行き不透明」な企業に縛られるのではなく、新たな分

野で新たな事業への挑戦・起業家として挑戦しようとする時代の変化を表したものではないだ

ろうか。

　今回の調査では転職志向のあまりない人は「35」という言葉を口にした。すなわちそれが転

職可能といわれている年齢であり、それまでに出来なければ厳しいということである。すなわ

ち今後の転職志向は、若いうちにその展望を行い、不確実な要素と確実な情報の収集、自らの

知識と環境を正確に判断し内面的・客観的な洞察力も不可欠になってくる。そして、今後の日

本の雇用・賃金形態が年功主義から成果主義へと変わっていく流れの中で、企業間の労働者の

流動も激しくなり、それによって企業によっては優秀な人材不足といったマイナスの要素も生

まれるのは当然ではないだろうか。2001 年度の産業労働事情調査では、現在何らかの人材能力

を求めている企業は 94. 6％であり、その求められる人材能力（3つまでの複数回答）としては、
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「販売・営業力 」（54.2％）が最も高く、次いで「発想・企画力」（41.8％）、「コスト意識・財

務センス」（40.1％）となっている。

　今回の調査では転職をマイナスと考える人はいなかった。むしろ「できればしたい」といっ

たリスクを恐れてできないといった考えの人が多かった。U.F さんや L.L さんのような、仕事

を変えて成功したと実感している人はさらに自信がつき、成長し、能力をフルに発揮した満足

感は大きく、独立心はさらに高まる。「キャリアクエスター」として生きていくために、このよ

うな雇用不安定な社会でも転職を恐れず、充実した人生を歩んでいくことを、成功か失敗かに

こだわるのではなく、成功を結果として捉えずに、満足のいく一日一日を過ごせるかというこ

とを重視することが大事なのではないだろうか。

引用文献

　キャロル・カンチャ̶（2001）『転職力』内藤龍訳 光文社

　厚生労働書　各調査結果
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第６章　キャリア設計の理想と実際

片山　拓

はじめに

　今回、データ・記事収集やインタビューなど多くのことを行った。その中で、私が最も興味

をひかれたテーマは、キャリア設計についてである。労働市場が流動化し、転職や失業が増加

している中で、労働者の方が実際にどのように考え、行動しているかはとても興味深いもので

あった。大学 2 年次に読んだ論文（日経連,1999）に出てきた「エンプロイヤビリティ」という

言葉も、現在の流動的な背景の中で作られたものであり非常に興味があったが、机上で考えを

巡らしているばかりだった。今回、インタビューを通じて具体的なキャリア設計についての考

え方を伺えたので、インタビュー結果を使ってキャリア設計の現在・これからにアプローチし

ていこうと思う。大まかな流れとしては、はじめに「社会や企業のキャリアに対する考え方・

取り組み方」、次に「労働者のキャリアに対する考え方・取り組み方」、最後に「自分自身の考

察・まとめ」という形でまとめていく。

第 1 節 企業におけるキャリア開発支援の実際

　まず、今回のデータ収集・記事収集で興味深いものがあったのでそこを切り口に展開してい

こうと思う。2003 年 3 月 8 日の毎日新聞に NTT コミュニケーションズ（以下コミュニケーショ

ンズ）のキャリア支援制度に関する記事が載っていた。この制度の目的は、社外でも通用する

人材を育てることで、内容は、入社して 3 年間は基礎研修を受けるとか、課長・係長になるに

は企業が選んだスキルのどれかを取得していなくてはならないなどといったものであった。こ

れは、日本経営者団体連盟（以下日経連）が報告した『エンプロイヤビリティの確立を目指し

て』（1999）において定義されているエンプロイヤビリティの形成を促す制度だといえる。日経

連は広義のエンプロイヤビリティを「雇用されうる能力」と捉えており、労働移動を可能にす

る能力に加え、当該企業内部での価値を有する能力が必要だと述べている。コミュニケーショ

ンズの人事制度は、日経連の定義する「雇用されうる能力」を養うものであり、企業もそれを

目的として行っている。これは日経連やコミュニケーションズに適応した形だろうが、記事の

最後には従業員の 1 人が「こんな制度は嫌だと思ったが、頑張ってみた。」と発言している。こ

の言葉を聞く限りでは、果たして企業や日経連の理想と従業員の理想と言うのは必ずしもマッ

チしてないのではないだろうかという疑問が出てくる。

　上記の記事以外にも、朝日新聞に興味深い記事があったので紹介しようと思う。1995 年 4 月

5 日の朝日新聞に、「労働者の自発的転職が増えるだろうから、キャリア向上を支援するシステ

ムが必要だ」といった内容の記事があった。これは、現在で考えるとその通りになったといっ

てよいと思う。ただ、「転職希望者の内訳において、アルバイト・派遣社員が正社員の 3 倍近く

いる」（『毎日新聞』2003 年 7 月 10 日）ということは大きな変化である。この毎日新聞の記事
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から、企業が正社員を減らし、アルバイト・派遣社員でそれを補っていているため、雇用が流

動化していることが分かる。これに対して、キャリア開発支援は進んでいないことが以下のデ

ータから読み取れる。

95285
85870

99235

47322

¥0

¥20,000

¥40,000

¥60,000

¥80,000

¥100,000

¥120,000

アメリカ カナダ ヨーロッパ 日本

図表１　諸外国と比較した従業員一人当たりの研修費用

出所：『第 2回「人的資源開発における戦略的投資と効果測定」に関する基礎調査報告書』（2000 年）

　このグラフを見て分かるとおり、日本は研修制度に対する姿勢が他の先進国に比べて明らか

に劣っているのである。また、厚生労働省の『労働者派遣事業実態』によると、派遣労働者の

51.3％しか研修を受けていないことが分かる。雇用が流動化しているにもかかわらず、研修制

度が充実していない現在の日本を労働者の方達はどのように捉えているのだろうか。企業側と

労働者側とのキャリアに対する考え方の違いを、インタビュー結果を使いながら考察していき

たいと思う。

第２節 企業と労働者のキャリアに対する考え方の相違
　第１節で企業側の視点からキャリアについて見てきたが、労働者と企業の間に様々なギャッ

プが生まれているのではないかという疑問が浮かんできた。そこで、さらにマクロ的なデータ

を使って、企業側と労働者側とのキャリアに対する考え方の違いにアプローチしていきたいと

思う。

まず、第１節のデータ以外にこれらのギャップというのを裏付ける資料があるので、以下に

載せ分析していく。
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適当な教育訓練機関が見つからない

費用がかかりすぎる

セミナー等の情報が得にくい

コース受講や資格取得の効果が定かではない

やるべきことが定かではない

自己啓発の結果が社内で評価されない

その他

特に問題は無い

％

図表２　従業員の認識する自己啓発の問題点

出所：日本労働研究機構『能力開発基本調査報告書』（2001）
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受講料等の金銭的援助

社内での自主的な講習会・セミナーなどの実務に対する援助

有給教育訓練休暇の付与

残業時間の配慮

社外研修コース、通信教育コース、図書等に関する情報提供

部下の自己啓発の動機付けに関する管理職教育

その他

特に何もしていない

無回答

％

図表３　従業員の自己啓発に対する支援方法

出所：日本労働研究機構『能力開発基本調査報告書』（2001）

上のグラフを分析し、第 1節と照らし合わせていくと以下の様な事がわかる。

①雇用が流動化しているにも関わらず、企業ごとのキャリア支援制度における充実度の格差が

大きすぎる。これによって、派遣社員だけでなく正社員にもニーズに合った支援を受ける機

会が減っているのではないだろうか。
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②企業における格差の違いはあるが、徐々にキャリア支援制度を導入してきている。だが、従

業員にも大きな意識の差があり、利用頻度はバラバラである。

③企業の提供する支援制度と従業員の求める支援制度が一致していなかったり、自己啓発をす

る時間が無かったりする為、満足な支援を受けられず転職願望を押し殺さなければならないの

ではないだろうか。

図表２・３は分析していくと、①~③のギャップが実際にあるということを裏付けることに

なる。図表２では、制度自体に不満を持っている人も多いが、「特に問題はない」と満足してい

る人や自己啓発はしているが「社内で評価されない」といっている人もいる。図表３では、金

銭的援助や情報提供は約半分の企業が行っており、徐々に支援制度を取り入れている企業が増

えていることがわかる。このように、図表２・３を個々に見分ければ、実際に回答にムラがあ

ることから①・②のギャップは生まれているといえるだろう。また、③のギャップに関しても、

図表２・３を照らし合わせてみると、図表２で挙がっている「適当な教育機関が見つからない」・

「費用がかかりすぎる」などといった問題点は、図表３で上位を占める企業が実施している「受

講料等の金銭的援助」・「社外研修コース、通信教育コース、図書などに関する情報提供」など

と反しており、③のようなギャップが生まれているといえる。人の考え方は多種多様なので一

概には言えないが、グラフやインタビューを見る限りでは、このギャップはなくしていくべき

であると思う。そこで、第 3 節で実際の労働者の声（インタビュー）と照らし合わせて結論を

出していくことにする。

第３節 労働者のキャリア設計に対する考え方
　第３節では、先日行ったインタビューから「キャリアについて」を抜粋しまとめていき、第

1・2 節のデータと照らし合わせることでインタビュー結果をより効果的に活用したいと思う。

インタビューの中で私が最も興味を持った質問は、会社のキャリア開発に対する支援にはどの

ようなものがあるかである。様々な答えがあったが、第 2 節でもデータ分析の結果として出た

ように、積極的に支援してくれている企業とあまり関心が無い企業では大きく差があるように

感じた。積極的に支援している企業の中には多種多様のプログラムを低価格で受けられたり、

留学中も給料がでたりする制度がある（メーカー勤務 J・L さん）が、関心が無い企業だと極端

な話だが全く支援制度が無い（メーカー勤務 J・J さん）というところもあった。ただ、多くの

企業は少しずつではあるが関心を持ってきているようで、通信教育の費用負担制度や海外留学

制度・希望制の研修制度はいくつか設けてきているようであった。とはいえ、全体的には積極

的にキャリア開発に対する支援を行っている企業は少なく、十分な支援制度が整っている企業

は少ないように感じた。

また、労働者の方々も企業の用意した支援制度をそれほど利用していない方が多いようであ

った。インタビューを受けていただいた方の中で、多くの方は自己負担でキャリア開発を行っ

ていて、支援制度を利用したとしても一度か二度という話であった。J・L さんの様に支援制度

が充実している企業であれば、支援制度をよく利用するようだが、ほとんどの企業が用意する
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支援制度と従業員が望む支援制度がマッチしていなかったり、自己啓発を行う暇が無かったり

する為にあまり利用されないのではないだろうかと感じた。実際にインタビューでは、時間的

に余裕が無かったから自己啓発をあまりしていないという人が多かったし、第 2 節の図表２で

も「自己啓発の余裕が無い」が理由の第一位にきていることから多くの人が同様に感じている

といえるだろう。ただ、ベンチャー企業勤務の U・F さんのように特殊な事例もあり、企業も従

業員も双方が納得して、企業側の支援無しで自主的に自己啓発している場合もあるようだ。ま

た、U・F さんは「もしベンチャー企業の中で企業側の支援を受けるならば、自分のキャリア設

計をしっかりと行い、それに向かって自分がある程度努力した後で受けるべきだ」とも言って

いた。

　また、第１節からの流れである転職したいかどうかや今後のキャリア設計をどのようにして

いくかという質問も興味深いものであった。これに対する回答も様々なものがあり、とても具

体的に今後のキャリア設計考えている方やなんとなくこのままで行くといった方もいた。転職

する・しないは半々で、するとしたら現在の仕事に面白みが無くなったらするといった内容の

ものが多く、やりたい仕事は全員が持っているが、どのようにアプローチしていくかは様々で

興味深いものであった。特に、上昇志向が無く転職願望が無いという傾向を表したのは、X・O

さんや J・Z さんら公務団体職員の方々だった。逆に、U・F さんはいつ転職しても良いといっ

た感じを受けた。また、転職をしないといった方の多くが 35 歳以前なら転職していたかもしれ

ないが、35歳を過ぎると転職市場が無くなってしまうと言っていた。

前述した日経連の『エンプロイヤビリティの確立をめざして』（p.27）では、今後は企業・社

会の支援制度が充実した上で、労働者がそれを有効に活用し、主体的にエンプロイヤビリティ

形成に努めることが重要であると述べられているが、今回のインタビューからはまだ労働者全

員にはその意識が芽生えておらず、労働者間に意識の差があり、日経連・企業・労働者のそれ

ぞれの考え方にギャップがあると言えるだろう。また、日経連は同書の中で、就業 10 年~20

年は企業支援よりも自分の「強み」を至上に照らし合わせて自助努力していくことが必要だと

述べている。だが、確かに自助努力をしている方もいたが、ほとんどの方が転職を諦めている

感じを受け、日経連の述べている理想にもギャップがあるように感じた。

第 4 節 キャリア支援制度の今後（考察・結論）

　第１節から第３節にかけて企業と労働者のキャリアに対する考え方を考察し、差異を見つけ

出してきた。日経連の発表したエンプロイヤビリティの確立の仕方が全てだとは思わないが、

現状を打破するには日経連の言葉を借りていこうと思う。日経連は『エンプロイヤビリティの

確立をめざして』の中（p.11・12）で、「エンプロイヤビリティが論じられる時に、むやみに雇

用の不安定化と結び付けたり、「何事にも個人の自己責任で取り組まなければならない」といっ

た点が強調されたりするが、そうではなく育成の視点を個別従業員にシフトさせ、「自分で決め

ることができない」「選択の余地が無い」といった従来の問題点を解決することが必要だ」と述

べている。また、インタビューの中でも、コンサルティング機関勤務の L・L さんが「キャリア
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を考えるにあたって、会社が与えてくれるものだと考えるよりも主眼は自己啓発におくべきだ」

と言っていて、日経連の考えに近いものがあった。L・L さんはその理由として、「一つは企業

が人材を育てるという発想を変えてきているという点、もう一つは自分でしっかりとキャリア

設計をし、それを主張していかないと企業の投資が自分の期待しているものや企業の期待して

いるものと変わってきてしまうという点にある」と言っていた。

これらの意見も併せて考えると、やはり現状は打破していくべきであるといえる。第１節か

ら第３節にかけて見つかってきた労働者と企業の間のギャップは、先に述べた二つの意見とは

ほど遠く、今後のキャリア設計に関してギャップが広がっていく一方な気がしてならない。も

しくは、多くの企業がどのような支援制度を設けていけばよいか分からず、従業員もどのよう

にキャリア設計をし、キャリア開発していけばよいか分からない状態が続き、労働者の自立が

望めない状態になっていくのではないだろうか。現状の問題を解決する方法として、日経連は、

行政や教育機関に対して自己啓発優遇税制や高等教育における「出口管理」を要求していて、

日経連自身もエンプロイヤビリティ形成のための新しい教育研修システムの開発などを展開し

ようとしている。これらは、やはり社会全体でキャリア開発支援をし、個人個人が自主的に自

己啓発しようという意思を持つために必要なことであると思う。今回のインタビューやデータ

収集を通じて、キャリア開発の今後は企業・個人双方の努力が必要であるとわかった。「企業は

従業員のキャリア設計について従業員の立場で考えて支援制度を充実させていき、労働者は自

分の「強み」を見つめなおし明確なキャリア設計をしていく中で、それに合わせて企業の支援

制度を有効に活用していく」というのがキャリアについて今後追い求めていく姿なのではない

だろうか。

引用文献

日本経営者団体連盟教育特別委員会（1999）『エンプロイヤビリティの確立をめざして－「従業

員自律・企業支援型」の人材育成を－』

厚生労働省（2003）『労働経済白書－経済社会の変化と働き方の多様化－』
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第７章　“女性総合職”というもの

新津　麻紀子

はじめに

　コース別雇用管理制度を導入している企業 735 社を対象にして、1999 年に総務省が行った調

査によると、調査対象となった 735 社で働く総合職は男女計で 405,737 人。そのうち女性は

14,135 人（3.5％）であった。また、それら企業の、総合職平均人数は 1 企業あたり 552.0 人

であるが、女性はそのうちたったの 19.2 人と報告されている。さらに細かく見ると、1 企業あ

たり新規学卒総合職女性の採用人数は 1999 年で平均約 2.5 人である。改正男女雇用機会均等法

が 1999 年 4 月 1 日から施行され、募集における男女均等取扱いへの顕著な是正、従来女性が少

なかった営業職や技術職への配置などの見直しが図られた。その後伊藤忠商事が現在 2.2％の

女性総合職比率を今後５年間で５％に高めるために、新卒採用の女性総合職比率を現在の 12％

から２割程度まで高めるほか、事務職からの転換、中途採用増などで底上げする。というニュ

ースが報じられるなど（『日本経済新聞』（2003 年 12 月 26 日））、女性の雇用は伸びてきている

ように思えるが、男性総合職の人数に比べるとその比率は驚くほど低い。2002 年の労働力人口

は男性 3,932 万人、女性 2,679 万人と、その差は 1,000 万人程度（総務省『労働力調査』より）

であるのになぜ、総合職という枠で考えるとこんなにも男女の差が歴然とあらわれるのだろう

か。

夏休み中に行ったインタビューに答えてくださった方々のお話を参考にしながら、“女性総合

職”の方々が今までどのような処遇を受けてきたのか、そして今、私たち女性が企業において

どのような立場に置かれているのかを調べなおし、もう一度考えてみたいと思う。

第１節　コース別制度

　「御社ではコース別制度をとられていますか？」という設問に対して、産業別にその回答を

まとめてみると、業種によって傾向が様々であることがわかる。まず特徴的なのが“金融機関”。

「コース別制度は入社時（1991 年）からある。当時の新入社員 14 人に対して女性総合職は 1

人。現在では 20 人に 4~5 人に増加している。一般職は女性のみ。」（L・U さん）というコメン

トを筆頭に、「現在の様子はわからないが入社時（1992 年）に総合職は 120 人くらいいて、担

当職が 200~300 人。そのうち 10 人が女性。今でも残っているのはそのうちの 2 人。」（J・D さ

ん）というお話からして、数的には少ないものの、彼らが入社した 1990 年代にはすでに多くの

金融企業がコース別制度を取り入れていたということが推測できる。

　それに対し“エネルギー産業界”では「コース別制度がとられ始めたのはここ１~２年。私

の知っている限り、一人目が来年の春に入社予定。」（L・Z さん）、「コース別ではなく、事務職・

技術職で分かれている」（U・Ｔさん）といったように、コース別制度を取り入れている企業は

比較的少ないようだ。同じように“メーカー企業”でも「コース別制度は採用されておらず、
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女性の総合職はいない」（J・J さん）、「圧倒的に一般職の女性のほうが多いけど、最近では総

合職の女性の採用が増えた。入社当時（昭和 59 年）、女性は一般職しか採用がなかった。」（L・

K さん）、「部署による。事業部には女性の総合職はいるけどごく少数。仕事がきついこともあ

り、辞めたり、一般職に変えたりするケースが多い。」（J・L さん）、「総合職の女性はいるが、

比率はとても少ない。」（U・L さん）と、こちらも女性総合職の進出は遅れているようだ。

他に“サービス業界”では、「コース別制度が起用されたのはここ最近だけど、昔から女性は

活躍している。」（B・T さん）、「事務職だけで言うと、毎年入社の 1~2 割が女性。」（K・I さん）、

“ベンチャー企業”においては「総合職・一般職ではなく、契約社員か正社員という分け方。」

（U・F さん）、“公務・団体職員”である方からは「コース別制度はあるが、女性の総合職は非

常に少ない。入社時（1992 年）の同期 30 人のうち、女性は 3 人。」（J・Z さん）という回答を

いただいた。

以上のように、インタビューの資料を振り返るだけでも、コース別制度をとりいれている企

業というは多いが、「ここ最近始まった。」という企業も少なくない。そこで図表１をみている

と、インタビューの内容を裏付けるように、金融業は比較的早いうちからコース別制度を取り

入れていることがわかる。
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図表１　産業別コース別雇用管理制度導入企業割合の数値

（出所：厚生労働省『女性雇用管理基本法』　2000 年）

　金融業は、インフォーマントの多くが入社した 1992 年ごろから急速にコース別制度を取り入
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れ始め、現在では少し減少傾向にある。それに対し、1995 年から他業界を追い抜き、数値を急

激に伸ばしているのは「電気・ガス・熱供給・水道業」などのエネルギー産業界である。エネ

ルギー業界の多くは、女性の育児休暇を 3 年に延ばすなど、女性に働きやすい環境を提供する

などして、積極的に女性総合職の採用を進めている（某エネルギー産業界・人事部のかたのお

話より）。

　しかし、産業計でみてみると、2000 年の時点で 7.1％の企業しかコース別制度を採用してい

ないことがわかる。総合職・一般職で分けること自体、差別につながるという考えもあっての

ことかも知れないが、10％にも満たないこの数字をみると、仕事場での女性の立場は本当に上

がってきているのか、不信に思う。

では次に、女性総合職の採用人数を見てみようと思う。冒頭でも述べたが、1999 年の時点で

女性総合職は 1 企業あたり 2.5 人である。また、このグラフからもうひとつ言えることは、女

性総合職の採用人数は景気の波に左右されているということだ。バブル景気の 1992 年の 3.3 人

をピークとして、バブル崩壊後に急速に低下、1996 年度には 1.5 人にまで減少している。バブ

ルの影響を一番受けやすいサービス業を見れば一目瞭然である。1998 年で 2.5 人とやや持ち直

しているものの、その数はまだまだ少ない。
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図表２　産業別・1企業あたり新規学卒総合職女性の採用人数の変化

（出所：（財）21世紀職業財団『総合職女性の就業実態調査』（2000 年））

　また、『朝日新聞』（2001 年 10月 6 日）に書かれた記事によると、コース別制度を取り入れ
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ている会社において、総合職に占める女性の割合はわずか 2.2％であり、女性総合職の割合が 1

割に満たない企業が 85.7％にも及ぶという。また、採用時に女性総合職が 2 割以上の企業はわ

ずか 16.4％であるのに対し、女性総合職はゼロという企業は 50.7％となっている。この数値は

コース別雇用制度を取り入れている 215 社を対象に同年に厚生労働省が出したものであるが、

コース別制度を取り入れている企業であっても、女性総合職がゼロという企業が 5 割以上ある

ということには驚いた。企業社会において、男女が同人数・同賃金で一緒に働く世界が実現す

る時代はやってこないのだろうか。

第２節　1990 年代初頭と後半

　では今から 10 年ほど前、インフォーマントが入社した年にちょうど当てはまる 1992 年頃と

いうのは、バブルがはじけ、女性総合職というものが今以上に世間になじみがなかった時代で

ある。その時代の中で、女性は企業の中でどのような立場に置かれていたのか。インフォ－マ

ントの一人、J・D さんが具体的なエピソードとともに語ってくれている。

̶̶「入社初日に『俺は女性総合職なんていらないって人事に言っておいたのに･･･』と上司

から直接言われた。当時の上司は『結婚して働くのは欲張りすぎだ』という考え。そ

ういうのが完全になくなったのは 2~3 年前で、その前に子供ができて報告に言ったら

『うれしいの？』といわれた。私は子供を持った女性を会社が使う気があるのならも

っと改正しなければならないことがたくさんあると提案した。」

J・D さんは比較的女性の総合職の採用を早くからおこなっていた金融機関にお勤めだが、その

金融機関でさえ女性はこうも軽く扱われていたのかと思うと、やるせない気持ちになる。

ほぼ同じ時期の資料として、1993 年に労働省が行った『総合職女性の就業実態調査』を見て

みる。（『朝日新聞』（1994 年 3 月 30 日）より）それによると、当時総合職として働いていた女

性 740 人のうち、約 60％の女性が、募集・採用・昇進・昇格・配置の時などに「女性は不利に

扱われていると感じる」と答えている。また、彼女たちが総合職を選択した理由としてもっと

も多い答えが「自分の能力を十分に発揮するため」（57％）であるのに対し、20％にあたる人が

「自分の能力を仕事で発揮できていない」と答えている。インフォーマントの解答をみても、「入

社当時、オフィス内でのお茶汲み、郵便物の確認は女性が担っていた。」（メーカー　U・L さん）、

「入社当事は当直など男性しかできない仕事があった」（エネルギー産業　U・T さん）といっ

たように、1990 年代前半の企業社会では「お茶汲みは女性の仕事」という暗黙の了解があった

ようである。不当解雇をされたとして企業を相手に裁判をおこし、2001 年に全面勝訴を勝ち取

ったある女性のホームページに載せられている『お茶汲みについての実態調査』を見てみると、

解答者１１名のうち、「毎日決まった時間に女性社員がお茶を出す」と答えた人が７人、完全セ

ルフが２人である。全部で１１名しか回答していないアンケートなので、信用性は低いが、少

なくとも「お茶汲みは女性社員の仕事」としている企業がまだ存在することを表している。

1990 年代初頭と後半で一番大きな転機となる出来事、それは 1997 年 6 月の男女雇用機会均等

法の改正ではないだろうか。この法律によって募集・採用から定年・退職・解雇に至るまでの
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雇用管理の全ステージにおける女性に対する差別が禁止されたが、それによって企業における

女性の立場は本当に変わってきたのかどうか、調べていこうと思う。

インフォーマントの解答から見てみる。それによると「入社当時に比べ業務内容が広がった」

（サービス運輸業　K・I さん）、「女性の管理職が増えた」（サービス運輸業　B・T さん）他、

女性総合職の割合が増えた、あまり変化はない。といったような回答が得られたが、1998 年に

日本労働研究機構が行った「高学歴女性と仕事に関するアンケート」を見てみると、管理職に

占める女性の割合は係長相当職 7.7％、課長相当職 2.6％、部長相当職 1.6％と、低水準にとど

まっている。総合職女性の数は先述したとおり、数字は伸びてはいるものの、まだまだ低い。

女性総合職の数が少ないのは、離職率が高いから、という話を聞いたことがあるが、本当に

女性総合職の離職率は高いのだろうか。(財)21 世紀職業財団『大卒者の採用状況および総合職

女性の就業実態調査』によると、女性総合職のうち、入社 2 年目から離職率は伸び続け、入社

10~14 年になると 60％の以上の人が会社を辞めるという。やはり、離職率は高いようである。

ではなぜ、女性総合職は仕事を辞めていくのだろうか。彼女たちが仕事を続けていく上で障害

になると考えているものを図表３にあげてみる。
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（出所：（財）21世紀財団『総合職女性の就業実態調査結果概要』　2000 年）

以上からわかるように一番多い回答は、「仕事と育児・介護を両立するための制度が不十分で

ある」というものだ。続いて「男性優位の体質や職場の受け入れ態勢や上司の意識に問題があ

る」、「残業が多く自分の時間が持てない」というように、職場や勤務の環境をあげる人が多い。

働く女性の多くが自分の能力を十分に発揮でき、会社がそれを公正に評価し、家庭と仕事の板

ばさみにあっている彼女らを援助するシステムが整えられていたら、女性総合職の離職率は違

ってくるのではないだろうか。離職率が低くなれば、女性総合職の採用人数も変化してくるの

かもしれない。これは企業の社内環境そのものを変えていかなければ、どうにもならないこと
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ではないかと思う。

第３節　日本の高学歴女性

　では、日本女性自身は仕事を持つことに対してどのような思いを抱いているのだろうか。

内閣府『男女共同参画社会に関する世論調査』（2002 年）によると、「子供ができても仕事を続

けたほうがよい」と答えた女性が 38％と 1992 年の 26.3％に比べて増加している。また、新入

社員の仕事価値観を見ても、男女とも約 8 割が「仕事と家庭の両立」を望むなど、仕事と家庭

の両立のできるスタイルを求める人が増えている。さらに、2002 年に河合塾によって発行され

た『The Longest Year』によると、「大学へ進学する理由として最重要視したもの」のうち、「希

望する職種・業種に進みたいから」と答えた女性が 66.1％であるのに対し、男性は 61.6％であ

り、女性の職業を意識する姿勢が男性以上に見ることができる。

このように、女性の就業意識・意欲が以前に増して強くなっているのにもかかわらず、図表

４を見ているとわかるように、日本の場合高卒以上の労働力率は各国より低水準にあり、特に

アメリカの大卒女性の 90％が大学・大学院卒業後に働くのに対し、日本では６８％と格差が大

きい。

図表３　女性の学歴別労働力率の国際比較（25~64歳）

（出所：OECD　Education at a Glance（2002 年版））

注）１ 学歴は日本におけるレベル表現に統一している。

２ 各国 2001 年の調査結果である。

このように女性の就業意識は高まり、高学歴化は進んでいるのに、実際に就業している女性は

各国に比べて低い。さらに大学を卒業後、総合職として企業内で働く女性はそのうちの一握り

しかいないのである。メーカーに勤める L・K さんのインタビューの中に「新入社員の面接をや
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っているけど、女性のほうが優秀だぞ（笑）」というコメントがある。ではなぜ企業は女性総合

職の人数を増やしていかないのだろうか。

最後に

　明治初期において日本では、『女性は政治に関与すべきではない』とされていた。治安警察 法

第 5 条には、『女子は政治結社に加入することはできない』とあった。はるか昔から日本に根付

くこの風習を打ち破り、日本において婦人参政権が閣議決定されたのは 1945 年 10 月、衆議院

議員選挙において初めて行使されたのは 1946 年 4 月 10 日である。驚くことにまだそれから５

８年しか経っていないのである。世界で初めて婦人に参政権が与えられたのは 1893 年のニュー

ジーランドであり、その後 1920 年にアメリカが、1928 年にイギリスと続く。日本比べてはる

かに早い時期である。

これからもわかるように　他の先進国の女性に比べて日本の女性が活躍を始めてからの歴史

はまだまだ浅い。男性が圧倒的な権力を持つ社会というもは発展途上国によく見られる。その

理由としては、昔からの風習に加え、発展途上国では労働力確保のために子供の数が多いとい

うことが考えられる。そのため女性が妊娠・出産の繰り返しで働くことができず、経済力が乏

しいため、発言権を持ったり自立ができなかったりするのだと思う。

これに対し多くの先進国では、女性は男性に引けをとらない発言をし、行動力を持っている。

アメリカの学校には“ディベート”の授業というものがある。その授業の中ではむしろ、女性

のほうが的確で過激な発言をしている。日本の学校ではあまり考えられないことである。恋愛

ドラマや映画などを見ていても、日本ではひかえめで優しい女性がヒロインとなる場合が多い

のに対し、アメリカやイギリスでは男性顔負けのアクションをする女性がヒロインとなる。極

論ではあるがこの違いはそのまま社会が求める女性像に当てはめることができるのではないか

と思う。日本ではディベートなどで過激な発言をする女性を男性は「生意気」や「でしゃばり」

といって倦厭する傾向がある。現代でさえ、理想の女性像がこのような状態なのだから、現在

管理職として企業そのものを動かしている年代の人々の意識の中ではさらに女性に求めるもの

はかわってくるのだと思う。統計データに基づいた結論ではないため断言をすることはできな

いが、彼らのそういった意識を変え、女性というものの立場を上げていかない限り、会社側か

ら女性に大きな仕事を任せることはないだろうし、女性総合職の採用人数は伸びていかないの

ではないだろうか。募集人数が少ないために、活躍の場がない女性たちはどうすればよいのだ

ろうか。総合職になれず、一般職・契約社員になったところで、企業側に大きく評価してもら

えるような仕事が与えられるとは思わない。彼女たちの多くは自分の可能性がわからないまま

結婚し、家庭に入り、夫の収入で生活していく。

日本が「先進国」であるといわれるのも、あと何年先までかはわからない。景気は回復してい

るとは言えど、すさまじい追い上げを見せるアジア各国にいつ潰されてしまうのか、誰にもわ

からない。日本の企業に今必要なのはそれらの国々に対抗していく戦力になれる、より良質の

労働力ではないだろうか。もう、「男性」「女性」をとやかく言っている余裕はない。国際経済
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の中で生き残っていくためにも企業はより優秀な人材を採用し、育てていく必要がある。その

第一歩として、もっと女性にチャンスを与え、彼女らの可能性を見、能力を評価してほしいと

思う。

「男女」というカテゴリーに分けず、労働力として見てほしい。そうすれば自然と、総合職の

みならず、企業の中核的な仕事をこなすポジションにもっと多くの女性が起用されるのではな

いだろうか。

参考ページ

婦人参政権への道　　 http://www.hiroshi-takada.com/simin001.htm

「デモス」とはそもそも何か？

http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1028/wd05.html

厚生労働省雇用均等・児童家庭局（2002）『平成 14年度版 働く女性の実情』

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/03/h0328-3.html

お茶汲みについての実態調査　http://vote2.ziyu.net/html/yu_hori.html
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第８章　社内における女性の立場について

小杉　浩司

はじめに

　日本には古来、妻は家庭を守るものという考え方が根底にあった。その性別役割分業の考え

は、1970 年代後半の高度経済成長期において、女性の社会進出が急速に進んだ中でも基本的に

は変わらなかった。日本の経済成長を支えてきたのは、「夫は仕事、妻は家事・育児」という考

え方なのであり、それに支えられて、男性は心おきなく仕事に専念することが出来たのである。

しかし近年、妻も仕事をもつ家庭が増えてきている。その背景には不安定化している経済や、

女性の地位の向上が挙げられよう。しかし、それに伴って企業内では女性の働く場としての変

革や、意識改革が求められている。そこで、過去の新聞記事や各省庁の行った統計データ、イ

ンタビュー調査の結果から企業内での実態や今後について考察してみる。

第１節　男女雇用機会均等法はどう機能した？

　1972 年施行の「勤労婦人福祉法」をルーツに、1985 年に「雇用の分野における男女の均等な

機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」として男女雇用機会均等法は制

定された。その後、1995 年には国際的な流れの中で改正され、「女子労働者の福祉増進」の意

味合いが強かった従来のものから「男女の均等の確保」が中心の内容に変わった。それまで男

女で差別的な扱いをしないことが努力義務とされていた「募集・採用及び配置・昇進」が禁止

規定に強化され、さらに深夜労働の禁止など労働基準法の女子保護規定を撤廃することになっ

た。しかしこの保護規定撤廃については根強い反対論があった（朝日新聞 1996 年 12月 17日）。

それでは、この法律が実際に影響を与えたことは何なのか？労使ともに意識改革が起きたこと

は確かだろう。事実、新規採用において女性の採用が増えたと答えたインフォーマントは多く、

ここ数年でコース別制度ができたり、女性が管理職になったりといった企業レベルでの変化は

進んでいるようだ。また、大企業の社員の約七割は女性のお茶汲みをなくしたほうがいいと考

えていて、あったほうがいいと考えるのは九％に留まったという調査結果もある。インタビュ

ー調査においても、女性だからお茶汲みをさせるということをしていることはほとんどなく、

お茶は自分で入れていると答えた人が多かった。ただし来客の際には女性にお茶を出してもら

うという方もおり、これはお客に対して失礼のないように、という配慮からであると思われ、

その方は実際に自分がお茶を出してお客に嫌な顔をされたという経験があったようだ。

　それでは、それ以外には何が変わったのか。分かりやすいものとして、男女での平均勤続年

数の推移を調べてみた。均等法の影響を見るため、データは 1985 年から 2002 年までを取り出

してみた。
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図表 1：男女の平均勤続年数の推移

（出所：総務省『賃金構造基本統計調査』）

　

　これを見ると、均等法施行以前と比べると女性の勤続年数は長くなってきているものの、そ

れは男女共通の流れであり特に大きな差はない。しかし女性のほうの伸び率がやや多く、男性

は最大 1.7 年の伸びに対し、女性は最大 2.1 年である。勤続年数に関しては、すぐに結果が出

るものではないがあまり均等法の影響はなさそうだ。なお、このグラフの元データは年齢を考

慮に入れていないということを補足しておく。

　今はちょうど均等法や世論の流れによって企業の中に変革がおきている真っ最中であるとい

えよう。したがって、革命的な変化はまだ見られないが小さな変化、女性の採用の増加や地位

の向上などといった企業レベルでの変革が始まっているのだ。インフォーマントの中では、今

は共働きが当然といった声が多く聞かれ、男じゃないとダメだ、といった考えの方はいなかっ

た。その中でも、公務・団体職員のＩ・Ｄさんはこんなことを言っていた。「基本的に僕らより

下の代っていうのは、均等法できた後の世代ですからあんまりそういう意識って正直言ってな

いです。ただ、上の代の人はまだちょっと分からないです。」このことからも、意識レベルでの

変化はかなり浸透しているといえよう。しかし、一つ注記しておきたいことがある。それは、

均等法は正社員同士のみにおいて効力を有するものであって、正社員とパートでは扱いが違っ

ても違法ではない、ということである。改正均等法のもとでの平等論の骨格は「区分ごとの平

等」であり、区分が違えば扱いは対等ではなくてもいいのだ。今後、雇用流動化が進みパート

や派遣労働者が増加すれば、この点が重要な問題になってくるだろうと思われる。

第２節　企業・業界による女性の進出度合い

　近年、女性の社会進出はかなり進んできている。しかし今回のインタビューの中で、重工業

産業は女性の進出が遅れている、という興味深い話を伺った。これは、言われてみると容易に

想像がつくものの、実際にどのくらいの差があるのか、産業別の女性雇用者数の推移を調べて

みた。

平均勤続年数 男性 女性

1985 11.9 6.8

1995 12.9 7.9

2000 13.3 8.8

2001 13.6 8.9

2002 13.5 8.8
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図表 2：産業別女性雇用者数

（出所：総務省『労働力調査』2002 年版）

　グラフから分かる通り、サービス業において女性の雇用者数がかなりの伸びを見せている。

また、小売業・飲食店においても少しずつだが増加傾向にある。逆に、製造業においては若干

減少傾向にあり、極端な例だが鉱業においては全く変化がない。

増加した二産業に共通しているのは、女性のキャラクターが活かせる業種であるということ

だ。またキャラクターが活かせるということだけでなく、業種自体のイメージもよい。さらに

サービス業については、ここ数年で業界自体が成長してきたということも挙げられる。これら

の理由により、サービス業と小売業・飲食店は女性の進出度合いが高いといえる。

　逆に最も極端な例としてとりあげた鉱業だが、やはり重工業は男性の仕事というイメージが

根強く、それが女性の進出にもかなり影響しているようだ。製造業に関しては自分の予想に反

して減少傾向にあった。

　これらのデータから推察すると、やはり業種によって女性の進出度合いにはかなりの差があ

るようだ。女性に人気のある業種・不人気な業種があるのは紛れもない事実であり、それがこ

のような数字となって表れてきたのであろうと思われる。しかしこれは単純には言い切れない。

なぜなら業種ごとに市場の大きさや労働人口は異なり、同じ土俵での比較ではないからだ。今

回のインタビューでの女性の方の職種は、エネルギー産業（Ｕ・Ｔさん）、メーカー（Ｕ・Ｌさ

ん）、ベンチャー企業（Ｕ・Ｆさん）、公務・団体職員（Ｘ・Ｏさん）、金融機関（Ｉ・Ｎさん）

と多岐にわたっていたのが印象的だった。今後はより多くの業種に女性が進出していくことに

なるだろう。

第３節　企業内での男女は本当に平等なのか

ここからは、企業内における女性の変化について考えていきたい。「男女の平等」というのは

あまりにも漠然としすぎて捕らえどころがないので、まずは最も数値的に分かりやすい男女間
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の賃金格差について調べてみた。その際、参考として女性の労働力率も併せてグラフ化した。

図表 3：女性の労働力率と男女間賃金格差

（出所：総務省統計局『労働力調査』, 厚生労働省『賃金構造基本統計調査』共に 2002 年版）

　これを見ると、賃金格差は年齢と共に拡大し、45~49 歳時が最大で男性の 72％まで落ち込

むことが分かった。しかしこれを境に上昇に転じ、55~59 歳では 80％にまで回復している。こ

こでは、20~24 歳時で男性の 96％と格差はかなり小さい。これは男性のもらえる賃金も低いこ

とに起因し、年齢が上昇し男性の賃金が高くなるにつれ、相対的に女性との賃金格差は広がる

ことになる。また、ここでは触れなかったが、60 歳以上になると男女の賃金は逆転し、女性の

ほうが高い賃金をもらっている。しかしそれは大卒女性のみにいえることであり、大学教授や

医者などの職についている女性が平均を引き上げている。さらに男女間賃金格差については、

ここで取り上げたのが大卒女性であり、短大卒や高卒女性を含めると単純平均で全体では女性

の賃金は男性の六割程度だといわれている。

　女性の労働力率とは全女性中の就業女性の割合のことで、これを見ると 30~34 歳で一度 6 割

ほどに減少するが、その原因は結婚や出産などのライフイベントにあると思われる。その後、

労働力率は 45~49 歳で 72.4％とピークを迎えるものの、再就職組のほとんどがパートなどで

ある。そのため賃金格差はこの年代が最も大きく、パート組が辞めて労働力率が 58.1％にまで

低下する 55~59 歳では賃金格差は 80％まで回復する。賃金格差が縮小する理由はもう一つあ

り、男性の賃金が 50 歳で頭打ちになり、その後減少していくため相対的に賃金格差は縮小して

いくのだ。

　男女間の賃金格差についてはよく新聞でも取り上げられているが、読売新聞にはこんな気に

なる記事が載っていた。

「商社『兼松』の現・元女性社員六人が、同じ仕事なのに男女間で賃金格差があるのは違法だ

として兼松に差額分など約三億二千万円の支払いを求めた訴訟の判決が東京地裁であった。裁

判長は『男女別の処遇が公序に反するとまでは言えない』と述べ、請求を棄却した。判決によ

96.0

92.0

88.0

86.0

81.0

72.0

74.0

80.0

70.1

71.8

60.3

61.8

70.5

72.4

67.7

58.1

50 60 70 80 90 100

20~24歳

25~29歳

30~34歳

35~39歳

40~44歳

45~49歳

50~54歳

55~59歳

歳

％

男性を１００とした場合の
割合

女性の労働力率



66

ると、兼松はもともと男女別に給与を定めていたが、男女雇用機会均等法施行が翌年に迫った

1985 年から、一般職と総合職とに分けて給与を決定する方式に改めた。この方式によって生じ

る男女間の賃金格差が違法かどうかなどが争点になったが、裁判長は 97 年に改正される前の同

法は男女差別の規制を努力義務としていたことを指摘。同社が法改正を受けて導入した新制度

についても、『男女別の処遇を改めたとはいえないが、本人の希望と一定の資格要件を満たせば

職種転換も可能だ』と述べ、原告側の訴えを退けた。」（『読売新聞』2003 年 11月 5 日）

　このような女性の賃金について扱った裁判は近年多いが、原告側の勝訴が多い。そのような

中、原告側が敗訴したこの記事には衝撃を受けた。なぜこのような時代に逆行する判決を下す

のか。男女の平等が叫ばれている中、原告側が勝訴したとなれば女性の処遇改善の追い風にな

るばかりか、「訴えられたら困る」という意識を企業側に植え付けることにもつながる。このよ

うな判決が出ては女性はまた働きづらい環境にさらされてしまう可能性もある。

それでも、女性の社会進出が進み、世論の意識改革が進む中で、企業内において仕事上での

男女の差は徐々になくなってきつつあるようにも思える。以下はインタビューで得た、生の声

である。

・相変わらず、営業のサポートというか、総務やってらっしゃる方っているんですね。銀行

での事務っていうのは、やっぱり女性が多い。あと、営業窓口でお客様と接するのも昔から

女性が多い。今は営業窓口でも個人の商品も増えてるから、そういう個人の営業で頑張れば

ボーナスも出るし、外回りしたいって言えば自分でやらせてもらえる。だから、やる気があ

れば何でも。（金融機関勤務、Ｉ・Ｎさん）

・入社時頃は女性が担う仕事があったが、組織制度の改革により自然となくなっていった。

女性だけが担う仕事と位置付けるのは人権問題にまで発展する。なくなって当然！（エネル

ギー産業勤務、Ｕ・Ｔさん）

　・財務部では、男でも電話当番がある。比較的に男女平等、仕事の内容にも差別はない。（公

務・団体職員、Ｌ・Ｕさん）

しかしその一方、まだ性別役割分業を匂わせるような声も聞かれた。

　・アシスタントさんにはコピーをやってもらうこともある。仕事の要件の中にそれが入って

るから。でもそれはやらなきゃいけないとか、だから自分はやらないとかいうことじゃなく

て、あくまで自分でやる時間がないので、アシスタントさんの職務上お願いします、という

ことです。（コンサルティング機関勤務、Ｌ・Ｌさん）

・会社内で女性だけがやる仕事は特になく、お茶汲み・コピーを専門でやっている人はいない。

仕事内容が違うため、仕事の上であまり平等・不平等は感じないが、一般職の女性は男性の

賃金の 7~8 割しかもらえない。（メーカー勤務、Ｊ・Ｊさん）

これらのデータから見ると、まだ男女の間には壁があるように感じた。確かに仕事上では平

等になってきつつあるが、それがまだ賃金格差を埋めるまでには至っていない。ただ同じ職種、

総合職同士では男女の差はないことになっていて、仕事内容も男性と同じで転勤もある。昔に

比べれば女性の仕事内容や待遇は良くなってきているといえよう。それでは、具体的に企業内
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での女性の立場はどのように変わってきたのかを次で少し考えてみたい。

第４節　企業内での女性はどのように変わってきたのか

女性の社会進出が進むにつれ、企業内での立場はどのように変化してきているのか。まずは

統計データとして、女性の雇用管理の変化を調べてみた。

図表 4：女性の雇用管理の変化

（出所：厚生労働省『女性雇用管理基本調査』2000 年版）

注：この調査は複数回答可のため、回答の合計は 100 を超える。

　この中で目を引くのは、やはり「特に変わらない」が 70.９％を占めていることだ。やはり

大半の企業ではまだ女性の立場について変化が見られないという残念な結果が出た。しかし、

それ以外の項目について見てみると、配置部署の拡大が 11.5％、責任の拡大が 9.3％、採用増

加が 7％となっており、これら地位向上の項目を合わせると 27.8％にのぼる。その他の項目に

ついては、時間外労働の増加や休日労働の増加など一概には立場が良くなったと言い切れるも

のではないが、男性と同じ働き方をする女性が増えてきているのは紛れもない事実である。

次に、統計データには表れてこないような企業内においての具体的な変化をみてみる。イン

タビューで挙がったものであり、以下の通りである。

・「お茶汲みは今は全廃されてますね。今ではサーバーが給湯室に置いてあって勝手に自分で

入れてます。」（メーカー勤務、Ｊ・Ｌ氏）

・「女性の総合職の採用人数が増えた。」（公務・団体職員、Ｌ・Ｕ氏）

・「やっぱり入社時と比べたらどんどん女性の管理職の割合が増えましたね。幅は広がってる

んじゃないかと思いますけど。女性が萎縮していないですね。」（サービス・運輸業、Ｂ・Ｔ

氏）

　・「女性のマネージャーが一人誕生したことが画期的なことだと思います。あとは、子どもが
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できてもちゃんと手当てをしていくという会社の意思が出たことも大きな前進だと思います。」

（コンサルティング機関勤務、Ｌ・Ｌさん）

　・「やっぱり、総合職の女性が増えていることかな。採用の時に男だからとか女だからとかい

うのは、今はやってない。俺が入った頃は一般職での採用はあったけど、総合職での採用は

なかったね。」（メーカー勤務、Ｌ・Ｋさん）

　・「今は、徹夜するような作業のところや土木職なんかにも女の人が何人も入っていますよ。」

（公務・団体職員、Ｘ・Ｏさん）

　これらのコメントからは、やはり今は女性の立場が向上しつつあるということがうかがえ、

言葉の端々に、「昔は 。」といったニュアンスが読み取れる。中には特に変わらないと答えた

方もいたが、ほとんどの方が何かしらの変化を語ってくれた。これは統計データには見られな

かったもので、サンプルが少ないため断言はできないが、インフォーマントの方が全員大卒で

あったことが要因として推測できる。インフォーマントの方はほとんどが大企業に勤めており、

大企業ほど女性の待遇が良いからだ。これは、従業員数 30~99 人の中小企業においては、女性

の立場に変化がないという答えが 73.5％に対し、従業員数 5000 人以上の企業では 45.5％にと

どまっている（厚生労働省『女性雇用管理基本調査』）ことからも想像がつく。

終わりに

　今まで述べてきたとおり、現在は女性の社会進出増加に伴って地位の向上が図られている最

中であるといえよう。昔と比べれば、着実に女性の地位は向上し、仕事の幅も、裁量も広がっ

てきている。均等法施行から約 18 年。法の面での整備もまだ十分とはいえないが、これからは

法律に基づいているだけでは不十分であろう。今後、女性の社会進出はさらに進むことが容易

に予想される。そのような中、企業レベルの努力で独自のシステムを構築していき、真に女性

の働きやすい職場を作っていくことが求められてくる。しかし、そこにはまだ問題も山積みで

ある。女性の転勤の問題や出産、育児などが代表的であるが、育休制度をもっと取りやすいも

のに変えたり、社内に保育園を作るなどの解決策を進めていくべきだと思う。また、家庭との

兼ね合いもある。そして何より、「夫は仕事、妻は家事・育児」という性別役割分業の考え方を

改めていくことが最重要課題である。どれだけ法を整備しようと、どれだけ社内環境を改善し

ようと、この考えが残っている限りそれらは有効に機能しないのだから。
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第 9章　働く女性の仕事意識と実態

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小松　玲子

はじめに

男女雇用機会均等法が施行されてからすでに 18 年。女性が働くのが当たり前の時代となり、

女性が働きやすい環境をつくるための法律や制度もかなり整えられてきた。2002 年の女性の労

働力率を年齢階級別にみると、Ｍ字型カーブの底である 30~34 歳層の労働力率は 60.3％とな

り、初めて 60％を超えた。20~24 歳層の労働力率が前年に比べ 1.9％ポイントと大幅に低下し

たことから、Ｍ字型カーブの左山は、初めて 20~24 歳層から 25~29 歳層にシフトした（図表

１）。
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図表１　女性の年齢階級別労働力率

（出所：厚生労働省『女性労働白書』2002年）
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図表２　女性の学歴別労働力率の国際比較

（出所：OECD Education at a Glance　2002 年）
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30~3４歳層の労働力率が６０％を超えたこととＭ字型カーブの左山が 25~29 歳層にシフト

した背景には、女性の晩婚化や結婚しない人が増えたこと、妻としてまた幼い子どもを持つ母

親としての立場でもある女性にとっても働きやすい環境が整えられてきたことがあると推察さ

れる。現在においては結婚しても女性が仕事を続けるというのは当然ともいえるし、育児休暇

や時短勤務、保育施設の充実などにより、幼い子どもがいても以前より仕事を続けやすくなっ

ている。

しかし、企業によっては未だ男社会の体制が拭い去れておらずせっかく整えられた法律や制

度が機能していなかったり、また以前ほどではないが、現在でも多くの場合家庭責任を女性が

負っていることから、結婚や出産などのライフイベントの中においては、女性が活躍できる環

境というのは少ないと言えるだろう。これは日本に特徴的な状況であり、欧米と比べてもその

違いがよくわかる（図表２）。

上のグラフから、欧米と比べて特に日本の大卒女性の労働力率が低いことが分かる。先に述

べたように日本では本当に女性を生かせる職場がまだ少ないため、そのような状況ではモチベ

ーションが上がらない、結婚や出産を機に仕事を続けることをあきらめるということも考えら

れる。今回、そういった状況をふまえて、女性のライフイベントと仕事の関わり方について、

統計資料やインタビュー結果を中心にまとめていきたい。

第１節 　マクロデータから見る現状

結婚・出産というライフイベントを通じての女性の働き方に対する考え方は一般的にどのよ

うなことが言えるのだろうか。
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2002年9月調査

2000年2月調査

1992年11月調査
職業を持たない方がよい

結婚するまでは職業を持つ方が
よい

子どもができるまでは職業を持
つ方がよい

子どもができてもずっと続ける
方がよい

子どもができたらやめ、大きく
なったら再び職業を持つ方がよ
い
その他

分からない図表３　女性が職業を持つことについての考え

（出所：内閣府『男女共同参画社会に関する世論調査』　2002 年）

1992 年から 2002 年までの変化を見ると、結婚するまでや子どもができるまでは職業を続け
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るほうがよいという考え方は減少し、子どもができてもずっと続ける方がよいという考え方が

大きく増えている。子どもができたらやめ、大きくなったら再び職業を持つ方がよいという考

え方も減少傾向にあり、これらから女性もライフイベントに左右されず職業を持つことが理想

的であると考えられつつあることが分かる。また男女別に見ると子どもができてもずっと職業

を持つのがよいとする考え方の割合は変わらないが、その他の項目から、男性の方が女性はラ

イフイベントに応じた働き方をするのが望ましいと考えていることも読み取れる。このことか

ら「男は外、女は中」という考え方が男性の方に強く残っていることが推察される。
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どちらかといえば賛成

分からない

どちらかといえば反対
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　図表４　結婚は個人の自由であるから結婚してもしなくてもどちらでもよいか

（出所：内閣府『男女共同参画社会に関する世論調査』2002 年）

次に女性の働き方に大きく関わるライフイベントといえる結婚についての考えを見てみる。図

表４から、平成４年から平成 14 年にかけて、結婚しなくてもよいという考え方は大きく増えて

いることが分かる。特に 20 代、30 代では９割の人が賛成・どちらかといえば賛成という意見

を示している。私の個人的な考えであるが、社会における男女平等の考え方により、またコン

ビニ等の進出で一人暮らしの負担が軽くなってきたことにより、昔のように結婚して「男は外、

女は中」というお互いの役割に依存する必要がなくなったため、男女ともに結婚しなくてもよ

いという考え方が増えてきたのではないかと思う。これは近年における女性のライフイベント

に対する考え方の変化をはっきり表しているといえるだろう。次に育児と働き方の関わり合い

について、末子の成長ステージ別主婦の働き方の希望について見る。これは現在末子が３歳以

下の主婦パートタイマーと専業主婦による調査結果である。

図表５より、子どもが３歳以下の時は働きたくないという人は１割ほどいるが、小学校に上

がる頃にはほとんどの人が働きたいと考えていることがわかる。しかし子どもが小学校のうち

から残業して責任ある仕事をしたいという人はごく少数で、中学校に上がってもそのように考

える人は２割に満たない。子どもが中学生以上になったときの働き方の希望としてほぼ半数の
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割合を占めるのが、フルタイムだが残業なしというものである。それまでは短時間勤務を希望

する人が多い。以上から子どもを持つ女性は、何らかのかたちで仕事をしたいがやはり中学生

以下の子どもがいる以上は残業して責任ある仕事というのは難しく、周辺的な業務になってし

まっても他の働き方を希望する人が多いことが分かった。また、子どもが３歳以下のときの希

望として３割以上を占めるのが家でできる仕事であり、幼い子どもを持つ女性が働く方法とし

て見逃せないものだと思った。
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図表５　末子の成長ステージ別主婦の働き方希望

（出所：アイデム『パート・アルバイト就業実態調査』　2002 年）

第２節 　インタビュー結果より

　以上、結婚と育児に関わる女性の働き方や考え方について統計資料から考察してきた。次に、

今回インタビューを受けて下さった方の中の女性６名の回答をまとめ、実際の女性の働き方と

仕事に対する意識について見ていく。

　まずはお話を伺った女性６名の簡単なプロフィールをあげておく。

Ｉ.Ｎさん　35歳（金融機関勤務）̶　既婚

Ｊ.Ｄさん　35歳（金融機関勤務）̶　既婚、子供２人

Ｕ.Ｆさん　34歳（ベンチャー企業勤務）̶　既婚

Ｕ.Ｌさん　36歳（メーカー勤務）̶　既婚、子供１人

Ｕ.Ｔさん　34歳（サービス業）̶　既婚、子供２人

Ｘ.Ｏさん　38歳（公務・団体職員）̶　未婚

　女性の働き方と仕事に対する意識という観点から、①現在の仕事の満足度、②今後の自分の

働き方についてどう考えるか、③社内での女性の立場について、④家庭生活と仕事の両立につ

いての４つの項目についてまとめる。

① 現在の仕事の満足度

Ｉ.Ｎさん̶　どちらかというと満足している。仕事に対して前向きにはとらえていて、とても
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チャレンジングだと思っている。

Ｊ.Ｄさん̶　80 点くらい。仕事だけでなく、会社が環境を整えてくれているし、自分の意見

を上司に自由に発言できるし、自分の性格に合っていると思う。あとの 20 点は育

児制度の不満。

Ｕ.Ｆさん̶　80 点くらい。今は販売に力を入れていく仕事だが、もっと全体的に広く会社を

伸ばしていく戦略や仕事をしたい。

Ｕ.Ｌさん̶　仕事内容に関しては 75点。しかし民間企業としてはよい環境である。

Ｕ.Ｔさん̶　現在お客様と直接触れ合う事が少なく、自分の代わりがきく。仕事内容としては

50 点。しかし子供が小さいため時間外労働ができず時間も短縮しているので、環

境としては 100 点。

Ｘ.Ｏさん̶　極めて不満（立場的なものではなく仕事内容的にやりきれない部分があって）。

ストレスが多く、早く部所を異動したい。ただ今までは内部管理業務が多かった

ので現場にいるという点では満足。

② 今後の自分の働き方についての考え

Ｉ.Ｎさん̶　出世しようと考えるのはちょっと大変。35 で微妙な年齢だから。大変だから誰

かできる人の後ろでやっている方がいいのかなと思う。

（もし子供ができたら）今の働き方じゃ絶対ありえない。パートのように補助的

な仕事でもいいと割り切って今とは働き方を変えなければならない。給料は減る

が時間はできるから。

Ｊ.Ｄさん̶　今の仕事がおもしろくなくなったり、仕事じゃなくても大学や他に興味のあるこ

とができたらやめようと思う。入社時は仕事を一番に考えていたが、子供を産ん

で考え方が変わり、今一番大切なのは家族。先の目標はあまり考えておらず、出

世願望もあまりない。今はやりがいを感じてやっているだけ。基本的にマネジメ

ント能力がないと出世はできないがその能力は今の自分の生活にとって負担とな

る。もし家族、特に子供にやめて欲しいと言われたらやめると思う。

Ｕ.Ｆさん̶　今の会社でやりたいことがなくなったら転職し、次やるならその会社の経営に近

い仕事や会社を動かしていく仕事がやりたい。出世願望はある。ずっと同じでは

つまらないから常にスキルアップはしていかないと。もし出産しても、肉体的に

どこまでもつかなとは思うが仕事をやめたくはない。

Ｕ.Ｌさん̶　あともうしばらくは昔から自分のことを知っていて理解してくれている人たちの

中で仕事していくのが一番。他では、子供がいるから７時に帰りたいというのは

通用しない。50歳くらいまでは今の仕事をし、65歳まで別の仕事をする。

今は個人プレーで仕事ができるが、（特に時間的に）自分を犠牲にしないと管理

職にはなれないから、これ以上偉くなって･・というのは難しく、今は考えてい

ない。

Ｕ.Ｔさん̶　出世願望は特になく、続けられる環境があれば続けたい。現在短時間勤務にして
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いるため当直ができないが今後はやっていきたい。

Ｘ.Ｏさん̶　続けられれば今のところで続けていきたい。もし結婚しても自分の食い扶ちぐら

い自分で稼ぎたい。逆にそれがあるから今の職場を選んだというのはある。間違

いなく続けられるし、条件もよい。

　　　　　　今後の出世願望は特にない。偉くなるために働いているわけではないし、仮にな

っても何かがやれるほど権限や選択の幅があるとは思えない。

③ 社内での女性の立場について

Ｉ.Ｎさん̶　営業窓口で個人のお客さんと接するのは女性が多いが、今は個人の商品も増えて

いるから個人の営業でがんばることもできるし、法人のお客さんでも外回りした

いといえばやらせてもらえるのでやる気次第。仕事上では男女平等に扱われてい

る。

Ｊ.Ｄさん̶　昔は少し差別があり「女のくせに」という考えのある男性上司がいた。当時の上

司は「結婚して働くのは欲張りすぎだ」という考え。今は男女対等だと思う。ま

た、子供を持った女性を使う気があるならもっと改正しなければならないところ

がたくさんあると提案した。マネージメントをする社員が女性が何を望んでいる

のか知る必要がある。

Ｕ.Ｆさん̶　男女対等。ただ、産休や育児というものに対するサポートがあまりないので、今

年からその辺を充実していくという風に聞いている。

Ｕ.Ｌさん̶　多少女性が担う仕事はあるが、仕事上は男女対等。家庭事情も、女性だからとい

うのではなく男性でも、会社として働いてもらいたいと思っている人はある程度

考慮するのだと思う。

Ｕ.Ｔさん̶　入社頃は女性が担う仕事もあったが、組織制度の見直しによりなくなっていった。

現在は男女対等。また出張の多い技術系の女性が増えたり、当直など女性がやれ

る仕事も増えてきた。

Ｘ.Ｏさん̶　ライフスタイルが違うから（男女が平等でないという）ニュアンスが全くないわ

けではないが、概ね平等であると思ってよいと思う。

　　　　　　あまりにも体力的にきついところにやれるかどうかというのはあるかもしれない

が今は徹夜作業のところや土木職にも女性が何人も行っている。

④ 家庭生活と仕事の両立について（家事の分担、育児など）

Ｉ.Ｎさん̶　夫は忙しくて帰りが午前を割ることが多いので、家事は物理的に無理。育児は本

当に大変だと思うので、子供がいたら今の働き方は無理。

Ｊ.Ｄさん̶　夫は何も言わなくても家事も育児もよくやってくれる。育児に関しては平日は近

くに実家があるのでいろいろ便利。短時間勤務だが保育所などの育児システムは

利用していない。

Ｕ.Ｆさん̶　家事は時間がある方がやる。わりと夫の方がやってくれていたり。２人の子持ち

の上司は義理の母がサポートしてくれているのでフルタイムで仕事をしているが、
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自分の場合そういうわけにいかないので、子供ができてフルタイムで仕事をする

というのは難しいと思う。

Ｕ.Ｌさん̶　家事はお互いができるときにしている。共働きをするのが普通だと思う。産休と

育児休暇は１年とった。自治体の育児システムを活用。

Ｕ.Ｔさん̶　家事は自分がやる。今は短時間労働をしている。（１日２時間減）

上の子は 1 年、下の子は 1 年半休暇をとった。職場と家と託児所が遠いので、希

望としては職場の近くの社宅に入れてもらうこと。

Ｘ.Ｏさん̶　家事の分担はきっちり決めるのは無理だとおもう。やれるときにやれるほうがや

るしかないのでは。共働きは当然。

（育児に関しては）近くにお母さんがいるとかサポートできる体制が整っている

人以外は、うちでは絶対といっていいくらい軽い職場にまわしてもらえる。

　以上の回答をもとに考察していく。

まず①の現在の仕事内容に関しては、もちろん満足とする人も不満足とする人もいるが、女

性だからやりがいのある仕事がさせてもらえないといった回答はなかった。一方で育児に関す

るサポートという面での満足・不満足をあげる人もいた。

②の今後の働き方については、ほとんどの人が特に出世願望はなく、続けられる環境だった

り、やりがいを感じられるうちはこのまま続けたいという回答だった。管理職になるとその分

負担が増え今の自分の生活では難しい、また管理職にそれほどの魅力がないという理由からで

ある。逆にベンチャー企業勤務のＵ.Ｆさんは今後も常にキャリアアップを図りたいという考え

を持っている。ただ、出産し子供を持ったら難しいかもしれないとも考えている。

③の社内の女性の立場に関しては、全員が現在は男女対等であるとの回答だった。入社当時

は少し差別があったとする人もおり、ここ十数年でほぼ改善されてきたことが分かる。逆に育

児に対するサポート的な環境を整えようとしている会社もあることが分かった。

④の家庭生活と仕事の両立に関しては、5名の既婚者のうち 2名が家事は自分が行っており、

３名は夫婦でほぼ分担しているとのことだった。また全員が、子供がいたら働き方を変えなけ

ればならないと考えており（子供をもつ人は変えている）、やはり子育てに関しては女性が責任

を担っており、仕事は続けたいが子供を第一に考えていることが分かる。

まとめ

　今回のインタビュー調査を行った結果、既婚女性、特に子供を持った女性は、昇進意欲は薄

く、続けられる環境があれば、またやりがいの持てるうちはこのまま続けたいという答えが多

かった。それは昇進よりも家庭とのバランスが大切という考え方からである。その反面、「共働

きは当然」という考えを持っている。実際に統計資料からも、女性は結婚や出産といったライ

フイベントに左右されず職業を持つことが理想と考えられつつあることが分かる。これらから

現代の女性は、結婚後は社内である程度の位置で仕事を続けたいと考える人が多いと思われる。

共働きをすることで経済的なメリットが大きいのは当然だが、女性が働く理由としては出世よ
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りもやりがいを求めてという意見も多かった。ただこれは最近男性にも多く見られる傾向で、

女性だからというものではないだろう。

　今回の調査にあたって強く感じたのは、仕事を続けたいという女性は多いが、やはり育児に

対しての責任は多く女性にあり、どうしてもそれに応じた働き方をせざるをえないということ

である。雇う側としても育休や短時間勤務をとらざるをえない女性より、男性を中心に仕事を

まわした方がやりやすいと考えるかもしれない。しかし先にも示したように女性の活用につい

ては欧米とも大きな差があり、能力のある女性を生かすことができないのは非常にもったいな

いと思う。また今日では結婚するかしないか、子供を持つのか持たないのかといったライフイ

ベント自体に対する考え方もかなり柔軟になってきているので、女性の働き方としてはかなり

選択肢が広がっているといえる。このような社会の中で女性がどのような選択をし、どのよう

な働き方をしていくのか、それに向き合うことが女性にとって大きな課題となってきているよ

うに思う。またそれにより社会も変化し、新たな問題が生まれるだろう。今後 10年後 20年後、

そういった変化にも目を向けて考えていかなければならないと思う。
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第 10 章　共に働く時代

冨田　祐子

はじめに

　辞令ひとつで、どこでも赴く。たとえ単身赴任という選択であっても、転勤を甘んじて受け

入れることが一人前のサラリーマンのあかし。それは“家庭内福祉”が存在したから・・留守

家族を、妻という名の“福祉”の担当者がしっかり守ってきたからである（鹿島，2000）。

しかし、妻が仕事を持っていたらどうなるだろうか。今までだったら妻が仕事を辞めて夫に

付いていくか、単身赴任という夫婦別居生活を耐える、というのが一般的だった。だが、妻は

仕事を大事にし、かつまた小さな子供を抱えてフルタイムで働いている場合はどうなるのだろ

うか。

私は、夫も働き、妻も働くというごく自然なことが、結婚・出産・育児というライフイベン

トにより難しくなってしまうという現状を、統計データ、実際に共働きをしている方々の意見、

また共働きをしてない方々の意見などを踏まえて、自分なりに考えていきたいと思う。

第 1節　統計データによる研究
近年、女性の職場進出により、共働き家庭は多くなってきた。

図表１は、総務省『労働力調査特別調査』『労働力調査』による共働き世帯数の推移である。こ

の結果からも分かるように、雇用者の共稼ぎ世帯は、1992 年を過ぎた頃から、男性雇用者と無

業の妻からなる世帯を超え、今や雇用者の共稼ぎ世帯の方が多いのである。

760
780
800
820
840
860
880
900
920
940
960

1996年 1997年 1998年 1999年 2000年

年次

（万世帯）

男性雇用者と無業
の妻からなる世帯

雇用者の共稼ぎ世
帯

図表 1　共働き世帯数の推移

（出所：総務省『労働力調査特別調査』および『労働力調査』）

しかしながら、それは、女性が家事を行うとともに外で働くということにもなり、多くの問題
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が女性に大きく圧し掛かっている。未だに残る、妻が家事に専念し、夫が外で働くという専業

主婦を前提とした崩れない性別役割分業関係が原因である。妻も夫も外で働くのであれば、こ

の関係は変化せざるをえない。しかし、男性の家事・育児への意識は高まってはきているが、

実際の家庭責任は、やはり女性がより重く負っているのではないか。
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図表 2　女性が働けない理由

（出所：内閣府『男女共同参画社会に関する世論調査』）

　図表 2 の内閣府『男女共同参画社会に関する世論調査』による女性が働けない理由の 30~39

歳を見てみると、「育児の負担が大きいから」という結果になっている。ついで女性が働けない

理由は、「家事の負担が大きいから」となっている。注目したいのは、30~39 歳にぐんと伸び

ている「配偶者や子供など家族が望まないから」という点だ。つまり、女性が多くの家庭責任

を負っていることが統計からも、はっきりうかがえる。
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図表 3　母の就業状態

（出所：厚生労働省『第 1回 21世紀出生児縦断調査』）
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図表 3からは、厚生労働省『第１回 21世紀出生児縦断調査』（2001年度）によると，第１子出

産１年前に常勤」であった母親 47.2％が出産後 17.8％に大きく減少し、「パート・アルバイト」

であった母親も 22.5％は 3.1％に減少し、全体的に見ると、出産後は 74.3％が「無職」になって

おり，第１子の出産を機に約７割が退職している。つまり、多くの働く女性は出産を機に仕事

を辞める者が多いことが分かる。

図表 4　女性が働くことに対する意識

（出所：内閣府『男女共同参画社会に関する世論調査』）

最後に図表 4 は、内閣府『男女共同参画社会に関する世論調査』を性別別に見ると、「子ど

もができるまでは，職業をもつ方がよい」と答えた者の割合は男性で、「子どもができたら

職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつ方がよい」と答えた者の割合は女性で、それぞ

れ高くなっている。子育てと仕事両方を行うのは難しいという女性の意識の高さと、子育て

に非協力的な男性の意識がこの統計からも読み取れる。

　では、このような統計データを踏まえた上で、実際に働いている方の意見をみていきたい。

第 2 節　インタビューより

　今回のインタビューでは、総勢 16 人のインフォーマントのお話を聞くことができた。８人

の方は共働き家庭で、そのうち 3 人は、子育てと仕事を両立させている共働き家庭。その他の

８人は専業主婦の妻をもつ家庭と未婚者であった。まずは、共働きかそうでないかという点で、

大きく 2 つのグループに分けて、16 人の基本プロフィールを紹介し、共働きグループには 4 つ

の質問項目を、その他グループには 2 つの質問項目に対する回答を載せて、実際に働いている

方の意見を分析していきたいと思う。
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☆共働きグループ☆

Ｕ・Ｔさん　34歳（エネルギー産業）既婚　子供 2人

Ｊ・Ｄさん　35歳（金融機関）既婚　子供 2人

Ｕ・Ｆさん　34歳（ベンチャー企業）既婚　子供なし

Ｕ・Ｌさん　36歳（メーカー）既婚　子供１人

Ｉ・Ｎさん　35歳（金融機関）既婚　子供なし

Ｌ・Ｌさん　36歳（コンサルティング機関）既婚　子供なし

Ｋ・Ｉさん　38歳（サービス業）既婚　子供なし

Ｂ・Ｔさん　37歳（サービス業）既婚　子供なし

★その他グループ★

Ｘ・Ｏさん　38歳（公務・団体職員）未婚　子供なし

Ｌ・Ｚさん　37歳（エネルギー産業）既婚　子供 1人

Ｌ・Ｕさん　36歳（公務・団体職員）既婚　子供１人

Ｊ・Ｊさん　48歳（メーカー）既婚　子供１人

Ｌ・Ｋさん　43歳（メーカー）既婚　子供２人

Ｉ・Ｄさん　34歳（公務・団体職員）既婚　子供なし

Ｊ・Ｚさん　36歳（公務・団体職員）未婚　子供なし

Ｊ・Ｌさん　36歳（メーカー）未婚　子供なし

☆質問項目☆

①パートナーや自分が結婚した時に仕事を続けていくことをどう思うか・・

②共働きのメリット・デメリット

③共働きについて思うこと、感じること・・

④これからも共働きを続けていくか・・（共働きグループのみ）

☆共働きグループ☆

Ｕ・Ｔさん

①パートナーに仕事を辞めてくれと言われたら、やめたかもしれない。

②メリット　：収入。

デメリット：子供に対しては、現状ではなく、夫に対し土日は一緒にいて欲しい。

③・職場と託児所と家が近ければ。職場の近くの社宅に入れてもらえたらな。

・小さい頃、家に帰ると母親がいるのは当たり前だったが、今考えると嬉しかった。母親も

やりたい事を私だけじゃなくて、やれば良かったのになって思った。

④続けられる環境があればいいと思う。

Ｊ・Ｄさん

①パートナーに辞めて欲しいと言われたら、辞めるつもり。やはり何か問題があるわけだから。
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②メリット　：やはり収入。

　デメリット：子供と接する時間が短いこと。

③・マネージメントしている社員たちが、女性が何を望んでいるか知る必要性があると思う。

・共働きはやっぱり親によっては子供に寂しい思いをさせることもあると思う。私の場合は、

母が接してくれたので良かったが、私はそんな母がもったいない気がした。母は仕事の能

力はあったと思うから。

④・仕事がハードで、子供の顔が見られないほどの時は、パートナーに「仕事を休んだほうが

いい」と言われ、仕事を辞めようか迷ったときもあった。

Ｕ・Ｆさん

①仕事を辞めてくれとは、全然言われてないですね。

②デメリット　：子供ができて、私がフルタイムで働いていたらかわいそうかなとは思う。

③・上司は 2 人の子供がいてフルタイムで仕事をしているのは、義理のお母さんがサポートし

ているおかげで、私の場合はそういう訳にもいかないので分からない。

④子供が出来たとしても、子育てだけでは辛いので、続けていきたい。

Ｕ・Ｌさん

①パートナーは仕事をして欲しいと思っている。仕事をするなという相手は選ばない。

②メリット　：2人の収入があるから、経済的に安定している。

　デメリット：趣味の時間がない。

③・共働きができる環境をつくれるように自ら努力をした。

・ 会社から近いところ、地域システムが充実しているところを選び、引っ越した。

・ 共働きをするのは当たり前。

・家庭と仕事を両立させるなら、女性は公務員がいいのでは・・。

④50歳まで今の会社で働きたいと思っている。そして 65歳までは年金の出る仕事につく。

Ｉ・Ｎさん

①自分は結婚していた時に辞めてもいいと考えていたが、パートナーにそんなことで結婚した

のではないと言われてしまった

②メリット　：片方が急に失業しても生きていける。

　デメリット：今はあまりないが、子供がいると大変かもしれない。

③子供がいたら、女性が働くということは、今の仕事の働き方では絶対ありえないな。

④分からない。

Ｌ・Ｌさん

①パートナーは仕事をしている時が一番喜んでいるように見えたので、続けて欲しいといった。

しかし、体は壊して欲しくない。

②メリット　：収入が高い。

　デメリット：悩みを共有できる。共通の会話ができる。

③・もし、子供ができたら共働きはきつい。
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・パートナーが育児をしながら仕事ができるところに引っ越すか、育児休暇と社内託児所を

利用して生活する。

　・自分が育てるのは、やる・やらないじゃなくて、できないと思う。

④結婚当初も現在もパートナーに仕事を続けて欲しいと思っている。

Ｋ・Ｉさん

①話し合いをした。仕事を続けたほうが・・自分が結構残業多かったから。

②メリット　：経済的な面。精神面でもある。

　デメリット：家事が思うように進まず、たまってしまう点。

③・家事全般の経験がある人は共働きができるのかな。

　・共働きは当たり前になってきているから、家事全般は出来たほうがいい。

④経済的にも、共働きのほうが助かるから、このまま仕事を続けて欲しい。

Ｂ・Ｔさん

①話し合いをした。辞めたきゃ辞めていいよと言った。

②メリット　：世間の目をそれぞれ気にしながら自分を相対的にみられるどちらかが家庭しか

知らなかったら、それが絶対的価値になってしまう。バランス感覚が保てる点。

2番目は経済的な面かな。

　デメリット：せっかく夫婦をやっているのに会話の時間がないということ。

③家事を一通りやっているので、一人暮らしのときとなんら変わりはない。

④社会との窓口がなくなっちゃうから、働き続けたほうがいい。

★質問項目★

①パートナーや自分が結婚・出産した（する）時に仕事を続けていくことをどう思うか・・

②共働きのイメージ・・

★その他グループ★

Ｘ・Ｏさん

①仕事を辞めて欲しいというパートナーは選ばない。

②きっちり家事分担を決めるのではなく、やれるほうがやる。忙しくないほうがやる。

Ｌ・Ｚさん

①パートナーが辞めたいと言ったから。本人の好きなようにして欲しかった。

②・やっぱりすれ違いが多くなるのでは。

　・刺激を外で受けるから色々な面が見えてくるのでは。

　・社会に出て働けば、お互いの立場が分かり、ちゃんと向き合えるのでは。

Ｌ・Ｕさん

①お互い結婚したら辞めるものだと思っていたので。

②パートナーがフリーライターのような家で出来る仕事はやればいいと思う。
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Ｊ・Ｊさん

①仕事をしても言いといったが、したくないと言ったので結婚をする半年前に辞めた。

②もし共働きをして子供がいたら大変かも‥。

Ｌ・Ｋさん

①自分の転勤を期にパートナーは会社を辞め、赴任先に一緒に行った。妻には仕事を続けても

らっても構わなかった。むしろ働いてもらいたい。

②職場の近くや家の近くに保育園的な施設があれば、助かるのでは。

Ｉ・Ｄさん

①続けてもいいと思うが、体を壊してしまったり、メンタル的にも厳しいので、思い切って辞

めてみてはと提案した。

②・お金がたくさん入ってくるというメリットと、家事ができないというデメリットがあると

思う。

　・体力のあるほうが家事をやればいいと思う。

Ｊ・Ｚさん

①働きたいというのなら、ぜひ働いてもらいたい。

②土日などに、家事の手伝いはするだろう。

Ｊ・Ｌさん

①続けても構わないが、子供が産まれるまでかな。特に乳幼児のときはやっぱり家庭にいて欲

しいと思う。まだ具体的なイメージは掴めないのだけど。

②パートナーが働きにでて、家事の分担とかはいやだな。

パートナーや自分が結婚した時に仕事を続けていくことをどう思うかについては、結婚をし

たら辞めてもいいかもという意見と、仕事を続けるなというパートナーとは結婚しないという

意見とに 2つに分かれた。

第 3 節　インタビュー結果より考察

共働きをしている家庭でのメリットは、やはりなんと言っても収入の高さ。Ｌ・Ｌさんの家

庭では、収入を一つにはせず、個々に使い、家賃を割り勘で、お互いが個々に貯金をしている。

またデメリットの多かった意見は、時間がないということ。それは、Ｕ・Ｌさんの自分の趣味

の時間がなかったり、Ｕ・Ｔさん、Ｂ・Ｔさんのパートナーとの時間がなかったり、Ｊ・Ｄさ

んの子供と接する時間がなかったりという意見があった。

共働きについて思うこと、感じることで思うことは、Ｕ・Ｔさん、Ｊ・Ｄさん、Ｕ・Ｌさん、

Ｌ・Ｌさんの会社や地域におけるサポート施設の充実や、Ｕ・Ｌさん、Ｋ・Ｉさんの共働きは

当たり前になってきているのでパートナーに対し仕事を続けて欲しい、続けるべきという意見、

Ｊ・Ｄさん、Ｉ・Ｎさん、Ｌ・Ｌさんの子供が出来たら仕事はキツイという意見を聞くことが

できた。

これからも共働きを続けていくかに対しては、Ｉ・Ｎさん以外は、続けられるのならば続け
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たい、続けるべきという意見が出ていることから、今の会社や仕事に魅力や満足を感じている

のではなかろうか。

次に、パートナーや自分が結婚した（する）時に仕事を続けていくことをどう思うかに対し

て、その他のグループは、働きたいなら働いて欲しいという意見が多く見られる中、Ｌ・Ｕさ

んの結婚したら辞めるものだと思っていたという意見が見られた。やはり、パートナーが働き

続けたいと思うか、働ける環境にいるかということが重要ではなかろうか。

また、共働きのイメージは、実際の共働きの現状を捉えているものが多く、特にＬ・Ｚさん

は、「パートナーとのすれ違いが多くなるという反面、刺激を外で受けるから色々な面が見えて

くるのでは。社会に出て働けば、お互いの立場が分かり、ちゃんと向き合えるのでは。」という

プラスの点をあげてくれた。また、Ｘ・Ｏさんは、きっちり家事分担をするのではなく、やれ

るほうがやる、忙しくないほうがやる。という性別役割分業にとらわれない意見も見られた。

おわりに

「生まれ変われるなら自分の性」という人が男女とも多いが、異性に生まれたい人の率は女

性の方が高いと聞いたことがある。しかし、男女どちらがトクかについては、女性の方が「女

性がトク」感が強い。結婚や子育てによる変化は、人間的成長や精神的な安らぎが高く、年代

が上がるほど経済性・社会的・精神的安定などのメリットがあげられる。

今日の日本で共働きを実践するのは大変なこと。しかし、今回のインタビューからも分かる

ように、女性は結婚しても働くべき、社会との接点をなくすべきではない、という共働きを薦

める意見が男性に多くあった。また、女性自身も働けるのならば、働きたいという意見が多い。

それには、家事・育児という点において、夫婦の努力、協力や実家の協力、会社や地域の育児

支援なしに、また、細かく家事分担するのではなく、柔軟な家事分担でないと共働きはこなせ

ないという厳しい現実がある。

共働き家庭は、ほとんどのケースで男性より女性に負担がかかっているという。もし、この

ような現実が共働きを敬遠する動きになっているのなら、残念である。なぜなら、働くという

ことは、自分が社会に貢献し、役立つことの証だから。そして、そこでは充実感が得られる。

共働きに協力しないということは、その充実感を得るチャンスを自ら放棄したり、パートナー

のそのチャンスを取り上げているとも言えるのではなかろうか。もちろん、共働きをせず、家

庭のために使う時間を多くとることで生まれてくる充実感もある。長い人生の中では、家庭生

活にウエイトを置く必要がある時期もあるだろう。だから、フルタイムで働き続けることにこ

だわる必要はないとも思う。でも、どこかで社会とつながって、社会に貢献する自分を持ち続

けたい。そんな風に考えて共働きに賛同する人が今後、さらに増えていったらいいなと思うと

同時に、そのためにも、今よりももっともっと柔軟な働き方ができる社会になっていってほし

いと思った。
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第 11章　働く女性に対する意識の変化とその実態

田村　知未

はじめに

従来は、「男性は仕事・女性は家庭」という男女役割分業の考え方が強く広まっており、女

性が結婚を理由に退職していくことが多かった。現在では、男女雇用機会均等法・労働基準法

の改正をきっかけに、働く既婚女性は増えている。それは、男性が前述した考え方から働く女

性の意思を尊重した考え方に変わってきているからではないだろうか。一方で、考え方が変わ

ってきているとしても、結果的に「女性は家庭」になっているのではないだろうかという疑問

も出てきた。働く女性に対する意識の変化を調査するとともに、現実面でも考えていきたい。

また、働く女性は確かに増加しているが、働く男性の数と比較するとまだまだ大きな差があ

る。OECD（経済協力開発機構）は、「子供と上司̶仕事と家庭生活とのバランス」と題する報

告書で、「働く母親への支援を拡充すれば日本は将来の労働力不足を避けられるのに現実はそ

うなっていない。日本の大卒男女の就労率を比較すると男性 95％に対して女性は 65％で、こ

の大きな格差は人的資源の無駄な投資をうつしている」と、女性の労働力の重要性について強

調している（2003 年 11 月 5 日『日本経済新聞』）。女性が働けない理由は、20 代~40 代は「育

児の負担が大きいから」「家事の負担が大きいから」、50 代は「親や家族の病気の世話をするた

め」という家庭にかける負担が大きいことが主な理由である（出所：内閣府『男女共同参画社

会に関する世論調査』）。女性が働きやすくするためには、パートナーや会社のどのような支え

が必要なのだろうか。新聞記事、文献や今回のインタビュー等を基に考察していきたい。

第１節　女性が働くことについて

　1998 年６月７日の朝日新聞に、出産を終えた女性が就職活動の際に男女役割意識を根強く感

じたという声が掲載されていた。男性の面接員が彼女に問うたことは、まずは夫の職業に関す

ることで、夫が自営業をしていると答えると、「こんな立派なお仕事をしておられるのに、ど

うしてあなたが働かなければならないのか」という。女性は「この面接員には、妻も一人の人

間として経済的に自立したいという女性の気持ちがわかっただろうか」と憤りを感じた。また、

８歳と５歳の子供のことで、「５歳といえば、まだお母さんに甘えたい年齢ですが」と言われ、

「夫は家事も育児もうまくこなせます。」と問答が続いた。彼女は、社会にはまだまだ男女役

割分業の意識が根強く残っていることを実感していた。

次のページに、2002 年に実施された内閣府による調査で、男女があらゆる分野で平等になる

ために重要なことを男女別で一項目を上げてもらった。一番多く求められたことは、男女役割

分業という考えを始めとする、「女性をとりまく様々な偏見や固定的な社会通念・習慣・しき

たりを改めること」が男性（37.5％）女性（34.1％）である。男性の働く女性に対する意識の

変化がうかがえる。また、女性と男性の意見を比較してみると、女性自身が経済的に自立して

いくための支えとなる法律や制度の整備、支援設備やサービスの充実を求める声が、男性より
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女性に多くみられた。働く女性に対する意識改革だけではなく、実際に女性が働きやすい環境

が必要とされている。
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法律や制度の面で見直しを行い、女性差別につながるものを改めること

女性の就業、社会参加を支援する施設やサービスの充実を図ること

政府や企業などの重要な役職に一定の割合で女性を登用する制度を採用・充実すること

その他

わからない

図表１　男女があらゆる分野で平等になるために重要なこと

（出所：内閣府『男女共同参画社会に関する世論調査』2002 年）
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図表２　女性が働くことに対する意識

（出所：内閣府『男女共同参画社会に対する世論調査』1992 年および 2002 年）
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図表１からは、社会通念やしきたりを改める必要があることがわかったが、女性が働くこと

に対する意識はどのように変化しているのだろうか。図表２は 1992 年から 2002 年にかけて内

閣府による女性が働くことに対する意識調査の結果である。1992 年の調査から比べると、全体

的に女性が職業を持ち続けることに対して賛成と考える人が増えている。具体的には「子供が

できても、ずっと職業を続ける方がよい」と答えた人が 23.4％（1992 年）から 37.6％（2002

年）大きな増加幅をみせおり、結婚や出産を理由にパートナーが退職することを望む人が少な

くなってきている。

ここで、パートナーが仕事を持つことに対して、インフォーマントの方はどのように望んで

いるのだろうか。

○男性の意見

・ 妻は仕事をそのまま続けた方がいい。残業が多いので、家に一人で待っていたら、大変だ

から。経済的にも余裕ができるから。（Ｋ・Ｉさん）

・ 辞めたいと思うなら辞めてもいい。一般論として、女性も働く方がいい。やめると、社会

との窓口がなくなるから。（Ｂ・Ｔさん）

・ 続けてもいいと思う。ただ、妻は家庭のことをきちんとしたいと言ったので、辞めること

になった。（Ｉ・Ｄさん）

・ 続けて欲しい。妻が、たくさんの人に会ったり仕事をやっているときに一番喜んでいるな

ぁと思ったから。（Ｌ・Ｌさん）

・ 子供が成長して、また仕事を始める 40 代には、なかなか仕事がないから、辞めるべきでは

ない。（U・Ｋさん）

・ 母が専業主婦だったので、入社した最初の頃は総合職の女性に違和感があった。でも、仕

事を続けたいと思うなら、賛成する（Ｊ・Ｌさん）

○女性（有職）の意見

・ 夫に言われたら辞めていたかもしれない。（Ｕ・Ｔさん）

・ 辞めて欲しいといわれたらやめるつもり。やはり、そう言ってしまう理由があるわけだか

ら。（Ｊ・Ｄさん）

・ 仕事を辞めて欲しいといわれたことはない。自分としては、結婚をした時にやめてもいい

のかなと思っていたほうだ。（Ｉ・Ｎさん）

・ 結婚を理由にやめてほしいという人とは結婚しない。（Ｘ・Ｏさん）

・ やめて欲しいというパートナーは選ばない。共働きが普通だと思う。経済的要因が大きい。

（Ｕ・Ｌさん）

男性の意見では、パートナーの意思を尊重している声が多かった。その理由として、特に多

かったのが、「経済的に余裕ができること」「社会との繋がりがあり、精神的によい」という意

見であった。女性の方では、パートナーに仕事をやめて欲しいといわれたことがなく、結婚を

理由にやめた方はいない。

しかし、共働きをするとなると、家庭内の仕事は誰がするのだろうか。共働きをすることに
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賛成しているにもかかわらず、実際に家庭にかける時間の大半を女性が担っているというデー

タがある。ＮＨＫ放送文化研究所では、家事のなかでも時間・労力を費やす基幹的なものとい

う意味で、炊事・掃除・洗濯のことを「基幹家事」と命名している。図表１の家事は「基幹家

事」のデータである。男性の家事時間はほんの僅かに上昇しているが、家のことはほとんど妻

任せという実態が浮き彫りになっている。
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図表 3　男女別の家事時間の推移（平日）

（出所：ＮＨＫ放送文化研究所　『国民生活時間調査』）

また、総務省の 2001 年会社生活基本調査によると、妻がフルタイムで働き夫婦で子どもを

育てている家庭で、家事や育児にかける時間は夫が一日平均 36 分に対し、妻は３時間 50 分で

6.4 倍に上ることがわかった。男性の仕事時間は６時間 48 分と５年前より 12 分減り、ピーク

だった 15 年前に比べると 36 分減ったが、「夫は仕事、妻は家事」という男女の分業の構造は

なかなか変わらないと指摘している（2002 年 10 月 7 日『朝日新聞』）。女性が働くことに理解

は示すものの、共働きの夫婦にとっては、まだまだ女性の家事・育児負担が大きいようだ。共

働きのインフォーマントの方は、どのようにして共働きを成立させているのだろうか。

第２節　共働きの夫婦を支えるためには

　前述により、働く女性に対する意識の大きな変化に現実面が追いついていないことがわかっ

た。では、共働きの夫婦を支えるためにはどのようなことが必要なのだろうか。鹿嶋敬（2000）

は、共働きを続けるための３点セットとして、時間、施設、夫婦の家事・育児への共同参画を

あげている。以下に、その具体的な説明とインフォーマントの意見を紹介する。

第一の時間とは、適正かつ柔軟な勤務時間である。フレックス・タイムや短時間勤務制度、

時間単位の休暇制度のほか、家庭事情に応じて働きが選択できる多様な就業コースが用意され

ていることがのぞましい（鹿嶋敬, 2000,ｐ.172）。インフォーマントのＫ・Ｉさん（サービス･

運輸）が努めておられる会社では、育児制度の中に、一日に一時間の育児時間（時間単位の休

暇制度）や１ヶ月に３日程度の育児日が用意されている。また、Ｉ・Ｎさん（金融機関）の会

社では、給料は減ってしまうかもしれないが、パートという形で残業をしないようにする方法
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や、ワークシェアリング法も用意されている。Ｉ・Ｎさんの同期の方は、10 時出社４時帰りと

いう時間制度を実際に取りいれているようだ。一部ではあるが、女性の働き手を必要としてい

る会社では、雇用対策とともに女性のための勤務制度を設ける会社が増えてきている。

第二に、施設とは保育施設の充実である。また、利用できる施設が近くにあったとしても、

開園閉園時間の問題・突発性の発熱時の問題等を解決する必要がある。（鹿嶋敬, 2000,ｐ.174）

女性インフォーマントの方によると、以下のような意見が出た。

・ みんなが困るのは、保育園の延長や出迎えや発熱。でも、それは保育園に入ることができ

たらの話で、保育園の数が全然足らない。東京 23 区とかはものすごく設備がいいけど、神

奈川県は全般に駄目。あと、保育園だけじゃなく、早く帰ってくる小学校の低学年用の学

童も充実してほしい（Ｘ・Ｏさん）

・ 横浜は学童などの地域の育児システムがあまり発達していない（Ｕ・Ｌさん）

・ 会社の支社に託児所ができたのはいいが、家から電車で通勤ラッシュの中で連れて行くの

が大変。託児所も小学校までみてもらいたい。職場の近くの社宅に入れてほしい（Ｕ・Ｔ

さん）

という意見があり、施設の少なさという問題に加えて、施設利用者が望む方法で利用されてい

ないという現状がある。

第三に、夫婦の家事・育児への共同参画をあげている。厚生労働省調査によると、育児を仕

事と同等か、それ以上に優先したいと考えている父親がほぼ７割にも上っているにもかかわら

ず、実際には７割近くの父親が仕事優先となっている（2003 年 5 月 11 日『読売新聞』）。この

ような傾向が厚生労働省がまとめた『子育て支援策に関する調査』結果で浮き彫りになった。

大半の父親が子育てを大切にしたいと理想を抱きながらも、現実にはそうなっていないようだ。

パートナーが専業主婦であるインフォーマントは、子育ては妻に任せている。また、家事の場

合は、パートナーが専業主婦だから「ほとんどやらない」「頼まれたらやる」という意見の他

に以下のような調査結果が出た。

・ 半分半分で家事をしている。大学時代に一人暮らしをしていたし、手伝いとかやらされて

いたから、家事全般はできる。家事をやるのはいやじゃない。共働きが当たり前になって

きているから、そのくらいは出来た方がいいと思う。（Ｋ・Ｉさん）

・ 主人は家事をよくやってくれている。むこうは一人暮らしを経験していたので何も言わな

くても掃除や選択をしてくれる。（Ｊ・Ｄさん）

・ 共働きだかたら、家事は半分ずつ。一人暮らしが長かったから、全然そういうのが苦にな

らない（Ｂ・Ｔさん）

・ どっちかというと、家事をやるのはそんなに嫌じゃない。（Ｉ・Ｄさん）

共働きをしているインフォーマントは、結婚以前から家事に多く関わっていることが多く、家

事をするのに慣れており、家事に参加している。家事の共同参画を実現するためには、男性の

生活面での自立が重要になっていることがわかった。最近は、「よき妻」になるための「花嫁

修業」ならぬ、「よき夫」になるための「花婿修業」がある。男女共同三画が進む中、理想の
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伴侶を得、幸せな結婚生活を送るには、ジェンダー（社会的・文化的性差）意識脱却が必要と

の認識が、男性自身の間にも広がったことの反映だろう。結婚サービス会社のオーエムジーが

開く人気セミナーがあり、同セミナーの目的は女性との会話の仕方などのコミュニケーション

技術の習得に加え、男女共同参画社会の精神を身につけることである。講師の方は「めでたく

ゴールインしても、男性が『男は仕事、女は家事育児』という価値観では結婚生活は破綻する

だろう。そうならないようにカウセリングなどを通じて男性に意識を変えてもらう」と力説す

る。このような講座が増えたのは、「職場は家庭での男女の役割分担について、女性の意識が

急速に変わっている反面、男性の意識がそれほど変わらず、男女間の意識のずれが拡大。」と

いうのが背景にあるようだ（『日本経済新聞』2003 年 5 月 30日）。共働きを両立させるために、

男女共同参画を実現しようとしている男性が増えてきているのだ。

おわりに

「男女役割分業」という考えをもつ男性・女性は少なくなってきている。それは、女性が結

婚していても、仕事を続けることを賛成している男性が多いということに繋がっているが、一

方で、女性の家事・育児時間は減少していない。このことから、「男女役割分業」を意識して

いないにもかかわらず、結果的に女性が家事・育児全般を負担していることがわかった。そこ

で、鹿嶋（2000）の提案した、共働きを両立させるための３点セットが大切ではないかと思う。

また、これらは３点そろって効果がでると思う。すなわち、男女共同参画の意識だけでなくそ

の実行性や、施設の拡充、それを利用できる雇用システムが必要だろう。

そして、インフォーマントの中に、「上司には育児に関しての不満とかはかなり正直に言う。

実際に動いてくれるのは遅いけど、上司も上に伝えてくれるから、そういう理解はうれしい。」

（金融機関：Ｊ・Ｄさん）という意見があった。少しずつではあるが、働く女性に対する動き

も出てきているようだ。
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第 12章　働く女性の意識と社会における立場

長澤　睦美

はじめに

　「男性は仕事、女性は家事」という性別役割分業が日本で根強く浸透したのは、日本が高度

成長期であった時代であった。男性はサラリーマンとして企業に雇用されるという働き方が増

え、そのパートナー（妻）は専ら家事・育児など家庭内の仕事に励んでいた。そして、そのよ

うなスタイルが理想とされていた。

　しかし、男女平等が叫ばれるようになり、1985 年に「男女雇用機会均等法」がつくられた。

のち、1999 年にその法律は大幅に改正、内容の強化が行われた。

　この法律には男性のみ、女性のみの採用、例えば総合職には男性を募集し、一般職に女性を

募集するなどということなどが禁止されている。このような動きから、“女性が働く”というこ

とへの関心が高まり、女性が働くための環境はよくなってはいる。選択肢が“家庭のみ”から、

“家庭か仕事か、または両立か”へと広がった。しかし、女性が働くということに関しての女

性と男性の意識、女性間の意識、また共働きへの理想と現実において様々なギャップが生じて

いるのではないだろうか。こられのギャップはどのような場面で生じるのか、また、なぜその

ギャップが生じるのかということを考えてみたいと思う。

第１節　統計データから

①“女性が働く”ということへの意識

“女性が働く”ということへの関心が高まってきているが、どのような働き方を理想としてい

るのだろうか。1995年、2000年、2002年のグラフから、全体の意識変化をみてみる。
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 図表１　女性が働くことに関する意識の変化

　　　　  出所　内閣府『男女共同参画社会に関する世論調査』
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図表１から、「子どもができてもずっと仕事を続ける方がよい」と回答した人が 30.2％、33.1％、

37.6％と少しずつ増加していることがわかる。「子どもができたら職業をやめ、大きくなったら

再び職業をもつ方がよい」と回答した人は、３回の調査とも、35％以上にのぼり、この２つの

回答が大半を占めている。全体の意識としては、女性が働くことが一般化してきており、結婚

したら会社をやめる、女性は仕事をもたないほうがよいという考え方は少数派になっている。

　全体の意識としては、女性が働くことに対し肯定的である回答が多かった。男女別で、女性

が働くことへの意識をみてみようと思う。
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図表２－１　女性が働くことに関しての女性の意識の変化

　　出所　内閣府『男女共同参画社会に関する世論調査』

　「子どもができるまでは、職業をもつ方がよい」「子どもができても、ずっと職業を続ける方

がよい」という人が全体の８割近くを占めており、図表１よりも割合が高くなっている。若干

ではあるが、2000年と比べ、2002年のグラフで、「子どもができたら職業をやめ、多くなった

ら再び職業をもつ方がよい」と答えた人が多くなっている。女性が仕事につくということに高

い関心を示しているということがわかる。一方で、女性の中でも、“女性は職をもたない方がよ

い”と考えている人がいるようだ。

　女性は、働くことに関しての意識の変化がみられたが、男性にも意識の変化がみられるのだ

ろうか。また女性と男性の意識との差はあるのだろうか。２つのグラフを比較してみる。

次の図表２－２のグラフをみると、男性においても意識の変化が見られるようだ。女性に比

べると、やはり「女性は職業をもたない方がよい」と答えた人は多いようだが、一番多いのは、

「子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい」という回答で、2000年、35.0％、2002年

ではさらに増え、37.2％であった。またついで多い、「子どもができたら職業をやめ、大きくな

ったら再び職業をもつ方がよい」という回答をみても、意識としては、女性も仕事をするべき

であると思っている人が増えていることがわかる。この調査からは男性と女性の意識の違いは
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あまり大きくはみられないようである。
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図表２－２　女性が働くことに関しての男性の意識の変化

　出所　   内閣府『男女共同参画社会に関する世論調査』

　次の図は年代別の人口に占める、有職者の割合である。
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図表３　年代別人口に占める有職者の割合

　　　　 出所　総務省統計局『男女就業状態』（2002）より

　どの年齢層も、男性のほうが有職者の割合が高くなっているが、20代をみると、あまりかわ

らないことがわかる。しかし、30代になると、男性の有職者の割合が上がっているのに対し、
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女性の有職者の割合は下がっている。

　なぜ 30代になって差が大きくなるのだろうか。それは女性の晩婚化などに関係すると思われ

る。女性の高学歴化が進み、卒業後結婚というコースをたどる人はあまりいない。大学を出て、

とにかく一度は就職と考える女性がとても多くなった。卒業して就職というのが現代の女性の

典型的なライフパターンになっている。そして、その分結婚は後回しになるのだ。このような

傾向から女性の晩婚化が進んでいると考えられている（鹿島，2000年）。

　このような現状から、30代の女性の有職者の割合が下がったのは、女性の晩婚化のため、30

代で結婚する女性が増えたからだと考えられる。40代で有職者の割合が再び増加しているのは、

子どもが大きくなったため、再び職に就く女性が多いからであろう。

　おもしろいことに、図表２－１、２－２の 2002年のグラフを比較すると、女性で「子どもが

できても、ずっと職業を続ける方がよい」と回答した人は全体の 38％で、「子どもができたら

職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつ方がよい」は 40.6％であった。一方男性は 37.2％、

31.8％の順であった。女性は、子どもができたら一度職業をやめる方がよいと答えた人のほう

が多かったが、男性は、子どもができても仕事を続ける方がよいと思っている人のほうが多か

った。女性のほうが現実的に考えての回答であるのだろう。

②女性が仕事をやめる理由
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図表４　大卒女性のキャリアパターンと就業環境

出所 　東京女性財団（1998）

実際は、どのような理由で女性が仕事をやめるのであろうか。この図で注意すべき点は、女

性が仕事をやめる理由が、自分の都合よりも、家庭の事情が多いということである。「もともと

結婚のときに退職するつもりだった」という答えが 20.2％で２番目に多かった。図表１、２、
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３で「子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい」「子どもができたら職業をやめ、大き

くなったら再び職業をもつ方がよい」という回答が多かったが、これが理想と現実のギャップ

であろう。その他にも「結婚または夫の転勤で、転居しなければならなかった」という回答が

15.4％、「もともと出産のときに退職するつもりだった」が 8.5％、その他にも「夫や家族の協

力がなかった」や「親などの介護のため」などと家庭の事情で辞めざるを得ない現状がうかが

える。

　男性でも家事や育児を女性と分担して行っているという家庭が多くなってはきているものの、

依然として、家事・育児の基幹的な役割を果たしているのは女性である。

第２節　インタビュー結果から

①インタビューの趣旨

　先行研究より、女性が職に就くことへの関心が高まってきており、意識の変化がみられた。

しかし、女性が退職する理由として、家庭のことを優先にし、やむを得なくという回答が依然

として多い。共働きであるなら、夫婦で家事・育児を分担するのが当然という意識もあるので

あろうが、女性としては、どうしても、自分が家事や育児をやらなくてはという責任感がある

のだろう。

　実際どのようにして夫婦が仕事と、家事・育児の両立をしているのか、またはどのような経

緯で夫婦の役割分担が決まったのかを、インタビューしようと思った。先行研究の結果も踏ま

え、生の声を聞くことで、女性が置かれている現状がどのようなものなのか、“家庭”という視

点からみてみようと思う。

　今回のインタビューでは、男性 10名、女性６名で、16名の方に協力していただき、お話を

うかがった。概略は、既婚で子どもがいる男性４人、女性３人、既婚で子どもがいない男性４

人、女性２人、未婚男性２人、女性１人である。

　　　　

②女性が仕事を続けることに対しての意見

　男性に対して、“自分のパートナーが仕事を続けることに対してどう思うか”と質問したとこ

ろ、既婚である、L・L さん、K・I さん、J・J さん、L・K さん、I・D さんは「パートナーに仕

事を続けてほしい」、J・Z さんは「パートナーが仕事をしたいといったら大賛成である。」と答

えている。L・U さんからは、「昔は結婚したら仕事をやめるものだと思っていた」という意見

がでたものの、「今は働いてもいいと思う」と思うようになったと意識の変化を示していた。結

婚したら女性は仕事をやめるものだと思っていたという以前の考え方は、専業主婦であった母

親の影響なのではないだろうか。今は、働いてもいいと思っているようだが、L・U さんは大学

院に通っていたため、「共働きであったら、自分が大学院に行けなかったかもしれないので複

雑」という意見だった。「妻には、もし仕事をするとしたら、家で仕事ができるフリーライター

などの仕事についてもらうのが理想的」と述べていた。以上からみると、男性側の意見として

は、パートナーが働くことに対して抵抗や反対はないという意見が予想以上に多くでた。
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しかし、このような意見が出ているにもかかわらず、妻が専業主婦であるという家庭が多いの

はなぜだろう。そのような選択に至った経緯をうかがった。K・I さんからは「本人（妻）の意

志で仕事をやめた」、I・D さんからは「妻が家のことに専念したいといったから」、J・J さんか

らは「妻が仕事をしたくないと言っている」という答えが返ってきた。

今回のインタビューでは、男性は、パートナーが仕事を続けることに賛成しているが、パー

トナーの意志で仕事をやめたという家庭が多かった。しかし、もしかしたら仕事を続けたい意

志があったが、両立は難しいと判断して家事・育児に専念しようと決めた女性もいるかもしれ

ない。図表４からも、家庭の事情で仕事をやめるという女性が多かったが、自分の理想通りに

はなかなかいかないということだろう。L・K さんからは「自分の転職の際ついてきてもらった

ため、パートナーは仕事をやめた」とうかがった。今回のインフォーマントは四年制大学卒の

方々ばかりなので、女性が仕事をやめたという家庭は、男性の“転勤”ということも考えての

結論なのかもしれない。

女性側の意見はどうであろうか。U・T さん、J・D さん、U・L さんは、結婚をしており、そ

れぞれ子どもがいる。U・L さんは「仕事を続けることに反対する人とは結婚しない」と、自分

が仕事を続けていきたいという強い意志をみせており、「女性も働くのはあたりまえ」と述べて

いた。一方で、U・T さん、J・D さんはそれぞれ、「パートナーに仕事をやめてほしいと言われ

たらやめるかもしれない」、「仕事をやめてほしいと言われたらやめるつもり」と、状況によっ

てはやめるつもりであるという意見であった。J・D さんはその理由を「パートナーが仕事をや

めてほしいと言うということは何か問題があるため」だと述べている。未婚の女性である X・O

さんは、「結婚をするときに、仕事をやめろと言うパートナーは選ばない」という意見だった。

現在同じ状況である女性でも“あくまでも女性が働くのはあたりまえで、これからも仕事を

続けていくつもり”という女性と“今は仕事をしていても支障はないため続けているが、パー

トナーに仕事をやめてほしいと言われたらやめるつもり”と考える女性とに分かれた。やはり、

女性は自分が仕事をしたいから続ける、とはいかないようだ。共働きをしている夫婦が、家庭

より仕事を優先しているというわけではないが、男性が、自分が働かなくてはと思うように、

女性も仕事をしたいという気持ちがあるにしても、一方では、家事・育児に関して責任感を感

じ、自分がやらなくてはと思ってしまうのであろう。

②女性が仕事を続けていく条件

　女性が仕事を続けている家庭とそうでない家庭では、どのような違いがみられるであろうか。

まず女性側の答えとして、共働きをしている I・N さんの答えは「夫は家事参加なし」であった

が、U・L さんは「家事はできるほうがやる」「平等にやっている」、U・F さんは「パートナー（夫）

は家事に積極的に参加してくれている」「時間があるほうがやる」と、家のことは、でできる方

がやり、また、だいたい同じくらいやるということだった。U・T さんからは「子どもができて

からは、協力しなければやっていけないので協力してくれるようになった」、J・D さんからは

「夫は家事をよくやってくれる」という答えが返ってきており、共働きの家庭では、２人で協
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力して家事をしている家庭が多かった。裏を返すと、共働きであると、どちらかが（このよう

な場合、主に女性が担う場合が多いのだろうが）仕事をしながら家事も全部こなすというのは

難しいことであろう。しかし、実際に男性が女性と同じくらい家事をこなしているという家庭

が多く、女性が働き続ける環境を整えようという考えがみられる。また男性側の答えを見ると、

K・I さんや B・T さんからも「家事の分担は半々」という答えがあり、男性としても妻に働い

てほしいという考えや、協力しようという意識がみられた。

一方、妻が仕事をせず、主に家事・育児をしているという家庭である男性の答えは、L・Z さ

んは「家事は全くやっていない」「育児は少し参加」、J・J さんは「家事はほとんどパートナー

がやる」、L・U さんは「家事・育児はほとんど妻」「共働きをするのは難しいかも」であった。

女性が専業主婦であれば、女性が家事や育児の分担が増えるのは当然であろう。なかには、家

事・育児に参加しようという意識がある方もいるかもしれないが、なかなか積極的に参加する

場面がないということがうかがえる。L・K さんからは「（家事・育児に）参加しようとしてい

るが、妻からはしていないと言われるかも」という回答が返ってきたため、“具体的にはどのよ

うなことをしているのですか”と質問したところ、「例えば、朝は忙しいから、自分で食べたお

皿は洗っておくという細かいことかな」と返ってきた。

　妻が専業主婦であるという家庭は、結婚したら妻が仕事をやめるつもりだったという家庭で

あれ、２人で話し合って決めたという家庭であれ、妻が家事・育児を中心にやるという役割分

担を担ったということで、共働きの男性に比べると、家事・育児に自分も参加するという意識

が低くなってしまうように思う。

　これらの回答から、私が思う、共働きをしていくための一番大切な条件は、“２人で同じよう

に家事・育児をしていく”である。早く帰ってきたほうが夕食を作る、時間が空いているほう

が洗濯をするなど、時間を見つけてやっていくことが必要であろう。しかし、K・I さんの「家

事が負担になっている」という意見からもわかるように、お互いが、働くことと家事などの家

庭内の仕事を両立するというのは、特に共働きの家庭には必須の条件になるが、なかなか難し

いことなのである。

③子どもができたら

　現在は結婚後も仕事を続けているが、子どもができたら仕事を続けるかどうか考えるという

意見が数人の女性からみられた。U・F さんは「仕事はやめたくない」という意志を表している

が、一方で「出産時は大変だからどうなるかわからない」と答えている。I・N さんは「子ども

ができたら、パートや別の方法で両立できる職を探す」と答えており、子どもができたら女性

が仕事を続けていくのは難しいという意識があるようだ。また、J・D さんは子どもが２人いる

が、パートナー（夫）から、仕事をやめてほしいと言われたらやめるつもりである」という意

見もでていた。理由は、「（仕事をやめるという選択肢がでてきたということは）、何か問題があ

るわけだから」ということだった。

　未婚である X・O さんは「結婚・出産で自分から仕事をやめたいとは思わない」「家事はやれ
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るほうがやればいい」と答えている。大卒の女性の場合、結婚や出産を経験する前は、“結婚・

出産後ももちろん仕事を続ける”“続けられるものなら続けたい”と思う人が多いであろう。し

かし、実際に結婚や出産を経験し、仕事と、家事・育児を両立することに負担を感じ、仕事を

続けることに迷いがでてきて仕事をやめるという人がでてくるのであろう。

　女性が仕事を続けたいという希望があり、仕事と家事を両立しようと努力しても、時間的、

体力的な問題がでてくることがある。それは、男性の協力が十分にあった場合も絶対両立でき

るとは言い切れないことであろう。さらに子どもが産まれたら、家事は多少“さぼる”ことが

できるかもしれないが、育児は“さぼる”ことはできない。そういう意味でも、結婚も女性が

仕事を続けるかどうか考える大切な場面ではあるが、それ以上に出産という場面では女性が働

きたいという意志以上に、実際問題として本当に仕事と家事・育児を両立していけるのかどう

かが問われ、仕事を続けるかどうか、大きな選択をしなければならないときなのであろう。

まとめ

　今回のインタビューを見ると、男性、女性共に、女性が働くことへの意識は、変化しており、

柔軟な考えになっているようである。しかし、実際に女性が自分の希望通りになっているかと

いうと、必ずしも希望がかなっているというわけではなく、パートナーと家事・育児を協力し、

女性も当たり前のように働くという社会になるのは時間がかかるように思う。そのような中で、

実際に結婚し、出産し、それでも仕事を続けている女性がいたということで、私としては、民

間企業で働いている夫婦でも、それが可能であるのだと心強く思った反面、共働きを続けるた

めには、お互いの理解が必要であり、協力していかなければ成り立たないということもわかっ

た。U・L さんのように、実際に結婚し、子どもがいるという状況で、仕事を続けるために、「学

童のある地域に引っ越すなど、環境を整えた」というようにどうすれば自分たちは共に働くこ

とができるのかという方法を考えなければならない。

夫婦が共に働くことを可能とする方法を考えると、育児休暇システムの充実が重要になって

くると思う。育児休暇システムの利用状況についても、「男性で育児休暇を取得している人はほ

とんどいない」という回答が多かった。男性の育児休暇の取得率が低いということは、女性が

仕事をやむをえずやめなければならないという状況につながってしまうだろう。つまり、女性

が仕事を続けるということは、家庭だけの問題ではなく、会社の制度にも大きく関係している

のだということがわかる。今後、女性が仕事を続けることを希望したとき、家事・育児と両立

できるような働き方、働く環境、社会の制度の見直しが必要となるだろう。

参考資料

内閣府『男女共同参画社会に関する世論調査』

総務省統計局（2002）『男女就業状態』

東京女性財団（1998）『大卒女性のキャリアパターンと就業環境』

鹿島敬（2000）『男女摩擦』　岩波書店
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第 13 章　仕事と共に生きる女性の今

冨嶋　葵

はじめに

　日本の企業は、今まで男性中心社会で築いてきたという歴史的経緯があったため女性の能力

を仕事に活かすということは考えてこなかった。しかし、1986 年の『男女雇用機会均等法』の

施行と労働基準法の改正により女性「総合職」が登場し、男性至上主義に歯止めをかけること

となった。時代と共に女性が担う仕事の意義も変わってきたが、女性にとって、働くというこ

とはどういうことなのだろうか。どのような働き方が好ましいといえるのだろうか。仕事と家

庭を持つ女性は常に問題を抱えている。2002 年 11 月 18 日付の『日本経済新聞』の夕刊に「仕

事と生きる　働き盛りの迷路」という記事があった。東京都内のメーカーで事務を担当する女

性 36 歳は、「40 歳を過ぎて会社にいられるかとても不安」　と見えてこない将来にいら立ちを

募らせている。職場に 40 代以上の女性社員は少なく、その代になるとほとんどが課長以上の管

理職。女性はまだ少数派だけに、男性以上の成果を出そうと一心不乱に仕事に打ち込んでいる

という。このような現場は、普段に見うけられることなのだろうか。モデル不在に悩む女性を

応援しようと、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）女性と仕事研究所は問題に対処するため第

一線のキャリアを招いて体験談を聞くイベントを開いているという。20 代を中心に多くの女性

が参加していると書いてあり、改めて女性が抱える問題が多いということと、日々立ちはだか

る問題に対し悩みを抱えている女性が多いということに対して考えさせられる。仕事と生きる

女性が抱える問題を通して、現在実際に働いている方々の実態も踏まえ女性の働き方について

考えていくことにする。

第１節

　女性も男性と同じように「総合職」の一員として対等に働くことが出来ている時代であると

いえるが、実際、職場にはどれくらいの女性が総合職として残っているのだろうか。年次ごと

の総合職女性の採用人数や現在残っている人数を弾き出すことは困難であるため、鹿嶋　敬氏

の調査結果 （鹿嶋，2000, p.p.5-7）をもとに『総合職女性の就業実態調査』（2000 年）の結

果を通して見てみることにする。そして、現在の企業での実態を簡単に紹介しようと思う。

　『総合職女性の就業実態調査』（2000 年）結果によると、金融・保険業に勤務する総合職女

性の継続就業率（2000 年 2 月時点）は、86 年入社組は 12.5％、87 年は 41.9％となっているが

88 年組は再び 24.6％に落ち込む。89 年は 34.8％、90 年は 33.3％となり、これは他の業種と比

べても金融・保険業界は均等法世代の勤続就業率がかなり低いといえることがわかる。企業ご

とにおける女性総合職の割合から考えられる特徴を簡単にあげると、銀行と保険・担保関連会

社の場合、コース別雇用管理制度導入の割合が高いため、総合職女性の採用人数が一桁台と極

めて少なく、総合職全体の採用者数の割合も低い。従って、総合職女性の特徴としては、独身

か、結婚しているとしても相手は社外の人であったり、子どもがいないといった傾向が強いと
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いえる。その点、エネルギー関連企業や家庭用品などのメーカーの場合は、総合職の採用人数

も二桁台と、総合職としての悩み、不満があったようなとき、女性同士でぶつけあえるくらい

の人数を採用していた（鹿嶋，2000，p.6）。この結果に関連して、鹿島氏は圧倒的な強さで王

座のタイトルを保持し続けた、かつて将棋の羽生善治五冠から聞いた興味深い話を記している。

それは、なぜ将棋の世界は男性棋士の独壇場なのかを尋ねたところ、現在、女性棋士にはそこ

まで到達している人はいないという。そして、プロ棋士になろうと勉強するにしても、女性は

極めて少ない。男性は多く、仲間同士で会話をし、息抜きができる。女性はそれができないた

めストレス解消につながらず、結局、棋士に男性が多い一因となるのではと答えていた（鹿嶋，

2000，p.8 ）。

鹿嶋氏同様、私も総合職女性の問題を考えるとき、いつもこの話を思い出す。そして、一企業

平均の総合職女性の採用人数が「1.2 人」（『総合職女性の就業実態調査』2000 年）というのは

あまりにも少なすぎる人数なのではないかと目を疑いたくなるほどの現状であった。

　では、実際に厚生労働省『賃金構造基本統計調査』による役職者に占める女性の割合の推移

を図表 1として示す。
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図表 1　役職者に占める女性の割合

（出所：厚生労働省『賃金構造基本統計調査報告書』）

1997 年から 2001 年までの役職者に占める女性の割合であるが、比率はきわめて低くあまり

変化していないことがわかる。係長と課長はほぼ並んで推移しているが、部長はこの 2 つより

はやや差をつけてではあるが比率が高いことがわかるが、決して満足のいく数字ではないし、

やや下降傾向ということに対しても見なおすべきことが多いのではないか。

第２節

　 次に、女性にとって働くということはどういうことなのかといった根本的な問いに戻って
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みることにする。女性がキャリアを形成し、就業するにはどんな条件が必要なのであるのか。1999

年に発表した『大卒女性のキャリアパターンと就業環境調査』をもとに、大卒女性対象者（平

均年齢 34.9 歳）のキャリアパターンを 4つの型に分類してみる。（鹿嶋,2000 年, p.p.31－32）

（1）継続型（大学卒業後、同じ会社で働き続けている）

正社員だった人が圧倒的に多い。育児休業制度などの充実、夫の家事・育児参加、もともと

結婚・出産後も働き続けるつもりであったという理由で、子どものいる既婚女性が多い。また、

やりがいのある仕事であったことを 4割近い子どものいる既婚女性が答えている。

（2）転職型（最初に就いた仕事を退職したが、転職して働き続けている）

正社員としての就職率が一番少なく、企業規模ももっとも小さい。仕事に不満があった。自

立志向が強く、辞めるつもりはなかった。

（3）中断型（卒業後就職し、その後 91日以上中断したが、現在は再就職している）

結婚や出産のためやむおえなく中断した人と、仕事に関する知識・技能・資格修得するため

のキャリアアップの為にという二通り。

（4）退職型（就職したが、現在は勤めていない）

仕事にやりがいがなかったという人は少ない。会社の将来性がない、夫の転勤、健康上の理

由ということであった。

このように、女性の働き方は 4 つの型に分けることができた。自分の就業環境においてある程

度、キャリア形成のための手段を選択することが可能といえることができる。

図表 2．　女性が職業を持つということについて

（出所：内閣府『男女共同参画社会に関する世論調査報告書』）

　女性は、自分のキャリア形成において 4 つの選択が可能ということであったが、これらを踏
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まえたうえで前ページに載せた図表．2　の世論調査報告書をみていくことにする。この図表は

2002 年度の世論調査で、20 歳から 70 歳以上の男女 3,561 人を対象に、女性が職業をもつとい

うことを男性、女性それぞれがどうみているかという調査である。選択項目は 5つ挙げてあり、

その比率を男女それぞれ、パーセントで表している。男女では、どのようなちがいが見られる

だろうか。男女ともそれほど大きな違いは見られないが、まず、「女性は職業をもたないほうが

よい」と思っている人達が 10％未満ではあるがそのような考えを持っている人がいるという事

実は受けとめなければならない。女性が職業を持つということに対しては、「子供ができても、

ずっと職業を続けるほうがよい」という結果と「子供ができたら職業を辞め、大きくなったら

再び職業を持つほうがよい」という 2 つの結果が 7 割近くを占めていた。これにより、女性が

結婚と同時に職場を去るという“寿退社”の時代は過ぎ去ったように考えてもよいことがわか

る。1987 年以降、男女雇用機会均等法が施行し結婚後も働く女性や働きたいと思う女性が多く

なった。これにより、女性も男性と同じように働き続けるという選択の幅が広がってきたので

ある。しかし、子供ができ育児も家事もし、男性と同じように働くということには限度がある

ということに直面する。「子供ができたら職業をやめ、大きくなったら再び 」という支持が女

性に一番多いということは、現実の仕事と家庭の両立の厳しさを反映しているのではないか。

女性も男性と同じように仕事ができるということについては、“手が届きそうで届かない理想”

と言い換えることもできそうである。ここでも、女性はいくつかの選択をせざるをえないでい

る。家庭生活や育児と仕事の両立では、どうしても育児ということが女性にとって一番優先せ

ざるをえないのである。女性が男性と同じように働けるということだけが一般的になっている

としても、実際に女性が働き続けられるシステムの見直しが必要とされていることがわかる。

第３節

　今回は、幸いにも 6 人もの女性の方々に協力を得ることができ、インタビューさせてもらう

ことができた。金融機関勤務の J.D さん、I.N さん、ベンチャー企業勤務の U.F さん、電力メ

ーカー勤務の U.T さん、公務・団体職員である X.O さん、そしてメーカー勤務の Y.L さんであ

る。どの方も高学歴な方で、実際の女性の働き方の様子がうかがえた。インタビューを行う中

で、私も鹿嶋氏同様、羽生棋士の話しの内容が頭の片隅にあった。ベンチャー企業勤務の U.F

さんは「すごく女性が多い会社で 3 割か 4 割は女性っていう女性には働きやすい職場」と話

す。メーカー勤務の Y.L さんは「最初にいた上司が 尊敬できる人であったから」と話す。こ

のように、今回インタビューさせていただいた方々は、職場環境などの状況が比較的整ってい

るということが伺え、周りにも、モデルとなるような方が働いていたり、上司に恵まれていた

りと最低限働くという事での環境はどちらかというと恵まれている方が多いように感じられた。

また、金融機関勤務の J.D さんは「仕事だけではなく、環境を整えてくれている会社であり、

自分の意見を上司に自由に発言できる」ということであったり、「組織が変わり過渡期であり、

やりがいがある」と電力メーカー勤務の U.T さんも言う。これらのことから、女性が働き続け

ていくための条件は、働く環境と仕事のやりがいという点が挙げられることがわかる。さらに、
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6 人の女性に仕事の内容を含めた満足度を表してもらった。平均しても合格点には至った結果

となり満足度がうかがえた。しかし、これは家事や育児の問題を含めない仕事のみの答えであ

り、6 人中すべての方が家事、育児の問題を考えることによって仕事に対する評価が下がるこ

とがわかった。6 人の女性のうち既婚者は 5 人で、そのうち子供がいる方は 3 人であったが、

どの女性も家事・育児といったように働く女性の問題点は「結婚・出産してからの働き方」と

いうことを挙げている。

　では、まず“結婚”について考えてみることにする。結婚しても仕事を続けるかという質問

に対しては、“続けたい、続けて欲しい”といった答えが多いことがわかった。インタビューさ

せてもらった方の中でも、既婚者が 5 人ということでさまざまな意見を参考にさせてもらうこ

とが出来た。また、現状でも結婚しても働き続けている女性が多く、男女ともに「男は仕事、

女は家庭」というような考えを持った人は見受けられなかった。また、公務・団体職員である

X.O さんに対する質問の中で、結婚してパートナーから仕事を辞めて欲しいと言われたらどう

するかという問いに対して、「そんなパートナーは選ばないと思う」という回答はとても自立し

ている女性であり、仕事と生きる女性の強さを感じた。しかし、女性は常に問題を抱えている

といえることがわかる。金融機関勤務の I.N さんの「子供ができたら働き方を変えなくては 」

というのをはじめ、女性は常に仕事、家庭、育児のバランスのとりかたを調整しなければなら

ないということがあるのだ。

次に、“出産”については何が言えるだろう。男性側からは、働いてもらうことについてはパ

ートナー次第であるといったように、相手の意見に任せるという回答や、働くということに賛

成するというのが多かった。しかし、“出産”という問題については、男女それぞれの意見で決

められるというより、今ある生活状態や育児制度の充実度など、制度の問題が重要であるよう

に思う。金融機関勤務の I.N さんは、会社に託児所ができるというが、通勤の問題で実際に使

えるのは会社近辺に住んでいる方だけという。J.D さんも同じく託児所は作られているが実際

に使えないという点で育児制度の不満を話してくれた。反対に、実際に育児休暇を取り働いて

いる電力メーカー勤務の U.T さんは、働くことはできているが子供がまだ幼いため時間外労働

ができない状態で時間短縮での働き方を選択しているという。育児休職も最高 3 年と改正され

たが、実際は 1 年半休職しただけということから、育児休暇制度は女性にとっても簡単にとる

ということの難しさを感じさせられた。男性側でも、育児休暇制度が用意されている会社があ

ったが、実際に取得したという人は聞いたことが無いようだ。これらから、日本の企業におけ

る制度の確立について見なおす必要があるのではないだろうかと思った。まだ、出産予定のな

い、ベンチャー企業勤務の U.F さんは、「出産してもやめたくないと思うけど、肉体的に大変そ

う。上司は 2 人子供がいてフルタイムで仕事もやっている。義理のお母さんがサポートしてく

れているが 」と育児と仕事の両立には、誰かのサポートが必要だということであったが、や

はり仕事を続けず子育てだけということは考えられない様子であった。公務・団体職員の X.O

さんも、出産予定はないが、出産したとしても軽い職場にまわされるという職場体制が整って

いることで続けることができると言っていた。しかし、仕事の内容を見れば軽い職場というこ
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とになり、やりがいといった面では満足できないのではないか。やはり、どこかで働き方を変

えなければならないという現状が女性にはある。また、金融機関勤務 J.D さんの「入社時は仕

事を一途に考えていたが、今は一番大切なのは家族、子供で、この先の目標はあまり考えてな

くてそのとき興味があることをやっていると思う」という言葉はとても印象的であり、育児と

いう問題の大きさが伺われる。それは、同時に仕事ということへの思い入れに一段落をつける

ということにも繋がっているように思う。働く女性が家庭と仕事を両立させるということの意

味を考えさせられた。

　調査からもわかるように、結婚と出産については同じようにはいかず、女性が働き続けてい

く上での大きな問題点となっている。どこかで妥協しなければならないこともあるだろう。自

分で選択できるものでもないというのも現状だ。自分の希望、制度の問題、パートナーや家族

の理解とさまざまな事が関わっている。この問題解決だけは、女性一人ではできない唯一の問

題であるといえるのではないか。

終わりに

　このように、インタビューをさせていただいた方々を通して、女性の働き方について考えて

きたが、まだまだ日本における性別職務分離は根付いていることがわかった。それと同時に、

統計や資料のような表面的な部分でしかわからないことではなく、実際に女性が働き続けると

いうことの厳しさというのもインタビューを通じてだったからこそ実感できたと思う。それに

しても、6 人の女性の方々はひとりひとり個性的で魅力的であったように感じた。女性である

以上、結婚や育児、家事の問題に直面することになるが、これらと上手く関わりながら乗り越

えているように思えた。男女が平等に就業できる職場環境や男女で家事、育児を分担できるよ

うな柔軟な勤務体制と育児制度の確立は一刻も早い改善が求められているが、やはり仕事と、

関わってくるこれら問題点とのバランスの取り方が、まず大切なことであるのではないか。働

く上で私たちは何を優先させるのだろう。いつになったら自分自身で自由に働き方を選択でき

るのだろうか。どの働き方にも正解はないし、間違いもないという現状であるが、仕事と生き

る女性たちが、自分の優先させた働き方で働き続けられることが大切であるように思う。そし

て、働く女性たちは常に家庭生活と仕事との両立について向き合っているということを最後に

もう一度述べたいと思う。
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