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女性管理職のキャリア形成
―事例からの考察 ―
1

石黒久仁子

Ⅰ . はじめに

様々な問題と関連して、働く女性個人のみならず、国
内の企業・経済全般・政治における重要なアジェンダ
のひとつである。このような状況下、企業においては

本稿は、日本企業に勤務する 8 名の女性管理職の事

ポジティブ・アクション、ダイバーシティ・マネジメ

例を基に、日本の大企業においてマネジメントの中枢

ントの推進など、女性活用の流れはその勢いを増して

に進出した女性の特性を分析し、今後女性がさらに企

きている。

業のマネジメントとして活躍するための方策について
検討する。

戦後の女性の企業活動への進出を振り返ると、高度
経済成長以来現在まで増加の一途をたどる女性非正規

現代日本社会において、女性とその職業キャリアに

社員の問題は重要かつ緊急な対応が必要な問題である

ついての問題は、国内における深刻な少子化の進展、

一方、正社員女性として働く女性達にとっての重要な

1990 年初頭から断続的に続く経済環境の悪化に伴う

転機のひとつは、1986 年の男女雇用機会均等法の施

企業の人事管理制度のより効率と生産性を重視した方

行であると考える。同法は、努力規定による実効性の

策への転換、そして国際比較の観点からみると未だに

薄さや法施行に伴う企業によるコース別人事管理制度

低い雇用・政治の分野における女性の進出度、などの

という新たな差別メカニズムの創出などの様々な批判

図1

就業者及び管理的職業従事者に占める女性の割合

資料：男女共同参画局（2007）平成 19 年版男女共同参画白書。
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もある。しかしながら第二次世界大戦後徐々に形成さ

の激化は、人件費抑制を柱とする企業の合理化をもた

れた長期安定雇用を前提とした男性基幹社員中心の日

らし、従業員の属性ではなく企業への貢献度によって

本企業の雇用慣行の中で、多くの場合周辺的労働に従

個別に評価・管理する流れが続いている。その結果、

事し男性とは異なる処遇を受けてきた女性労働者に対

わずかずつではあるが、1980 年代以降徐々に浸透し

し、男性基幹社員と同様の門戸を開き、雇用の分野に

つつある女性従業員に対する均等意識とこの流れが相

おける男女差別を、不完全な形ではあるが法的に禁止

まって、組織における女性への公正評価、処遇、そし

したという点で、戦後女性の雇用において重要な変化

て新たな職務機会の拡大も進展している。更に企業に

をもたらしたと考える。

おいては、正規 / 非正規従業員ともにより優秀な人材

加えて、経済環境・労働市場の変化に伴う企業にお

確保への需要が広まり、必然的に男性よりは相対的に

ける人事管理政策の変化も、女性の雇用に対し大きな

採用が容易で条件の低い女性に多くの企業が注目し始

役割を果たしたと考える。90 年代初頭からの日本企

め、組織の中核への戦力化への流れが生まれている。

業の業績悪化と国内のみならず国際経済の場での競争

ビジネスの現場で上述のような流れが起こり、そし

図2

役職者に占める女性の割合の推移

（％）

資料：厚生労働省（各年）賃金構造統計基本調査。
図3

役職別所定内賃金（月額）
：男性を 100 とした時の女性の賃金

（％）

資料：厚生労働省（各年）賃金構造統計基本調査。
＊本表は賃金構造統計基本調査から 5 年刻みでデータを取ったが、1985 年の時点では係長、
課長のデータはなく、部長のデータは 1990 年が初出となる。
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て男女雇用機会均等法施行からすでに四半世紀が経っ

織内の機会・パワーの構造（Kanter, 1977）。日本国

た今でも、日本企業における女性管理職の比率は未だ

内においては、小池（1988、1999）、八代（1980）な

低く、女性のマネジメントの中枢部への進出という観

どが、中長期の従業員に対する訓練投資には、平均的

点からは、多くの先進諸外国から水をあけられている

に勤続年数の短い女性は除かれることを指摘する。大

のが現状である（図 1）。また、図 2 が示すように、管

沢（真知子）（1993、109-134）は、日本においては

理職各レベルに占める女性の割合は、1980 年から比

大企業であるほど内部労働市場が発達し、また企業規

較すると増加しているとはいえ、そのスピードはま

模が大きいほど男女間賃金格差が大きくなる現象を、

だ遅く、2010 年の時点でも、部長 4.2％、課長 7.0％、

1）企業が女性に補助的役割しか与えず、2）従って日

係長 13.7％と低いレベルにある。また、給与レベルを

本の年功的な賃金制度においては勤続年数の上昇と女

見ても、それぞれの役職において男女差はいまだに存

性の生産性に乖離が生じ、3）結果的に女性の結婚退

在し、女性の給与レベルは男性のそれと同等には達し

職や既婚者の採用抑制を促す雇用管理制度と属人給を

ていないことが概観される （図 3）。尚、同じ賃金構

基にする給与体系に問題がある点を指摘する。また、

造統計基本調査のデータを、従業員 1000 名以上の企

大沢は日本労働市場の特徴として、間接金融、終身雇

業を対象としたデータと、従業員 100 名以上の小・中

用、年功制に支えられ、安定的に成長を遂げてきた日

規模の企業を含むデータを比較した場合、賃金の男女

本企業における男性の長期勤続が、組織における処遇

差においては、大企業データは小・中規模企業のデー

の男女差に大きな影響を及ぼしていると指摘する（大

タを含むグループより小さくなるものの、各役職に占

沢、1998、106-145; 148-149）。

2

める女性の割合は大企業データにおいてさらに小さく

これら経済・マネジメントの学説に加え、日本の労

なり、大企業における女性の役職への進出の度合いは、

働調査においては、労働経済学・社会学などの様々な

中・小規模の企業に比べて進んでいるとは必ずしも言

分野の専門家や研究機関が、経済構造と女子労働の変

えないことが概観される 3。

化、企業における女性の活用、組織における処遇・ポ

本稿では、このような経済及び雇用環境下で、実際

ジションの男女差、女性のライフコースと職業など、

に日本の大企業の管理職として活躍している女性がど

各時代において問題となっているテーマの分析に取り

のような軌跡をたどって現在のポジションに至ったか

組んできた。

を、個人への聞き取り調査から得た質的データを基に

本研究の対象となる女性ホワイトカラーのキャリア

分析し、女性がキャリアを形成していくうえで遭遇す

形成に関する 1980 年代後半からの研究において、処

る障碍と同時に促進要因について考察する。そして本

遇や昇進における男女差を説明したものは大きく以下

研究を通じて、女性とマネジメントの分野において新

に分けられるであろう。1）業種・企業による職場類

たな知見を提出することを目標とする。

型の相違による業務配分とそれに伴う男女のキャリア

以下では、まず、企業における女性とキャリア形成

形成の相違（脇坂, 1993；富田, 1991）；2）企業内総

についての先行研究についてレビューし、それら先行

合職 / 一般職のコース分けに代表される人事管理制度

研究から得た知見を基に、本研究で取り上げられる調

上の問題（小池, 1988）；3）組織において配分される

査手法について述べる。次に、事例から得た知見を紹

業務の男女差およびそれを通じて生じる OJT による

介し、その結果から分析を進める。

能力開発機会の差（連合総合生活開発研究所, 1996；
21 世紀職業財団, 2000b）；4）上司の指導や査定、意

Ⅱ . 企業組織における処遇や昇進の
男女格差を巡る議論
組織内の処遇や昇進における男女差を説明するもの
として、経済学やマネジメントの分野では様々な理論・

欲向上への働きかけの度合いの、部下の性別による差
（八代, 1992；日本労働研究機構, 1997）；5）女性の家
庭における家族役割と仕事とのバランス（21 世紀職
業財団, 2000a）；6）それに関連する育児休業制度など
女子の継続就業をサポートする制度；7）会社の慣習
的な女性に対する差別（松繁, 1998）。

コンセプトが発表されてきた。代表的なものとして以

以上の研究からは、1）女性の継続就業を助け、意

下が挙げられる：雇用者の嗜好による差別（Becker,

欲を向上させるうえでの女性への業務配分とそれに伴

1957）、 統 計 的 差 別（Arrow, 1972; Goldin, 1990, 88;
Phelps, 1972）、内部労働市場とそれに関連する二重労
働市場の問題（Piore, 1971）、マネジャーのジェンダ
ーによる個人特性の違いと人々の認識（Wilson, 1995;
Schein, 1994）、異なるグループの人数比に基づく組

う能力開発機会の重要性 ; 2）人事管理制度のあり方の
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相違による女性のキャリア形成過程の相違 ; 3）結婚や
出産といったライフコースの変化に対応し得る人事管
理制度施策の有無などが、女性の企業でのキャリア形
成の鍵となることに加え、雇用主や男性管理職の、女

性を活用することへの抵抗が存在することも読み取れ

すが、働く女性達を取り巻く社会の構造を理解しなが

る。

ら企業における女性を分析することは非常に重要であ
ると思われる。

実際、以下の厚生労働省の調査結果が示すように（図

4）、勤続年数、仕事と家庭責任のバランスをとるこ

ここまで、様々な研究分野における企業内の処遇・

と、男性社員を中心とした顧客との関係など、従来か

昇進に関する男女差と女性活用を妨げる原因と理由に

らの男性中心の企業組織と女性の働き方が合致しない

関する分析をレビューしたが、本稿はそれらの中の特

点や、女性の低い職業意識などを雇用主側は女性を活

定の分野・事柄に焦点を当てるのではなく、むしろ組

用する際の問題点として挙げている。

織において女性のキャリア形成を阻害する要因は複合

以上のように、企業とその内部にいる個人や組織内

的であり、その観点から、当事者である女性自身を中

で性差が生じるメカニズムに焦点をあてた分析に加

心に据えて様々な状況を分析する視覚が必要であると

え、大沢（真理）（1993）や横山（2002）をはじめと

考える。従って、以下で詳しく述べるように、本稿で

する多くの研究者が示すように、戦後日本の女性政策

は実際に企業で管理職として勤務する女性達への聞き

や社会保障制度は、その時々の女性のライフコースに

取りを中心として得たデータを基に、女性達のキャリ

大きな影響を与えてきたばかりではなく、男性本位の

ア形成の過程を分析し考察する。

企業中心の社会を形成し、強化してきたといえる。本
研究は、企業と個人というミクロレベルの分析を目指
図4

女性を活用するに当たっての問題点（複数回答）


（%）

47.1
46.6
46.4
51.1
45.8
37.7
39.5
25.5 34.3
32.3
33.1
29.1

女性の勤続年数が平均的に短い
家庭責任を考慮する必要がある
一般的には女性は職業意識が低い

12.5
15.1
16.4
19.1
10.7
12.5
14.1

顧客や取引先を含め社会一般の
理解が不十分である
中間管理職男性や同僚男性の
認識、理解が不十分である

35.7

時間外労働、深夜業をさせにくい

2000
1997

5.3

女性のための就業環境の整備に
コストがかかる

1.6
1.9
1.4

雇用管理改善の全般的見直しに
時間がかかる

9.4
2.5
2.9
3.2
7.6

その他

8.9
8

特に無し
0

1986

14
26.4
17.2
24.6

女性には法制上の制約がある
女性の活用方法がわからない

1992

10

17.4
20

30

40

50

60

資料：厚生労働省（2003）働く女性の実情。
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研究の手法

1. 女性とマネジメントに関する実証研究
現代日本の女性とマネジメントの研究の分野では、
優れた実証研究がいくつか挙げられる。Lam（1992）
は西武百貨店の事例を取り上げ、質問票とインタビュ

聞き取りにあたっては、質的調査の中で、特にライ
フ・ヒストリーの手法に大きな影響を受けた。谷が述
4

4

4

4

べるように、ライフ・ヒストリー（生活史）は「個人
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の一生の記録、あるいは個人の生活の過去から現在
4

にいたる記録」（谷、1996、4）であり、自伝、伝記、
日記に加え、近年では口述史の聞き取りが主流の方法
となっている（谷、1996、4）。
本研究では、幼少時からのキャリアに関する意識、

ーを組み合わせた調査によって人事管理施策について

キャリア選択とその後のキャリアの軌跡に焦点をあて

分析した結果、採用、キャリア開発システム、ジョブ・

ているものの、長期間にわたる「時間的パースペクテ

ローテーション、教育訓練など、雇用の過程で制度化

ィブ」（谷、1996、6）の中で、調査対象者がどのよ

された男女差別を見出した。木本（2003）は、百貨

うに仕事やキャリア、組織の中で日々起こる出来事や

店とスーパーマーケットの二つの事例を基に、マネジ

自身の経験を認識しているかという点で、ライフ・ヒ

メントと雇用管理における様々な要素が、女性が管理

ストリーの手法は非常に参考になると考えた。加えて、

職へとキャリアを進めることを妨げている点を指摘し

被調査者との複数時にわたるインタビューやコミュニ

ている。一方 Broadbent（2003）はパートタイム労働

ケーションを通じて、職業キャリアを含めたより広い

に着目し、正規・パートの雇用の分断を制度化し強化

生活についての聞き取りを行うことで、その範囲は調

する過程での政府が果たした強い役割や、労働組合が

査対象者の生活の中の限られた部分ではあるものの、

女性パートタイム労働者をその活動から排除していっ

ライフ・ヒストリーの手法に準じた方法を目指しデー

た点などを指摘した。このように女性とマネジメント

タ収集を実施した。

を取り上げた研究が為されているものの、Kimoto が

ライフ・ヒストリーの手法やその有効性について

指摘するように（2005、31）、男性の労働研究が相当

の議論については、Mills, Bertaux, Thompson（例：

数の製造業を中心とした実証研究を蓄積しているのに
対し、女性労働に関する研究はまだ少なく、様々な業

Bertaux（ed.）, 1981; Bertaux and Thompson, 1997;
Mills, 1959）などの研究が挙げられ、ライフ・ヒスト

界や企業の雇用の過程を丹念に調べていくことが、性

リーは社会構造や階級といった主題に多用される手法

別役割分業を生み出し運用される過程を理解し、そし

である。この手法を組織内の人々の行動、キャリア形

て将来の変化を予測するうえで必須となる。

成といった題材について用いる点について、Musson
（1998, 10-15）は、個人が時間と共に彼ら自身の行動

2. データ収集の方法

を理由付けし論理付ける方法はライフ・ヒストリーに
よってのみ可能であり、この手法が重視する点は、個

前節でレビューした先行研究や実証研究の例を参考

人が自らのレンズを通して彼らの経験に対して意味づ

にしながら、本研究では、人々のキャリア形成の過程

け・解釈をし、説明付けすることにあり、この方法は

は継続的、動的、そして様々な要素が織り合わさった

個人の経験の分析についてのみ有効であるのみなら

複合的なプロセスであるという理解と、著者自身が保

ず、組織がいかに機能しているか、そして組織内で起

持している認識論的立場―人々は出来事や状況を出

こる出来事の不明瞭さ、不確実さ、そして問題を、個

生以来蓄積され組み込まれて来た価値観に基づいて解

人が日常レベルでいかに経験し、意思決定していくか

釈し、様々な知見を得ながら彼らにとっての現実を作

を理解する上でも有効である点を指摘する。また、横

り上げており、人々の行動の背後にある動機や意図に

断的調査では得られない、時の経過と共に変化する構

着目することが重要である―に適する手法を模索し

造の、個人へのインプリケーションを理解することも

た。

可能とする（Walby, 1991, 169-170）。

その結果、本研究においては心理学にみられるよう

キャリア形成の研究では、キャリアという点では成

な科学的なアプローチや精密な仮説や変数に支えられ

功した 16 名の元女性管理職が職を去るに至った経緯

た量的アプローチは適せず、むしろ、女性達がどのよ

と事由をライフ・ヒストリーの手法で得たデータを用

うに経験し、感じてきたかを理解する為には、当事者

いて分析した研究（Marshall, 1995）、40 名の男性へ

の声を聞くことが最も適切に思われた。そこで、実際

の個人経歴の聞き取り調査を基に男性のライフサイク

に企業に勤務する女性管理職を事例として取り上げる

ルを導き出した Levinson の研究（Levinson, 1978）な

ことが検討され、インタビューを中心に女性達自身の

どの例が挙げられるが、数値だけでは得られない、個々

語りを聞き取っていくこととした。

の事例の複雑さや、キャリア形成に関する人々の心情
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企業候補を検討する。ここで基準点として検討された

の変化を読み取ることを可能としている。

のは、

一方、ライフ・ヒストリーの手法が客観たりえない
という問題は、ライフ・ヒストリーの手法において避

本研究の対象は私企業であること

けられない課題である。しかし組織で起こる出来事や

組織に女性管理職が存在すること

個人的な出来事をいかに解釈し、自己のキャリアを形

人事管理制度を実施していること

成し意味づけてきたかという点を考慮した場合、被験

企業が 1980 年前半以前に存在し、1986 年の男

者自身の解釈は大変重要である。また、口述により得

女雇用機会均等法で取られた対応による相違点

られたデータの信頼性について Thompson（2000）は、

と共通点について分析できること。

社会調査でさえ個人もしくはその集合の意識を集めた

2） 実際に数社に出向き情報収集、同時に女性への

社会的な認識を含んでおり、その調査の持つ社会的コ

聞き取りを実施し、対象企業の絞込みを行う。9 社を

ンテクストからのプレッシャーの影響下にあり、新聞

訪問し、人事担当者からの聞き取り実施した。加えて

のレポート、私信、自伝などと比較して絶対的な事実

10 名の女性にパイロット・スタディとして聞き取り

を示すものではないと主張し、
Glucksmann（2000）は、

調査を行った。産業によって人事管理制度・女性のキ

調査を実施する主体によって、現実の代表性に多くの

ャリア形成の軌跡が異なることに加え、同じ産業内で

ヴァリエーションがあることを指摘する。また、ライ

も企業によって人事管理制度、女性社員の経験に大き

フ・ヒストリーの手法によって導き出されたデータの

な相違があること、とりわけ外資系企業は上記の点に

代表性の問題については、実際限られたサンプルから

ついて明らかな違いがあること、転職経験者の聞き取

一定の類型化を求めること、そして個人の主観に基づ

りからは、各企業での経験や知識が分断されたもので

くデータであるが故に、それらデータのみを用いて一

あることなどが明らかになった。

般化を導くことは困難であり、他の様々なデータと

3） 上記初期調査を基に、異なる特徴的な人事管理

共に分析された時、その効果は最大化される（Walby,

制度を実施している 3 社（金融・サービス・製造）を

1991, 167-186）。

調査対象に決定し、本格的な調査に取り掛かった。女

このように、ライフ・ヒストリーの手法を基に収集

性管理職の経験は、それぞれ共通点は見いだせるもの

したデータを用いて個人のキャリア形成の過程を分析

の、かなりのヴァリエーションがあることから、本調

することは、管理職に至った女性のキャリアの軌跡、

査では男性社員を含めず、女性管理職の事例のみを選

そして彼女達の特性を見出すにあたり有効な方法であ

び、対象事例を比較して分析を進めることに決定した。

ると考えられ、調査が進められた。

サンプル数に関しては、時間的制約の中、サンプル数
を更に増やすことよりも、複数時のインタビューとそ
の他の数次にわたるコミュニケーション（email、セ

3. 事例の選択

ミナー同席、インフォーマルな飲食の機会など）から

事例の選択は調査を進める上で最も重要なポイント

導き出される詳細な情報をより優先し、協力を得られ
た 8 名の事例に限った。

であり、以下のステップで決定された。

1） 文献及びデータのレビューによって調査対象
表1

3 社と女性管理職への調査は 2004 年から 2007 年に

研究対象女性マネジャー

企業

A社

B社

C社

（データは 2007 年時点）

名前

入社

勤続

年齢

職位

学歴

家族

M1

1978

29

48

マネジャー

高卒

既婚・一子

M2

1985

23

43

マネジャー

短大卒

未婚

M3

1986

22

44

マネジャー

四大卒

未婚

M4

1985

23

49

副部長

四大卒

未婚

M5

1982

26

52

部長

四大卒

既婚・一子

M6

1982

26

49

部長

四大卒

既婚

M7

1984

24

44

課長

短大卒

未婚

M8

1986

22

44

課長

四大卒

未婚・一子
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かけて実施され、金融 A 社、サービス B 社、製造 C 社、

し、今回 8 名の女性管理職のキャリア形成の経験につ

における人事管理制度と女性従業員に対する施策の変

いてのデータを得ることができ、本研究ではそれらデ

遷を分析し、それら制度と施策に対する理解を基に、

ータを比較しながら分析することにより、キャリア

合計 8 名の女性管理職（A 社 3 名・B 社 3 名・C 社 2 名）

形成につながる要素をより明確にすることを目標と

に対してインタビュー調査を中心に彼女達のキャリア

した。限られた人数の女性達の語りと当時の社会・

形成に関する情報収集・分析を実施した。調査対象期

経済状況から特徴的な部分を見出し分析する手法は、

間は 1980 年代前半から 2007 年とした。対象となった

1930 年代から 70 年代における英国ランカシャー地方

女性達の属性は年齢が43 〜52 歳、勤続 22 〜29 年、高卒・

の、女性織工と臨時雇いの女性労働者との間に発生

短大卒・四大卒の異なる学歴を持つ。既婚者 3 名、有

した労働の、フォーマル / インフォーマルな経済の取

子者 3 名。2 名が早い段階で初職から現勤務先に転職

引と、そこに見出されるジェンダー関係に注目した、

したのを除き全て新卒で、入社以来同一組織で勤務し

Glucksmann（2000）の研究を参考とした。

ている。

4. データの収集・記録と分析の方法
聞き取り調査へのデータ収集と記録は以下の方法で
実施された。

1） 初回インタビューを実施する為の最初のコン
タクトの際に、インタビュー時に話されるおお
まかな内容について伝える（付録参照）。

2） 事前に送付した内容を基に、第一回の聞き取
り調査を実施（半構造化インタビュー、1 時間
〜3 時間）
3） インタビュー内容のトランスクリプトを作成
4） トランスクリプトをインタビュー対象者に送
付、内容を確認、修正がある場合は必要に応じ

Ⅳ . 事例研究
1. 企業の人事制度・女性の雇用管理の変化の概
要
本項では女性達のキャリア形成の過程の分析を行
うにあたり、対象となった 3 社の人事制度と、女性の
雇用管理についての特徴について概観する 7。表 2 は、
各社のビジネスの概要に加え、雇用機会均等法施行以
前の制度、1986 年の雇用機会均等法の施行に対する対
応、1990 年代の人事制度管理、2000 年代に入ってか
らの変化をまとめたものである。
調 査 対 象 の 3 社 の 例 を 見 る と、 い ず れ の 場 合 も、

1986 年の雇用機会均等法の施行は実質的に女性の組

て修正依頼

5） 第一回インタビューのトランスクリプトをベ
ースに、第二回インタビューの実施

6） 以降インタビューを重ね、3）と 4）の作業を
繰り返す 4。

織内でのコアポジションへの進出の決定的な促進材料
とはなっていない。A 社では他の多くの金融機関同様、
男女雇用機会均等法施行以前は職務分担の明らかな男
女差があり、女性の積極活用は行われていなかった。

7） 上記プロセスを経て整えられたインタビュ

法施行後は総合職制度を取り入れるが、ある人事担当

ー・トランスクリプトに加え、社内異動の記録、

者が語るように、「他の会社を見ても変えるという必

職位・役職の変化などを記した各自のキャリア・

然性はみられなかった。ただまあポーズで「女性もと

ヒストリー・テーブルを作成し、本人の確認を

るか」、ということで総合職制度を導入」した。B 社

得る 。

においては、法施行とは関係無く事業確立期にあたる

5

70 年代から男女均等処遇、社員は全て総合職という
上記のプロセスを経た後、インタビュー・トランス

スタンスを持ち、社員数でも常に女性が男性を上回っ

クリプト、キャリア・ヒストリー・テーブル、その他

ており、法施行時に特に制度を大きく変えることはな

のコミュニケーションから得た文書を基にした各自の

かった。C 社では従来から大卒女子を採用していたと

キャリアの概要を作成 し、調査対象の 8 名の各資料

いう実績から、均等法施行による制度の変更はとりた

を読み比べる。その結果、複数名の記録に出現する女

てて行われなかった。但し実際は女性の勤続は短く、

性達のキャリア形成にとって特徴的と思われる事柄に

企業内では担当業務配分・処遇の面で男女差が続いて

焦点を当て、前出の先行文献のレビューの議論とも含

いた。

6

めながら分析を進めた。

このような状況下、人事制度の変化が女性に対して

それぞれの調査対象者の語りとコミュニケーション

影響を持ち始めたのは、1990 年代初頭から始まるバ

から得られたデータは大変興味深く、ひとつひとつ

ブル経済の崩壊による企業業績の悪化に伴う人件費抑

が仔細な分析の対象となりうるものであった。しか

制の動きと人事制度の変更である。
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表2

研究対象企業

A 社

B 社

C 社

業種

金融

サービス

製造

売上（連結・円・

約 1 兆円

約 3 千億円

約 5 兆円

約 16,000 名

約 12,000 名

約 160,000 名

約 3 分の 1（2004）

55.5 %（2006）

15.9 %（2004）

5.4%（2004）

32.3%（2005）

明確な数値無し。但し、厚生

2005 年度）
従業員数（グルー
プ・2005 年度）
正社員に占める女
性の割合
管理職に占める女

労働省が発表する数値より低

性の割合

いと思われる。
（人事担当者）

1980 年中頃以前

明確な性別人事管理制度の実

1980 年代中頃までに、完全

制 度 上 は 男 女 差 無 し、1970

施。

な男女均等待遇、女性サポー

年代から大卒女子採用、慣行

トメジャー整備。

としては男女差有り。

法律で要求される水準の待遇

すでに均等待遇をしていたと

法施行（1986）に

を実現済みのため、特に対応

いう観点から特に対応せず。

対する対応

せず。

男女雇用機会均等

1990 年代

2000 年代

コース別人事制度の導入。

業績の急激悪化、公的資金の

成果主義の導入による更なる

いち早く成果主義を導入し個

導入、中堅男性社員の退職、 個別管理の推進。

別管理を推進した。但し女性

合併による成果主義導入の遅

登用の決定的なモチベーショ

れ。

ン・契機なし。

経営陣の交代、女性の積極登

更に人事制度改革・整備を推

サポートメジャー完備 、人

用・活用推進へ。

進、女性社員特有の問題より

事制度の更なる改革。

も社員全般の問題への対処
へ。

A 社では年功的で業績評価が実質上無い人事制度か
ら、職務給を前提とした等級制度への移行を 1990 年

な女性活用が始まる。皮肉ではあるが、2000 年を過

代中盤から始め、同じく属性重視から個人の能力・

用を保証する必要が無いと認識されるなど、雇用の面

業績重視の人事制度へと変化した。また、給与がほぼ

において男性に比べて低い女性の立場が、女性を活用

自動的に上昇する男性社員の人件費を抱えきれ無くな

する理由のひとつであった。

ぎた時点でも、女性は男性社員ほど長期的に会社が雇

り、男性社員の採用を控え女性社員の採用を活発に始

B 社は創業時より成長を遂げており、上述のように

める。また、金融業界においてはトップに位置してい

女性活用が 70 年代から進み、現在は女性活用が非常

ないことに加え、金融業界の人気低迷に伴い上位校か

に進んでいる。現在は認知度も高い企業に成長したが、

らの男子学生の採用が困難になったことも女性の活用

創業から成長期にかけては他の日本大企業に比べると

を推し進めた一因である。そして A 社の女性の処遇に

新卒採用のマーケットにおけるポジションは低く、能

近年最も大きな影響を及ぼしたのが、会社業績の悪化

力ある男性の新卒を採用するのは困難であった。業務

に伴う中堅男子層の退職である。早期退職制度の導入

内容も子供・女性を対象にしたものが多く、その点か

に伴い、若手男性社員（20 代後半〜30 代前半）の多

らも女性であることがいきる分野が多かった。人事担

くが退職し、中間管理職層及びその候補のグループの

当者は「とにかく優秀な人材を厚く確保することが第

多くが抜けてしまった（N 字現象）。そこで従前から

一だった」と述べる。B 社で観察された興味深い点は、

勤続を続けスキルを蓄積し始めた女性中堅社員および

当初の導入の事由に関わらず、一度定着した女性活用

その予備軍に脚光が当てられ、2003 年以降、積極的

や均等待遇の企業文化や人事管理制度は、B 社が大企
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業に成長した現在も継続し、強化されている。

C 社は 1990 年代前半から意欲的に人事管理制度の

相違がある点である。B 社の女性マネジャー達は入職
時の職業継続の意識が非常に明確であることに加え、

改定を試み、目標管理制度・年俸制・職務給および等

その後の経験も、女性であるが故にキャリア形成が妨

級制度を順次導入、成果主義を進めた。それ以前は人

げられるような認識が無い。一方、A 社・C 社の女性

事制度の運用状況はオープンになっておらず、各職務・

マネジャーからは、組織内の処遇や日々の出来事にお

職位で求められる役割についても明確ではなかった。

いて男性と異なる扱いをされたり昇進機会が遅れたり

93 年頃より始まる成果主義へのシフトにより、目標、

したためのフラストレーションを経験したことが観察

個人の業績、各職務で求められる役割が明確になり、

された。

社員 - 上司間のコミュニケーションが促進されると同
時に、属性による管理の見直しが進められた。これに

調査対象者の経歴概要

より今まで不明瞭であった女性への取扱いが少なくと

A社
M1：M1 は 1959 年に生まれ、高校を卒業後 1978 年に
A 社に入社する。家庭の経済状況から、高校卒業後就

も可視できる状況になると共に、より均等な処遇が実
現し、女性の昇進スピードが加速した。
以上のように、調査対象の 3 社においては、女性活

職をするよう家族に促され、また

堅いところが良い

用の促進要因は必ずしも社会貢献や平等意識などの理

から

由ではなく、また女性を活用することによって企業業

金融業界を選択した。入社以降、地方の支店に配属さ

績を向上させることが主目的でなかったことがうかが

れ、店舗窓口などの業務に就いた。A 社がコース別人

える。女性活用の契機となったのは、むしろ各企業の

事管理制度を導入した際、M1 は自動的に一般職に振

経済状況と企業を取り巻く雇用市場の変化に拠るとこ

り分けられた。1982 年に高校時代の同級生と結婚し、

と家族に勧められ、特に本人の強い志望もなく

ろが大きい。A 社、B 社の例からは、明らかに男性の

85 年（25 歳）に長男を出産。当時出産した女性が勤

採用が困難なことから女性に目を向けざるを得なかっ

務を続けることは無かったが、当時の支店長の助けも

たことが女性活用の最も大きなモチベーションだった

あり、出産後も A 社に勤め続ける。11 年間の支店勤

ことがうかがえる。これに対し、C 社は戦後一貫して

務後、1988 年には東京営業部に移動し、法人部勤務

男子新卒の採用市場で高い人気を誇り、従前から大卒

となる。業務内容に変更は無いものの、組織変更によ

女性を採用していたにも関わらず、現在でも女性活用

り 1993 年に本社勤務となる。1997 年（39 歳）に主任に、

にとりわけ積極的で無い点からも、いぜん有名大学卒

2002 年（43 歳）に副マネジャーに昇格、2004 年に支

の男子学生を中心とした新卒採用市場と、企業の雇用

店に戻りマネージャーとして業務を統括している。

管理におけるその重要性が概観できる。
用機会均等と女性の就労条件向上への法整備、女性が

M2：M2 は 1964 年に生まれる。高校卒業後地元の短
大に進み英語を専攻する。1985 年卒業の後 A 社に入
社。1994 年まで東京近郊の支店に勤務し、日常のカ

仕事を持ち長期勤続をすることへの社会的な意識の高

スタマー・サービスを含む事務処理作業に従事。この

まり、90 年代から議論されている少子高齢化に伴う

期間 1 年間近郊のサテライト・オフィスに勤務し、事

女性の就労条件の更なる向上の動きなどと相まって、

務処理作業を超えた、営業を含む様々な業務に従事

しかしそれらの状況が、80 年代から徐々に進む雇

徐々にではあるが企業における女性の均等処遇と活用

する。カスタマー・サービス業務に精通していたが、

を促し、雇用市場・組織内での性差による地位の相違

1995 年に子会社に出向し、2001 年に本社に戻るまで
子会社勤務が続く。M2 は一般職として採用されたが、
1998 年に会社の試験を受けて総合職に転換。しかし
35 歳の時に父親が倒れ、自宅で母親と共に看病を続

の解消に向かっているのが現状と思われる。

2. 女性管理職のキャリア形成
では、事例の 3 社で管理職になった女性達はどのよ

けていることもあり、地域限定の総合職として働く。

2007 年にはグループ・リーダーに昇格し、以降本社

うにキャリアを形成していったのであろうか。上述の

勤務が続く。

企業の論理に翻弄されながらただ勤続を積み重ねてい

M3：M3 は 1964 年生まれ、高校卒業後、国立大学の
教育学部に進学する。1986 年、男女雇用機会均等法
施行の年に卒業し、A 社に入社。入社時は一般職とし
て採用される。A 社は数度の合併を経験し本社所在地
も数度変わっているが、M3 は一貫して管理部門に勤
務。 30 歳の時（1993 年）に総合職転換の試験を受け

ったのであろうか。いかに企業側の変化に対応してい
ったのであろうか。以下に調査対象者の経歴の概要を
示した後、彼女達の語りから得られたいくつかの特徴
について検討する。全体的傾向としてみられたのは、

3 社 8 名の女性管理職達の経験と認識には、上述の企
業の人事制度同様、B 社対 A 社・C 社という、明確な
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るものの、その際は不合格。翌年再チャレンジして合

格、その翌年、32 歳の時に総合職に転換した。部下

名程の人事部員で担当していた。その後組織変更によ

はいないものの、マネジャーとして管理職の地位にい

り、営業からシステム・エンジニアを対象とする人事

る。

サービスに変更となった。M7 は人事サービスの中で

B社
M4：M4 は 1958 年に生まれ国立大学に進学する。大
学在学中よりメディア業界志望で、1981 年の卒業時

も主に給与厚生を担当していた。1990 年代に入り、C
社では人事サービスを集約するプロジェクトが進行
し、1997 年より実際の作業が開始された。それに伴い、

見出せず、1985 年に友人の勧めもあり B 社に準社員

M7 も再度別の東京の支店に異動し、本社担当の人事
業務を行った。最終的に C 社の人事サービスは別会社

に希望のメディア業界に進む。しかし業務に魅力を
として転職。以降、1987 年に正社員となって以降、B

として独立し、現在は本社からの出向という身分で勤

社でのキャリアを積む。30 歳でグループ・リーダー

務をしている。入社当時は短大卒の事務職としての採

レベルに昇格、32 歳になり更に将来のキャリアにつ

用であったが、1997 年、13 年の勤続の後チーム・リ

いて考え始めたタイミングで海外転勤となる。4 年の

ーダーとなり、2005 年に正式に本社の幹部社員と同

勤務の後本社に帰国。2000 年代に入り、管理部門に

等のランクに昇格した。コールセンターの管理や人事

異動、以降数度の昇進の後に副部長クラスのポジショ

サービスの管理者として、常に多くの部下を持ち、現

ンに就いている。

在では 25 名程の部下を抱える。

M5：M5 は 1956 年に生まれ、1978 年に地方の私大を
卒業。卒業当時は教員を志望していたが、厳しい就職

M8：M8 は 1963 年に生まれ、父の仕事の関係で小学
校から高校 1 年までを海外で過ごす。帰国後東京の高

環境の中一度故郷に戻り、地元の会社でパートタイ

校に進み、その後私立大学に進学、理系学部を専攻す

ムとして働き始める。そこで現在の配偶者と出会う。

る。卒業後 C 社にシステム・エンジニアとして入社し、

26 歳で結婚すると同時に B 社に勤務を開始。当初は

システム担当として 2002 年より子会社のシステム部

自宅でできる業務を行っていたが、自宅の外で働くこ

門に勤務、その後本社に戻り IT 関連部署の課長とし

とを希望し、支店にて顧客担当の準社員として勤務を

て勤めている。M8 は入社後 9 年の勤続の後、アシス

始める。30 歳（1985 年）で長女を出産した際は、出

タント・マネジャーレベルに、勤続 19 年目（41 歳）

産した準社員を継続雇用する慣行は無かったが、支店

でマネジャークラスに昇進する。20 代半ばで結婚し

長などの助けもあり、勤務を継続する。36 歳の時に

たが、離婚を経験し、その後 37 歳で長女を出産して

セクション・リーダーのポジションで正社員となり、

いる（出産時及び現在も未婚）。実家の母の助けも得

97 年に副支店長に昇格する。更に大きな転機は 2004
年の異なる地方支店への転勤（49 歳）で、その後の

ながら、働きながら長女を育てている。

東京本社での勤務も含め、単身赴任をしている。現在

以上、M1 〜 M8 の 8 名の女性管理職の語りを基に、

は部長クラスのポジションに就く。

以下、（1）母集団の違いと就職機会、（2）女性に対す

M6：M6 は 1959 年に生まれる。高校卒業後、学芸員

（4）
る過去の職場の意識、
（3）昇進・処遇における性差、

になることを志望して都内の私立大学に進学。しかし

仕事と私生活のバランス、（5）仕事に対するモチベー

卒業当時の就職環境は大変厳しく、なかなか就職先を

ションの変化と、プロフェッショナルなビジネス・パ

見つけることができなかったが、最終的に B 社に男子

ーソンとしてのアイデンティティの形成、（6）柔軟か

四大卒と同条件で採用される。キャリアの前半は主

つ自律的なキャリア形成、（7）現状維持に対するモチ

にプロダクション関連業務に携わり、1989 年（31 歳）

ベーション、（8）組織と人に対する情緒的愛着、（9）

にグループ・リーダーとなる。1992 年の組織変更に

キャリア形成において

伴い関係会社に出向し、同時にマネジャーに昇格する。

つの点について検討する。

幸運

が果たした役割、の 9

35 歳で結婚し現在に至る。1995 年に本社に戻り研究
職としてのキャリアをスタート、部長クラスとなり勤
務を続けている。

（1）母集団の違いと就職機会
調査対象になった女性達のあいだで、入職時の職業

C社
M7：M7 は 1963 年生まれ、東京の高校を卒業後 1982
年に短大に進学、日本文学を専攻する。1984 年に卒
業後 C 社に入社、東京地区採用の事務職として勤務を
始める。M6 は入社以来一貫して人事関連の業務に携

は、いずれも男女雇用機会均等法施行以前に入社して

わっている。最初の配属は都内の営業所で、およそ

いる。3 名とも国内で有数の有名四年制大学を卒業し

5,000 名の従業員に対する日々の人事サービスを、20

ているが、彼女たちの同級生同様、新卒当時は就職先

キャリアに対する意識には大きな違いがあり、入社し
た企業により、女性達の母集団に大きな違いがあるこ
とが概観された。
現在女性が活躍している B 社の女性マネジャー3 名

女性管理職のキャリア形成
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を見つけるのに非常に苦労していた。当時は女子の就

……そうですね、何て言うのかな、もうその支店

職機会、特に四年制大学を卒業した女子の就職機会は

長が、私が一回何か言った時に、 しょせん女は

非常に少なく、高学歴の女性は就職先を探すために大

使い捨てだから

変な苦労をしている。実際に 1980 年代前半の女子大

すよね、昭和の時代って。で、同期で男の子がい

みたいな、そういうまだ体質で

卒採用予定ランキングを見ると、電機・小売り・証券

たんですけれども、私のほうが仕事はできるんだ

会社などが上位を占め、新卒女子を受け入れる産業・

けれども、その男を上げなきゃいけないからお前

企業がまだ限られていることが概観できる。

は我慢してくれみたいな、はっきり言われました

過去における女子学生の就職動向を示すもうひとつ

もの。 あ、そういう社会だし、私も何もその彼

の例は、上記 3 名の例とは逆に短大を卒業し、これと

を押しのいてね、行く？

いった職業に対する目標や意欲を持たずに入社した C

私は東京の支店に転勤させられたんですよ。（A

社の M8 と A 社の M2 の例である。短大卒の彼女たち

社

っていう話になり、で、

M1）

は就職先を見つけるのにそれほどの苦労もせず、数多
くある企業の中から自分の好みに合った企業を選んで

このような男女の役割やキャリアの方向性の性差が明

いた。（例：休日が多い、一番最初に内定をもらった、

確で、女性の進出に理解の薄い職場の風潮は、A 社・

堅そうな企業で安定していそう。）また、雇用機会均
卒ではあるが、A 社の 3 名のマネジャー達に比べると、

C 社のマネジャー達の発言から多く観察された。しか
しながら、B 社マネジャー達からはこのような点は観
察されず、1980 年代中盤の時点で、B 社ではすでに

格段に良い就職環境の中からそれぞれの企業に就職し

人事制度のみならず、企業文化自体がすでに女性活用

た。継続就業に対するモチベーションと仕事に対する

を当然として受け入れられていたことがうかがわれる

コミットメントの度合いについては後述するが、興味

（しかし B 社に勤める男女社員に、公私における性役

深いことに、B 社の女性達が非常に早い段階から全員

割の意識が全くなかったという訳ではなく、B 社にお

職業キャリアを築くことを目指していたのとは反対

いても 80 年代初めまでは育児休業などの制度もまだ

に、A 社・C 社の女性達は皆、2 − 3 年で会社を辞め

整備されていなかった。）

等法施行の年に入社した C 社の M8 と A 社の M3 は大

ると思っており、このように長くひとつ企業に勤めて
いるとは思わなかったと語っていた。
このように、初職で入職した当時の様子に対する調

（3）昇進・処遇における性差
加えて A 社・C 社の女性マネジャー達は、大きく人

査対象者への聞き取りからは、1980 年代中ごろまで

事制度が変化する 1990 年代中盤までに、同期大卒男

の大卒女子に対する厳しい就職環境とそれと正反対の

性社員との明らかな昇進、処遇の差があったことを指

短大卒女子に対する高い需要がうかがえると同時に、

摘した。それら男女差は、一般職で入社した女性の場

A 社・C 社の女性対 B 社の女性という、キャリア形成

合は総合職に転換、もしくは係長レベルに昇進するま

に対する意識の明らかな違いが見受けられた。

で続く。勤続を積み重ね、職務範囲が広くなりキャリ
アを持つことを意識し始めたにも関わらず、処遇が一

（2）女性に対する過去の職場の意識

向に追いつかない状況にモチベーションを下げ、自分

一般的に、男女雇用機会均等法が施行された 1980

達の将来に疑問を感じ、転職を考えながら勤務を続け

年代後半は、女性が企業で仕事をすることに対する職

る者もいた。例えば、四年制大卒として入社した M8

場の反応はポジティブなものではなかった様子がうか

（C 社）は、仕事の領域は男性と全く変わりなく、そ
の意味での不満は持っていないが、ただ企業でのキャ

がえる。

リアのステップを上がる点に来る度に男性に比べてス
短卒高卒の人は基本的に営業店に配属されました

テップを上がることが遅れることに疑問を抱く。A 社

が、当時はあれだったんですよね、四大卒の女な

の M2 は、男性より随分遅れてマネジャーへの昇進試

んか使えないという頃だったんで、私達は全員本

験を受けた時のことを以下のように語る。

部に配属されました。そういえば今から思えばそ

もってるし。高卒の人たちもその年の人に教えな

M2：……. その一年後に主事一級の試験があった
の。それに、高得点で合格したの….900 点満点で
800 点で合格した。すっごい勉強した。だって 2

くてはならないということで、辛かったのではな

週間の休暇全部それに充てたもん。

いでしょうか。（ A 社

質問：そこまで

ういう偏見があったんですよねえ。使いづらいと
いう。可愛げが無いし、余計な知識みたいなもの

M3）

勉強する意味は？

M2：これ合格しないとマネジャーになれないか
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ら。

ど、表面的にそれを唱えたことっていうのは無い

質問：男の人達もこれがないとだめ？

んだよね。

M2：うん、男達と一緒に。そこで、初めて男達
と一緒に試験を受けた。ここでようやく男達と肩

M2 は現在会社の女性活用プロジェクトの中核メンバ

を並べて。男達は 28 歳くらい。

ーとして活動しているが、現在でも

質問：M2 さんは当時 36 歳くらいですね。

という言葉は口に出すが、 女性が

ダイバーシティ
という言葉を使

うのは極力避けているという。また、M3 は高い評価

M2 は高得点で試験に合格したものの、結局その年は

を貰いながらも総合職男子との大きな処遇の差につい

マネジャーになれず、その事由を当時出向していた先

て上司との面接の場で質問したことがあるかという問

の人事に尋ねたところ、現在その部署にはポストが無

いに対し、「無いです。私はあの、上司に対して

く、試験の点数はあまり関係ないと言われその時点で

い子ちゃん だったんで。」と答える。一方 C 社の M7 は、

昇進できなかった。

女性にあることに加えて短大卒の為、大卒男子と同様

良

女 性 達 の 間 で 特 徴 的 で あ っ た の が、1980 年 代 〜

の業務をこなしているにも関わらず処遇がなかなか同

1990 年代前半まで処遇について男女差のあった上記 2

期の男性、大卒女性に追いつかないことに対して不満

社の女性管理職達の持つ、男女差に対する認識とそれ

を持っていたが、それを公にする事は無かった。後進

への対応である。上述のように一般職で入社し、担当

の女性達へのアドバイスを聞いた際、変化について長

職域、処遇、昇進機会の差を明らかに認識している、

い目で見て諦めずに進展を待つことを述べる。

A 社の 3 名と C 社 M7 に加え、大卒男子と同条件で入
社した C 社 M8 も、少しずつ遅れる昇進における男女

アドバイスできるような経験していないような気

差を感じている。しかし非常に特徴的なのは、彼女達

がするんですけど、もっと柔軟に臨めば良かった

はそれに対し表だって争ったり諦めて退社することな

かな、と思うことがあるので。諦めるよりは、今

く、またその両極の間で不満を公に声にすることも無

できることを柔軟に。待遇の面では不満もありま

く、状況を受け入れながら勤続を重ねスキルの蓄積を

したが、そう簡単には変わらないんですね。今で

進めてきた。それは表立って組織の中で対立し、退職

きることを柔軟にのぞめば良いなと。ひとつ制度

してしまうことにより失うもの（組織内の人々との人

が変わるというのも時間をかけないと変わらない

間関係の悪化、経済的保障・自己の評判の喪失などに

だろうな、通らないだろうな、ということが、こ

より、却って自分の状況が悪くなることなどが考えら

こ数年の実感ですね。やはり諦めないで続けてい

れる）のリスクを取ることを避けてきたためという要

くことが大切だと思います。

因も非常に大きいであろう。
彼女達の語りからは、表立った行動を取っても自己

彼女達の発言の中には、男性中心の組織で生き残り、

のキャリア形成を促進する変化は起こらないであろう

自分を守りながらキャリアを積み重ね変化を待つとい

という認識、そして企業組織に存在する人事雇用管

う、忍耐に支えられたある種のストラテジーとも言え

理の性別による違いは所与のものとして受け入れて

る態度と行動が見出せる。それは理論や正論では通ら

いくという現実が概観された。例えば前出の M2（A

ない、組織内部に根差す男性、そして彼女達も含む女

社）は若い頃に観たアメリカの映画（「チャンス」
（The

性達の意識にある男女差に対し、変化を求めながらも

Associate（1996）））から得たインスピレーションにつ

現実的なレベルで対処していこうとする彼女達なりに

いて述べる：

見出した方法ともいえるのではないだろうか。しかし、
このような組織における性差を再生産するような女性

やっぱりその、男性と女性の間には見えない敷居

達の態度が、性差のより早い解消を妨げていた、とい

みたいなのがあって、それをもう要は上手く利用

うこともある意味事実であると思われる。

するっていうか、それを逆手に取るっていうのも

一方、組織内の性差に関する発言は B 社女性マネジ

ひとつの方策だなっていうのを感じたのね、その

ャー達からは皆無であった。彼女達の語りは純粋に業

時。で、対等にやろうとしても駄目で、ま、男性

務内容に焦点が当てられ、むしろ他社から中途採用で

っていうのは控えめなのが好きだ、とか、そうい

入ってきた男性社員が、B 社において女性が責任ある

う処世術というか、それは凄く感じたところがあ

仕事を任せられている事に驚きを感じること、そして

るんだよね。だから決して私は今あのー、男性と

その事実を受け入れないと組織での業務遂行に支障を

対等に何かをしよう、その心の中では、その平等

きたしていた点を指摘する。彼女達の語りの中で女性

にして欲しいっていうのは凄く願ってるんだけ

であることがキャリアの影響に与える点については、
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私生活の話題が出てきた場合のみである。この点は組
織に根付くジェンダーに対する価値観・規範と、それ
にともない醸成される組織文化が、女性達の組織内で

れどね。その時が一番モチベーションが上がらな
いですよね。これで流しておけばいいや、という。
（笑）。それでも仕事は成り立つし。

の行動や考え方に大きな影響を与える事を示唆してい
る。

しかしインタビューをした時点では、息子さんが翌年
独立して家を出ていくことが決まっており、それは今
までで最もモチベーションが下がる出来事だと語る。

（4）仕事と私生活のバランス
ワーク・ライフ・バランスは女性と仕事を分析する

M8 は、出産し育児休業を取ったことにより自己の

うえで問題とされる点のひとつである。しかし本研究

人生観が大きく変わった事に驚き、自分の部下の男性

の事例から見出されたのは、むしろ家庭・子供を持つ

や未婚の女性にも、育児休業（男性で子供が有る場合）

女性マネジャー達が感じる、仕事と私生活双方の相乗

他、何らかの機会を見つけ自分の人生と職業について

効果である。調査対象のうち既婚のマネジャー3 名、

見つめ直す事を勧めている。勿論これには育児休業制

そして一子を有するマネジャー1 名は、家庭もしくは

度を取れる会社の制度と組織の体制がありこの点を考

子供を持つことが仕事に対して阻害要因になるという

慮にいれる必要がある。M8 が出産をしたのはすでに

考えを否定し、逆に子育てや家庭を持つ事による仕事

2000 年に入ってからのことで、これは C 社において

の効率性の上昇を挙げる。特に組織での地位が高くな

この時点では少なくとも出産後の勤務継続に対して、

り、業務において大きな責任やストレスを持った時、

それを妨害するものは無かったということである。

私生活が別にあるということでスイッチを切り替える

上述の M1 の場合は均等法や育児休業法が施行され

ことの重要性が見られる。インタビュー当時単身赴任

る以前に出産をしており、同じく M5 も B 社でもまだ

していた M6 は以下のように述べた。

育児休業の制度が整備される以前に出産をしている。
彼女達は環境が整備されていない中でとにかく取れる

えっとですね、会社も凄く忙しい時期、先程も言

手段は何でも取り、大変な苦労をしながら子育てを実

いましたけど…、新しい組織の形を作っていった

践してきたことがうかがわれた。

んですけれども、会社もやっぱり大変なんですけ

そして M1 同様、上述の M8 は出産し育児休業を取

れども、うちへ帰ったらその会社のこと一旦置い

得することにより 2 年昇進の機会が遅れたことを述べ

といて子育てをするという切り替えがあるという

る。子育て中、特に子供が小さい期間はキャリアの形

のは、実は非常にこう、精神的にはいいことだと

成が中断されるのは事実である。また、結婚・育児と

私は思ったんですね。まあある程度大きくなると

仕事との対立を感じた女性達はすでに退職の道を選ん

残業はするし、うちに仕事を持って帰ったりとか

だであろうという点を考慮に入れると、やはり家庭責

しましたが、とにかく自分の意識を切り替えると

任と仕事の両立は女性にとって大きな障害となりうる

いうのは、忙しければ忙しい程必要なんじゃない

であろう。

かなって思います。それが私はたまたま子育てで

しかし女性の証言から印象的だったのは、そのよう

あったり、家事であったりするんですけれど、も

なマイナスに働いた時点があったとしても、長い目で

し独身であったら自分でそれを作っていくと思う

見ると、尚も子供を持つことによるプラスが強調され

んですね。… . 今のほうが辛いですね。（笑）

るということである。そして彼女達が自己を語る時、
仕事・家庭・子供全てを含めてひとつのアイデンティ

また、M1 は子育てのために昇進機会を長らく辞退

ティを形成しているという意識はあるものの、それぞ

し、以下のように子育ての為に確かに昇進のスピード

れの領域は別個のものとして独立しており、お互いが

が遅れたことを認める。

対立する同一の領域にあるものでは無いという認識を
持っていることが見受けられた。

その時は……管理職にまあそこでなったんですけ
れども、そこになるまでの時間も長くかかって。
子供を育てるのに仕事は、 まあこのくらいやっ

ェッショナルなビジネス・パーソンとしてのア

ておけばいいんだろう

イデンティティの形成

みたいな、あるじゃない

ですか。そういう、感じの時が。うーん、 子供
育ててるんだからしょうがないよね
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（5）仕 事に対するモチベーションの変化と、プロフ

っていう諦

では、そのような女性達自身の継続勤務へのモチベ
ーションや意識はどうだったのだろうか？女性マネジ

めと、ありますね。自分はもっと上に上がれる、

ャー達のモチベーションはキャリアの形成に合わせ

上がってる、我慢して、まあしょうがないですけ

大きく変化している。前述のように B 社のマネジャー

達は入社当初から強い職業意識を持っていた。一方 A
社、C 社のマネジャー達に見られた特徴的な点のひと

A 社の M2 は、自分の立てた人生企画書に沿い、その

つは、入社当時の仕事に対する低いモチベーションと

長期的な目標を射程に入れて社内でのキャリアを形成

意欲である。高卒で入社の M1 を除いては、全員が「2

してきたと述べる。

− 3 年したら結婚したら辞めると思っていた。」と述
べ、M1 も、特にキャリアについての志望や仕事に対

……まあ生を受けたからには貢献していきたいな

する希望なども持っていなかったと語る。しかし彼女

っていうのがある訳じゃない、誰しも。……私の

達も仕事を覚えていくうちに徐々に仕事の面白さを覚

場合は、あの、あるとき自分でテーマを持ったん

えるが、中堅の年ごろになっても処遇がなかなか上が

だよね。何がきっかけだったかちょっとよく覚え

らないことにフラストレーションを感じ始める。

てないんだけどね……自分がいるってことそのも

そのように彼女達が悩み、ある種転機を迎えた時に、

のが他者にどう影響を与えるのか、他者にどう影

会社の人事制度や女性活用方針の変更が起こり、総合

響を持ってもらえるのか、それが、その周囲の人

職への転換、管理職への昇進などが可能になった。長

達にどういうモチベーションの向上に繋がるの

年の間に蓄積された男性社員との差はそこで一掃され

かっていうのを自分のテーマとして持っていた訳

た訳では無く、その後もスタート地点での処遇の差や、

よ、ずっと。

担当してきた職務範囲の狭さによる OJT の欠如とそ
れに伴う技能形成の遅れはまだ取り戻せていない。し

（6）柔軟かつ自律的なキャリア形成

かし、彼女達のモチベーションは、まずは自分が認め

しかし、ひとつの組織で長期勤続を続けていくにあ

られ、次のステップに進んだことで大きく回復してい

たっては、毎日、毎年が順調に進んでいくわけではな
い。上述の昇進や処遇における男女差の他に、8 名の

く。
そして管理職となり活躍する 8 名の女性達に特徴的

女性マネジャーの発言からは、全員が組織において何

なのは、自分の存在意義を仕事の中に見出し、自分が

らかの不遇と思われる期間を経験していることが観察

力を発揮できる場を長年かけて蓄積してきたという自

された。

負である。彼女達にとって、仕事は自己のアイデンテ

ある者は本人にとっては理不尽な理由によって別会

ィティを形作る非常に重要な要素であることが概観さ

社に異動させられ、その上に当時の上司に総合職転換

れた。

の制度について説明されるのを忘れられ、更に他の社
員より昇進が遅れていた。またあるマネジャーは、や

時間的にも、今の人生の中で、生活の中で、自己

りがいのある仕事をさせてもらえず、大きなフラスト

実現の手段は仕事なんですよね。（A 社 M3）

レーションを抱えていた時期があった。自分の所属す
る部署が廃止されることになり、一時期行き場を失い

やっぱり働いている、仕事をしている自分という
のが普通の自分なんですね。で、やっぱりあの、
色んなこう、自分の人生の中の物差しが様々ある

かけた者もいた。
一般に日本の企業では専門職として採用されること
は非常に少なく、配属はその時々の会社の組織編成や

としたら、仕事という尺度も勿論あって、それ以

組織内部の事情で左右されることが多い。このような

外に家庭であったりとか、妻であったりとか、家

事態は女性社員に限らず起こることであろうが、今回

庭というのも色んなものを含んでいるんですけれ

調査をした女性管理職達は、そのような組織変化に対

ども、えっと妻であったりとか、それから地域で

し非常に柔軟に対応していていたことが印象的であ

の色んな関わり、それがたまたま私の場合は会社

る。企業で長く勤め、一歩一歩キャリアを積み重ねる

で地域のつながりがあったっていうのもあるんで

ということは、時には不可抗力（本人から見たら）に

すけれども、あの、そういう意味でも、つながっ

よりそのような状況に追い込まれることもある。しか

てきた地域であったりとか、そういう色んな物差

し、調査に協力してくれた女性管理職達からは、フラ

しがあって、そのうちのひとつ。ただそのひとつ

ストレーションは勿論持ちつつも、そのような時期を

というのが凄く大きな一つであるということ。
（B

むしろチャンスとしてとらえ、企業内に限らず企業外

社 M5）

にも積極的に目を向けて成長機会を求めて行く柔軟な
行動の特性が見出された。

仕事自体はもう 20 年以上ずっとやっているので、

特に、組織に与えられるものを待つだけでは無く、

逆にこういうものが無い生活がどういうものかイ

自律的にキャリアを開発していくという点は非常に特

メージが出来ない。（B 社 M6）

徴的である。単純事務作業が OA 化、IT 化の進行に伴
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って正社員ホワイトカラーの職務として無くなりつつ

う冒険は難しい選択ではないかと考えられる。

ある中、専門的なスキルを持つことは、ホワイトカラ

また、調査対象となったマネジャー達が、すでに確

ーの彼女達にとって組織の中で自己の価値を持たせる

立された人間関係や会社特有の業務スキルに安定感を

必須条件である。この点、B 社の 3 名のマネジャーと

持ち、外に出て（転職して）新たな環境に入る自信が

C 社の M2（理系）は、入社当時から目指す職務をあ

無いと感じていると述べているのも印象的な点であ

る者は非常に強く、またある者は漠然とではあるが抱

る。長くひとつの企業に勤めていたため、自分達の持

いていた。結果的にそれぞれが専門性を持った職務に

つスキルは企業特有のもので、別の会社では通用しな

就き、業務拡大や会社の成長に伴い企業内で新たな仕

いのではと危惧している発言が数名から聞かれ、また、

事にチャレンジする機会が常に与えられた。

長く築き上げてきた人間関係は自分が職務を遂行する

一方、短大卒で入社した M2、M7 の職業に対する

うえでの大切な資産になっており、別の会社に移って

意識は係長レベルに昇進した頃から明確になってきた

一から新しい人間関係を築く自信は無いという声も多

が、両者共外部のセミナー・大学などに通い、新たな

く聞かれた。このような、一見受動的で、やむなく留

スキルの修得に努めている。この点は、キャリアを重

まっていると見える側面も、本稿の冒頭の雇用主のア

ねる上で制限されていた職務訓練、技能習得の機会の

ンケートに見られるように、長期勤続が社員を活用す

欠如を埋めるため、また男性のみならず周囲の四大卒

るうえで重要な日本企業においては、女性管理職候補

女性社員達に追いつくため、そしてプロフェッショナ

を育てるうえでの大切な要因であったと考えられる。

ルとして企業の中で自己の価値を自分の意志で創造し
発揮する機会をつかむための取り組みであると思われ
る。これは各企業で入社後 OJT を通じてスキルを構

（8）組織と人に対する情緒的愛着
以上のような結果に加え、本調査を通じて特徴的だ

築していく方法が取られる点、そしてホワイトカラー

った点が 2 つある。ひとつは女性マネジャーの中に芽

の女性、特に事務で入社した女性達にはその機会が最

生えた、長年かけて培われた会社に対する信頼関係・

近までは閉ざされていた点を示唆し、それを埋めるべ

愛着心と、それによって働く会社への求心力の強さで

く個人の責任において努力がなされていることがうか

ある。そこには、経済的インセンティブ、自己実現な

がえる。

どでは説明しきれない個人と会社の密接な関係が見出
せる。例えば、A 社は 1990 年代のバブル崩壊以降企

（7）現状維持に対するモチベーション
以上のように、キャリア形成の過程で起こる様々な

業業績が落ち込み、調査当時すでに 2 年半賞与が出て
いないという厳しい状況にあった。その状況下でも退

事柄に対し、女性達が前向きに対処をしてきた姿は印

職に至らなかった心情について、3 名のマネジャーは、

象的である。しかし、8 名の女性マネジャーを組織に

会社と、一緒に働く人たちに対する愛着を挙げる。例

引きつけ、留めていたのは彼女達の忍耐、向上心や努

えば M1 はこう語る。

力だけではない。待遇や処遇に性差が見られた A 社 C
社のマネジャー達の発言からは、むしろリスクを取ら

質問：でもこう実績を積み重ねられていても、状

ず現状維持することが結局自己の利益になり、結果と

況が悪くなったりっていうことありますよね。伺

して彼女達の長期勤務を可能にした点は興味深い。
そのひとつは、大企業に勤務することのメリットで

っているんですけれども、随分ボーナスが出なか
った時があって、でもそれでも続けてらっしゃる

ある。男性に比べて不利であるとはいえ、大企業の待

っていうのは……。

遇は他の中小企業に比べて概して良い。A 社の M1 は

M1：人間なんですよね。人間ですね、だからその、

高卒で勤め始め、高校時代の同級生と早い時期に結婚

自分が辞めるのは簡単じゃないですか。諦めるの

し子供をもうけた。二人が若くして結婚し家庭を築く

も簡単だし。そういうのは良くわかっているんで

にあたって安定した企業に勤めるのは必須であった。

すけれども、一緒に頑張って来た仲間っていうの

また、同じく A 社の M3 は、解消されない男女差にフ

がいて、で、その男性とか特にそうなんですけれ

ラストレーションを持って一時転職を考えるも、就職

ども、やっぱり家族を支えていて、一生懸命やら

雑誌などでその他の企業の待遇を調べ、転職しても待

なくちゃいけないというそういう、責任が背中に

遇が下がる可能性があることを知り、転職を踏みとど

のしかかるじゃないですか。それを良く見ていて、

まる。C 社の M8 はひとりで娘を育てているが、母子

じゃあ私なんか関係ないから

ってね、そこで

家庭の平均収入が全世帯の平均収入の半分にも満たな

辞めて楽な方に行くっていうのは何か虫が好かな

い現実を考えると（Ezawa and Fujiwara, 2003, 28）、

い、許せないっていう。で、ここを踏ん張って、

将来的なことを考えても大企業の管理職を辞めるとい

さあ良くなった、じゃあ私はさよならっていうほ

118

うが、格好良いっていうのはおかしいですけれど

くなりシステマティックに運営されているように見え

も、責任を果たしたって思えるから。例えばその

ても、最終的に人を育て動かす（職務の分配・教育・

こうなったのだって会社の責任かもしれないです

評価・異動・昇進など）のは上司にかかっているとい

けれども、やっぱりどっかにはちょっとは責任は

うことである。

あるかもしれないじゃないですか。

そして偶発性を考えた時、それらの出来事が発生し

質問：社員ひとりひとりのところに。

たタイミングも非常に重要であった。キャリアの形成

M1：それを考えると、恩を仇で返すじゃないで

において

すけれども、私は子供を育てるのにね、お金を頂

のであるが、 もし

もし

ということは想像でしかあり得ない
このタイミングで人事異動が起

いていたんで、ここで切り捨てるのはね。まあど

こらなかったら、 もし

っかで会社が好きなのかもしれないですけれど

人事・上司・先輩・同僚がいなかったら、 もし

も、それはできなかった。辛かったですけれども

職を決意する前にチャンスが訪れなかったら、と、偶

ね、辛い時期も結構ありましたけれどもね。ただ

発の事柄とその事柄が起こったタイミングは、個人の

それで割り切れるもんじゃなかった。

キャリア形成において無視できない事柄と思われる。

このように、彼女達は入社以来接してきた人々との交
流が彼女達の職業人生の中で大変大きい点を指摘す
る。C 社の女性達からは会社に対する愛着は見いだせ
なかったが、自分が一緒に働いてきた上司や同僚達と
の結びつきは大切な点だと述べていた。B 社において

自分をサポートしてくれる
退

Ⅴ . 女性の長期勤続と企業組織内
キャリア形成
前節では女性管理職のキャリア形成の語りから引き

は、会社の理念や業務内容に強い求心力があることが

出された特徴的な項目を概観した。事例からは、1）

うかがえた。あるマネジャーは、キャリア形成にあた

企業が社員に対して与える機会、2）組織において女

って、トップ・マネジメントへの信頼や、「会社が自

性の勤続と活用を促進するジェンダー規範や価値観、

分のキャリアを作ってくれた」という心理的愛着を挙

3）女性自身がモチベーションを維持し続けることが、

げた。

女性達の長期勤続を実現させるうえで重要な要素とな
ることが概観できる。これらの点において、女性に機

（9）キャリア形成において“幸運”が果たした役割

会を与え女性活用を推進する B 社と一貫して職業キャ

もうひとつの特徴的な点は、女性マネジャーの全員

リア形成へのモチベーションが高いそこに勤務する女

が「自分はラッキーだった」と語ったことである。社

性管理職達と、A 社・C 社の人事施策と女性達の経験

会科学の調査において偶発性をそのままの意で解釈に

には様々な点で大きな隔たりがあった。しかしながら、

組み込むことは難しいが、全員がそう述べることに、

現時点では調査対象の女性達はいずれも 40 歳代中盤

企業組織でのキャリアを考えた際に無視できない要素

を超え、自分自身の職業キャリアと現在の状況に誇り

があると考える。そこで何が彼女達にとって偶発的で

を持つ管理職として勤務を継続している。

キャリア形成を助けたものかを分析してみると、1）

日本企業における終身雇用制度の変化の兆しについ

自分のキャリア形成を支援してくれた上司の存在、2）

ては近年議論されているとはいえ、今回調査の対象と

自分に目をつけて異動のチャンスを与えてくれた上

なった女性達はいずれも勤続が 20 年を超え、女性達

司・人事、3）仕事に行き詰った時に

拾ってくれた

の経験から、その勤続の長さが、日本企業組織でキャ

部署 （別の部署への異動）、4）別の部署ではあるが

リアを築いていくうえで大変重要であったことは疑い

社内で支援をしてくれた先輩、など、制度などで明文

の余地がないと思われる。そこで、女性マネジャー達

化されていない、個々の人間に依るところである。絶

の長期勤続を可能にした要素について以下項目を中心

えず変化をしている企業業績、組織構成や企業方針や、

に更に分析を進めていく：1）モチベーションの転機；

専門職として特定の部署に特定の職務で入社すること

2）伝統的ジェンダー規範の許容と適合；3）転職リス

が少ない日本の組織は、キャリア形成という観点から

クの回避と長期的視野をベースとした同一企業内での

すると不確定要素が多く、個人のコントロールが及ば

キャリア形成；4）更なる考察。

ない事柄が多い可能性がある。
この偶発性によるキャリア形成の展開については、

（1）モチベーションの転機

被調査者全員が述べることであるが、A 社・C 社にお

女性自身の同一組織内での継続就業のモチベーショ

いては特に女性である彼女達にチャンスを与えてくれ

ンの変化は、A 社・C 社の女性達により明確に見られ

た上司・人事の存在が見てとれる。いかに組織が大き

るものだった。例えば A 社の M1、M2、C 社の M7、
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M8 は以下のように語る。

ていくというか、組織運営するというのが初めて
のことだったんだけど。自分の店ってひとつだけ

質問：あの、お入りになる時にどのくらい勤めた

だったんだけど、色んな店に色んな人がいて、店

いとか、そういう希望というのは持っていらっし

に即したことをやっているというか、自分達でや

ゃいましたか？例えば 2 − 3 年勤めたら辞めるの

っていたことが同じように他の店でやっているん

かな、とか……。

ではなくて、店によって違うことをやっていると

M1：入ったばかりの時にはあまりにも先輩が意

いうのを気がついたというか知ったっていうのか

地悪で？

な。でそこで色んな窓口の人というかカスタマー・

質問：え？

サービスの人たちがいて、そこで本当に献身的に

M1：ずっごい先輩が意地悪で、その当時、仕事、

一生懸命やっている人たち、自分と同じように一

部下がいると自分の仕事が無くなっちゃうのを嫌

生懸命やっている人たちが

あ、こんなにいっぱ

うらしく、教えてくれないんですよ。半年くらい

いいたんだ っていうところに気がついたのかな。

は辛かったですね。結構その頃の先輩達はたちが

で、そこで何か更にモチベーションが上がって、

悪かったです。

ある資格試験、今国家試験になったんだけど、そ

質問：それはやっぱり事務の先輩の方で？

こで出してる資格の 1 級という試験を受けようと

M1：そうそう、あのシスターみたいに、1 人の

思って、A 社ではまだ誰も取っている人がいなく

人に 1 人ついてくれるんです。その先輩が悪いの

て、それを受けて合格したのが。こういうのがあ

にあたってしまって。……で、2 人、私達同期で

るというのはみんな知っていて、みんな 2 級まで

入ったんですけれども、2 人共泣かされてしまい、

は取っていたんだけど、1 級はさすがに難しくて。

2 人でいつもこう帰りに泣きながら。 でも人事
の人が 3 年勤めなきゃ元が取れないって言ってた

質問：就職活動はどのようにされましたか？また

よね

質問：3 年勤めないと元が取れないのは会社側で

C 社にお入りになりましたのはどうしてですか？
M8：いくつか同業他社をまわりましたが、C 社

……。

しか採ってくれなかったので。（同業他社）はあ

M1： だからそこまでは我慢しよう って、二
人で頑張って。でも 10 年間で私は色々なところ

まりに人が多くていやだと思いました。内定は 4

と言いながらやってたんです。

年生の夏位に決まりました。

をやらされて、で、途中で先輩達が転勤をしてし

質問：その時自分ではどの位勤務すると思ってい

まったので、1 人で全部まわすことができちゃっ

ましたか？

たんですね。3 年目か 4 年目位には全ての業務を

M8：面接で聞かれていなかったから、特に言い

もうほとんど知っちゃった感じなんですよ。自分

ませんでしたが、紹介してくださった方の顔もあ

でまわせちゃったっていうか、指示できちゃった

ったので、すぐ辞めるのは失礼だな、と思いまし

んで、その頃から妙に面白くなっちゃって（笑）。

た。3 年から 5 年位かな、と思っていました。また、

なんか自分が仕切っちゃっているような、なんか

当時お付き合いしていた方がいたので、まあそん

変な誤解しちゃうんですよね。それで結構やるよ

なものかな、と思いました。

うになって、そこで結婚したんですね。 5 年目く

質問：最初は強い意識がなかったと思いますが、

らいの時に結婚しちゃってるんで。

今は課長さんとして活躍されていらっしゃいま

質問：そうですね、先程 23 歳とおっしゃったん

す。何がモチベーションになったのでしょうか？

で、5 年目……。

M8：仕事をはじめてみたらとても楽しかったん

M1：5 年で結婚しちゃったんで。結婚した頃は 1

ですね。大学時代からのお付き合いの方とは遠距

人でバリバリやっちゃってましたね。先輩も押し

離だったので、辞めて結婚するという話もありま

のけて、動かない先輩を押しのけて自分で仕事を

したが、もう少し働きたいなと思いました。

しちゃう。

質問：仕事はどのようなことをされていらっしゃ
いましたか？

M2：えーっとね、94 年まででしょ、94 年の時に

M8：新しい仕事で。初めてネットワークを作っ

社内のカスタマー・サービスのコンテストで優勝

ていく、今までなかったことをやっていけました。

したのね。で、それがきっかけでカスタマー・

とても面白くて。いつの間にかリーダーになって

サービスの指導チームに異動したのね。で、そこ

いったという感じです。

でまあ全国行脚して指導と言う仕事を初めて伝え
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質問：短大に入られて二年間で割とすぐに就職活
動があったと思いますが、その当時自分で就職に

（2）伝統的ジェンダー規範の許容と適合
組織での長期勤続を実現させる、本調査から見出さ

対する志望はありましたか？

れたもうひとつのポイントは、伝統的ジェンダー規範

M7：普通にどこか企業に入って、OL になるん

の許容とそれに対する適合である。B 社を除く 2 社で

だーみたいな感じです。ここまで長く働くことも

は、形は違うものの、雇用管理や社員の意識の中にジ

全く考えていなかったです。

ェンダーに関する伝統的規範が残っていた（A 社は過

質問：結局ここまで働いてご活躍されているの

去明確な性別雇用管理が実施されており、C 社では制

は？何か意識が変わられたことはありますか？

度的には性別に対して中立ではあるものの、慣行とし

M7：短大で就職した段階では周りもみんなそう

て性差がまだ存在していた）。前項 （3）昇進・処遇

でしたし、そういう感じで就職しました。当時は

における性差でも事例を紹介したが、今回調査対象と

結婚したら辞めるのが普通で、私も 4 − 5 年した

なった女性管理職達は、処遇に対するジェンダー差を

ら辞めるのかなあ、という感じでした。働いてい

受け入れながら、表立って対立することなく、組織で

るうちに責任感が芽生えたのと、職場の先輩、と

の日々を送っていた。

ても仕事ができる方がいるのですが、その人にず

彼女達の現在の勤続年数を考えるとそれは非常に

っとついていってかなり影響を受けました。

長い期間であり、同時に非常に悲しい現実でもある。

このようなモチベーションの変化を示す発言は、A 社

しかしそれは、上野千鶴子氏が 2006 年に The Japan
Times のインタビューで語るように、現在の日本社会
の実情である（Prideaux, Eric, 2006 より。筆者訳）。

C 社の女性達からは幾度となく発せられた。彼女達の
モチベーションの最も早い転機は、入社比較的早い時
期（3 年から 5 年くらい）に現れている。腰かけのつ

Ueno：……日本の社会では、一見中立的で性差

もりで勤め始めたり、あるマネジャーは「入社の初日

別的で無い慣行やシステムは良く見受けられま

から辞めたかった」という程低いモチベーションであ

す。でもひとたびそのような伝統やシステムの中

ったにも関わらず、仕事の楽しみを発見したり、そし

に入ってみると、それらは女性に対して非常に性

て自分が業務を全うできる自己効力感と責任感や、組

差別的に働くのです。

織に属すロールモデルとなる先輩の存在は、仕事を続

例えば、もしあなたの会社があなたに長時間働

けていくにあたって非常に大きなものであったと思わ

くように要請したとしたら、それは中立的なよう

れる。

に見えるかもしれません。でももしあなたに家族

モチベーションについてはすでに多くの研究が

があったら、会社では生き残れないでしょう。そ

な さ れ て い る が、Schein が 要 約 す る（Schein, 1980,

ういう慣行や伝統が、女性にとって障碍となるの

50-72）、1）合理的経済仮説；2）社会的要求仮説（自

です……。

己が属する社会に受け入れられ、人々から好まれた

質問：どのような解決策があると思われますか ?

いという要求）；3）自己実現仮説（高いレベルの業

Ueno：私の場合は―そして私の同僚や生徒達

績 を 達 成 し た り、 創 造 性 を 発 揮 し た り す る こ と に

にも伝えていますが―もしそんな障碍に遭遇し

よ り 得 ら れ る 内 発 的 報 酬 へ の 機 会（ 達 成 感 と 自 己

た時に抵抗していたら、燃え尽きてしまいますよ。

のキャパシティを使用することにより得られる満足））

まずは自分が何を求めているのかを一番に考える

のモチベーションの中で、3）の自己実現仮説が、女

べきです。私たちには限られたエネルギーと時間

性達のモチベーションを大きく変え、勤続を続けるに

しかないのですから、先ずは別の方法を探して、

あたり大きな役割を果たしていることがうかがえる。

できることから始めたほうが良いと思います。そ

また、ロールモデルの重要性ついては近年注目を集

れが女性にとっての生き残り術です。もし自分の

め、多くの企業でメンター制度を設けるなどの取り組

人生を台無しにしてしまったら、そのコストは大

みが行われている。本調査の対象となった女性達が

きすぎます。

キャリアの形成を始めた 1980 年代は、まだ現在のよ
うに女性のキャリアについての社会の注目も高くな

本調査の女性達とのインタビューからも、上野氏が

く、彼女達は自分達の行く先がどの方向に向いている

語るようなストラテジーを、組織の他の人々の経験や

のか、まだ定かでなかったことが推察できる。そのよ

自分自身の経験を通して身につけていった様子がうか

うな中、同じ女性で自分の先をいく、 仕事のできる

がえた。女性活用プロジェクトに属する M2 が現在で

先輩がいたことは、大きな励みになったことと思われ

も

る。

ティ

女性

という言葉を敢えて出さずに

ダイバーシ

という言葉を使うように、日本の企業社会に現
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存するジェンダー規範を許容しながら、組織の人々が

しかし早急な結論を出さなかったからと言って、女

受け入れられるような形で適合していくことは、そこ

性達の全てが転職を考えなかった訳では勿論無い。

でキャリアを築くことを目指している女性にとっては

M7 の場合は、自分のキャリアの行く先が明確になっ

必要な姿勢であり行動であったといえるのではないだ

ていない時、転職を考えた。

ろうか。
質問：仕事に対する意欲、意識が特に変化した時
（3）転 職リスクの回避と長期的視野をベースとした
同一企業内でのキャリア形成

というのは？

M7：昇進したタイミング、出向した時点ですね。

上記（2）の点にも関連するが、同一企業内でのキ

前向きになりました。色々お給料の面で不満はあ

ャリア形成を長期的視野でとらえることは、長期勤続

りましたが、頑張ろうと思ったんですね。それ以

を続けるうえで重要なポイントであった。

前、会社を辞めようかな、と思った時期があって、

例として、昇進や給与といった処遇の男女差に対し

土日に学校に通っていました。29 歳から 30 歳。

て即座に反応して配置転換を希望する、転職を考える、

フラワーデザイナーの資格を取って、何となくこ

といった姿勢や行動は、今回調査対象者となった女性

のまま働いていてもお給料は上がらないし。ただ、

達からは見出されなかった。

いざどうしようという時に自分の部署が忙しくな

自分が組織で活用されていない、自分が正当に処遇

って。その頃申請システムが紙から電子化されて。

されていない、と感じた時、女性管理職達の多くは、

転職しようかなと思っていた時、集約する際導入

組織の外での活動や自己啓発に励んでいた。この点に

にあたっていた事業所で、担当者が準備で忙しく

ついては、B 社に勤務する女性達も同様で、キャリア

なったんですね。その時学校が終わってどうしよ

における

うか、と思いましたが、結局悩みに悩んで。でも「今

停滞

時期について以下のように述べてい

る。

辞められては困る」と引き止められて、これが正
直嬉しかったんですね。引き止められたのは上司

質問：ではあの、その時から、また後で伺います

の方で。その後まあ昇進して、モチベーションが

が、今まで一貫してモチベーションは高く続けて

低下していたのが上向きになりました。現在の管

いらっしゃいましたか？

理する仕事になって。

M5：あのですね、…. その後管理職になる年とほ
ぼ一緒の年に総務の仕事になったんですね。会社

M7 のケースは、転職を考えたタイミングで業務多

の中で組織が、組織のマネジメントが拡散したり

忙になり、同時に組織から必要とされたことにモチベ

中央集権的になったりとか、その時期の丁度狭間

ーションを上げている。M2 の場合は、出向していた

に入って、自分自身の存在意義ですとか、会社の

際になかなか業務の責任も与えられず転職を考え、あ

存在意義ですとか、組織に対して懐疑的になった

る企業に実際応募、採用の一歩手前までいく。ここで

時はあります。が、その時は、後で出てくると思

転職をしていたとしたら M2 のキャリアは全く違う方

うんですけれど、その時は地域に長くいましたし、

向に向かっていたかもしれず、個人のキャリアとして

総務という仕事をしていましたから、外に目が向

みた時に、キャリアの新たなステージへのチャンスを

いた時期なんですね。で、えっと、社内でどうあ

狭めてしまったという解釈も勿論できる。逆に、現在

るかとういうよりも、外から見て B 社がどう見え

の組織に残っていたからこそ、その後すぐに本社に呼

るかというように意識が向いた、というか、そっ

び戻され、さまざまな新たな業務にチャレンジする機

ちの方に変えていったんで、あの、モチベーショ

会も与えられている。現時点で本人が自己のキャリ

ンがいつも高かったかと言われるとそうでもない

ア形成に納得し満足しているかという点については、

んですが、自分でそういう風にしてきました。

M2 においては、大きく満足している様が聞き取りか
らうかがえた。

M5 は総務という立場から、組織の外部に積極的に

しかし全体的に見てみると、対象の女性マネジャー

目を向け、地域の他の企業や組織とのコミュニケーシ

達が一つの組織に長期勤続をしていた背景には、彼女

ョンを広げることに自分の活動の方向を向け、モチベ

達が大企業に勤務しており、たとえ A 社 C 社に見られ

ーションを保っていた。また、M2 や M4 においても、

るように処遇や昇進で性差があったとしても、前項の

組織での業務責任が減少してしまった時、そのために

（7）現状維持に対するモチベーションからもうかがえ

自由になった時間を使い、外部のセミナーなどに積極

るように、日本社会において相対的に良い労働環境と

的に参加をしていた。

待遇（例：給与額、近年になっての育児休業の取得な
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ど）が得られる点が推測できる。そして、企業特有の

企業と英国企業の比較調査においても、日本企業に

技術・能力形成（少なくとも本人達はそう認識してい

おける従業員とその家族の企業に対する愛着心の強

る）と人間関係がビジネスを進めるうえで重要な要素

さを指摘している（Dore, 1973）。馬場が指摘するよ

であると全員が述べ、転職をして新たな環境に移るこ

うに、Herzberg（1959）の衛生 / 動機付け要因の中で

とを躊躇する大きな要因と見受けらえた。結果的に、

（Herzberg et al, 1959）、日本に限っては対人関係が衛

彼女達は転職により引き受けなくてはならないリスク

生要因では無く非常に大切な動機付け要因であるとい

より、現在の環境において長期的視野でキャリアを築

う説に符号しており（馬場、1996、47）、このような

く道を取ったとも考えられる。

企業に対する愛着が女性マネジャー達の中にも醸成さ
れ、企業に留まる要素となっている点は非常に興味深
い。しかし同時に、情緒的結び付きや個人の組織への

（4）更なる考察
以上の女性の長期勤続と企業組織内キャリア形成を

コミットメントは、企業の従業員定着の施策としての

可能にした要素に加え、本調査を通じて特徴的であっ

効果を表し、個々人がひとつの企業に長期的に勤続す

た点について以下付け加える。

る大きな要素とはなるものの、実際は社員の企業への

第一に、家庭責任と職業のバランスである。前項

無償の奉仕につながり、キャリアの可能性を狭めるこ

（4）仕事と私生活のバランスで概観されたように、現

とも考えられる。日本企業におけるこのようなコミッ

在子供を持つ 3 名の女性管理職は、子育ての経験をマ

トメントや情緒的結び付きについては理解のうえで本

イナス要素とは捉えず、人生の中の仕事以外の生活に

調査を始めたが、対象の女性達が語る言葉からは、そ

おける大切な部分で、時に仕事のモチベーションとし

の予備知識や予想をはるかに超えた度合いで、組織に

てとらえている。M1、M5 の両者は、育児休業など

対する

の施策が整っていない時期に奮闘しながら子育てをし

愛着

がうかがえた。

第三は、事例から見出された

幸運

タイミング

という女性達
の重要性であ

ているが、二人とも当時の所属長のサポートがあり継

が表すイベントとその

続勤務が可能になった点からして、子供を育てながら

る。上司や人事からのサポートが良いタイミングで行

仕事をすることに関する周囲の理解があったことがう

わなければ、女性達はその組織での勤務を諦め、転職

かがえる。また、M8 も整った休業取得や所属組織の

の可能性を考えていたかもしれない。キャリアを形成

理解に加え、実家の母の手伝いなどもあり、多くのサ

する際、自律的に目標を定めながら努力することは重

ポートを得ながら子育てと仕事を両立していることが

要であると思われるが、女性達の経験からは、むし

推察される。前述のように、子育てにより就業を諦め

ろ

ざるを得なかった女性達が労働市場から撤退してしま

なる様々なイベントが発生している様子が語られた。

っていることを考慮すると、現在職業キャリアでもあ

Roth（1983, 256）が指摘するように、キャリア形成

る一定の成功を収め、加えて子育ても順調に（本人達

は自己の計画や予定のみならず、組織や組織内の別の

の認識として）終えようとしている、もしくは進行し

人々と構成員の計画や予定とも密接に関係する、相互

ている女性達が、他の働く多くの女性と同様の状況に

依存的なプロセスである。従って、自らを取り巻く様々

あるとは言い難いかもしれない。また、M1、M5 の

な出来事が好ましいタイミングで発生した時、女性達

子供たちが小さい頃の生活パターンを聞くと、時間的

にとってプラスに働くキャリア形成の機会が与えられ

に非常に限られている中で、子育てと仕事をこなして

るのであろう。

おり、その為に昇進が遅れたなど、決してポジティブ

偶然にも 、また

幸運にも 、キャリアの転機と

以上、日本の大企業においてマネジメントの中枢に

なことばかりではない様子が概観されたが、自己に満

進出した女性達の特徴について、8 名の女性管理職の

足し達成感を抱いている現在から過去を振り返ってみ

事例から分析を進めてきた。B 社では女性社員の数も

ると、そのようなマイナス要因も払しょくされ、良き

多く、女性活用の人事施策を早い段階から進め、実際

思い出として新たに記憶されている点は興味深い。

に多くの女性が管理職として活躍している。女性自身

第二に、本研究を通して意外な発見であったのが、
（8）組織と人に対する情緒的愛着で記された、女性

も入職時の厳しい雇用環境にも関わらず、職業キャリ
ア形成のモチベーションを高く保持していた。B 社の

達が所属する組織に対して持つ特別の感情である。

ように企業側も女性側も雇用の過程における性差が少

Mathews は日本社会においては、グループに対する

ないケースは、日本企業の中ではまだ少なく、多くの

コミットメント（即ち

企業が、A 社や C 社のような状況にあると考えられる。

一体感 ）と自己実現の異な

る目的がひとつとなり、グループとの一体感を保持す

その中で特に A 社 C 社の女性達が管理職まで昇進し

ることが過去においては自己実現そのものであった

た大きな要素は、伝統的ジェンダー規範や処遇の男女

ことを指摘し（Mathews, 1996, 17-26）、Dore の日本

差なども許容しながら、与えられた環境の中で長期的
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視野を持ってキャリアを築くことであった。このよう

本調査を開始した際に、 そんな組織に居残ったか

に要約すると、その様子は特徴もなく、むしろ様々な

ら昇進できた女性のことを調べて一体何がわかるの

文献で語られる、企業社会でキャリアを築く男性社員

か

のそれと類似しているようにも思われる。その意味で、

軌跡をたどると、それぞれの女性達が様々な経験をし、

本研究でとりあげられた女性マネジャー達、特にA 社・
C 社の女性達は、組織内部のジェンダー関係を変更す

その広がりは決して他者と比べて優劣をつけられるも

ることなく、あくまでも男性主体の企業中心社会の構

ずチャンスが来るのを待っていたわけではなく、長い

造の上部に達しており、他の多くの女性達からみると

年月、色々な経験をして能力や技術を磨いてきた。前

やはり例外的な存在なのかもしれない。大沢が指摘す

述のように、女性達にロールモデルとなる先輩がいる

るように（1993）、長期勤続を前提とした、大企業を

ことは後続の女性達にとって非常に意味のあることで

頂点とする企業中心社会の構造はいまだに大きく変わ

あり、その意味で現在管理職に就いている彼女達が、

っておらず、人々のキャリア形成に大きな影響を与え

キャリアの道筋を長い期間をかけて作ってきたことは

ていることがうかがえる。

決して無駄ではないであろう。そして何より、もし 組

では、日本のビジネスを取り巻く環境やジェンダー

との指摘を受けた。しかし、個々人のキャリアの

のではないと感じられた。また、彼女達はただ何もせ

織にいるだけで昇進できる

という日本組織に対する

関係が変化し、女性が活き活きと職業の分野で活躍で

認識があるとすれば、その点について事例を基に様々

きる社会が近い将来形成されるのだろうか。本研究か

な角度から分析をすることは、将来的により多くの

ら二つの可能性が見いだせるのではないだろうか。ひ

人々が職業キャリアを築いていける組織作りに役立つ

とつは B 社とその女性達の事例にみられるように、当

のではないだろうか。

初の導入の事由いかんに関わらず、ひとたび定着した

実地調査が終了した後、新たに昇進した M2 が新職

女性活用の施策と企業文化は、その企業に根付いてい

務や自分のこれまでのキャリアについての数ページに

くという点である。日本では男女雇用機会均等法の施

及ぶレポートを送ってくれた。その中で彼女はこう語

行以降、男女共同参画局の設立と男女共同参画社会基

る：

本法の制定、育児休業や介護休暇の充実、ポジティ
ブ・アクションやワーク・ライフ・バランスの推進な

……。谷が深ければ深いほど、山は高い、とある

ど、様々な施策が実施されている。女性が正規社員と

研究所の所長が言ってましたが、私は、谷の深さ

して勤務することにマイナスの影響を与えかねない年

を余り人には語りませんでしたが、言葉にだせな

金・税制度についても検討が行われている。これら個々

いほどの「怒り」が私の中にありました。

の取り組みが、将来的には社会の変化への基礎となる

部署によって人への見かたが変わる人達への怒

ことが期待される。もうひとつは、逆境に置かれたが

り……本来は上司としてマネージメントしなけれ

故に実現されたパラダイムの変換と、競争力の強さで

ばならないことを私に押しつけて楽をし、称賛も

ある。本調査から、機会がほとんど無い中で仕事を見

しなかった上司への怒り、制度が変わって平等に

つけた女性達や不遇の時期を乗り越えてきた女性達に

チャンスを与えることが出来るはずなのに、声す

は、キャリアを築いてきたという自負と強さが感じら

らもかけず、後で言ったら連休だった、間に合わ

れた。また、B 社や近年に入ってからの A 社は、やむ

なかったとその気もなかったくせにごまかす上司

にやまれずに女性活用を強いられてきたが、それゆえ

への怒り。

に新たなマネジメントの方法を生み出し、それが現在
では組織の強みとなっている。社会の中の様々な構造
が変化し、企業・女性という主体がそれぞれの分野で
力をつけることにより、女性が男性同様に活躍できる
ビジネス環境・社会の創造は決して実現不可能ではな
いのではないだろうか。

これが怒りだったんだと今改めて認識できま
す。
この怒りを私は、外に向けての活動に転換して
いきました。
（中略）
しかし、独立するには、まだまだ、会社の雲行
きが怪しくなればなるほど、私にはやり甲斐のあ

Ⅵ . おわりに

る場になっていくのが不思議ですよね。
彼女のレポートには、会社に対する怒りと愛着、期待、

以上、8 名の女性管理職達の事例を中心に、日本の

自分の仕事への失望と意気込みなど、様々な感情が織

大企業で管理職に達した女性の特性について分析を行

り込まれていた。また、企業外でも通用するようなス

った。

キルを見つけるべく努力してきた彼女であるが、それ
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でもできることなら、やはり自分が勤めてきた愛着の

被ることなく働けるような社会・ビジネス環境・企業

ある会社で活躍したいという思いが強く伝わってきた。

風土が整うことは、社会全体にとっても重要だと思わ

多くの女性達が彼女のように複雑な心境を抱えなが

れる。

ら、それでも自分の成長や自分の存在意義に希望を持

今回は女性が対象となったが、企業での女性社員の

ち、ひとつの組織で長く勤続を続けていると思われ

活躍の例を分析するということは、実はそれ以外の

る。女性の人生の選択肢は様々である。今回調査に協

様々なグループの人達―男性社員、パートタイマー、

力してくださった女性管理職の方達全てが、個人の選

外国人、障碍を持つ人々など―についても考えるヒ

択の何が正しく、正しくない、また、どの選択がその

ントを与えてくれる。今後更に事例の蓄積を進め、企

他よりも優れているというようなことは決して無いと

業と働く人々の共存、そして人々が活き活きと働ける

語る。しかし、能力を持ち仕事と自分の成長に喜びを

マネジメント施策を探求していく必要を痛感する。

見出し努力する女性達が、少しでも性差による不利を
付録

資料：インタビュー内容の概要
お忙しいところ調査にご協力頂きまして、まことにありがとうございます。
インタビューでは貴殿のキャリア形成の過程を、以下の内容を中心にお差支えの無い範囲でお伺いする予定です。
インタビューでお目にかかります前にお目を通して頂けましたら幸いです。
1．ご家族からの影響などについてお伺いします。
1） ご家族はどのような構成でしたでしょうか。
2） お父様・お母様のご職業はどのようなものでしたでしょうか。
3） キャリアの選択につきまして、ご家族から影響をお受けになった点などありますでしょうか。あるとしまし
たらどなたから、またどのような事柄でしょうか。
2．就職をされる前の状況についてお伺いします。
1） 最終にご卒業された学校では主に何を専攻なさいましたか。
2） 就職活動に際してどのような志望・目標を持っていましたか。
3） 将来の職業形成の為に研修などを受ける、もしくは自己開発をされましたか。
4） 就職をされる以前の期間で、キャリアの選択につきまして影響を受けた先生・友人・社会での出来事などあ
りますでしょうか。あるとしましたらどのような人物・事柄でしょうか。
3．就職をされた時の状況についてお伺いします。
1） 現在の会社を就職先として選ばれた理由は何ですか。
2） 就職前に持っていた志望・目標に沿っていますか。
3） 採用された際は、職種・担当する業務・勤務地などは決まっていましたか。またそれらを選ばれた理由は何
ですか。
4．貴社での経歴をお伺いします。
1） 配属・異動・昇進・昇格などの経歴と、そちらで担当されていた業務の概要をお教えください。
2） それぞれの変化の中で、仕事に対する意欲が変化した時はありますでしょうか。
3） 会社の中で受けた教育・訓練はどのようなものがありましたか。またその中で特に役に立ったと思われるも
のはありますか。
4） 職業生活の中で、自信や誇り、達成感を抱いた仕事はありますか。どのような仕事でしょうか。
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5） また障碍や問題と感じたことはありますか。それらをどのように乗り越え、対処されたでしょうか。
6） 仕事をするうえで一番大切にしていたこと、また現在大切にしていることは何でしょうか。
7） 管理職として仕事を進めるうえで、どのような点が重要だと思われますか。
8） 今までの貴社での勤務期間を通じて、人事管理制度やそれに関わる会社方針の変更などはありましたか。ま
たそれらは仕事内容や考え方に影響を与えましたか。
9） 貴社での仕事を通じ、キャリアの選択について影響を受けた上司・先輩・同僚の方や、支援を受けた方々は
いらっしゃいますか。
10）仕事を通じて、キャリアの選択にあたり重要な転機となる出来事はありましたでしょうか。またそれらはど
のような事柄ですか。
11）ご自身のこれまでの仕事の経験を振り返り、“こうあればよかった”と思うことはありますか。
5．会社以外での個人的な事柄についてお伺いします。
1） 入社以来、仕事以外で重要な転機となる個人的な出来事はありましたか。どのような事柄でしょうか。また、
それらはキャリアの選択についてどのような影響を与えたでしょうか。
2） 会社以外の人間関係の中で、仕事や人生において影響を受けた方々はいらっしゃいますか。
3） 会社での仕事以外で打ち込んでいらっしゃる活動などはありますか。
4） 個人の生活・家庭生活と仕事との選択・調和はどのようにはかられてきましたか。
6．人生と仕事について
1） 人生の中で大切にしている事柄・信条などはありますか。
2） 仕事とは人生の中でどのような意味・ウエイトを持っているでしょうか。
3） また、個人生活や職業生活での重要な出来事や年齢によって、仕事に対する考え方は変化してきたでしょう
か。
4） これまでの職業生活・経験をどのようにご自身で評価されるでしょうか。
5） 今後のキャリアの展望・人生の目標などありましたらお教えください。
7．後進の女性の方たちへのアドバイスがありましたらお聞かせください。
8．その他、キャリア形成の過程で影響を及ぼしたこと、お考えになる点などありましたらお教えください。
以上
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註

1 本稿は、Kuniko Ishiguro（2008）
, Generating Equal Employment
Opportunities: Work and Life of Female Managers in Japanese
Companies, unpublished PhD Thesis, University of Shefﬁeld で
使用されたデータと分析の一部を使用・改訂して再構成され
た。当該博士論文は、主に事例対象企業の人事管理制度の変
遷のデータと、事例対象女性管理職のキャリア形成の過程に関
するデータの 2 種類を中心に分析されている。事例対象企業の
人事管理制度の変遷については、Ishiguro（2011）に要約され掲
載。また、当該博士論文を基に以下の学会発表がされている：
『女性管理職のキャリア形成：ライフ・ヒストリー・アプロー
チを用いた事例からの考察』
（産業組織心理学会、2010 年 9 月）
、
“A study of Female managersʼ Career Development: The Cases

of Three Japanese companies”（British Sociological Association、
。
2011 年 4 月）

2 一般労働者の役職計では女性の所定内賃金月額は男性のそれの
77.3% となる。
。
3 以下、賃金構造統計基本調査より算出したデータ（2010 年）
男性の所定内賃金に対する女性の所定内賃金の割合：従業員

100 人以上の企業、部長クラス 89.2%、課長クラス 83.0%、従
業員 1,000 人以上の企業、部長クラス 91.3%、課長クラス 84.0%。
役職に占める女性の割合：従業員 100 人以上の企業、部長クラ
ス 4.9%、課長クラス 7.2%、従業員 1,000 人以上の企業、部長ク
ラス 2.6%、課長クラス 4.6%。

4 各被調査者とのフォーマルなインタビューの回数と総時間数は
以下の通り。M1：1 回 3 時間、M2：4 回 9 時間、M3：3 回 5 時間、

M4：3 回 5 時 間、M5：3 回 6.5 時 間、M6：3 回 6 時 間、M7：3
回 4 時間、M8：4 回 7.5 時間。インタビューに用いられた場所
は、被調査者の勤務先会議室、本稿の執筆者研究室、都内喫
茶店、レストランなど。パイロットインタビューを含めたイン
タビ ュー の 詳 細 は Kuniko Ishiguro（2008）
, Generating Equal

Employment Opportunities: Work and Life of Female Managers
in Japanese Companies, unpublished PhD Thesis, University of
Shefﬁeld 中 の Appendix 1 Interviewee（P. 394-399） 参 照。 イ
ンタビュー・トランスクリプトのサンプルは同論文 Appendix 5:

Samples of Interviews（P. 413-435）に掲載。
5 各被験者のキャリア・ヒストリーは、同上論文の Appendix 2:
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Career History of Female Managers（P. 400-407）に掲載。
6 同上論文の P. 259-267.
7 詳細は Ishiguro（2011） 参照。
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