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経済トレンド 

女性活躍推進には労働市場改革が不可欠 

～長時間労働の是正で全員参加型社会の構築を～ 

経済調査部 柵山 順子 

                                                                                                    

(要旨) 

○ 今後深刻な人口減少が予想される中、活力ある社会を実現するためには女性の活躍を推進するこ

とが鍵となる。本レポートでは、女性管理職比率に焦点をおいて、女性活躍推進への課題をみる。 

○ 日本の女性管理職比率は世界的に見ても非常に低く、そのことが男女間の賃金水準の違いの主因

となっている。政府は 2020年までに女性管理職比率を 30％に上げることを目標としており、それ

が達成されれば賃金水準差は世界平均並みとなる。ただし、現状から見る限り、達成への道のり

は険しそうだ。 

○ 女性の管理職登用が進まない要因として、企業側は対象者が少ないこと、男性同様の働き方が出

来ない女性が多いことを挙げている。一方、女性労働者側は、自信がないことや家庭との両立が

困難となることを、管理職を引き受けない理由として挙げている。つまり、政府や企業の対応に

より、問題の半分は解決するが、残り半分の解決には長時間労働への対応が必要となる。 

○ 女性の管理職登用、活躍を推進するためには、長時間労働の是正や新卒採用偏重主義、非正規と

正規の間の格差縮小といった日本の労働市場が抱える根本的な問題に取り組むことが重要であ

る。そうした根本的な問題への対応無しに、女性管理職登用の推進だけを進めれば、女性に出産

か就業継続かの選択を迫ることになりかねず、そもそもの持続可能な全員参加型社会を築くとい

う目標に反することになる。こうした労働市場改革は、労働市場を世界標準に合わせる作業でも

あり、女性活躍推進という面だけではなく、今の日本にとって重要な課題であると言えよう。 

 

 

１．注目を集める女性管理職比率 

日本の人口は、2060 年には現在の７割程度に

まで減少すると見込まれている。こうした中、

活力ある社会を実現するためには、持続可能な

全員参加型社会を構築していくことが必要であ

る。そのため、女性の潜在力を引き出し、活躍

を推進することが、企業や社会の活力に繋がる

鍵であるとして、政府の成長戦略で取り上げら

れたほか、経済団体などからも様々な提言が出

されている。この度、公表された成長戦略原案

では、出産前後での就業継続率目標が掲げられ

た他、活躍しやすい環境作りを目標に企業トッ

プの意識改革や女性管理職比率（注）の上昇が

重要視されており、年末までに工程表を作成す

るとしている。 

本レポートでは、女性活躍の一つの目安とし

て、注目を集める女性管理職登用の現状を確認

したうえで、課題を整理し、活力ある社会、持

続可能な全員参加型社会を構築していくための

方策を検討することにしたい。 
（注）本レポートにおける女性管理職比率とは、管理

的職業に従事するもの全体に占める女性の割合

とする。 

 

２．世界的に見て非常に低い女性の管理職

比率 

1985 年の男女雇用機会均等法以来、国の対策

や法改正による後押し、企業や人々の考え方の

変化もあり、女性就業者数は増大している。近

年では、両立支援策の浸透やライフスタイルの

多様化を背景に、女性の勤続年数も徐々に長期
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化し、管理職等比率は高まってきている（資料

１）。しかし、日本の女性の管理職等比率は国

際的に見ると、もはや異常といっても良いほど

低い（資料２）。 

こうした管理職比率の低さは、男女間の賃金

水準の違いからも確認できる。賃金構造基本統

計調査で、一般労働者の男女間賃金水準比率（所

定内労働）をみると、その差は縮小してきてい

るものの、女性一般労働者の賃金は依然男性の

７割に留まっている（資料３）。一般労働者以

外（短時間労働者）の割合は女性の方が高いこ

とを考慮すると、実際にはその差はさらに大き

いとみられる。 

日本の女性の男性に対する賃金比率は世界的

に見ても低く、欧米諸国では軒並み８割以上の

水準となっている。そこで、どのような背景に

より、こうした男女間の賃金水準差が生じてい

るのかを確認すると（資料４）、もっとも大き

いのが職階要因（女性賃金水準をおよそ９pt 下

押し）、次いで勤続年数要因（女性賃金水準を

およそ５pt 下押し）である。仮に、両項目の男

女差がなくなれば、一般労働者に関しては女性

の賃金は男性の 85％程度となるため、男女間の

賃金水準の違いは世界的に見ても標準程度とな

る。 

 

３．政府目標達成で賃金格差や管理職比率

は世界水準も道は険しい 

こうした状況を受けて、平成 22年 12月 17日

に閣議決定された第三次男女共同参画基本計画

では現在 10％程度にとどまっている女性管理職

等比率を2020年までに30％にまで高めるという

目標がたてられた。ここでは、上記の目標（以

下、政府目標とする）が達成された場合に賃金

差がどうなるのか、また達成しうるのかどうか

考えてみたい。 

まず、近年の女性登用の活発化の流れが維持

されるとした場合に今後女性管理職比率がどの

程度高まるかを見てみる（資料５）。試算は、

女性労働者を年齢別に分け、各年齢層での３職

階への登用率が足元２～３年の高めのペースで

上昇するとし、それを女性の労働参加が進む前

資料１ 管理職等に占める女性の割合①           資料２ 管理職等に占める女性の割合② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」         （出所）内閣府編「男女共同参画白書」 

資料３ 女性賃金水準の推移 （男性＝100）       資料４ 女性賃金水準の項目別押し下げ要因（pt） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」          （出所）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より筆者試算 
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提の年齢階級別労働力人口予測に掛け合わせる

ことで算出した。試算結果をみると、今後役職

者に占める女性比率は足元の 10％程度から 2020

年に約 15％、2030 年には 20％弱まで上昇する。

この場合、現在 9.3pt 程度の格差拡大要因とな

っている職階要因は 2020年時点では 6.8pt程度

に、2030 年時点では 4.3pt 程度になる。それに

伴い、勤続年数の男女差も縮小すると見られる

が、それを考慮しても女性の賃金水準は男性の

８割弱にとどまり、2030 年になってもなお欧米

諸国に比べると男女間の賃金水準差が大きい状

況が続くことになる。 

次に政府目標を達成するとすればどうなるだ

ろうか。資料５における 2020年の階層比率を按

分する形で試算すると、資料６のような姿とな

る。グラフからも分かる通り、今後 10年弱の間、

かなり急激なペースで女性管理職比率を上昇さ

せることになる。人数にすると、足元の３倍、

およそ 400 万人程度を管理職等に引き上げるこ

とになり、企業側に相当の制約を課すなどの強

制力を発揮しなければ実現は難しそうだ。ただ

し、仮に政府目標が達成されるとすれば、2020

年には女性の賃金は男性の８割強という欧米平

均をとらえることになり、管理職比率、賃金水

準差ともに世界平均となる。 

こうした試算を踏まえると、確かに政府目標

を達成することの意味は大きいが、その達成へ

の道のりはかなり険しそうだ。 

 

４．なぜ管理職登用が進まないのか 

では、なぜ日本ではこれほどまでに女性管理

職の登用が進まないのだろうか。この度の政府

の案では、対策として、「見える化」の促進、

目標を定めて企業へ直接的な働きかけを行う、

表彰制度を創設、先行事例を発信、男性の育児

休業の取得促進、女性の起業や再就職の支援、

メンターやロールモデルの育成・支援、学校教

育におけるキャリア教育の推進などが想定され

ている。ここでは、実際にこうした対策を進め

た場合に、女性管理職登用が進むのかどうかを

考えてみたい。 

 

（１）企業側要因 

はじめに、なぜ女性管理職比率が高まらない

のか、企業側の立場から確認してみる。大企業

を中心に多くの企業はすでにアクションプラン

を作成し、女性管理職比率の引き上げをはかっ

ている。独立行政法人労働政策研究研修機構が

実施した第 29 回ビジネス・レーバー・モニター

特別調査（2011.５）によると、女性管理職登用

が進まない理由として、１番多かったのは「そ

の他（従業員に占める女性の絶対数が少ない、

任命層に該当する女性数が少ないなど）」で、他

を大きく引き離した。次いで「昇進昇格要件を

満たしにくい女性が多い」、「男性同様の働き方

ができない女性が多い」といった理由が挙げら

れた。 

つまり、企業側がたとえ管理職に引き上げた

いと思っても、これまでの女性採用数が少ない、

勤続年数が足りないといった問題については解

決に時間を要するため、時間的に 2020年までに

解消するのは難しい。それでも、両立支援の充

資料５ 女性管理職比率の予測            資料６ 政府目標達成時の女性管理職比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）資料５、６共に厚生労働省「賃金構造基本統計調査」、社会保障・人口問題研究所「将来人口推計」より筆者試算 
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実や女性採用数の拡大をすすめれば、2020年の

目標達成は難しくとも、いずれ効果が表れると

期待できる。とすれば、今後最も問題になるの

は、「男性同様の働き方ができない女性が多い」

という理由になろう。 

 

（２）女性労働者要因 

次に、女性労働者側の要因を見てみたい。2009

年に東京都労働局が行った調査によると、女性

社員が管理職を引き受けない理由として、１位

は「自信がない」であった。この点については、

今後、企業側の取り組みが進み、研修機会が与

えられたり、業務上での責任付与が進んだりす

る中で解消されていくことが期待できよう。一

方で、僅差で２位に挙げられたのは「家庭との

両立が難しい」であった。前述の第 29 回ビジネ

ス・レーバー・モニター特別調査（2011.５）に

よると、もともと労働時間が長い男性とは異な

り、女性は管理職になると“男性並みの仕事”

が求められ、労働時間が大幅に増加する（資料

７）。この労働時間の増加が家庭との両立を阻害

することになるのだ。 

 

結局、企業側、労働者側の要因をそれぞれみ

てみると、女性管理職が増えない理由のうち、

半分は今後、企業がさらに教育を充実させたり、

時間が解決したりする問題であるが、残りの半

分はそれだけでは解決しない日本固有の性別に

より期待される役割の差を基にした問題である。

つまり、現状では、もう一段の女性活躍推進を

はかるには、女性が長時間労働できることが必

要となるが、もし女性が“男性並みに”働けば、

これまで女性が果たしてきた家庭責任を負うこ

とが難しくなり、少子化に拍車がかかる可能性

があろう。こうした中では、いくら企業がアク

ションプランを作っても本質的な問題解決は難

しい。 

 

５．結局必要なのは根本的な労働市場問題

の解決 

女性の管理職登用が進まない根幹にあるのは、

女性の家庭との両立や就業継続を困難とする長

時間労働の問題である。日本企業においては長

時間労働を前提とした働き方が軸となっており、

それを担える男性労働力が主戦力となる。一方

で家庭責任については、伝統的に女性がその大

部分を担うことが多く、両者はどちらが原因で

どちらが結果という関係ではなく、長年の文化

の中で築かれた表裏一体の関係である。実際に、

男性の労働時間をみると、子育て世代とみられ

る 30～40代男性（年間 250 日以上就業）では、

およそ30％の人が１週間あたり60時間以上働い

ており（資料８）、これは世界的に見てもかなり

の高水準だ。一方で、日本男性が家事・育児に

費やす時間は１日あたり１時間と世界的に見て

も非常に短く（資料９）、家庭責任は主に女性が

担う状況となっている。 

こうした分業がうまく働いていた時代もあっ

たのかも知れないが、すでに共働き世帯の方が

多くなっている現状では、そもそもこうした分

資料７ 役職別月間総労働時間の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）独立行政法人労働政策研究研修機構「第 29 回ビジネス・レーバー・モニター特別調査」 
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業には多かれ少なかれ無理が生じており、結果

的に女性は出産か就業継続かの選択を迫られる

ことが多くなっている。様々な両立支援策が取

り入れられる中でも、出産を機に退職する女性

の割合は依然７割に及び、この比率は 20年間ほ

とんど変わっていない。また、日本では新卒時

でないと正規社員になることは難しく、一旦退

職した女性は管理職対象である正規社員になる

ことは難しい。つまり、女性の管理職登用を阻

んでいるのは、第一に前提としての長時間労働

であり、そこに新卒偏重主義、正規非正規間の

移動の困難さが追い討ちをかけている。これら

の問題は日本の労働市場が抱える根本的な問題

であり、管理職登用への対応だけを進めたから

といって女性の活躍が推進されるものではない。 

今後、人口減少が進む中、女性労働力が活用

されなければ、需要縮小、経済の不活性化がま

すます進むことになるため、女性の活躍をより

推進するために管理職登用の門を広げることは

大切なことだろう。しかし、現状のままの労働

市場を前提に、女性に男性と等しい長時間労働

を求めると、それは少子化問題の深刻化や女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就業率低下を招くことに繋がりかねず、そもそ

もの持続可能な全員参加型社会を構築するとい

う目標からみれば、逆効果とさえなり得る。ま

ずは育児休業制度の整備、待機児童の解消、時

短制度などの整備など取りあえず働き続けられ

る環境作りを進めることが重要である。あわせ

て、女性の就業継続や男性の家庭参加を可能に

するような長時間労働の解消を進めることが必

要となろう。女性が結婚、出産しても仕事を続

けることが出来るような環境を整備することは

人口減少による悪影響の緩和、人口減少の緩和

につながる重要なテーマだ。また、こうした労

働市場改革については、いわば日本固有の文化

に支えられた労働市場を世界標準に合わせてい

く作業でもある。女性の活躍推進という側面だ

けでなく、今後の日本にとって避けて通ること

の出来ないものであり、重点課題として取り組

むことが求められる。 

 

 

 

さくやま じゅんこ（副主任エコノミスト） 

資料８ 正職員にしめる週 60時間以上労働者の割合（％）  資料９ ６歳未満児のいる夫婦の夫の家事育児時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）総務省「平成 19年就業構造基本調査」           （出所）内閣府「男女共同参画白書（H23年版）」 


