特集―女性の就労促進を考える

――第 29 回ビジネス・レーバー・モニター
特別調査結果から――
モニター企業 53 社の回答を集計
図１ 役職別管理職に占める女性割合の推移
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近年の管理職に占める女性比率は、
が経過した節目に際し、このテーマに
係長相当職で二〇〇三年の九・四％か
係る企業の現状と課題について、第二
ら二〇一〇年には一三・七％、課長相
九回ビジネス・レーバー・モニター特
当職では四・六％から七・〇％、部長
別調査を実施した。調査は、二〇一一
相当職は二・四％から四・二％といず
年五月九日～三一日にかけて実施。企
れ も 上 昇 し て き た（ 図 １）。 だ が 国 際
業モニターの登録八六社中、五三社
（六
的にみれば、我が国における女性の管
一・六％）の有効回答を集計した。回
理職登用は未だ不十分であると認識さ
答企業のプロフィールは図２の通りと
れているということだろう。
なっている。
昨年策定された新成長戦略でも、日
本経済の成長を支える女性の就労促進、
女性管理職比率は各層で
そのためのポジティブ・アクションの
おおむね増加傾向
推進強化が謳われた。現在の日本では、
まず、各管理職層における女性比率
女性能力の活用促進が喫緊の課題であ
を尋ねると、回答企業の平均では役員
ると言っていい。女性の活用促進に向
け、企業はどのような取り組みを行い、 クラスが二・二％、部長クラスが四・
どういった課題を抱えているのだろう。 四％、課長クラスが七・七％、係長ク
ラ ス が 一 〇・ 五 ％ と な っ た（ 表 １）。
男女雇用機会均等法の施行から二五年
各管理職層における女性比率の三年前
と比較した増減については、役員クラ
スで「増えた」が九・四％、「変わらず」
が八一・一％、「減った」が三・八％だっ
た。部長クラスでは「増えた」が二〇・
八％で、「変わらず」が七三・六％、「減っ
た」が一・九％。課長クラスでは「増
えた」が三〇・二％で、「変わらず」が
六六・〇％、「減った」が〇％、係長ク
ラスでは「増えた」が三二・一％で、「変
わらず」が五四・七％、「減った」が〇％
などとなった。
いずれの職層でも「減った」とする
企業割合は限られている。中でも、課
長・係長クラスが「減った」企業はな
く、「増えた」ところがそれぞれ三割超
にのぼっている。女性管理職比率は近
年、概ね増加傾向にあり、下位層ほど
その傾向は強まっていることがわかる。
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資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

二〇一〇年一二月に閣議決定された
第三次男女共同参画基本計画では、企
業の課長相当職以上に占める女性の割
合を、二〇一五年に一〇％程度（二〇
一〇年現在六・二％）とする数値目標
が 明 示 さ れ た。「 社 会 の あ ら ゆ る 分 野
で二〇二〇年までに、指導的地位に女
性の占める割合が少なくとも三〇％程
度となるよう期待する」との、男女共
同参画推進本部の二〇〇三年の決定に
よる目標の達成に向けた取り組み強化
の一環として、新たに設けられたもの
だ。背景には二〇〇九年、国連女子差
別撤廃委員会が我が国の雇用、政治等
各分野におけるポジティブ・アクショ
ンの推進が不十分として、数値目標や
スケジュールを設定した措置の導入を
要請する見解を発表したことがある。
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図２ 回答企業のプロフィール

表１ 各管理職層における平均女性比率と近年の増減状況

各管理職層における女性比率
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図３ 各管理職層において女性比率が伸び悩んでいる原因（複数回答）
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※それぞれ「ほとんど変わらない」「減った」計

一方、各管理職層につい
て「ほとんど変わらない」
あるいは「減った」と回答
した企業に対し、女性比率
が伸び悩んでいる原因（複
数回答）を尋ねると、それ
ぞれ多い順に、役員クラス
では「その他（従業員に占
める女性の絶対数が小さい、
任命層に該当する女性数が
少ない等と自由記述回答・
以下同）」（四八・八％）、「昇
進・昇格要件を満たしにく
い女性が多いため」（三二・
六％）、「女性の就いている
職種、部門等が限定的であ
るため」（一六・三％）、「昇
進意欲の低い女性が多いた
め」（一一・六％）など、部
長クラスでは「昇進・昇格
要件を満たしにくい女性が
多いため」（四八・七％）、「そ
の他」（四三・六％）、「女性
の就いている職種、部門等
が 限 定 的 で あ る た め 」（ 二
三・一％）、「客観的な評価
制度はあるが、会社の風土
として男性中心に育成・活
用する雰囲気があるため」
（一五・四％）などとなっ
た（図３）。
また、課長クラスでは「昇
進・昇格要件を満たしにく
い女性が多いため」（三四・

三％）、「男性同様の働き方ができない
（残業・不規則勤務、夜間・深夜勤務、
配置転換、国内外にわたる出張、転勤
等に応じられない）女性が多いため」
（二〇・〇％）、「その他」（一七・一％）
のほか、「昇進意欲の低い女性が多いた
め」及び「管理職になると職責上、休
日労働・残業、出張・転勤への柔軟な
対応等が求められるため」が同率で一
四・三％、「近年、仕事と育児等の両立
支援方策が充実した結果、その利用率
の高い女性のキャリアアップのタイミ
ングが遅れるため」と「客観的な評価
制度はあるが、会社の風土として男性
中心に育成・活用する雰囲気があるた
め」が同率で一一・四％などとなった。
係 長 ク ラ ス で は「 そ の 他 」
（ 五 一・
七％）をはじめ、「昇進・昇格要件を満
たしにくい女性が多いため」及び「男
性同様の働き方ができない（残業・不
規則勤務、夜間・深夜勤務、配置転換、
国内外にわたる出張、転勤等に応じら
れない）女性が多いため」が同率の二
〇・七％。次いで「近年、仕事と育児
等の両立支援方策が充実した結果、そ
の利用率の高い女性のキャリアアップ
のタイミングが遅れるため」及び「出
産、育児、介護等の家庭責任のために
離職する女性が多いため」「昇進意欲の
低い女性が多いため」「管理職になると、
職責上、休日労働・残業、出張・転勤
への柔軟な対応等が求められるため」
が同率の一三・八％などとなっている。
いずれの職層でも、総じて「昇進・
昇格要件を満たしにくい女性が多いた
め」や「その他（従業員に占める女性
の絶対数が小さい、任命層に該当する
女 性 数 が 少 な い 等 ）」 な ど と す る 企 業

割合が多い。そのうえで、女性管理職
比率が伸び悩む要因は職層レベルに応
じ異なっていることが分かる。
係長・課長など下位層の昇進時は、
「男性同様の働き方ができない（残業・
不規則勤務、夜間・深夜勤務、配置転
換、国内外にわたる出張、転勤等に応
じられない）女性が多い」ことや「管
理職になると職責上、休日労働・残業、
出張・転勤への柔軟な対応等が求めら
れる」「近年、仕事と育児等の両立支援
方策が充実した結果、その利用率の高
い女性のキャリアアップのタイミング
が遅れる」ことなどがネックになる。
これをクリアしても、さらに部長な
ど上位層への昇進時は「女性の就いて
いる職種、部門等が限定的である」こ
とや、「客観的な評価制度はあるが会社
の風土として男性中心に育成・活用す
る雰囲気がある」ことなどが課題に
なってくる。

昇進・昇格要件と女性が
満たしにくいもの

管理職に占める女性比率が伸び悩ん
でいる理由の一つとされる昇進・昇格
の具体的な要件はどうなっているのだ
ろう。例えばＡ社（機械）は、昇進・
昇格要件として「上長の人物推薦、筆
記試験、在職・勤続年数、経験（配転・
転勤含む）、企画・判断・決断力、リー
ダーシップ・部下の指導・育成力、折
衝・コミュニケーション力」を挙げた
うえで、このうち女性が満たしにくい
ものを「在職・勤続年数、経験（配転・
転 勤 含 む ）」 と 指 摘 す る。 同 様 に、 Ｂ
社（電機）は「上長の人物推薦、経験
（ 配 転・ 転 勤 含 む ）
、 企 画・ 判 断・ 決
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男女雇用機会均等法で努力義務事項
とされている「ポジティブ・アクショ
ン」（男女労働者間に事実上生じている
格差を解消するための自主的かつ積極
的取り組み）については、「取り組んで
いる」企業が四九・一％、「以前は取り
組んでいた
（がやめた）」が五・七％、「こ
れまでに取り組んだことはない」が四
三・四％などとなった（図５）。
ポジティブ・アクションに「取り組
んでいる」企業に始めた時期を聞くと、

断力、リーダーシップ・部下の指導・
等、
男女に隔たりなく希望に応じ登用・
「男女雇用機会均等法の制定～九〇年
育成力、
折衝・コミュニケーション力」
配置するための体制の整備」が同率の
まで」が七・七％、「九〇年代前半」が
のうち「企画・判断・決断力、リーダー
四九・一％。次いで「男女で公正な人
一一・五％、「九〇年代後半（参考：九
シップ・部下の指導・育成力」を、Ｃ
事考課を行うための評価者研修」が三
七年均等法改正）」が一五・四％のほか、
社（出版）は「上長の人物推薦、
在職・
五・八％、「管理職候補の女性に対する
「二〇〇〇年代前半」が二六・九％、「二
勤続年数、
経験（配転・転勤含む）
、
リー
能力・意欲等の底上げ（幅広い職務経
〇〇〇年代後半（参考：〇六年均等法
ダーシップ・部下の指導・育成力、折
験を意図的に付与、重点的に教育訓練・
改正）」が三八・五％となった。
衝・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 力 」 の う ち
研修を実施等）」が二八・三％、「職場
ポジティブ・アクションに取り組む
「リーダーシップ・部下の指導・育成
風土の改善（とりわけ中間管理職や同
理由（複数回答）としては、「女性の能
力、折衝・コミュニケーション力」を、 僚の男性等の意識啓発）」が二六・四％、 力を有効に活用し、経営の効率化（生
Ｄ社（食品製造）は「筆記試験、
在職・
「モデル（模範）となる女性社員の育
産性向上や競争力強化）を図るため」
勤続年数、経験（配転・転勤含）
、企画・
成」が二四・五％、「メンター（助言・
の一〇〇・〇％をはじめ、「優秀な人材
判断・決断力、リーダーシップ・部下
指導者）の導入など女性が業務やキャ
を確保するため」が九二・三％、「企業
の指導・育成力、折衝・コミュニケー
リア等について相談しやすい体制の整
の社会的責任を果たすため」及び「男
ション力」
のうち
「在職・勤続年数、
リー
備」及び「経営層の参画（トップによ
女雇用機会均等法等法令の趣旨、男女
ダーシップ・部下の指導・育成力」を
るメッセージ発信等）」が同率の二二・
共同参画基本計画等を踏まえて」が同
それぞれ指摘している。
六％などとなった（図４）。
率の五三・八％。次いで、「企業のイメー
ただし、この設問に関しては「無回
こうした取り組みを、「とくに女性を
ジ・アップを図るため」及び「労働力
答」割合が、八八・七％と大半を占め
対象に底上げするための取り組み」と、 人口の減少が見込まれているため」が
た。昇進・昇格要件は、
当該組織にとっ
「性別に係わりなく取り扱うための取
同率で五〇・〇％、「顧客ニーズ（消費
てデリケートな問題を含むものだけに、 り組み」に分類すると、前者のみの企
者・生活者の視点）を経営に活かすた
回答が容易でなかったという事情もあ
業は一三・二％、後者のみは九・四％
め」及び「労働者（とりわけ若年層等）
ろうし、一方では見えにくい昇進・昇
で、両者を組み合わせている企業が七
の意識・価値観の変化に対応するため」
格のプロセスが、女性管理職比率の伸
七・四％だった。
が同率の四二・三％などの順に多い。
び悩みにつながっている恐れも考えら
ポジティブ・アクションの取り組み
ポジティブ・アクションの
れるだろう。
内容として、先述した「管理職におけ
取組状況
る女性比率の向上に向けた取り組み」
半数超が女性管理職比率
以外に独自に行っているものを聞くと、
向上の取り組みを実施
「管理職研修における女性社員の積極
的 な 活 用 に 係 る 会 社 方 針 の 説 明 」（ 電
機）や「上長の評価目標に女性の育成
目標を明文化」（外食）、「職務能力を向
上させるためのキャリア開発研修、や
りたい仕事の自己申告制、女性管理職
との懇談の場の設置、女性の横断的な
ネットワーク作り等」（建設）、「女性の
みで構成する組織の創設（女性の感性
と自主性を活かす）」（印刷）
、「男女とも
こうした現状を踏まえ、管理職にお
ける女性比率の向上のための取り組み
について尋ねると、何らかを行ってい
る企業割合が五四・七％と半数を超え
た。その内容（複数回答）は、「新規採
用時における女性の積極的な採用」及
び「
（性別の嗜好に左右されにくい）
人事考課（評価・査定、昇進・昇格等）
基準の整備」「社内公募制や自己申告制

生産性を上げ、不要な残業を削減する
ことで、ワーク・ライフ・バランスを
実現する『働き方見直し』活動の推進」
（化粧品）――などがあがった。
ポジティブ・アクションの取り組み
後の評価については、「効果があった」
とする企業が五七・七％、
「（これまで
のところ）効果はない」が三・八％、「よ
く分からない」が三〇・八％だった。
具体的には「論理として理解してい
ても、現実にはなかなか進まなかった
女性の登用や対象抑止の是正等」（情報
／ 役 員 一 一 ％、 部 長 一 〇 ％・ 課 長 一
二％・係長二一％）、「女性社員の間の
ネットワーク（相互支援）形成と、結
果としてキャリアを前向きに考える女
性 社 員 の 増 加（ 意 識 調 査 か ら ）
、推進
担当者・関係者の知識・見識の向上」
（電機／役員九・一％、部長二・一％・
課長四・二％・係長一五・四％）、
「多
様な価値観が相互に刺激し合うことに
よる職場の活性化、新たな視点による
付加価値の高い商品・サービスの提供、
女性自身の意識改革（責任感・リーダー
シップ等）」（印刷／役員〇、部長一％、
課長三％、係長三％）、
「性等の属性に
依らず、優秀な人財を育成していく風
土の醸成、結果として管理職ポストへ
の女性登用の加速」（化学／役員〇、部
長〇・三％、課長一・六％、係長七・
七％）――のほか、「育児を理由とする
女性退職者の減少」（旅行）
、「勤続年数
の上昇と育児休業を取得した継続就業
の増加（印刷）
、「女性の継続就業率の
上昇」（電気工業）、
「育児退職者の再雇
用の増加」
（重機）
、「 女 性 退 職 者 の 減
少」（外食）などの記述があった。
なお、ポジティブ・アクションに「取
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図４ 女性管理職比率の向上に向けた取り組み（複数回答）
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11.3
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3.8
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0

とくに女性を対象に底上げするための取り組み

図５

1.9

0.0

性別に係わりなく取り扱うための取り組み

※n=53

ポジティブ・アクション
（男女労働者間に事実上生じている格差を解消するための自主的かつ積極的取組）の状況
今後の取組予定

ポジティブ・アクションの取り組み

取り組み時期

無回答, 1.9

取り組みの評価

男女雇用機会
均等法の制定
～９０年まで, 7.7

今後取り組む
予定が
ある , 3.8

無回答, 7.7

９０年代前半,
11.5

分からない,
30.8

これまでに
取り組んだ
ことはない,
43.4

現在の
ところ
取組予定は
ない, 65.4

取り組んで
いる, 49.1

９０年代後半
（参考：９７年：
均等法改正）,
15.4

２０００年代後半
（参考：０６年：均
等法改正）, 38.5

以前は取り
組んでいた
（がやめた）,

※ポジティブアクションに「取り組んだことはない」「取り組
んでいたがやめた」計n=26

よく分から
ない, 30.8
（これまでの
ところ）効果は
ない, 3.8

２０００年代
前半, 26.9

※ポジティブアクションに「取り組んでいる」n=26

5.7

効果が
あった, 57.7

※ポジティブアクションに「取り組んでいる」n=26

※n=53

（複数回答）
60％

53.8

50
40
30
20
10

15.4
11.5
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3.8

7.7
3.8
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0

％

100.0

92.3

50.0
42.3

34.6

53.8

53.8

0.0

0.0

※ポジティブアクションに
「取り組んでいる」n=26

※ポジティブアクションに「取り組んだことはない」
「取り組んでいたがやめた」計n=26

り組んでいない」理由（複数回答）に
ついては、「女性は既に十分、能力を発
揮し活躍しているから」がもっとも多
く五三・八％にのぼったほか、「女性側
にニーズがない（と考えている）から」
が一五・四％、「現状でも法違反ではな
く、支障がないから」及び「取組手法
が分からないから」が一一・五％など
となった。また、ポジティブ・アクショ
ンに取り組んでいないが今後、「取り組
み予定がある」企業は三・八％、「現在
のところ予定はない」が六五・四％、「分
からない」が三〇・八％だった。

女性管理職比率はなぜ、
伸び悩んでいるのか

今回の調査で、モニター回答企業に
おける女性管理職比率は三年前との比
較では概ね増加傾向にあり、さらに下
位層ほど「増えた」割合が高くなって
いることから、今後の伸び代には期待
が持てる様子が浮き彫りになった。そ
のうえで以下、管理職に占める女性比
率の水準自体は依然として、低迷して
いる要因等について考察したい。

母集団としての女性数の
少なさ

女性管理職比率が「ほとんど変わら
ない」あるいは「減った」と回答した
企業に対し、伸び悩んでいる原因（複
数回答）を尋ねると、一つには職層を
問わず「従業員に占める（そもそもの
母集団としての）女性の絶対数の少な
さ」が指摘された。このことは、今回
の調査結果から従業員に占める女性比
率と女性管理職比率の関係性をみても
納得できる（図６）。
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未満の
女性の
離職率

勤続１０年
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離職率

従業員に 本年の
女性の
部長
課長
係長
占める
新規採用に 平均勤続
（相当職） （相当職） （相当職）
女性比率 占める
年数
クラス
クラス
クラス
女性比率

役員
クラス

改正育介法対応状況調査及
び女性管理職調査とも回答
のあった企業（ｎ=５１）

係長（相当職）
クラス
課長（相当職）
クラス
部長（相当職）
クラス

27.7
３0％以上
５０％未満

35

1.7
1.7
0.2
0 10％未満

10％以上
３０％未満

19.3
20

3.4
0.8
7.1
5.0

10

1.0
0.0
役員
クラス
5

11.6
５0％以上 10.2

15

45.2

そのうえで、この課題は回答企業の
半数弱（四九・一％）が取り組んでい
る「新規採用時における女性の積極的
な採用」で乗り越えられつつあるとみ
られる。ただ、女性を積極的に新規採
用していても離職率が非常に高く、必
ずしも管理職登用までつながっていな
い企業も散見される。例えばＥ社（ア
パレル）では、本年の新規採用に占め
る女性比率は七一・八％にのぼるが、
勤続一〇年未満の離職率が七四・〇％
（結果、従業員構成に占める女性比率
は四二・六％）で、女性の管理職比率
は部長（相当職）クラスで六・五％、
同課長で一〇・九％、同係長で一八・
六％などとなっている。女性を積極的
に活用している業種では、そもそもの
母集団の多さから、女性管理職比率は
社会水準を上回っていることが多い。
とはいえ、従業員構成ほどには高まら
ない背景に何があるかについても、考

察が必要と言えるだろう。
勤続三年、一〇年未満の女性の離職率
と女性管理職比率の関係で、離職率が
昇進年次に達する女性数の
高くても女性の管理職登用は進んでい
少なさ
る企業がある一方、離職率は低いが管
同様に、女性管理職比率が伸び悩ん
理職女性の登用は伸び悩んでいる企業
でいる原因（複数回答）として、回答
がみられる。継続就業自体が、女性管
企業の多くが指摘したのは「任命層に
理職比率の向上に直結しているわけで
該当する女性数の少なさ（すなわち昇
はない可能
進年次に達する女性数の少なさ）」だっ
性が示唆さ
た。この課題は育児・介護休業法の制
れる。
定から数次にわたる改正を経て、女性
こうした
社員の平均勤続年数の長期化等を通じ、
状況の背景
乗り越えられつつあるとみられる。
について、
実際、回答企業の中には、少なくと
今回の調査
も係長クラスについては、その女性比
結果を基に
率が既に従業員構成に占める女性比率
考えてみる
と、ほとんど変わらない程度まで増え
と、継続就
ているところもあった。従業員構成に
業して昇進
占める女性比率、係長（相当職）クラ
年次に達し
スにおける女性比率の順に、例えばＦ
たとしても、
社（玩具等販売）では三三・〇％に対
「仕事と育
し三九・〇％、Ｇ社（情報）では二〇・
児等の両立
〇％に対し二一・〇％、Ｈ社（水産）
支援方策が
では一六・二％に対し一四・四％、Ｉ
充実した結
社（外食）は一八％に対し一五％、Ｊ
果、その利
社（出版）は三四・四％に対し三〇・
用率の高い
二％、Ｋ社（電機）で一七・四％に対
女性のキャ
し一五・四％といった具合だ。
リアアップ
そのうえで、継続就業の指標として、
のタイミン
平均勤続年数の男女差と女性管理職比
グが遅れ
率の関係をみると、平均勤続年数の男
る」恐れが
女差が小さく（さらに女性の平均勤続
考えられる。
年 数 が 男 性 を 上 回 り ）、 女 性 管 理 職 比
そこで、改
率が高い企業がある反面、平均勤続年
正育児・介
数に大きな男女差があっても女性の管
護休業法へ
理職登用は進んでいる企業や、逆に男
の対応状況
女差がなくても女性の管理職登用は伸
を聞いた第
び悩んでいる企業がみられる。同様に、
回ビジネ
図７ 育児休業制度が
「法定を上回る」
「法定通り」の企業群間で比較した女性社員の活用状況
各管理職層における女性比率

25

ス・レーバー・モニター調査（本誌二
〇一〇年九月号参照）と、今回調査の
双方とも回答のあった企業（登録八六
社中五一社）データで掘り下げてみた。
すなわち、育児休業を取得できる
（子
の）上限年齢が「法定を上回る」企業
群（うち五二・九％）と「法定通り」
（四七・一％）の企業群で、女性管理
職比率がどうなっているか調べてみる
と、前者よりむしろ後者の方が、女性
管理職比率は高いという興味深い関係
性 が 見 て 取 れ る（ 図 ７）
。女性の活用
に係る周辺情報も併せて比較すると、
育児休業制度が法定通りの企業群の方
が、従業員に占める女性比率や本年の
新規採用に占める女性比率は相対的に
高い一方、育児休業制度が法定を上回
る企業群の方が、少なくとも勤続三・
一〇年未満の離職率は低く平均勤続年
数も長くなっている。
育児休業制度等の充実は、女性の定
着には大いに効果を発揮しても、管理
職登用には必ずしも寄与しないのでは
ないか。その場合、女性自身の昇進意
欲が減退している恐れはないか、さら
には育児休業等を取得した場合の昇
進・昇格のあり方や、短時間勤務等を
行っている場合の管理職の就かせ方等
は明確になっているかなど、何らかの
構造的要因が潜んでいる可能性につい
て、今後さらに考察する必要があると
言えるだろう。

女性が就く職種、部門等の
限定性

なお、女性管理職比率が伸び悩んで
いる原因（複数回答）として指摘され
たものの一つに、「女性が就いている職
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従業員に占める女性比率と女性管理職比率
（平均）
の関係
図６
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種、部門等の限定性」もあった。その
内 容 に つ い て、 直 接 的 に 掘 り 下 げ る
データは持ち合わせていないが、一環
としてコース別雇用管理制度の有無別
に、女性管理職比率や周辺情報を同様
に整理してみたところ、コース別雇用
管理制度が「ない」企業群の方が「あ
る」企業群
より、女性
管理職比率
や従業員女
性比率、新
規採用時の
女性割合等
が総じて高
いようすが
明らかに
なった。到
達できる役
職上限等を
付随してい
るケースが
多いコース
別雇用管理
制度の存在
は、少なく
とも女性の
管理職登用
にプラスに
は寄与して
いないと言
えるだろう
（図８）
。
また、
コー
ス別雇用管
理制度あり
の方が勤続
三年未満の
して取り組みを辞めてしまった企業も
離職率は低いものの、勤続一〇年未満
みられる。では、ポジティブ・アクショ
の離職率になるとむしろ高まることも
ンの取り組み内容で、その効果に違い
分かる。女性の管理職比率を向上させ
るための取り組み（複数回答）として、 はあるのだろうか。ポジティブ・アク
ションの取り組み内容別に女性管理職
「コース転換の円滑化（資格要件の緩
比率を比較してみると（図 ）、
「女性
和）やコース振分け時期の変更、コー
の管理職登用に係る数値目標の設定」
ス区分の見直し」に取り組んでいる企
に取り組んでいる企業群では、役員ク
業が、コース別雇用管理制度の導入企
業の三分の一にとどまる中にあっては、 ラス（六・九％）や部長（相当職）ク
ラス（六・三％）を含め、いずれの職
キャリア展望の先止まり観が女性の継
層でも女性管理職比率が高くなってい
続就業にもマイナスに寄与している恐
れがあると言えるのではないだろうか。 ることが分かる。ただ、そうした取り
組みを行っているのは、（回答モニター
女性管理職比率の向上に
の特徴から）外資系企業やグローバル
有効な取り組みとは
企業に多いようだ。いわゆる日本的な
これまでみてきた内容からは、女性
雇用慣行を残す企業群にどこまで受け
を積極的に新規採用し、離職を防いで
定着を促し、管理職登用についてはそ
れらの結果としての自然増に任せると
いう底上げ戦略を採ったとしても、管
理職に占める女性比率の上昇自体には
必ずしも帰結しない恐れが浮き彫りに
なってくる。そうした中で、ポジティ
ブ・アクションの取り組みが二〇〇〇
年代に入り急速に広まってきた様子が、
今回の調査でも明らかになった。
ポジティブ・アクションの取り組み
を開始した時期別に比較してみると、
概ね時期が古い（＝取り組みの蓄積期
間が長い）ほど、女性の管理職比率も
高まることがわかる（図９）。ポジティ
ブ・アクションの取り組みが、結果（数
値）に反映されるまでには一定程度の
時間を要することから、継続的な取り
組みが求められると言えるだろう。
一方、ポジティブ・アクションに取
り組んでいても効果を実感している企
業とそうでない企業が存在し、結果と
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容れられるかについては、今後の動向
が注目される。
なお、今回の調査はあくまで限られ
たモニターの範囲で実施したもの。可
能性を言及している域を出ず、今後さ
らなる掘り下げが求められる。
（就業環境・ワークライフバランス部
門主席統括研究員 伊岐典子、調査・
解析部主任調査員補佐 渡辺木綿子）

ポジティブ・アクションの内容（抜粋）

役員クラス

2.5

女性管理職比率
部長（相当職） 課長（相当職） 係長（相当
クラス
クラス
ク
職）
1.7
3.8
9.2

新規採用時における女性の積極的な採用（ｎ=26）
管理職候補の女性に対する能力・意欲等の
底上げ（幅広い職務経験を意図的に付与、
重点的に教育訓練・研修を実施等）（ｎ=15）
メンター（助言・指導者）の導入など女性が業務や
キャリア等を相談しやすい体制の整備（ｎ=13）
管理職への女性の積極的な登用（要件を満たす
男女がいれば女性を優先等）（ｎ=10）
女性の管理職登用に係る数値目標の設定（ｎ=6）
（性別の嗜好に左右されにくい）人事考課（評価・
査定、昇進・昇格等）基準の整備（ｎ=26）
社内公募制等、男女に隔たりなく希望に応じ
登用・配置するための体制の整備（ｎ=26）
男女で公正な人事考課を行うための評価者研修
（ｎ=19）
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ポジティブ・アクションの取り組み内容別にみた女性管理職比率（平均）
図 10
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コース別雇用管理の有・無別企業群間で比較した女性社員の活用状況

図８

各管理職層における女性比率

図９ ポジティブ・アクションの取り組み時系列でみた女性管理職比率（平均）
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