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女性のさらなる社会進出や活用促進と
いうテーマは日本だけにとどまらず今や
グローバルな課題である。一つには人口動
態からみた有効な労働力をいかに安定的に
確保するか、またもう一つにはジェンダー
格差是正といった社会的問題をどう解消す
るかといった側面がある。これらの問題は
地域の社会構造や文化的背景などが密接に
関連するため、それぞれの国や地域がいず
れも長期的な視野で独自の対応策を講じる
必要がある。

男女の雇用機会均等がもたらす経済効果
IMFは2013年9月に発表した報告書「女

性と雇用、経済：男女の機会均等とマク
ロ 経 済 的 利 点（Women, Work, and the 
Economy: Macroeconomic Gains From 
Gender Equity）」で、女性は男性に比べて
依然として労働参加率や賃金が低いとした
上で、男女平等社会の実現に向けた取り
組みが過去数年で世界的に失速していると
指摘した。同報告書は、男性と同じ数の女
性が労働力人口に加われば、米国では5％、
日本では9％ほども経済成長を押し上げる
効果が期待できるとしている。また世界
銀行グループも2014年2月、職場における
ジェンダー平等を推進するための提言を発
表した。同提言は世界全体で女性の潜在的
生産性が半分しか活用されていないと指摘
している。

米国における議論
オバマ大統領は2014年1月の一般教書演説

において、さまざまな ｢格差是正｣（Inequality
の解消）を第2期目の政治課題として高く掲
げたが、ここには男女の賃金格差を改善する
ことも含まれている。米国では所得格差の拡
大が社会全般における学力低下を招き、ひい
ては米国の競争力低下につながることへの懸
念が高まっている。特に高等教育に必要なコ
ストが高い米国では、家庭間や個人の所得格
差と、子供の学力格差との関係が指摘されて
おり、低所得層者が高等教育に接する機会が
失われることは長期的にみれば米国の経済成
長に重要な悪影響を及ぼすという議論がある。

米国における男女所得格差の実態
基本的に男女の賃金は法の下において平等

であり、このことは1938年に制定された
｢労働基準法（Fair Labor Standard Act、最
低賃金を定めた法律）｣、またそれが修正さ
れる形で1963年に制定された ｢平等賃金法

（Equal Pay Act、雇用主および労働団体に
対して性別に基づく賃金差別を禁じたもの）｣
で明確に規定されている。World Economic 
Forumが2013年10月に公表した「国際男女
格差レポート2013」は、｢①経済活動への参
加と機会｣・｢②教育｣・｢③健康と生存｣・
｢④政治への関与｣ という4つの項目で調査
対象136 ヵ国の男女格差を数値化したもの
だが（上位ほど格差は少ない）、総合ランク
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で第23位の米国は、「給与・経済活動参加度
合い・専門職雇用状況等」を示す項目①に
おいては第6位とかなり上位にランクされて
いる（なお、同項目①における第1位はノル
ウェー、日本は第104位であった）。しかし
現実には今もなお、男女間の所得格差が社会
問題として取り上げられるケースが多い。筆
者が興味を持った事例を幾つか紹介する。

・ オバマ氏が米国第44代大統領に就任して初
めて承認の署名をした法律が、賃金均等に
関する解釈を明確にした ｢レッドベター公正
賃金法（The Lilly Ledbetter Fair Pay Act 
of 2009）」である。かつてアラバマ州で働い
ていたリリー・レッドベターさんという女性は、
20年近く勤務した会社で長きにわたり同僚
男性と賃金の差別を受けていたことが公民
権法や平等賃金法への違反であるとして裁
判に訴えた。残念ながら彼女の訴えは、｢差
別が起こってから180日以内に提訴しなけれ
ばならない｣ とする公民権法の規定が根拠と
なって却下された。その際評決に立ち会った
一人の女性判事は、｢賃金差別は長年の蓄積
で表れることもあり、180日以内にこれを察
知することは困難なケースもある。従いこの
判決は法が目指している職場の差別撤廃と
相いれない｣ という意見を述べた。一連の事
実を知ったオバマ氏やヒラリー・クリントン
氏（当時は両氏共に民主党上院議員）等が
中心となって法改正に向けて動き出し、レッ
ドベターさんも各所で演説や陳情を行うなど
の積極的な活動をした結果、2009年1月、つ
いに上述の通り彼女の名前を冠した法律が
成立したのである。この結果、レッドベター
さんのような提訴は差別された賃金が最後に
支払われてから180日以内（州への訴えであ
れば300日以内）に行うよう改められた。

・ オバマ大統領は2014年1月の一般教書演説に
おいて、｢男性の所得1ドルに対して女性の
所得は77セントである（they still make 77 

cents for every dollar a man earns）｣ とい
う表現をもって男女間の所得格差に言及し、
Inequality解消の必要性を強く訴えた。この

「1ドル対77セント」という比較は、商務省
Census Bureauの調査に基づく所得推定値
から求めたもので、2012年の男性の所得中間
値は4万9,398ドル、女性の中間値は3万7,791
ドルというデータに基づいている。ただしこ
の比較は細かな前提条件や込み入った事実
関係を考慮していない、極めて単純化された
表現であるため、誤解を招きやすいという指
摘が頻繁にされることも事実である。

・ 最 近 の 米 議 会 で 話 題 に な っ た の が
｢Paycheck Fairness Act｣ である。男女間
の賃金格差是正強化を目指すこの法案は上
院民主党議員によって2014年4月に再提出
されたが、結局共和党議員による強い反対
があり同法案は採決に至らなかった。実は
同じような法案は2010年および2012年と、
いずれも国政選挙のある年に動きを見せて
いる。過去にも成立には至ってはいないが、
2014年4月の動きは11月の中間選挙に向け
た女性票取り込みを狙う民主党の選挙戦術
という意味合いが強い。

・ 政治経済誌『National Journal』は2014年4
月に「ワシントンのトップCEOに占める女性
の比率と所得」に関する調査結果を明らかに
した。それによると、収益2,000万ドル以下の
企業のCEOの給与は、男女それぞれの中間
値において女性CEOの方が男性CEOよりも
約7万6,000ドル低いとされ、収益1億ドル以
上の企業になるとその差は約20万ドルまで広
がるというのである。給与が高額な金融業界
における女性CEO比率が低いこと、逆に比
較的給与水準が低いとされるパブリック・セ
クター、教育、科学、芸術業界で女性CEO
比率が高いことなども理由の一端であろう。
調査では女性が収入よりも興味分野を追求
する傾向が強いという点も指摘されている。
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日本における課題
さて日本の場合は、問題の根底に人口動態

変化があるため、米国における社会問題とは
違った意味でシリアスである。少子化や高齢
化による経済活動の停滞・失速への危機感が
高まる中、女性のさらなる社会進出を促し、
労働力として、また消費・購買力として経済
に活力を入れることが喫緊の課題である。政
府はこういった現状を踏まえさまざまな切り
口で日本全体の労働改革を推進すべく議論を
主導している。私見を申せば、女性の労働参
加を高めること自体が目標なのではなく、い
かにして質量を合わせたオール・ジャパンの
労働競争力を高めるか、またそれを安定的・
持続的に維持するかが本質的な課題であろう
と思う。こういった視点で考えるとわれわれ
が今やるべきは、女性の活躍支援も含めた、

「ニッポンの働き方総点検」である。企業が
自らの競争力を高めるために積極的に社員全
体の働き方や時間の使い方を見直すことは、
仕事の効率化を促し、結果的に女性の活躍の
場を拡大することにもつながる。　　

各社それぞれの事情でさまざまな取り組
みがあると思うが、例えば当社においては
2014年度より ｢朝型勤務制度｣ を正式に導
入した。これは従来の「夜には残業ありき」
といった働き方を見直し9:00－17:15という
所定時間帯での勤務を基本としながら、夜型
残業体質を朝型勤務に改めることで、業務の
さらなる効率化、社員の健康保持・増進、女
性社員の活躍支援や社員の仕事と家庭の両立
にもつなげようという政策である。一日の中
でオンとオフのスイッチをしっかり切り替え
られる人は仕事もプライベートもメリハリが
ついている。時間を上手に使うということは
時間の密度を高めるということであろう。

結び
最後にもう一つ興味深いデータを紹介し

たい。男女の労働時間格差の実態を把握す
るため、OECDは2014年3月、加盟国およ

びパートナー国の ｢無償労働時間（Unpaid 
work）｣ と ｢ 有 償 労 働・ 学 習 時 間（Paid 
work or study）｣ の 調 査 結 果 を 公 表 し た 

（｢無償労働｣ とは家事、買い物、家族への
ケアなど）。国よって調査年齢や集計年に多
少のばらつきがあるが、基本は15－64歳を
対象とした2010年前後の統計である。

同調査によると一日当たりの ｢有償労働・
学習時間｣ が最も長い国は、女性は中国

（291分）、男性は日本（471分）であった。
また ｢無償労働時間｣ が最も長い国は、女性
はトルコ（377分）、男性はデンマーク（186
分）であり、日本は女性が299分と比較的
長い部類に入る一方で、男性は62分と最も
低い部類の数値であった。ちなみに米国女
性の ｢無償労働時間｣ は248分、米国男性は
161分である。世界標準で見れば、日本の男
性は ｢有償労働等｣ に投入する時間が圧倒
的に長く、｢無償労働｣ の時間が極めて短い
という極端な状況なのだ。

本稿前段で触れた2014年2月の世銀グルー
プのレポートは、女性の潜在的生産性の向上
に当たって、生産年齢の女性に関わる労働環
境改善だけでなく、女性の一生涯を網羅する
取り組みが必要であると提言している。具体
的には幼少期から青年期には教育と研修を通
じて格差解消に取り組むこと、また高齢期に
なって労働から引退した女性のためには適切
な社会的保護を組み合わせるといった、直
接・間接両面において労働に関わる公平な社
会ルールを取り入れるべきとしている。

筆者も公平性と合理性を兼ね備えたルール
がコミュニティーの規範として自然と地域に
根付くことが重要と考えるが、先にも触れた
通り、女性のさらなる社会進出の実現を考え
るには、女性のみならず男性の働き方の見直
しが必要である。男女それぞれが働き方を見
直す上では、個人の生き方・家族の在り方・
地域との共生等々、社会の仕組みや既存の価
値観をわれわれ一人一人があらためて見つめ
直すことが求められているのである。
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