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一寸「目線のありかた」自体にこだわってみた
 男女共同参画、あるいは社会的機会の男女平等の実現

 これまで:「女性の立場において、女性の目線からの」の課題

 今回のシンポジウム:「男性の立場において、男性の目線からの」の課題

 昔「女性学」、今「男性学」、でもどっちもやや問題がある。それは人々の意識と行動について、一方の状況を、男女
の関係性と独立に考えることには大きな限界があり、時にはそれ自体にバイアスがかかりやすいからである。

 「目線」を問題にする問題:ジェンダーに関わる立場、あるいは「意識」は、社会におけるジェンダーのあり方の制約
の結果であって、行動とは強く結びつかない。だが男女の不平等は、主として人々の行動選択によって再生産される。

 特に社会規範、特にジェンダーが関係する役割規範に関する意識は、社会的に表明される意識と、行動に影響する本人
の選好とは乖離することも多い。いわば「本音」と「建て前」の違いが常に存在する。一般に社会的に表明される「建
て前」の方は、個人が主観的に社会的適応度の高い（そう答えた方が、人に良く思われる）と思うものを選択しやすい。
ジェンダー役割がからむと、単に「人に良く思われる」でなく「異性によく思われる」という基準も入りこむ。また逆
にホモソーシャルな人間関係では、「同性の人たちに良く思われる」という基準が優先されやすい。

 一方行動も社会的制約に影響を受けるが、それは異なる行動の選択に伴う、コスト・ベネフィットの判断がかかわり、
「建て前」を優先するとは限らない。

 では、「男性の目線」「男性の視点」は、重要なテーマではないのか? 実は、男性に限ったことではないが、近年問
題になっているアンコンシャス・バイアスの問題と関連して、男女の職業分離の問題に、一つの重要な観点を与える
（今回の講演のテーマであり以下で説明する） 。



意識の「歪み（建前の本音からの乖離）」のジェン
ダー化についての実例

実情は、夫の家事・育児分担率はOECD諸国中、日本が最も低く１８％。韓国２５％、米国３７％、スェーデン４３％。

問:なぜ女性の方が男性
より賛成者割合が低く、
かつ若い世代ほど、男女
差が大きくなるのか?
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図１.「男性も家事・育児をすることは、当然である」

2014年内閣府「女性の活躍に関する世論調査」
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「建て前」への社会的適応が絡まないと、
「歪み」はなくなる（同じ調査の回答）
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図２．「男性も家事・育児をすることは、子どもに良い影響を与える」

2014年内閣府「女性の活躍に関する世論調査」
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「ジェンダー中立の立場」からの「男女共同参画」の問題は何
か:従来言われてきたこと（私も言ってきたこと）

 （１）ワークライフバランスの問題は男性の働き方（正社員は⾧期雇用、⾧時間勤務が
前提）を改革しなければ、女性の職場や雇用のあり方からの改善だけでは達成できない。
多数の女性は従来の男性の前提、いわば家庭を犠牲にする働き方、では働けず、一方そ
のことが雇用主による女性に対する差別の原因ともなっている。

 （２）夫婦の家事育児への同等な関与（コミットメント）なしには、働き方の男女平等
も実現できない。

 （３）この点、家族でなく個人単位でワークライフバランスの達成できる社会の実現が
重要である。

 （４）男女の伝統的分業を前提とした、日本型雇用慣行（正規雇用者の終身雇用と⾧時
間労働、正規雇用者と非正規雇用者の大きな待遇格差）の大幅な改革が必要である。



関連事実:拙著『働き方の男女不平等』から
 日本の男女賃金格差には以下の3大理由がある。

 （１）正社員であり、勤続年数が同じでも男女の管理職昇進率は大きく異なる（総合職
と一般職の区別など、会社内キャリアトラックと性別との強い関係が原因）。（以下の
図3、図4）

 （２）非正規雇用者割合が女性に非常に多い。

 （３）所得の大きい高度専門職から女性が大きく除外されている（以下の表1、２と図５，
図６）

 （４）（１）と（２）は共に⾧期雇用・⾧時間労働をするものを核とする「日本的雇用
システム」の問題。

 拙著では指摘しなかった新たな事実:実は（２）（女性労働の非正規化）と（３）（男
女の専門職の分離）にも同根の問題があり、その問題は日本で深刻化している。（以下
で説明）



ホワイトカラー正社員男女の所得格差の要因
を年齢別に要素分解すると（拙著図4.8）
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図３. 男女所得格差の年齢変化:実際と仮想の場合
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（１）40歳以降は人的資本（教育・勤続年数）で説明できる格差はほぼ一定で説明
できない格差がどんどん広がる。
（２）その人的資本の差で説明できない格差が年齢とともに増加する傾向は、男女
の職階格差の拡大により、ほぼ完全に説明できる。ここで職階は課⾧以上、係⾧・
主任、平社員の区別



男女の人的資本（教育、勤続年数）の差は課⾧割合の
男女格差をほとんど説明しない（拙著図2.5）
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平均課⾧割合(従業者100人以上の企業のホワイトカラー正社員中）: (1) 男性 35.7%, 
(2) 女性 3.8% 、(3) 女性の人的資本が男性並という仮想の場合の女性では10.5%で、
男女の人的資本の差で説明できる男女格差は２１％(= (10.5-3.8)/(35.7-3.8) = 0.21）. 
残りの男女格差を最もよく説明する(約18％）のは⾧時間労働者割合の男女差。これは主
として恒常的に残業できない者は「一般職者」として、始めから管理職登用から外される
事から来る。しかし、男性の間では⾧時間労働は管理職昇進にほとんど影響せず、「⾧時
間労働をするか否か」は将来の管理職昇進に関し女性のみに適用される「踏み絵」となっ
ている。
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図５:比較的地位の高い専門職における女性割合:2011－2012年

比較可能なものについては、どのカテゴリーでも、
OECD諸国内で日本の女性割合は、最下位か下から
2番目である。



資料ー日本はSSM調査（全国調査）、韓国は2009年KLIPS調査、
米国は2010年人口センサス。
注:専門職を社会経済的地位の高い医師、歯科医師、大学教員以外のヒューマンサービス
（「教育・養育」、「医療・保健・看護」「社会福祉」）系専門職をタイプ２型、
その他の専門職（エンジニア、弁護士、会計士など非ヒューマンサービス系に加え医師、
歯科医師、大学教員を含む）をタイプ1型と名付けて区別している。

日本ではタイプ1型の専門職女性が非常に少ない。



表 1. 男女の職業分離：日本、韓国、米国 
 

 
日本、 2005  韓国、 2009 米国、 2010 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 
タイプ 1型専門職 0.116 0.018 0.167 0.062 0.156 0.127 

タイプ 2 型専門職 0.041 0.196 0.042 0.209 0.043 0.208 

経営・管理職 0.100 0.007 0.017 0.003 0.108 0.075 

事務職 0.167 0.330 0.182 0.221 0.070 0.219 

販売職 0.131 0.104 0.066 0.102 0.106 0.120 

作業職 0.305 0.159 0.458 0.265 0.255 0.047 

サービス労働職 0.026 0.136 0.025 0.129 0.117 0.158 

その他 0.114 0.050 0.043 0.009 0.145 0.046 

分結指数* 0.427 0.346 0.369 
オッズ比** 30.8 13.4 5.9 

データ：日本は 2005 SSM (社会階層と移動)調査、韓国は 2009 KLIPS (韓国労働・収入のパネル)調

査、米国は 2010 年人口センサス。 

 

タイプ 2型専門職は、ヒューマン・サービス（教育、養育・介護、医療・保健、社会保障）に関す

る専門職のうち、社会経済的地位の高い３職（医師、歯科医師、大学教員）を除いたもの 

タイプ 1型専門職は、非ヒューマン・サービス系の専門職に、上記の 3職を加えたもの。  
＊分結指数は職業分布の分離度を表す指数。日本の 0.427 という値は、女性の職業分布が男性と同

じになるには 42.7％の女性が職業を変える必要があることを示す。 

＊＊ここで「オッズ比」は専門職の「タイプ 2型対タイプ 1型」の割合比の男女比（女性 

対男性）を表す。日本の 30.8 という値は、タイプ 2 型とタイプ 1型の割合の比について女性は男性

の 30.8 倍であることを示す。オッズ比が大きいほど男女の専門職分離度が高い。 
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職業分離の国際間の違い

 （１）男女の職業分離度は日本は韓国や米国より
大きい。

 （２）専門職の男女分離度は、日本が最も大きく、
米国が最も小さい。

 （３）経営・管理職とタイプ１型専門職について
女性が男性に比べ割合が少ない傾向は、日本と韓
国において特に顕著である。

 （４）タイプ２型専門職と事務職が女性に多い傾
向は3か国すべてに共通に見られる。
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表２．個人所得への性別と職業の影響（日本）（被
説明変数は年間個人所得の対数）（拙著図3.2）

モデル1 モデル2 モデル3

主効果 主効果 主効果 交互作用
効果

説明変数
1.性別 ------- -0.248*** -0.279*** -----
2. 職業 （対 事務職）

タイプ1型専門職 0.127*** 0.067* 0.019 0.273**
タイプ２型専門職 0.000 0.061** 0.040 0.032
経営・管理 0.247*** 0.168*** 0.141*** 0.172†
販売 -0.012 -0.047* -0.081** 0.060
作業職 -0.014 -0.085*** -0.098*** 0.009
サービス労働 -0.076** -0.071** -0.137** 0.085
その他 0.009 -0.074** -0.084** -0.007

3.制御変数:従業上の地位、学歴、年齢、勤続年数、週当たりの平均就業時間
R2 0.598 0.637 0.640
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データ:SSM2005, 23-60歳の2,449の雇用者標本。
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タイプ２型の女性の賃金は、男性のブルーカラーの賃金より低い。なお、タイプ
2型専門職内で男女賃金格差がある事実は、より細かな職業区分所得への影響を
制御しても大きな変化はない。つまりタイプ2型専門職内の男女賃金格差はより
細かく見れば男女の就く専門職が違うことから生じるという説は支持されない。



関連する日本の最近の動向
 「官製ワーキングプア」（公務員の中での低賃金の非正規雇用者）が増え
ている。

 （１）公立図書館の司書、現在6割以上が非正規雇用となり、低賃金化が
進行。
 （２）小中学校の臨時教員（非正規）が増加。大学講師の非正規化（非常
勤化）が進行。
 （３）ハローワークの職員は約3分の1の職員が非正規だが、国民の相談に
直接対応する窓口職員に限ると大部分が非正規（雇用の安定化の相談にのる
公務員が不安定雇用者）

 公務員全体では現在２２％が非正規、厚生労働省関係に限ると5割以上が
既に非正規。

 これらの公務員の非正規化の流れで着目すべきは一般事務職に加え、保育、
看護、福祉、司書など女性割合の多い専門職が、正規から非正規に転換し、
その結果低賃金化していることである。英米などには正規・非正規の雇用
区別はないので、これは日本特有の傾向。



職業間の固有の不平等と男女の不平等の
関係について（米国の研究）

 ポーラ・イングランドの先行研究:

 （１） 職業の社会経済地位指標は、男女の不平等の分析に
は不向きである。

 （２）なぜなら、職業を社会経済地位指標で計測する限り、
女性の達成は男性に優るとも劣らないが、男女賃金格差は
依然として大きい。

 （３）男女の賃金格差の主な原因の一つは、男女の職業の
分離であるが、この分離は職業の社会経済的地位の男女の
違いでは適切に反映されない。



職業を通じた男女所得格差の理論的説明
 ポーラ・イングランドの女性の仕事の過小評価論（devaluation theory).

 ヒューマンサービス系の女性の仕事の多くは、それが専門職であっても、とくに看
護・介護などのケア労働、幼児・小児教育、社会福祉など、家事・育児の延⾧的な
物と見なされ、専門知識やスキルが労働市場で過小評価される。

 山口の説明:エンドウメント・エフェクト（保有効果）。ホモソーシャルは職業世
界での偏見:次のスライドで説明。

 注:典型的経済学者の反論:男性割合の大きい職（非ヒューマンサービス系専門職、
熟練工など）は労働生産性が高いから賃金が高くなる（?）。

 根拠なし。全要素生産性（TFP)は業種（産業）別には推定できるが、職業別には推
定が難しい（推定されていない）ので実証に欠ける。また、需要の低さでも賃金の
低さを説明できない。実際日本では、介護や看護関係など需要が高いのに、賃金が
他国と比べても低く抑えられている傾向がある。



保有効果（Endowment Effect）について

 行動経済学用語で、人は自分の持ち物に対しては、持っていない場合よ
り、より大きな価値があると考える傾向を言う。

 その概念の応用:男性は男性割合が多い職業について、女性割合が多い
職業より価値があると考えやすく、歴史的に男性中心であった労働市場
の評価にその男性視点が反映されている可能性が高い。

 米国のデータによる間接的根拠:（１）職業別の女性割合と職業別の平
均賃金との間に強い負の相関がある（日米共通）。この相関は個人の性
別、賃金、およびその相関を制御しても強く存続する。（米国に関して
は、以下のスライドで）

 日本での間接的根拠:女性割合の多い専門職に非正規化の傾向が大きく、
女性割合の多い専門職は「軽く」見られている。



職業間の所得の不平等
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職業間の男女の分離度
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職業別に見て女性割合の多い職業ほど平均所得が小さいが、
これは女性の個人所得が男性より低いことで説明できない

単位 相関・偏相関
の別

値・有意度 標本数 制御変数

職業 相関 -0.372*** 143 なし
職業 偏相関 -0.589*** 143 大卒割合
個人 相関 -0.332*** 13,618 なし
個人 偏相関 -0.395*** 13,618 大卒ダミー
個人 偏相関 -0.350*** 13,618 大卒ダミー、性別、個人所得

職業別平均所得と職業別女性割合の相関と偏相関

***p<0.001

平均所得と女性割合の負の相関は、学歴（大卒か否か）別にみるとさらに大きくな
る。つまり、学歴に見合わず平均所得の低い職業には女性が多い。逆にいえば、学
歴に見合わず平均所得の高い職には男性が多い。



結論
 男女の経済的不平等の大きな要因の一つは、男女の職の分離、特に専門
職の分離であり、これは日本で特に顕著である。

 日本での女性に多い公務員の職の最近の非正規化は、この傾向に拍車を
かけている。

 女性割合の大きい専門職を「軽く」みて、賃金を低く設定したり、非正
規雇用者に置き換えることで、ヒューマン・サービスや、行政サービス
の質の低下が起こっており、これは国民のウェル・ビーイングを下げる。

 職業別の平均所得と女性割合の負の構造的相関には、歴史的に男性中心
であった労働市場における「男性視点」の保有効果の影響が考えられる。

 意識の偏見（アンコンシャス・バイアス）は、個人の問題では全くなく、
社会構造、特に男女賃金格差の再生産のメカニズム、にまで深く浸透し
ている問題である。

 男女の不平等の解消は「女性の視点」「男性の視点」を超えた地平線上
にある。


