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序章 課題と構成 

 
 去年私は就職活動をしました。その中で一番大きな悩みとなったのが、一生続けていく

もしくは続けたい仕事か、腰掛けＯＬとしてベストな仕事かどちらを選ぶかである。就職

活動でキャリアプランを立てたとき、女性の幸せの形とはなんだろうかと思った。仕事で

成功することか、素敵な人と結婚し幸せな家庭を築くことか。その両方を叶えることは可

能なことなのか。 
現在の日本は、女性の社会進出が一般的に広まり始めてはいるが、まだ働く環境は完璧

には整っていない。そんな中、どちらを選んでもリスクは大きく私以外にも悩んでいる女

性は多いはずである。よく本屋においてあるような理想論や極端なサクセスストーリーの

話ではなく、現実的な視点でどう生きるのが幸せなのか知りたいと思った。また、私の周

りにいる女性の友人にも是非知りたいという人が多く、このテーマについて調べることの

意義も大いにあると思った。 
しかし、同じ女性であってもそれぞれ異なる条件や環境の中にいる。また、人それぞれ

幸せの感じ方も違う。そのため、世の中すべての女性にむけて幸せのライフプランを立て

るのは不可能である。そこで、今話題であり、私自身も興味のあるインディと言う新しい

女性の生き方について考えていくことにした。ムギ（2006）『インディでいこう』を参考に

より一般的なモデルをイメージし、そこからひとつのライフプランをたてた。そのライフ

プランに沿って、女性を取り巻く法律や制度、企業の現状に加え、女性の生の声からリス

クや解決法、リスクを乗り越えた実例などを調べることにより、現代を生きる女性におけ

る幸せの見つけ方やリスクを回避・解決する方法を紹介できると思った。この論文を一般

女性に見て欲しいと思う。そして、自分の生き方を見直したり、新しく発見する機会にな

ればうれしく思う。 
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１章 インディとウェンディ 

 
１節インディ、ウェンディとは 
 まずは、これから見ていくインディとその逆のウェンディについて紹介する。 
 
『インディでいこう』によると、「インディ」とは、精神的にも経済的にも周りに依存し

ない、自立した生き方を表す言葉。具体的には、次の三つの条件を備えている。 
 その１：年収 600 万円以上を稼げる女であること 
 その２：自慢できる夫または恋人がいること 
 その３：年をとるほど、いい女になっていくこと 
 
 「インディ」の逆は、「ウェンディ」である。独立することを避けて、依存的な女性の生

き方を表す。その特徴は、以下である。（ここではインディのように条件ではなく、よくな

い特徴として紹介されているので、そのまま引用した。） 
 特徴１：将来にわたって経済的に自立する意思または展望を持っていない。 
 特徴２：パートナーがいない。もしくは、今のパートナーに不満。 
 特徴３：美と若さを売りにしている。または、しようとしている。 
 
２節 インディとウェンディのライフプラン 
 次に、これから調べていくもととなるライフプランを作る。ここでは、１節で紹介した

インディの条件とウェンディの特徴からそれぞれについて分析し、より一般に近い形でラ

イフプランを立てる。 
 
「インディ」について 
条件その１：年収 600 万円以上を稼げる女であること 
 ⇒平成 15 年のデータでは、年収 600 万円以上稼いでいる女性は、全体の 9.5％。男性で

いう年収 1000 万円と同じ割合であり、20～30 代でそれだけ稼ぐには、医師や弁護士、経

験のある看護師や学校の先生、あるいは中堅企業の管理職、やり手の若手の営業職などの

職業である。 
 ムギ（2006）がこれを条件その１にしているのは、実際に 600 万円稼ぐことで、「腰掛仕

事」と言われたりする心配もなく、また不満のある結婚生活を経済的な理由のために続け

る必要がなくなるためだ。つまり、600 万円というのは、ある意味、女性がハンデなく社会

参加するための象徴的な金額だと言っているのだ。 
 しかし、実際にそれだけ稼ぐのは、上記したように、専門的な技術や資格を持ったスペ

シャリストか、ある程度の経験がないとかなり難しいだろう。そこで、ここでは年収 600
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万円を目指していると仮定する。 
  
条件その２：自慢できる夫または恋人がいること 
 ⇒よい男と付き合っていれば、自然と身なりにも健康にも気を使うし、笑顔も生まれ、

精神も安定するので、ますます仕事がうまくいくと著者は述べている。 
 現在のパートナーに満足しているということは、逆に言えば、よりよい相手を求めてい

ないということである。自分のキャリアや夢を邪魔しない男をよい男とし、自分の仕事を

パートナーとして助けてくれる人を求めている。 
 
条件その３：年をとるほど、いい女になっていくこと 
 ⇒女性であることや若さを売りにしていると、容色が衰えていく 35歳くらいをピークに、

人生が下り坂になってしまう。したがって、インディはその目減りしていく美しさ以上に

魅力ある経験やスキルを身につけていき、年をとるほど、トータルでのいい女度を増して

いく必要があると考えられる。つまり、インディは外見ではなく内面で勝負しようという

考えを持っている。 
 
以上を考えると、インディは自立することを好み、仕事中心型であるといえる。そして、

以下のようにライフプランをたてた。 
 
①四大を卒業⇒総合職として企業に就職⇒結婚⇒子供を産む⇒保育施設に子供をあずけ仕

事に復帰する⇒定年退職 
 
 
ウェンディについて 
特徴１：将来にわたって経済的に自立する意思または展望を持っていない。 
 ⇒十分な収入がないため、実家の親の援助や、結婚という形でパートナーに援助をして

もらっている。 
ウェンディは、自分の仕事には関心がない。 
 
特徴２：パートナーがいない。もしくは、今のパートナーに不満。 
 ⇒パートナーに不満があるということは、もっとよい男を求めているということになる。 
 
特徴３：美と若さを売りにしている。または、しようとしている。 
 ⇒ウェンディは普段から美容にとても気を使っていて、化粧やファッションは万全。ア

ンチエイジングやエステ、スポーツクラブに大金を使っている。よりよい男を捕まえるた

めに内面より外見を磨くことに努力をしている。 
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以上を考えると、ウェンディは男性に依存することで精神的にも経済的にも満足しようと

している恋愛中心型だとわかる。そして、ウェンディについてもインディと比較しやすい

ものでライフプランをたてた。 
 
②四大を卒業⇒一般職として企業に就職⇒結婚し、寿退社⇒子供を産む⇒子供から手が離

れパートを始める or 専業主婦になる 
 
 
次章から上記の①②のライフプランに訪れるリスクなどを指摘し、その対処法を考えて

いきたい。 

 6



２章 女性を取り巻く現状＜インディ編＞ 

 
１節 働く女性に対する差別 
 1986 年に男女雇用機会均等法が施行され、職場の男女平等は進んでいるものの、働きづ

らさを感じる女性は少なくない。 
＜図表１＞ 

社会全体における男女の地位

どちらかとい

えば男性が

優遇, 62.1

どちらかとい

えば女性が

優遇, 2.4

女性のほう

が非常に優

遇, 0.4 男性のほう

が非常に優

遇, 12.9

わからない,

2.7

平等, 19.5

 
出所：男女共同参画社会に関する世論調査（内閣府）（2002 年 7 月） 

 2002 年の世論調査によると、男女が平等であると感じている人は、全体の 20％にも満た

ない。そして、75％の人が、男性優位と感じている。このような厳しい社会の中で、女性

が男性と同じように活躍していくには、多大な努力や恵まれた環境が必要であるだろう。 
 具体的にはどのような差別があるのか見ていこう。 
 
 
総合職の女性 
 30～40 代は女性総合職にとって管理職への選別がなされる重要な時期である。だが、「評

価基準は男性と対等なのか」と強い疑問を感じている女性が多い。女性総合職の不満は、

能力主義が強調されるなかでも依然として不透明に映る人事制度そのものに向かっている。 
 総合職の女性社員は孤立しがちであり、人事評価がブラックボックス化していることを

疑問に感じる女性もいる。「能力が低くて昇格させられないなら、何がたりないのか教えて

欲しい。男性は酒席などで人事の本音を聞く機会が多いかもしれないが、私たちには難し

いのだから。」という声があがるように、男性にはコミュニティ・ラーニングなど気軽な雑

談から学べる機会が自然と用意されているのに、女性がその仲間に入っても、男性と同じ

ようには打ち解けられないというのが現状である。 
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 また、保守的な社風を理由に女性に十分な仕事を任せないにもかかわらず、評価だけは

能力主義だという企業も多い。 
「上司の偏見で結果が左右される評価は信用できない。何度考えても、男尊女卑を公言

するような上司のもとで査定を落とされたからとしか思えない。」や「実力主義といいなが

ら、同じ総合職でも社内で重要視される主要な仕事は男性に任され、女性は傍流にまわさ

れがち」という不満の声が多くあがっている。 
 人事評価で能力主義を重視する企業は全体の55.9％（厚生労働省調査2002年1月時点）。

従業員 5000 人以上の企業では 79.1％が重視していた。 
 一方、総合職など転勤の可能性がある女性社員で同期入社の男性に比べ昇進・昇格が遅

れていると感じている女性は 43.0％（日経新聞調査 2002 年 7 月時点）。 
 それらの遅れが公正な能力評価の反映だとすれば問題はないが、女性の実感は図表２の

ような結果になった。 
＜図表２＞ 

転勤可能性がある人事コースの女性が考える男性同期より昇進が遅れ
た理由

28.3

15.2

17.4

15.2

8.7

4.3

10.9 社風が女性に差別的

人事評価者が女性に差別的

育児・介護により休暇や欠勤

自分の能力不足

採用枠などの違い

昇進試験を辞退した

その他
 

資料：日本経済新聞生活情報部（2003） 
 
「社風や人事評価者が女性に差別的」と指摘する人が 43.5％と半数近くいるのに対し、

「自分の能力不足」が原因と見る人は 15.2％である。能力主義で重要な評価の透明性や公

平性、納得性に満足していないことがわかる。 
日本企業には女性への根強い差別が残り、外資系企業はチャンスがある一方で、リスト

ラやゆがんだ能力主義の犠牲となる危険がはらむ。能力主義では、基本的に一人の上司が

部下を査定するので基準の公正さが必要である。企業では、上司向けの教育システムの整

備などをする必要があるのではないだろうか。 
 男女雇用機会均等法や育児・介護休業法などの影響で女性が働きやすい環境は徐々に整

いつつある。だが企業によって温度差も大きく、特に企業規模で見ると中小企業は大企業
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に比べて取り組みや意識の遅れが目立つ。もちろん企業ごとに取り組み具合は違うし、中

小企業は従業員が少ない分、男女にかかわらず仕事のチャンスはもらいやすいという声も

ある。実際、厚生労働省の女性雇用管理基本調査を見ても、女性管理職比率は企業規模が

小さいほど高い傾向にある。勤める企業を選ぶときに知名度や仕事内容以外にこれらのこ

ともしっかりチェックしておくことが必要である。 
 また、セクハラ被害も後をたたない。「セクハラ防止」を企業の配慮義務に盛り込んだ改

正男女雇用機会均等法が施行されたのは 1999 年である。しかし、2001 年の厚生労働省の

調査によるとセクハラ対策について「特になし」という企業がいまだに全体の 36％を占め

た。しかも「対策をとっている」という企業でも、十分に機能していない例が多い。被害

者の意に沿った対応をするのが原則であっても、加害者が上司だった場合、管理職のポス

トは少ないため、やむを得ず加害者より被害者のほうをその部署から動かすこともある。

相手が取引先であれば、なおさら被害者が担当から外されやすいというのが現状である。 
 
  
２節 働くことによって犠牲になるもの 
 今までは男性のものというイメージがあった過労死が女性にも忍び寄っている。深夜勤

務の解禁や裁量労働制、変形労働制の対象業務が拡大し、サービス残業が広がっている。

機会均等という目標に近づきつつある社会の裏で、男並みの弊害が出始めているのだ。女

性が会社で働くということは男性と同じリスクに女性ならではの差別やセクハラなどの＋

αのリスクがつきまとうということになる。 
 経済的に自立し、結婚観も変化したことで、じっくり時間をかけて、より自分にあった

相手を探す傾向も強まってきた。仕事に追われる多忙な自分を支える役割を夫に期待する

女性も多い。男性側とのミスマッチが生じているのだ。総合職の中には、仕事と転勤に追

いまくられ、結婚相手を見つける時間がないという女性も多い。2005 年の国勢調査による

と、女性の未婚率は、24～29 歳 59.9％（＋5.9）、30～34 歳 32.6％（+6.0）、35～39 歳 18.6％

（+4.8）となっており、20 代後半では約 6割、30 代前半では約 3割の人が未婚だった。 
 インディになるためには、自慢できる夫または彼氏がいることが条件の１つになってい

たが、本気で仕事をする女性にとって、結婚をすること自体がかなりの難問といえる。 

 

3 節 賃金格差 
 
＜図表３＞ 

 9



職場での女性差別の内容

55.8

28.1

27.1

20.2

12.7

11.3

賃金

昇進・昇格

能力を正当に評価しない

補助的な仕事しかさせてくれない

結婚・出産すると続けにくい雰囲気

女性を幹部職員に登用しない

％

 
出所：男女共同参画社会に関する世論調査（内閣府）（2002 年 7 月） 

 
 職場での女性差別において半数以上の人が賃金に差別があると認識している。また、2 番

目に多い昇進・昇給やほとんどの項目が賃金に格差をつける原因となりうる項目であるこ

とも注目すべきである。やはり、働く女性にとって賃金格差は大きな問題といえる。賃金

格差は、どのように推移しているのだろうか？ 
  
＜図表４＞ 

　男女間の賃金格差の推移
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資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」  

（男性の賃金＝100.0）として格差を計算 

 
賃金格差は年々小さくなってきているがいまだに格差が大きい。実際にどれくらい格差が

あるのだろうか。 
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＜図表５＞ 

男女雇用形態間　賃金格差
100

69 63.9

47.5

男性正社員 女性正社員 男性非正社員 女性非正社員

％

＊男性正社員＝100 として計算 
資料出所：平成 18 年賃金構造基本統計調査（全国） 

 
常用労働者のデータから男性正社員を 100 としたときの賃金をみると、女性正社員は 69 . 

0、男性非正社員は 63 . 9、女性非正社員は 47. 5 となっている。額にすると、男女正社

員間では 108 . 2 千円、男性正社員・非正社員間では 125 .7 千円、さらに男性正社員と女

性非正社員を比べると、183 .1 千円の差がみられる。 

正社員と非正社員の賃金格差が今日大きく取り上げられているが、男性非正社員と女性

正社員の年齢階級別賃金を比べると、ほとんど同じである。女性の正社員はちゃんと仕事

にみあった給与がもらえているのだろうか、それとも男性の非正社員と同じ仕事しか任せ

られないということなのだろうか。 

 
 
＜図表６＞ 
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年齢別所定内給与　男女、雇用形態別
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資料出所：平成１８年賃金構造基本統計調査（全国） 
 

 さらに年齢階級別にみると、男性正社員の賃金は50 代前半まで上昇がみられるのに対し、

女性正社員、男性非正社員は年齢に伴う賃金上昇の幅が小さく、30 代後半以降の伸びはほ

とんどみられない。女性非正社員は30 代前半までわずかに上昇はみられるものの、その後

低水準を維持している。 

 次章で詳しくやるM字カーブのもっとも落ち込む部分は、ちょうど30～34歳の部分であり、

男女間の賃金に差が出始める部分とちょうど一致している。子育てのためコース変更をし

たり、キャリアアップのチャンスを見送らなければならない状況もこの格差をつくるひと

つの原因といえるかもしれない。 

また、一般職と総合職の差もひとつの要因となっているのだろうか。比較的、総合職で

就職する割合が多い大卒・大学院卒の平均値でも見てみる。 

＜図表７＞ 

男女別年齢階級別賃金（大学・大学院卒） 

 

出所：厚生労働省 「平成 18 年賃金構造基本統計調査」 
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新卒では賃金はほぼ同一水準であるが、その後の伸びが男女で異なり、女性は30歳代後

半から伸び悩み、40歳代後半では127万円以上差が開いてしまっている。表6と比べると差

は縮まっていて、賃金の上昇も少しあるようだ。しかし、同じ高学歴の間でもこれだけの

格差が生じている。これは、女性を性別とは関係なく正しく評価しているとはいえないの

ではないだろうか。 

 

４節 突破口 

自ら行動を起こしキャリアアップしていく女性も増えてきた。 

＊起業＊ 

給与や処遇に恵まれた中堅クラスの女性が、厳しい経営環境にもかかわらず、組織を出

て起業する例が目立っているそうだ。かつては、ガラスの天井に突き当たると、退職して

家庭に入るか残って不遇に耐えるしかなかったが、企業という選択肢が加わり、早めに組

織を見限る人が出てきたためだろう。 

 

＊出向＊ 

現在多くの企業が新しい商品やサービスの開発に乗り出しているため、その担い手とし

て生活者に近い発送のできる女性社員に白羽の矢が立ち、新規事業を展開する関連会社の

社長に抜擢されている。 

 

＊ヘッドハンティング＊ 

ヘッドハンティング会社の人材紹介部門に登録し、声がかかって転職するケースが多い。 

 

＊社内ベンチャー＊ 

社内人材公募や社内ベンチャーに応募して、希望の仕事をつかむ女性も目立ち始めてい

る。新分野への挑戦で能力を発揮するとともに、仕事への意欲をアピールし、さらに一段

上をうかがうチャンスにもなっている。そのためには、社内的に前例のない事業を発案し、

そこにキャリアを賭けられる起業家精神が必要である。 

 

＊セミナー＊ 

自治体のセミナーや異業種交流会など関心のある場所に参加してみるとよい。直接仕事に

役立たなくても気の合う人間が一人でも見つかれば参加費程度の投資には十分見合う。時

間が取れないときはホームページやメーリングリストの会員になるなどの手もある。また

参加者の立場にとどまらず、気に入った人がいたら、自分が発起者となりグループづくり

のきっかけを作ることが大切である。社内に女性の先輩や理想とするモデルがまだ少ない

ため、社外でのそういう交流は将来の自分の目標を具体的に考えるのに役立つだろう。 
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３章 ワーキング・マザー 

インディは結婚・出産後、ワーキングマザーとして働くことになる。働く女性にとって一

番大きな試練である家庭と仕事の両立についてみていく。 

 

１節 家事 

 働く女性は職場を出てからも家事という労働を一手に担うことが多く、過重な労働の度

合いがさらに増している。夫には「家事は妻がやるもの」との意識がなお根強く、協力を

得られない例も多い。疲労に加え、不満によるストレスから、仕事にも影響しがちである。

共働き世帯でもほとんどは夫の給与が高く、男女間の賃金格差も影響している。 

  

＜図表８> 

共働き夫婦の仕事時間と家事時間

8.22

4.43

0.33

4.45

0 2 4 6 8

夫

妻

時間

10

仕事 家事

出所：平成 18 年社会生活基本調査（総務省） 

 平成 18 年社会生活基本調査によると、共働きの家事関連時間は、男性が 33 分、女性は 4

時間 45 分と大きく差が開いている。年々妻の分担割合は減少しているが、時間差は明白で

ある。また、働く女性の仕事と家事に費やす時間の合計は 9時間 26 分に対し、働く男性は

8時間 55 分で、女性の方が 31 分多くなっている。 

女性が、過重な労働から解放されるためには、家事で夫の協力をうまく引き出すのが一

番の解決策であろう。夫はもっといかに妻に支えられているかを自覚し、協力をすべきで

ある。 

 

 

２節 育児  

ワーキング・マザーの悩み 

 働く女性が冷たい壁を特に強く感じるのが、育児が仕事の障害と見なされるときである。 
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 子供が生まれると辞めるか、総務や人事、庶務などの社内向けの仕事をする部署へ転属

するケースが多い。子供のいる女性が働きやすいように会社として配慮はできても、実際

にクライアントが絡んだ仕事となると、競争力の低下につながるからそんなことも言って

いられないのが現実である。 

妊娠・出産を理由にした解雇は法律で禁止されているが、現実では「業務成績が悪い」、

「協調性がない」など企業は別の理由を持ち出すなどして、女性を退職に追いやっている

企業もある。 

 子供と向き合う時間や精神的余裕がないという嘆きの声も多くの女性からあがっている。

特に子供が病気になっても仕事を抜けられないとき、ジレンマはピークに達するようだ。 

 

 総合職の女性にとって、転勤は宿命である。自身の転勤だけでなく、夫の転勤も深刻な

問題だ。共働き家庭では、保育園の送り迎えなどを夫婦で分担して育児をこなす家庭も多

いだけに、日常の生活に響く。このため、夫の転勤を機に退職する人も少なくない。 
 
 子供が通う学校との関係も頭を悩ませている。日本では夕方にＰＴＡの集まりがあるこ

とが多く、働く女性が参加するには仕事を早退しなければならない。参加しないと「子供

の教育に熱心じゃない」とうわさされ、ストレスは溜まる一方だ。 
 
日本特有の「Ｍ字カーブ」 

M 字カーブとは、日本女性の年齢階級別の労働力率（労働力人口/15 歳以上の人口）を折

れ線グラフにとるとアルファベットの「M」の文字を描いていることを表しているというこ

とだ。 
年代によって大きく差が出ている点が特徴で、25～29 歳と 45～49 歳の労働力率が高く

「M」の 2 つの山となり、30～34 歳が低く底を描く。その主な背景は、女性が結婚、出産、

子育ての期間に一時的働かなくなることにある。 
 
＜図表９＞ 
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女性の年齢階級別労働力率
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資料出所：総務省統計局「労働力調査」（平成 8、18 年） 

総務省統計局の労働力調査によると、女性の年齢階級別労働力率は、ボトムの 30～34 歳

層の労働力率は前年と比べ 0.1％ポイント上昇し、Ｍ字カーブは、改善の方向にあるようだ。 
 
＜図表１０＞            ＜図表１１＞ 

未婚者の年齢階級別労働力率
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有配偶者の年齢階級別労働力率
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資料出所：総務省統計局「労働力調査」（平成 8、18 年） 
 
配偶関係別に年齢階級別労働力率を 10 年前（平成８年）と比較すると、未婚者は 30 歳

から 64 歳まで全体的に労働力率が上昇しているのに対し、有配偶者は特に 25～29 歳層の

労働力率の上昇が著しい一方、35～39 歳層で労働力率が低下している。平成８年と 18 年

の年齢階級別労働力率の変化について未既婚比率変化要因と労働力率変化要因に分解する

と、35～39 歳層では労働力率変化要因は－0.7％ポイントとなっており、この層の労働力率
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上昇はもっぱら未婚者比率の上昇によっていることがわかる。よって、有配偶者ではほと

んど変化していないといえる。 
 
＜図表１２＞ 

 
資料：内閣府男女共同参画局「男女共同参画社会の実現を目指して」（平成 18 年版） 

 
一方、保育施設の進んでいる北欧諸国などではこのような出産・育児期の落ち込みはみ

られず、台形のカーブを描く。 
 
＜図表 1３＞ 

資料：内閣府男女共同参画局「男女共同参画社会の実現を目指して」（平成 18 年版） 
 

日本女性の場合でも、就業を希望する人と労働力人口を加えて算出した潜在的労働力率

を見ると、M 字のくぼみはほとんどなくなり、欧米の形状に近づく。そのため、結婚、出

産、子育ての期間においても就業希望はあるものの、実際は就業できない女性が多いとい

う現実が現れている。 
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なぜ、欧米諸国には M 字カーブはなく、また潜在的労働力はあるにもかかわらず、日本

はいまだに M 字になってしまうのか？それは、育児制度が、諸外国に比較し充実していな

いからだと思われる。 
 

諸外国の育児制度 
 男女が平等に働いていくには、雇用機会を平等にするだけでは、実現は難しい。欧米諸

国ではＭ字カーブはなく、女性が仕事と育児を両立させて働いている。なぜそのようなこ

とができたのか。日本より充実した育児制度をみていこう。 

北欧 

 ヨーロッパ諸国では、特に、保育や介護の基盤整備の一環として、国や地方自治体が中

心となってワーク・ライフ・バランスのためのサービスに取り組んでいる。例えば、充実

した家族政策で知られる北欧諸国（スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ノルウェ

ー等）の保育サービスや休暇制度、各種手当等は、各国の経済・社会状況を背景に、その

内容は異なるものの、両立支援の対象を「男女」と明確に捉えているというひとつの大き

な共通点をもっている。 

世界で初めて「両親」を対象とした、スウェーデンの「親保険（総合的な出産・育児・

介護休業制度）」（1974 年）や、当初から「男女」を対象としてきたノルウェーの出産・

育児休業制度（1977 年）の導入等にみられるように、北欧諸国では、労働はもとより、出

産・育児への参加においても男女平等が政策理念・目標の一つとされてきた。 

しかし、このような政策がとられながらも、育児休業の取得は、女性に偏りがちという

のが現実であった。こうしたなか、ノルウェーの「パパ・クオータ制」（＊２）の導入（1993

年）を皮切りに、他の北欧諸国でも、スウェーデンでは 1995 年（「パパの月」）、デンマ

ークでは 1999 年に父親の育児休業取得が義務付けられるなど、父親の育児休業取得を義務

づける動きが活発化している。「男性の育児参加」は、北欧全体の問題としてとらえられ

ている。 

（＊２）国民健康法（National Insurance Act）において規定される制度で、ノルウェ

ーでは、産前・産後休業と育児休業が一体となって規定されており、産前 3週間及び産後 6

週間は母親に割り当てられ、その後子どもが満 1歳になるまでの間の最長 4週間が父親に

割り当てられる。父親が休業を取得しない場合は、その分の手当支給がなくなるため、男

性が休業を取得する大きなインセンティブとなっている。同制度の導入により、男性の育

児休業取得率は飛躍的に増加した。 
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フランス 

 北欧諸国同様に、明確な家族政策のもと、「家族に対する手厚い経済的支援」と「働く

母親へのサービス提供」に力を入れている。そうした政策の代表ともいわれる家族給付制

度は、広く市民全体（原則として外国人であっても居住者は受給可能）を対象としており、

手厚く多岐にわたっている。さらに、「（男女が結婚によって築く）伝統的家族モデル」

は覆されたという認識のもと、こうした政策の対象となる「家族」は、非婚カップル、別

居カップル、離婚、再婚家庭、ひとり親家庭、同性カップルなど多様な形態となっている

ことも、大きな特徴である。 

 また、子育てや家庭と仕事の選択は、個人が自由に行うべきであり、そのための環境づ

くりが重要であるという認識の広まりを背景に、仕事と（家庭）生活の両立支援は、政策

課題としても重視している。例えば、家庭における託児支援の強化など。代表例としては、

「認定保育ママ」(認定された保育ママが、雇用契約を結んだ親の子どもを、保育ママの自

宅か、子どもの自宅で預かる制度)を雇用する家庭に対する援助制度（AFEAMA)の導入（1990

年）が挙げられる。これにより、認定保育ママの受け入れ能力が拡大し、現在では保育サ

ービスの主流となっているほどだ。さらに、「父親の責任」という新たな視点を導入。2001

年には、「父親と子供の接触を高める必要がある」という考えから、「父親休暇」が従来

の 3日から最長 14 日までに拡大された。 

「女性が仕事を続けやすい環境を整備すれば、3人目以上の出産を促進できる」とし、出

生率の向上と女性の経済的自立を同時に推進することを目的とした育児休業改革を発表し

た。子供が誕生すると、両親のどちらかが 3年間休業でき、月額 513 ユーロを上限とする

手当が国から支給されるという現行の育児休業補償制度を維持しつつ、第 3子の誕生以降

について、受給期間は 1年間に短縮されるかわりに、月額 750 ユーロの休業手当を支給す

るという新たな選択肢が導入された。つまり、第 3子が誕生した場合、育児のために一時

的に休業することを望む親は、3年間休業し、月額 513 ユーロの手当を受け取るか、1年間

休業して、月額 750 ユーロの手当を受け取るか――のどちらかを選ぶことができるように

なる。また、子供が成人するまで、父親も、職業生活と家庭生活の両立を実践できるよう

に、父親の育児休業へのアクセスの促進にも取り組む旨が同時に発表された。 

アメリカ 

 ヨーロッパ諸国とは異なり、アメリカでは国や地方自治体によるワーク・ライフ・バラ

ンスの取り組みは、積極的に行われていない。そのため、企業経営上メリットがあると考

えた企業が、「生産性の向上」につながるとして、積極的に託児所の設置や様々な休業制

度、経済的支援等を実施している。 
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 1980 年代以降、働く女性の増加や家族形態の多様化等を背景に、アメリカの企業は、「い

かに優秀な人材を確保し、生産性を向上させるか」という観点からファミリー・フレンド

リー施策を充実させてきている。 

 伝統的に「家庭は個人の領域」という考え方が強いアメリカでは、あまり積極的な保育

の制度はなかったが、女性の社会進出が進むなか、結婚・育児のために優秀な人材が辞め

てしまうことは企業にとってマイナスとなるという考えから、企業は「育児支援」を中心

に従業員の「家庭生活に配慮した（ファミリー・フレンドリー）」就業環境の整備に着手

し始めた企業が増えてきた。 

 こうした企業による女性の登用や支援策、特に育児サポートに焦点をあてて、企業の評

価を行っているのが、『ワーキング・マザー（Working Mother）』誌で、1985 年から「ワ

ーキング・マザーのための職場ベスト 100」として、働く母親にとっての優良企業の評価を

毎年実施している。これらの企業では、事業所内の託児施設等に代表される各種育児サポ

ートはもちろんのこと、フレックスタイム、ジョブシェアリング、在宅勤務などの柔軟な

勤務制度、従業員の健康や生活設計に関するセミナーの実施など、まさに従業員の生活全

般に対するサポートシステムが整えられている。 

 これら諸外国のように、日本においても育児制度が充実すれば、子供を気にせずに働く

ことができるようになり、Ｍ字カーブは台形方へとシフトしていくとともに、出生率も増

えていくと思われる。女性が本当に男性と平等に働いていくためには、社会制度の充実は

避けては通れないかもしれない。 

３節 介護 

 働く女性には、親の介護問題も大きくのしかかっている。介護休業が制度化されたも

のの、リストラの不安や制度の使い勝手の悪さから、休みを取れない人も多い。介護保険

を活用しても、多くのケアが欠かせない。ただでさえ大変な介護に仕事の負担が重なり、

当事者の女性たちは悲鳴をあげているようだ。現行では要介護家族一人に対し最長 3ヶ月

の休暇を 1回、企業に義務づけられているだけで、長期の介護の実態にそぐわないのだ。

休業中の賃金も保障されておらず、経済的にも利用が難しい。 

介護と仕事の両立を考える女性に対し立ちふさがる壁が３つある。そのひとつは、介護

に全力投球できず、仕事を続けることの罪悪感。そして「介護は女の役目」という周囲の

偏見や家族のサポート不足。３つ目は、支援制度の不備や会社の理解がない点である。両

立を考える女性の多くが、これら３つの壁のいずれかもしくはすべてにぶつかり、強い重

圧に苦しんでいるのである。 

 

こちらについても北欧を中心とした海外では充実した制度がある。 
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スウェーデン 

 1989 年に１人の要介護者に対し、複数の介護者が合計で年間 60 日の休みが取れると言う

親族等介護有給休暇法を導入。全日休暇のほか 6時間休暇、4時間休暇、2時間休暇も認め

られているうえ、給与の 80％が保障される。 

 

アメリカ 

 1993 年に家族・医療休暇法が成立し、実親の介護のほか、育児、出産などについて 1年

ごとに 12 週間までの休暇が取得できる。 

 

 欧米では介護は専門家がするものだという意識が浸透。その一方で、高齢者の精神的な

支えとなる家族への介護・看護休暇制度も充実しており、働く女性たちをサポートする形

になっている。 

 

 日本では、育児休業においてもだが、すべて女性が育児・介護をひとりでやらざるを得

ない環境になりがちである。欧米のように夫婦や家族全体で育児や介護をしていく環境や、

施設などを充実させ、専門家に任せるという選択肢も選べるようにならなくてはいけない。 

 

４節 壁は自分で乗り越える 

まだまだ日本は家庭を持つ女性が働きやすい環境ではないことがわかった。しかし、だ

から働くのをやめ家庭に入ってしまうのではなく、後輩の道しるべとなるためにも、自分

で壁を乗り越えてきた女性がいる。ワーキングマザーが抱える悩みをどのように解決した

のかをこの節で見ていく。 

 

＊自分で声をあげる＊ 

女性の人生には出産、育児などいくつもの転機がある。それなのに企業の人事制度のモ

デルは男性。変えないといけない部分は自分たちで声を上げないと伝わらないのが現状で

ある。 

東京海上あんしん生命保険が 2002 年 4 月にライフバランス社員制度を導入した。この制

度は、育児や介護の両立が必要な社員を支援するために、「仕事量も労働時間も半分、そ

の代わり給料も半分。」という働き方が選べるものである。これは、実際に総合職ではた

らく女性が提案したもの。自分で行動を起こさなければ何も変わらない。 

 女性の声が聞こえてこないと、企業は対応する必要性がないと判断しがちである。一方、

育児休業を取得することは査定に響くと考える男性も多い。女性が声をあげていく以上に、

男性が育休をとりやすいような環境整備も必要である。 

 

＊社会に復帰するための資産＊ 
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 管理職で出産をする女性もいる。管理職は自ら動くより人や仕事のやりくりを手配する

コーディネーター的な仕事が多く、子育てとの時間配分がしやすい面もある。または、育

児のためにいったんは退職するが、企業の第一線で復帰する人も多くはないが登場し始め

た。 

このような女性たちは仕事に精通しており、社会に復帰できるようなスキル（育児中に

勉強し資格を取得する人も少なくない）、または育児中も社会や職場と関わりをもってい

る。またそれに加え、「自分はなぜ働きたいのか、将来どうなりたいのか」という目標も

しっかり持っている。 

 

＊サービスを利用する＊ 

幼い子供を抱えて復帰を望むなら、仕事と家庭の両立のため、保育所に加え、ベビーシ

ッターを雇うなど自分なりの育児体制づくりが必要である。 

また外食が全盛時代であり、掃除サービスなども増えている。食器洗浄器を買うなど多

少のお金を使えば、家事はだいぶ楽になるだろう。 

 

＊育児を仕事に役立てる＊ 

 育児のためキャリアを中断することにより、生活者感覚を生かした独自のサービスを発

案し、会社を大きく成長させる経営者もいる。家事や育児での生活経験が企業には役立っ

ているのだ。 

 

＊病児保育＊ 

 病気の子供を社会的に支援する仕組みは、少ないながらもある。代表的なものが、医療

機関などに併設された専門の施設で子供を預かる「病児（病後児）保育施設」である。こ

ういった施設が今後多く広まり、充実してこればワーキングマザーの強い味方になること

だろう。しかし、現在 9割の施設が赤字経営であり、なかなか広まっていかない。特定非

営利活動ＮＰＯ法人のフローレントなどもあるので、最大限活用してほしい。 

 

＊看護休暇＊ 

また、2002 年４月の育児・看護休業法改正で企業の努力義務となった「看護休暇」（＊

１）も病児保育と並ぶ支援の柱である。しかし、まだまだ導入済みの企業は少なく、普及

途上である。こういった社会的なサポートを広めることは重要であるが、夫婦でよく話し

合い、協定態勢を築いていくことも欠かせない。  

  

（＊１）小学校就学前の子供が病気になったとき、年間 5日間、看病のために休める制度。

親にとって何より頭が痛いのが子供のケガや病気である。とくに共働き夫婦にとっては、

仕事もおろそかにできないだけに悩みは尽きない。そうした中、家庭と仕事の両立をより
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一層推進するために、育児・介護休業法が改正され、2005 年 4 月から小学校就学前の子供

を養育する労働者は、事業者に申し出ることにより、子供の看護のための休暇をとること

ができるようになった。 

子供の看護休暇を取得するには、(1)労働者の氏名(2)子供の氏名と生年月日(3)看護休暇

を取得する年月日(4)子がケガをし、または病気にかかっている事実、を事業主に申し出る

ことにより行う。看護休暇の日数は子供の人数にかかわらず労働者 1 人当たり年間 5 日。

休暇をとった日について、事業者は賃金を支払わないことは差し支えないが、勤務しなか

った日数を超えて賃金を減額したり、賞与、昇給などで不利益な算定をしたりすることは

できない。 

労働政策研究・研修機構が 2003 年に小学校就学前の子供を持つ会社員約 2000 人を調査

したところ、男性の約 7 割、女性の約 9 割が、過去 1 年間に子供の病気で休んだ経験があ

ると答えた。休んだ日数は圧倒的に女性のほうが多いものの、少しでも手伝おうとする男

性も増えているようだ。また子育て中の会社員の 3 分の 2 が必要な支援策として看護休暇

をあげた。 

 そうした中でようやくスタートした看護休暇だが、今後、利用を促進するためには、事

業者は就業規則に運用規程を盛り込むなど、労働者が容易に休暇を取得できるように環境

整備をしておくことが大切である。またケガや病気の診断書などの提出を求める場合は事

後の提出を可能にするなど、労働者に荷重な負担を求めることにならないような配慮も必

要である。 
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４章 女性を取り巻く現状＜ウェンディ編＞ 

１節 一般職 
 企業の人員削減が進み、一般職女性社員も戦力としてみなされ始めている。従来の補助

的業務は派遣社員に移り、会社に残るには、総合職並みの仕事が求められる。しかし、突

然の環境変化や変わらぬ処遇に、前進をためらう社員も多い。 
＜図表１４＞ 

一般職女性の昇進・昇格希望

7 10.2

2.5

1.3

5.7

63.7

7 2.6 主任・係長クラス

課長クラス

部長クラス

役員以上

上級専門職

希望や目標はない

その他

無回答

 
資料：日本経済新聞生活情報部（2003） 

 
 図表１４を見ると、一般職女性社員の半数以上が昇進や昇格の希望がなく、目標は結婚

退社という人もまだ多い。まさにウェンディの特徴に当てはまっている。 
 その背景には、バブル期までは多くの企業にとって一般職の女性の採用が、結婚退職前

提であったことがある。よって、一般職女性らに研修や教育投資をせず、処遇も考えてい

なかった。女性の中にも長期就業を考える人は多くなかったのだ。 
 
 効率経営を求められる企業は、補助的業務を派遣社員などに急ピッチに置き換えている

一方、リストラの進展で社内はスリムになり、残った一般職女性に補助的業務だけをまか

せていられなくなったのだ。その中で、「もっとやりがいのある仕事がしたい」と決意し、

一般職から業務職に途中で職種転換したが、現実は「どんなにがんばっても業務職は総合

職の下。キャリアを積み重ねるのに総合職の 2 倍の年月が費やされる。」や、「仕事量だけ

増え、待遇や処遇は据え置きで伴わない」という声が聞こえる。 
 
２節 専業主婦 
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金銭面での悩み 

 今までの専業主婦は終身雇用制が機能し、夫の収入がいつまでも続くというのが前提で

その夫を家庭で支えているというものであった。 

しかし、近年リストラの増加や終身雇用制から成果主義の賃金体系への変化により、夫

の収入が必ずしも妻子を養える水準のまま続くという保障はなくなってきた。また離婚も

増加する中、突然独身になってしまうことも有り得る。もはや、専業主婦だからといって

安泰ではない。 

 近年では、「どこかで夫の稼いだお金を使っているという気持ちが働いて、萎縮してしま

う」という専業主婦も多い。独身の時のようなブランド物などに関心を向ける余裕はなく

なって、外に出かけることも少なくなる。 
 また、夫と離婚したいが、離婚後の金銭面の不安から離婚に踏み切れない人も多い。 
 
これらのリスクに対して、自分もしくは親の資産が十分にある場合を除き、自ら専業主

婦をしながら資産を築くか、いつでも社会に復帰できる準備をしておく必要がある。 

 

精神的な悩み 
第三者からの評価が得られない専業主婦には、「夫以外に自分を評価してくれる者がい

ない生活」が不安になるという声も聞こえる。 

また、「話し相手も子供ばかりで大人と話す機会がなく社会からどんどん離れてしまっ

ている」と孤独な育児によるストレスも感じやすい。しかし、地域活動をするにも人間関

係であらたなストレスを感じやすい。 

 

メリット 

ひとつは、第 3号者被保険者制度である。第 2号被保険者（サラリーマンと公務員）の

配偶者であれば、年収 130 万円以下であれば保険料の自己負担が発生せず、保険料を払 

わずして老後に基礎年金を受給できる制度が 1985 年男女雇用機会均等法が成立した年に導

入された。 

 もうひとつは、やはり子供と一緒にすごす時間を十分に設けることができることだ。子

供が日々成長していく姿を見ていられるのはとても幸せなことだろう。 

 

 

３節 パート・派遣社員 

 主婦がパートなどをする場合「103 万円の壁」と「130 万円の壁」にぶつかる。配偶者手

当（家族手当）とは、扶養する妻がいる場合、夫の会社から手当として支給されるもので

ある。その支給基準は会社によって異なり、妻がある金額以上（１０３万円や１３０万円

が多い）の収入があると支給されない会社や、妻の収入に制限がない会社もある。 
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 現在、配偶者手当ではなく子どもへの手当へ移行してはどうか、出産一時金や就学一時

金を設け配偶者手当は廃止してはどうか、などの案も出ている。 

家計全体で収入を考えたら、妻はどのくらいの年収で働くのが効率的なのだろうか。税

制上、妻の収入が一定額を超えると、かえって世帯全体の手取りが減少する「逆転現象」

が起こる。また今後、妻への優遇制度廃止など制度の変化も予想されている。 

＜図表１５＞配偶者控除、配偶者特別控除を受けられる妻の年収早見表 

配偶者控除 配偶者特別控除 
妻の年収 

所得税（万円）住民税（万円）所得税（万円） 住民税（万円）

～１０３万円以下 ３８ ３３ 受けられない 

１０３万円超～１０５万円未満 ３８ ３３ 

１０５万円以上～１１０万円未

満 

３６ ３３ 

１１０万円以上～１１５万円未

満 

３１ ３１ 

１１５万円以上～１２０万円未

満 

２６ ２６ 

１２０万円以上～１２５万円未

満 

２１ ２１ 

１２５万円以上～１３０万円未

満 

１６ １６ 

１３０万円以上～１３５万円未

満 

１１ １１ 

１３５万円以上～１４０万円未

満 

６ ６ 

１４０万円以上～１４１万円未

満 

３ ３ 

１４１万円以上 

受けられない 

受けられない 

＜図表１６＞年収別家計全体に与える影響 

妻の収入 家計全体の収入にどう影響するか 
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１００万円未満  所得税・住民税ともにかからない 

１００万円以上１０３万円

未満  

住民税が１００万円を超えた分に対してかかるが、所得税には影

響なし 

１０３万円以上１３０万円

未満  

夫の会社で支給される配偶者手当がカットされる場合があるか

ら、個別に確認する必要がある。配偶者手当がある場合、基準を

超えると夫の年収減という「手取りの逆転」が起こる可能性があ

る。配偶者手当がもともとない場合は、税金は増えるが手取り自

体は増える。 

１３０万円以上１６０万円

未満  

妻は自分で社会保険に加入しなければならない。そのため、負担

分以上に働かないと「手取りの逆転」が起こることがある。 

１６０万円以上  
家計全体の実収入を増やすためには、一般的に妻の年収は１６０

万円以上必要。 

 

主婦のパートは、これらの所得のことも考えながら働かなくてはならないため、ほんとの

小遣い稼ぎや気分転換にしているようなものだ。 

 

＜図表１７＞ 

女性の年齢階級別賃金
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千円
正社員
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非正規社員には短時間労働者（パート）は含まれていない。 

出所：賃金構造基本調査（2005 年） 
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また、派遣社員で働く場合も、正社員と非正社員間には大きな賃金格差がある。その割

りに仕事内容などは同じであるなど、この場合にも不満は大きい。 

 

 正社員は 40 代あたりまでは賃金が上がっているが、非正社員はほぼ横ばいである。最大

で約 150 万円の格差がある。 

 

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（平成 18 年）によると、女性短時間労働者の 1時

間当たりの所定内給与額は 940 円で、前年に比べ２円減少した。また、女性の一般労働者

の所定内給与額を時給換算したものを 100.0 とした場合、女性の短時間労働者は 69.7 とな

っている。近年格差が小さくなってきているとはいえ、まだ７割未満と大きな格差がある。 

 

＜図表１８＞ 

女性パートタイム労働者と女性一般労働者の賃金格差の推移
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資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」  

注）一般労働者の１時間当たりの所定内給与額は次の式により算出した。  

１時間当たりの所定内給与額＝所定内給与額÷所定内実労働時間数 

（一般労働者の賃金＝100.0）として格差を計算 

 

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（平成 18 年）によると、女性短時間労働者の 1時

間当たりの所定内給与額は 940 円で、前年に比べ２円減少した。また、女性の一般労働者

の所定内給与額を時給換算したものを 100.0 とした場合、女性の短時間労働者は 69.7 とな

っている。近年格差が小さくなってきているとはいえ、まだ７割未満と大きな格差がある。 
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終章 結論 

１節 インディとしていきていくには 

インディとして生きていくと、今まで一般的に男性のものとされてきた働くことによっ

て受けるストレスやリスクに直面する。それに加え女性ならではの差別やお手本の数が少

ないこと、妻や母親としてのストレスやリスクもある。それを乗り越えていくには、人一

倍の努力と強い心、そして目標が必要である。しかし、それだけの大きなリスクがある反

面リターンも大きい。家庭生活も社会ともどちらにも参加することができ、自分の世界が

広がりそこから得られる喜びも大きい。それがお互いに結びつきよい結果を導くことさえ

ある。 

すべてをパーフェクトにこなすことは無理である。頑張りすぎず自分の性格や環境にあ

った将来の目標を立て、努力してほしい。会社によって女性への待遇など働きやすさは大

きく違い、やりがいをとるのかプライベートの充実をとるのかによっても変わってくる。

自分にあった企業を見極めることもとても大切である。選ぶ基準は会社名やウワサだけで

なく、実際に働いている人に話を聞くことが一番よいだろう。 

あとは、常に自分を成長させる努力を惜しまないこと。努力をしていれば、チャンスが

来たときにいつでもつかまることができる。これこそインディの条件の中で一番大切な年

をとるほどいい女になっていくということである。 

 

２節  ウェンディとしていきていくには 

「インディでいこう」を読むと、ウェンディは他人に頼ってばかりで将来幸せになれない

ようなことが書いてあったが、ウェンディはウェンディですごく魅力があり、自身を持っ

てもいいと思う。 

 インディと違うのは途中経過であり、最終目標は幸せで同じである。ウェンディもイン

ディと同じように努力をしなければなれないものであろう。 

 そんなウェンディは幸せな結婚をし、それを保っていくことに１番努力をしなければな

らない。そのためには、夫が手放したくないと思うような美貌・才能・性格などを養って

おくことが必要である。 

 それに加え１番大切なのは、この不安定な経済の中で夫の収入が減る、もしくはなくな

るというリスクがあることを覚悟しておかなければならないことだ。もし、収入がなくな

った場合に備え、資産をしっかりと蓄えておくことはもちろん、再就職するための資格を

持っておくと安心である。 

 もし悩みがあったら、ウェンディとは従来の日本の女性が生きてきた一般的な生き方で

あるので、母親世代の人に相談するのもよいだろう。 
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