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4 おわりに

1 はじめに

日本において、ダイバーシティ・マネジメントの取り組みとして女性を活用している企業が

ある。例えば、パナソニック株式会社や日産自動車株式会社は推進部署を創設し女性活用を推

進している1）。このように現在では女性の活用が積極的に行われているが、従来から行われて

いたわけではない。では、企業は女性に対する管理の考え方をどのように変容させてきたので

あろうか。本論文は、日本の法律が女性に対する企業の管理の考え方をどのように変容させて

きたのかを論じながら、その変容はダイバーシティ・マネジメントの分析視角 2）（組織内参画、

組織内公正、戦略性、組織変革）のいずれか、もしくは複数に当てはまるのかを論じる。ダイ

バーシティ・マネジメントを企業が取り組む際にはトップのコミットメントが不可欠である。

トップがダイバーシティを必要であると認識するには外部環境にダイバーシティを必要とする

何かが求められる3）。その一つが諸法律である。したがって、この研究は日本のダイバーシティ・

マネジメントの現状を知る上でも役に立つだろう。

上記の課題を明らかにするため、第2節では女性労働の現状を年齢階級別女性労働力率の推

移、年齢階級別女性の雇用形態別雇用者の割合の推移、役職者に占める女性割合の推移から分

析する。第3節では女性に関する法律として男女雇用機会均等法、次世代育成支援対策推進法、

女性活躍推進法、2019年施行を目指す働き方改革法案を検討する。
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2 女性労働の現状

本論文の目的は、日本の法律は女性に対し企業の管理の考え方をどのように変容させてきた

のかを論じながら、その変容はダイバーシティ・マネジメントの分析視角のいずれか、もしく

は複数に当てはまるのかを論じることである。そのため、第2節では、女性の働き方がどのよ

うに変化しているのかをデータを利用し述べていく。

まずは、年齢階級別女性労働力率の推移（図1）である。日本の労働力率は、女性は学校を

卒業すると労働力になり、結婚・出産期に仕事を辞め非労働力と変化し子育てが一段落すると

再び労働力に戻るM字型カーブを描く。そのM字型カーブの底が年々上昇し、底の値は、

1985年と2016年を比較すると約30年間で17.7％ポイント上昇している。また、M字型カー

ブの底の年齢階級は、「30～34歳」だったものが、2016年は「35～39歳」へとシフトしてい

る4）。M字型カーブの底が右へシフトした理由は、女性の大学進学等による意識の変化や女性

の晩婚化、第一子出産の年齢が上昇している等が要因として考えられている5）。このように、

女性の労動力率は年々上昇しており、結婚・出産期でも働き続けている、働く意思のある女性

が増えていることがわかる。では、女性たちはどのような雇用形態で働いているのだろうか。

年齢階級別の女性の雇用形態をみてみよう（図2）。2002年から2016年のデータはほぼ似通っ

ている。直線が正規従業員のデータであり、破線が非正規従業員のデータである。正規従業員

は、25～29歳をピークに正規従業員率が下がる。一方で非正規従業員は25～29歳をボトムと

して年々上昇し、60歳以降急激に増加する。年によって変化が見られるのは、65歳以上の層

で2016年の正規従業員比率が減り、非正規従業員の割合が最も上昇している。15歳～19歳層
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図1 年齢階級別女性労働力率の推移

出所）21世紀職業財団（2015）『女性労働の分析』（1985年、1995年、2005年デー
タ）、総務省『労働力調査』（2016年データ）より筆者作成。



で非正規従業員の割合がとても高いのは、在学者のデータも含んでいるためである。在学者の

データを除すると、2016年15～19歳の正規従業員の割合が61.1％で非正規従業員の割合が

38.9％と正規従業員と非正規従業員の割合が逆転する。同様に20～24歳の正規従業員の割合

が68.8％、非正規従業員の割合が31.3％となる。図2より、女性の働き方は学校を卒業し一

度正規従業員で働くが、図1でみたM字型カーブの底になる30～39歳から、非正規従業員の

割合が増え正規従業員の割合と逆転する。要するに、一度正規従業員の仕事を辞めると次に働

く場合は、非正規従業員として従事する傾向にあるということである。

一方で、女性の正規従業員に関して管理職の割合はどうであろうか（図3）。女性管理職は

徐々に上昇しており、とくに2005年から2015年の間の上昇率が高くなっていることがわかる。

ただし、日本政府は2020年までに女性管理職比率を30％にする目標を掲げており6）（内閣府

男女共同参画局,2010,3頁）、現状ではまだ目標値には達成していない。それゆえ、企業にとっ

ては図2でみた出産・育児期に正規従業員から非正規従業員へと転換してしまう女性従業員を

リテンションしていくことが将来の女性管理職を増やすためにも必要となってこよう。

以上では、女性の労働力率の推移、年齢階級別女性の雇用形態別雇用者の割合の推移、役職

に占める女性割合の推移を見てきた。女性の労働力率は年々上昇し、M字型カーブは解消し

つつある。しかし、一度正規従業員を辞め再就職する場合は非正規従業員として従事する傾向

がある。企業にとって、採用、教育訓練をした従業員が辞めてしまうと、今までその従業員に

かけたコストや新規に採用、教育訓練を行うコストがかかってしまう7）。したがって、リテン
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図2 年齢階級別女性の雇用形態別役員を除く雇用者の割合の推移

注1）65歳以上の割合は、筆者が計算した。
出所）総務省『労働力調査』より筆者作成。



ションができればその負担が軽減できよう。また、企業で雇用する女性正規従業員の数が増加

することによって、管理職登用の際の選択肢が増す。

3 日本における雇用に関する諸法律

第3節では女性に焦点を当てた雇用に関する諸法律が、企業に対しどのように管理を要請し

てきたのか、およびダイバーシティ・マネジメントの分析視角のいずれに当てはまるのかを説

明する。そのため、取り上げる法律の一つは男女雇用機会均等法である。日本政府は男女雇用

機会均等法を施行し女性の雇用の分野での差別是正をする一方で、日本社会は少子化が問題と

なり1990年以降多数の少子化対策の検討を進めている。子どもを産むことができるのは女性

しかいないため、少子化対策に関する法律からも女性の管理の仕方の変化を見ることができよ

う。直接企業に行動計画を求めた法律に次世代育成支援対策推進法と女性活躍推進法がある。

そのため、次世代育成支援対策推進法と女性活躍推進法も検討する。

そして、2018年現在2019年施行を目指し働き方改革法案の準備が進んでいる。この法案は、

企業にどのような管理を要請しているのだろうか。本節では、男女雇用機会均等法、次世代育

成支援対策推進法、女性活躍推進法、働き方改革法案に焦点を当てて検討する。

3.1 男女雇用機会均等法での企業に対する要請 8）

男女雇用機会均等法は1986年に施行され、1999年、2007年、2014年、2017年に改正施行

されている。

1986年に施行された男女雇用機会均等法は、1980年に署名した女子差別撤廃条約に基づく

ものである。女子差別撤廃条約の第2条には、男女平等の原則を謳った法律が必要であると示

す 9）（労働基準広報編著,1985,77頁）。その条件整備の中の1つが、男女雇用機会均等法で
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図3 役職者に占める女性割合の推移

注）企業規模100人以上のデータである。
出所）21世紀職業財団（2015）『女性労働の分析』より筆者作成。



あった10）。

男女雇用機会均等法は、まずは現状改善が得策だとする理由や女子差別撤廃条約の批准とい

う理由で1985年に制定された。しかし、制定当時から男女雇用機会均等法は「ザル法」であ

るといわれていた（青柳,2003,80 82頁）。この理由は第1に、募集・採用、昇進・昇格と

いった差別禁止にかかわるところは努力義務で罰則はない。第2に、苦情が出た場合は婦人少

年室長や調停で苦情の解消ができるよう援助はするが、双方の同意がないと調停が開けない11）。

第3に、室長の助言には強制力がないなど形ばかりの苦情処理機関であったからである。

その後、1999年に男女雇用機会均等法が改正される。その時の大きなポイントは、上記で

ザル法といわれた理由の第1募集・採用、昇進・昇格の努力義務規定が禁止事項となる。

また「女子のみ・女性優遇」というテーマは、女子の職域を限定してしまうという弊害が生

じると問題となり原則禁止になった。原則禁止となった理由は男女の機会、待遇の確保を改善

する目的で女性労働者におこなう措置は法律違反ではないとなっているからである。例えば、

改正前では男女に同じ教育、訓練をおこない、さらに女性のみ接遇、接客の教育は合法とみな

されていたが、改正後は接遇、接客が「女性の機会、待遇の改善」という目的であると説明で

きなければ禁止事項となる。

また男女雇用均等法第12、13条は、女性労働者と事業主が男女雇用機会均等法に関する物

事で両者の主張が一致せず対立しているときに、両者のどちらか一方の申請でも調停できると

した。この点はザル法といわれた理由2が改正されたことになる。さらには、調停を申請した

側が調停を申請したという理由で降格、減給、出勤停止など申請した側にとって不利益な取り

扱いをしてはならないと定めている。

1999年改正男女雇用機会均等法に新たに示されたものとして、ポジティブ・アクションと

1995年世界女性会議の中で取り入れられたセクシャルハラスメントがあげられる。セクシャ

ルハラスメントについては、「職場におけるセクシャルハラスメント12）」に重きをおき、セク

シャルハラスメント防止の配慮義務と、配慮すべき事柄を指針として定めた（労働省女性局編,

2000,249264頁）。

このように、1999年の男女雇用機会均等法は1986年のそれよりも企業に対して女性を雇用

する社会的責任の側面と均等機会の考え方を浸透させるものとなった。

その後、2007年に男女雇用機会均等法は改正される。この改正の背景には、1986年の施行

から20年以上経過し男女均等の取り扱いは定着しつつあるものの、①差別事案の複雑化の傾

向、②妊娠・出産等を理由とする解雇や解雇以外の不利益な取り扱いの事案が増加傾向、③セ

クシャルハラスメントの事案に関わる相談件数の増加がある（21世紀職業財団,2008,108頁）。

したがって、「労働者が性別により差別されることなく、かつ、働く女性が母性を尊重されつ

つ、その能力を十分発揮することができる環境を整備するため、男女双方に対する差別の禁止、

間接差別の禁止など性差別禁止の範囲の拡大、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止」
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（21世紀職業財団,2008,108頁）などを内容とする改正男女雇用機会均等法が2007年に施行

された。

男女双方に対する差別の禁止とは、2007年の改正までの男女雇用機会均等法は「女性とい

う性別が理由」で募集・採用、配置・昇進、教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇について

差別的取扱が禁止されていた。それを男女双方に対する差別の禁止へと変更した。

それに加えて、禁止項目も配置（業務の配分・権限の付与を含む）、降格、雇用形態・職種

の変更、退職勧奨、労働契約の更新について新たに禁止項目として追加をしている（21世紀

職業財団,2008,108頁）。これにより、例えば同様の業務であっても男性は一定の金額までの

購入の決定が自己でできるが、女性の場合は男性よりも自己での購入裁量金額が低いという場

合は男女雇用機会均等法違反となる。

間接差別の禁止については、厚生労働省令で定める3点の要件 13）が間接差別と定められて

いる。その3点についてはたとえ外見上は性中立的な要件であっても、業務遂行上の必要など

合理的な理由がある場合を除き禁止となった。その結果、総合職の労働者を募集・採用する際、

転居を伴う転勤に応じることができるという要件は業務遂行上必要であるという合理的な理由

が必要となる（21世紀職業財団,2008,108109頁）。

また、セクシャルハラスメントについても男性も対象となり、1999年の改正の際はセクシャ

ルハラスメント対策は雇用管理上の配慮義務だったものが、2007年の改正ではセクシャルハ

ラスメント対策として事業主に雇用管理上の措置（セクハラ指針 14））を義務づけた（21世紀

職業財団,2008,109頁）。さらに、是正措置に従わない企業は企業名の公表、紛争が起きた場

合には調停などの紛争解決援助の対象にセクシャルハラスメントが加えられた（21世紀職業

財団,2008,115頁）。他にも、母性健康管理、ポジティブ・アクションに対する国の援助、実

効性の確保の項目が改正されている（厚生労働省雇用均等・児童家庭局／都道府県労働局,

2006,12頁）。

そして、2014年に再び男女雇用機会均等法が改正される。このときの大きな改正ポイント

は2007年に新しく追加された間接差別の対象を広げることである。2007年では総合職の労働

者を募集、採用する際に合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件に加えるのは禁止されて

いた。2014年の改正では、すべての労働者の募集、採用、昇進、職種の変更をする際に合理

的な理由がないにもかかわらず転勤要件に加えるのは禁止される。すなわち、2014年の改正

では総合職からすべての労働者に、募集、採用を行う場合から募集、採用、昇進、職種の変更

と対象範囲が広くなり、新たな項目が追加された。他にも性別による差別事例が追加されたり、

セクシャルハラスメントの予防・事後対応の徹底としてセクハラ指針が改正され、コース別雇

用管理についての指針の制定が新たに制定された15）。

最も新しい改正は2017年の男女雇用機会均等法である。このときの改正ポイントは、セク

シャルハラスメントの対象者が明確化され、セクハラ指針で「被害を受けたものの性的指向ま
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たは性自認にかかわらず、当該者に対する職場におけるセクシャルハラスメントも本指針の対

象となる」16）ことを明記した。これは従来からセクシャルハラスメントは、被害者の性的指向、

性自認を問うてないが周知徹底されていないという認識から明記されることになった。このこ

とによって、セクシャルハラスメントは男女の見える性の問題から、見えない性、すなわち

LGBTをも含まれることが明示化されることとなる。また妊娠・出産・育児休業・介護休業

等を理由とする不利益取り扱い禁止だったものが、それに加え防止措置をおこなわなければな

らないと防止措置の義務化がおこなわれた。

上記のように男女雇用機会均等法は改正されてきた。施行当初は「ザル法」と呼ばれた男女

雇用機会均等法ではあったが、法律という枠組みがあったからこそ雇用の分野で男女間での異

なった取り扱いをしてはならないという価値観を日本人に芽生えさせた。差別なく女性を企業

が採用することはダイバーシティ・マネジメントの組織内参画に当てはまる。男女平等の価値

観が日本人に芽生えということは、男女雇用機会均等法が欠陥の多い法整備だったとしても評

価できる。1999年の改正では女性の差別的取り扱いが禁止され、2007年の改正では男女を問

わない性別での差別的取り扱いが禁止されるようになる。2017年には性別での差別的取り扱

いが目に見えにくい間接差別やセクシャルハラスメントの規定を広げ、セクシャルハラスメン

トに関してはLGBTの領域へと性が多様化している。このように、男女、LGBTいずれの性

であってもより能力が発揮できるような社会の形成へと展開しつつある。このことから、企業

に対しては、性別による差別的取り扱いを禁止するとともに、多様化した性を含んだセクシャ

ルハラスメント防止の徹底、そして能力発揮という枠組みでの雇用、評価制度が必要とされる

ようになる。

3.2 次世代育成支援対策推進法での企業に対する要請

日本は1989年に合計特殊出生率が1.57となった「1.57ショック」を受けて、1990年以降

多数の少子化対策の検討を進める。当初、少子化対策は子育てと仕事の両立支援を中心として、

子どもを生み育てやすいようにするための保育施設の拡充など子育てサービスの環境整備に力

点を置き、様々な対策を実施してきた。しかしそのような取り組みをしても少子化は進み、少

子化の主たる要因であった晩婚化に加え「夫婦の出生力そのものの低下」という新しい現象が

指摘された（厚生労働省,2003）。その指摘を踏まえ、少子化対策は保育に関する「子育てと

仕事の両立支援」に加え、「男性を含めた働き方の見直し」の観点を含み進めていくことにな

る。そして少子化対策は家庭のみの問題ではなく、企業や地域も含んだ社会全体で取り組む次

世代育成支援と位置付ける。その萌芽的役割となったのが次世代育成支援対策推進法である。

次世代育成支援対策推進法は2003年制定2005年に施行され、301人以上雇用する企業は行

動計画を策定することが義務付けられた。次世代育成支援対策推進法の目的は国、地方公共団

体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画の策定等を通じて次代の社会を
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担う子供が健やかに生まれ、かつ育成される社会の形成に資することである。当初、本法律は

2014年度末までの時限立法として施行されたが、現在では2024年度末まで延長されている。

なお、2003年当時は雇用者301人以上の事業主に限られ、300人以下の事業主に対しては努力

義務であった。

次世代育成支援対策推進法では民間企業等事業主は一般行動計画を策定し、都道府県労働局

に届け出ることを義務付ける。一般行動計画には①計画時期、②次世代育成支援対策の実施に

より達成しようとする目標、③実施しようとする次世代育成支援対策の内容と実施時期を定め

ることが求められている。策定した行動計画に定めた目標を達成するなど9つの認定基準を満

たした一般事業主に対しては「子育てサポート企業」として認定され、認定マークの「くるみ

ん」が取得できる。9つの認定基準の中には男性の育児休業取得者が1人以上、計画期間での

女性従業員の育児休業等取得率75％以上、3歳から小学校就学前の子供を育てる従業員に対し

て育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始

業時刻変更等の措置に準ずる制度を講じていることがある。さらには、①所定外労働の削減の

ための措置、②年次有給休暇の取得の促進のための措置、③短時間正社員制度、在宅勤務、テ

レワークその他の働き方の見直しに繋がる多様な労働条件の整備のための措置のいずれかの措

置を成果がわかる具体的な目標を定め実施することが求められる。認定マークを取得すると商

品やサービス、名刺等に利用することができる（荻原,2009,13 17頁；高畠,2014,25 26

頁；厚生労働省,2016）。このように計画の中には育児休業取得の他に、所定外労働時間の削

減や年次有給休暇取得率、短時間勤務など働き方の見直し策が示されている17）。

しかしながら、2005年の施行後も合計特殊出生率に大きな改善は見られず、より環境整備

が重要であると認識する。そこで、2009年に次世代育成支援対策推進法を改正することとなっ

た。その中では、300人以下雇用している事業主は努力義務であった一般行動計画を2011年

以降、行動計画の策定義務を101人以上雇用している事業主まで拡大する。また、行動計画を

策定しても従業員に対する周知が広く行なわれていないとのことから、行動計画の公表と従業

員への周知を義務付ける。そして、2011年6月30日にくるみん認定への経済的インセンティ

ブとして認定企業に対する建物等の割増償却を内容とする税制優遇制度が創設された（高畠,

2014,2527頁）。

その後2013年に次世代育成支援対策推進法の検証をおこなった。その中で非正規従業員へ

のプラスの効果は微増、所定外労働時間の削減や年次有給休暇取得率の向上といった効果はみ

られない、企業によって取り組みや効果に差がある、くるみん認定取得のためのインセンティ

ブが弱いとの課題が出された。そのため、2014年に再び次世代育成支援対策推進法を改正す

る。そこで決められた点は3点ある。第 1は法律の有効期限を2024年度末まで延長すること

である。第2は、行動計画策定指針を充実・強化することである。これは、非正規労働者も本

法律に含まれていたが十分に認識していないとの指摘から①非正規雇用労働者が取り組みの対
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象であることを明記する。また②男性の育児休業取得促進の取り組み、所定外労働の削減の取

り組み、年次有給休暇の取得促進の取り組みなど働き方の見直しを求めることとした。第3が、

新たな特例認定制度（プラチナくるみん）の創設である。これは認定企業も年々増加し差別化

できない、中小企業のメリットが感じず膨大な書類が必要との指摘からである（高畠,2014,

2730頁；徳永,2014,6264頁）。

上記のような指摘を受け、2015年4月1日からくるみん、プラチナくるみんは新たな基準

で適用されることとなる。従来のくるみん認定と改正法でのくるみん認定での異なりは、①雇

用者300人以下の企業において男性の育児休業等の取得基準の特例が3つから4つになり、拡

充されたこと、②女性労働者の育児休業取得率が70％から75％へと引き上げられたこと、そ

して③その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置に、短時間正社員制

度、在宅勤務、テレワークを例示として記載したことである。さらに、上記で示した通りくる

みん認定を受けた企業のうち、とくに次世代育成支援対策の実施状況が優良な企業に対する新

たな特例認定制度（プラチナくるみん）が創設された。特例認定制度の認定基準は、くるみん

認定よりも男性の育児休業等の取得率の基準が引き上げられている（男性の育児休業等取得者

1人以上から、出産した妻を持つ男性従業員に占める育児休業等取得率が13％以上、もしくは

出産した妻を持つ男性従業員に占める育児休業等取得した者およびその企業で講ずる育児目的

の休暇制度を利用した者の割合が30％以上かつ、男性の育児休業等取得者1人以上）。他にも

くるみん認定では所定外労働の削減、年次有給休暇取得促進の措置、在宅勤務、テレワークそ

の他の働き方の見直しに資する労働条件の整備のための措置のいずれかの選択であった目標が、

すべてに取り組むことが求められた。それに加え計画終了前直近の1年間の平均週労働時間が

60時間以上の労働者の割合が5％以下、または計画期間終了前直近の1年間の平均月時間外

労働時間が80時間以上の労働者が1人もいないことのいずれか満たさなければならないと労

働時間に関する規定も選択ではあるが設けられるようになった。育児休業取得者や時間外労働

だけでなく、特例認定制度の基準では出産後女性の就業継続に関する措置や女性のキャリア形

成の支援にも取り組むことが求められる。これは、第2節で指摘した出産・育児期に正規従業

員が退職し、その後非正規従業員として仕事に就くことによって就業継続ができていないこと、

および就業継続ができなければ管理職登用の際、選択できる女性の数が限定されることを意識

していると考えられる。特例認定制度を受けた後も規定がある。特例認定を受けた後は、年

1回次世代育成支援対策の実施状況を公表しなければならない（徳永,2014,62 64頁；厚生

労働省,2016）。

そして2017年にさらなる改定が加えられ、くるみん認定に関する法定時間外労働等の時間

の基準が追加された。また、男性の育児休業取得率が1人以上から7％以上へ認定基準が見直

された。育児休業取得率に関する認定基準は、このほかにも企業の講ずる育児を目的とした休

暇制度の取得率15％以上かつ、男性の育児休業取得者1人以上でも認定ができるようになっ
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ている。それに加え、特例認定制度では労働時間数の公表も追加された。

このように次世代育成支援対策推進法は「男性の働き方の見直し」の視点を含み、企業に全

従業員に対して従業員の出産と従業員の配偶者の出産に関する育児休業等の取得、所定外労働

時間の削減、年次有給休暇の取得促進、短時間正社員、在宅勤務等の働く時間や働く場所の見

直しが求められる。もう一段階高い基準の特例認定では労働時間の公表、出産後女性従業員の

就業継続やキャリア形成支援を求める。このことから、本法律は、企業に対して男性従業員、

女性従業員に対する子育て、時間外労働時間の削減に取り組むことで、以前は労働に費やされ

ていた労働時間を家庭に移すワークライフバランスと出産後女性従業員に対する就業継続を求

める。

3.3 女性活躍推進法での企業に対する要請

2016年4月1日に施行された女性活躍推進法も次世代育成支援対策推進法と同様事業主に

一般行動計画の策定、実施を求める。本法律は2025年度末までの10年間の時限立法であり、

この点においても次世代育成支援対策推進法と共通している18）。女性活躍推進法の総則をみる

と、女性活躍推進法は、自らの意思によって職業生活を営み、または営もうとする女性がその

個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍することが一層重要になっている。このこ

とから、男女共同参画社会の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進につい

て基本原則を定める。また、国、地方公共団体、事業主の責務を明らかにする。こうして、女

性の職業生活における活躍を推進し、男女の人権を尊重され、少子高齢化の進展や国民の需要

の多様化、他の社会経済情勢の変化に対応できる社会を実現することを目的とする19）。すなわ

ち将来の労働力不足の懸念や自らが働く、働きたいと考えている女性に対して、就業に関する

機会、環境整備を行なっていくというものである。

女性活躍推進法では、女性の活躍を一人一人の女性がその個性と能力を十分に発揮できるこ

とと捉えている。女性の活躍に向けた課題を①採用、②配置・育成・教育訓練、③継続就業、

④長時間労働の是正等の働き方改革、⑤評価・登用、⑥性別役割分担意識等の職場風土、⑦再

チャレンジが可能な職場の7つを上げる20）。このことから、女性活躍推進法は就業への参入、

継続、再チャレンジの領域で女性の個性と能力を十分に発揮できるようにすることを目指して

いるといえよう。

国、地方公共団体、事業主（301人以上雇用している事業主）は行動計画を策定する。なお、

300人以下雇用している事業主は努力義務である。事業主が行動計画を策定するときには、（1）

表1の1～4を把握しなければならない。また5～25は必要に応じて把握する。その上で企業

は状況を把握し、課題を分析する。それらの内容を踏まえ行動計画を策定する。（2）その行動

計画には、①計画期間、②数値目標、③取り組み内容及び実施時期を定める。そして都道府県

労働局へ届出を行う。さらに、自社の雇用者に書面や電子メールを利用し周知を行なうととも
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表1 行動計画策定における把握項目

注1）（区）は、雇用管理区分ごとに把握を行なわなければならない（雇用管理区分とは、職種、資格、
雇用形態、就業形態等の労働者の区分）ことを示している。

注2）（派）は、派遣労働者を含めて把握を行なわなければならないことを示している。
出所）厚生労働省『女性の職業性格における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関

する省令』より筆者作成。



に、自社のウェブページや国が運営する「女性の活躍両立支援総合サイト」を利用し情報を公

表する。情報を公表するに当たり、別に定められた14項目の中から自社で選択した項目を掲

載する。（3）この情報は定期的に更新し、公表することが求められている21）。

企業が必ず把握しなければならないもの（表1）の1.採用した労働者に占める女性労働者

の割合は上記で示した女性の活躍に向けた課題①に、2.勤続年数の差異は課題③に、3.時間

外労働および休日労働の合計時間は課題④に、4.管理職に占める女性の割合は課題⑤に対応

している。女性管理職の割合は図3でみたように徐々に上昇はしているが政府の目標値には届

いていない。ダイバーシティ・マネジメントの観点では職場に多様な人材を入れることで、多

様な意見が出され問題解決の質が向上するといわれている（Cox&Blake（1991）p.50）。し

たがって、女性管理職を増やすことは企業にとってもメリットが生まれる可能性がある。また、

就業継続や長時間労働是正については、次世代育成支援対策推進法で見た通り働き方の見直し

を継承している。

必要に応じて把握する21の内容には、有給休暇、労働時間、時間外労働時間のほかにも配

置、教育訓練、女性管理職の割合、上位に昇進した者の男女比の項目があり、女性管理職を意

識した項目になっている。この点が先に見た男女雇用機会均等法、次世代育成支援対策推進法

と大きく異なる点である。男女雇用機会均等法は、性別による雇用分野での差別是正を促した。

このことによって、女性の労働市場への参入を少なからず促したことは違いない。しかし、男

女雇用機会均等法の適用では解決が困難なものもあった。それが、日本の少子化傾向と育児期

に女性が就業を一時的にでも辞めてしまうことである。女性の就業継続を考える際は、女性従

業員の問題や企業のリテンション策の問題と捉えるだけではなく、配偶者となる男性の働き方、

家庭生活での振舞い方も考えなければならない。なぜなら、家事・育児を働きながら女性一人

で行うのは肉体的、精神的に過重な負担がかかるからである。他方で、少子高齢化による労働

人口の減少、多様な市場と顧客ニーズへの適応には人材のダイバーシティが求められる（関西

経営者協会,2005,2 5頁）。すなわち日本においては女性が企業で活躍することが求められ

ていることを日本社会は理解している。そこで次世代育成支援対策推進法は、次世代を企業・

地域を含んだ社会全体で支えるという認識を打ち出し、男性の育児休業取得や従業員の時間外

労働や休日労働の労働時間の削減といった働き方の見直し、女性の就業継続、キャリア支援を

訴える。そして次世代育成支援対策推進法の働き方の見直しを継承しつつ、女性の就業継続、

キャリア支援に力点を置いたものが女性活躍推進法であろう。次世代育成支援対策推進法、女

性活躍推進法は女性の能力発揮を行い、企業で活躍できることを目指す。これは女性従業員だ

から有利・不利に働く職場でなく、男女関係なく登用・評価される職場が求められる。この点

はダイバーシティ・マネジメントの組織内公正の視点である。しかし、このような中でも長時

間労働による過労死が発生している（中澤・皆川,2014；『日本経済新聞』2016年12月 25日

付朝刊）。そこで、長時間労働の問題を取り上げたものが、次項の働き方改革法案である。
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3.4 働き方改革法案での企業に対する要請

2016年から2017年に全10回の働き方実現会議が開催され、働き方改革の実現を目的とす

る実行計画が策定された22）。この実行計画に基づき、働き方改革関連の法整備が2019年施行

を目指し進められている23）。

働き方改革法が施行されようとする背景には、少子高齢化による生産年齢人口の減少や生産

性向上の低迷が挙げられている。これらを改善するには、付加価値の向上と労働参加率の向上

を図ることが必要であると認識されている。それらを踏まえ、現在の働き方の課題として正規

従業員と非正規従業員の間の格差、長時間労働、単線型のキャリアパスがあると指摘する。し

たがって、働き方実現会議の中では同一労働同一賃金、労働生産性の向上、長時間労働の是正、

転職や再就職支援、柔軟な働き方など9つのテーマ24）で議論がおこなわれた25）。

3.2、3.3では長時間労働の是正、転職や再就職支援、柔軟な働き方を企業に要請している。

中でも、長時間労働や時間外労働の問題は従業員の健康維持、仕事と家庭の両立にとって必要

不可欠である。したがって、3.3では9つのテーマの中でも労働時間に関して、働き方改革法

案ではどのような規定が取り入れられる予定であるのかを示す。

大きなポイントは、時間外労働の上限および罰則を設定することである。法案が施行されれ

ば、労働基準法を改正し時間外労働の上限時間は月45時間、年360時間が原則となる。さら

に、臨時的な特別な事情があったとしても年720時間、1ヶ月100時間未満（休日出勤を含む）、

その事情が複数月にまたがる場合でも1ヶ月の平均を80時間未満（休日出勤を含む）と定め

ることにしている。そして、これらの特例は1年のうち6ヶ月以内に限ることも定められる26）。

現在も、時間外労働の上限はあるものの特別条項をつけることで、規定から外れて時間外労働

ができるため27）36協定を結んでも超えることのできない時間外労働の条件ができることにな

る。

また、企画業務型裁量労働制の対象業務に「事業の運営に関する事項について繰り返し、企

画、立案、調査及び分析を主として行うとともに、これらの成果を活用し、当該事業の運営に

関する事項の実施状況の把握及び評価を行う業務 28）」29）と「法人である顧客の事業の運営に関

する事項についての企画、立案、調査及び分析を主として行うとともに、これらの成果を活用

し、当該顧客に対して販売又は提供する商品又は役務を専ら当該顧客のために開発し、当該顧

客に提案する業務（主として商品の販売又は役務の提供を行う事業場において当該業務を行う

場合は除く。）30）」31）を追加した。ただし、注には、「既製品やその汎用的な組み合わせの営業

は対象業務になり得ないこと及び商品又は役務の営業活動に業務の重点がある業務は該当しな

いこと」32）が定められているため、店頭販売やルートセールス等、単純な営業の業務は含まれ

ていない。さらには製造や経理業務といった場合のみも該当しないということである。他にも

労働時間にとらわれない高度プロフェッショナル 33）制度を創設する。企画業務型裁量労働制

の対象範囲の拡大や高度プロフェッショナル制度に適用される従業員は労働時間の柔軟化が図
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られるようになる。そして、「『労働時間等の設定』の定義に、深夜業の回数及び終業から始業

までの時間を追加すること」34）が定められ、勤務時間のインターバル制度を導入することとな

る。

このように、働き方改革法案では時間外労働の上限が規定され、罰則も課されることになる。

1か月100時間の時間外労働時間は多いとの意見もあろうが 35）、上限設定、罰則が規定された

ことは評価できる。他方で、企画業務型裁量労働制の対象業務の拡大、高度プロフェッショナ

ル制度の創設は長時間労働が助長されるとの指摘もあり、長時間労働が是正されるかどうかは

この法律の下、事業活動をおこなう企業とそれを監督する政府に委ねられている。しかし、男

女雇用機会均等法も施行当初は「ザル法」と揶揄されながらも、現在まで改正され続け性別に

よる差別の禁止という意識を定着させている。それゆえ、働き方改革法案が施行された場合も、

長時間労働是正という認識を企業に生じさせ、よりよい方向へと改正されていくことが望まれ

る。

では、この法律により企業はどのような行動が要請されるのであろうか。この法律施行後に

時間外労働時間は減少しているが、サービス残業は減少していないという事態は論外である。

企業は、時間外労働が減少するような仕事の仕方、新たな働き方の従業員が長時間労働になら

ないような仕事の仕方の変革 36）を行うことが求められよう。仕事の仕方の変革は、今ある企

業の制度変更を促す可能性がある。この点はダイバーシティ・マネジメントの組織変革を生じ

させるかもしれない。

4 おわりに

本論文の目的は日本の法律は、女性に対する企業の管理の考え方をどのように変容させてき

たのかを論じながら、その変容はダイバーシティ・マネジメントの分析視角のいずれか、もし

くは複数に当てはまるのかを論じることであった。したがって、女性に関連のある法律として

男女雇用機会均等法、次世代育成支援対策推進法、女性活躍推進法、そして2019年施行を目

指す働き方改革法案を検討してきた。男女雇用機会均等法では、企業に雇用の分野で女性差別

の是正の観点を企業に萌芽させた。その後、相次ぐ改正を受け男女の差別是正、そして現在で

は目に見える性差だけでなくLGBTの性差をも対象に含み企業の性別による差別を禁止して

いる。これはダイバーシティ・マネジメントを展開する上で組織内参画をもたらす。

1986年に男女雇用機会均等法施行により女性差別の是正に取り組む一方で、日本社会は少

子化対策にも取り組む。当初は保育サービスの拡充等環境整備の取組であったが、社会全体で

の次世代育成を行うという観点の下、企業にも取り組みを求めた。それが次世代育成支援対策

推進法である。そこでは男性を含めた働き方の見直し、女性の就業継続、キャリア支援を企業

に要請する。そして、女性活躍推進法は女性の就業継続、キャリア支援に力点を置きながら、

働き方の見直しを継承している。これにより、企業は女性が能力を発揮できるような登用や評
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価が求められる。これは女性だから有利・不利に働くのでなく男女関係なくすべての従業員が

能力を発揮できる枠組みの中での登用・評価ということである。この点はダイバーシティ・マ

ネジメントの組織内公正の視点である。

次世代育成支援対策推進法、女性活躍推進法で働き方の見直しとして時間外労働の削減を組

み込むが、長時間労働による過労死が発生しており、長時間労働を是正に取り組む働き方改革

法案を検討した。そこでは、労働時間にとらわれない高度プロフェッショナル制度を新設する

一方で、36協定でも超えられない労働時間を設定し、それを守ることが出来なかった企業に

は罰則を求める予定である。これにより、時間外労働を減らしつつ従来の仕事の量を遂行する

仕事の仕方の変革が求められる。この点はダイバーシティ・マネジメントの組織変革を促す可

能性がある。

このように、当初は女性に焦点を当てた諸法律の観点から企業の管理の変容を検討していた

が、今や目に見えない性を含んだ男女雇用機会均等法、男性の働き方の見直しを含んだ次世代

育成支援対策推進法、企業の全従業員を含んだ長時間労働是正の働き方改革法案と男女の性別

を超えて全従業員を対象にした管理を求める。また、これらの諸法律での企業に求められる管

理はダイバーシティ・マネジメントの分析視角にも合致する。これらの法律によって企業は自

社のダイバーシティ・マネジメントの取り組みに影響を与えるだろう。

しかし、本論文には課題もある。それは、実際に企業がこの法律施行後どのように行動を変

化させたのかを示せていないことである。これは本論文の主張をより強固なものにするための

ものである。したがってこの点は今後の課題としたい。

注

1）現在では、両社とも女性だけでなく国籍、文化、年齢、性的指向などより幅広いダイバーシティを推

進している。

2）ダイバーシティ・マネジメントの分析視角である組織内参画、組織内公正、戦略性、組織変革に関し

ては脇（2009）を参照してほしい。

3）この点は脇（2010）を参照してほしい。

4）詳細な年齢階級の底のシフトを説明すると、2008年～2014年に「35～39歳」へと年齢階級の底がシ

フトした。しかし2015年に底が「30～34歳」へと戻り、2016年に再び「35～39歳」へシフトした。

5）女性の進学率は、1985年34.5％（大学13.7％、短大20.8％）が2016年57.1％（大学48.2％、短大

8.9％）へと増加している（文部科学省『学校基本調査』）。女性の平均初婚年齢は1985年に25.5歳、

2016年では29.4歳と3.4歳上昇している。日本の場合婚外子の割合は多くないことから、平均初婚年

齢が上昇すると第 1子出産時の年齢も上がる。事実、第 1子出産時の母親の年齢は1985年の26.7歳か

ら2016に30.7歳と4歳上昇している（厚生労働省『平成28年人口動態統計月報計（概数）』）。

6）2003年6月20日に男女共同参画推進本部で決定された。

7）女性と民族的マイノリティの間の転職率を低下させることで、OrhoPharmaceutical社は、50万ド

ルのコストが削減されたと推定されている（Cox&Blake（1991）p.48）。他にも、1人あたりの採用コ

スト、スタッフの配置に掛かるコスト、トレーニングコストは、時間給労働者で5000ドルから1万ド
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ルかかると見積もられている。また、10万ドルの給与レベルの管理者は、トレーニングコストが7万

5000ドルから21万1000ドルかかると積算される（Gail&Dechant（1997）p.23）。

8）3.1は脇（2009）の第4章第2節を加筆、修正している。

9）「男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組み入れられていない場合にはこれを定め、

かつ、男女平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確保すること。」（労働基準広報

編著,1985,77頁）および「女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の措置（適当な場

合には制裁を含む。）をとること。」（労働基準広報編著,1985,77頁）と明記されている。

10）制定に際してより理想に合うように議論を続けるよりも、現状を改善するほうが得策だと判断し（赤

松,2003,83頁）制定されたとの指摘もある。とはいっても、男女雇用機会均等法には、女子差別撤廃

条約に批准するための条件整備という役目があるため、一概に現状を改善する方が得策だからという理

由だけで制定されたとは考えにくい。事実、男女雇用機会均等法が国会で成立したのは、1985年5月

17日である。一方女子差別撤廃条約に批准したのは、1985年7月25日である（赤松,2003,165 172

頁）。なお、制定において労使双方からの反発は強かった。

11）「八六年の施行以来、先月までに一四社百六十人が調停を申し立てたが、実際に開かれたのは一社七

人のケースだけ」（『日本経済新聞』1999年4月20日付夕刊）と調停が開かれるのは、まれであった。

12）職場におけるセクシャルハラスメントとは「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する

女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動によ

り女性労働者の就業環境が害されること」（労働省女性局編,2000,251頁）をいい、その中には、「対

価的セクシャルハラスメント」と、「環境型セクシャルハラスメント」がある（労働省女性局編,2000,

252頁）。対価的セクシャルハラスメントとは、職場で性的な言動に対する女性労働者の対応で、その女

性労働者が解雇、降格、減給など不利益を受けることをいう。環境型セクシャルハラスメントとは、職

場での性的な言動により女性労働者の就業環境が不快になり、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、

就業する上で女性労働者に支障が生じることをいう（労働省女性局編,2000,251253頁）。

13）3点の要件とは、「・労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とするこ

と ・コース別雇用管理における『総合職』の労働者の募集又は採用に当たって、転居を伴う転勤に応

じることができることを要件とすること ・労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とす

ること ※なお、省令で規定するもの以外にも、裁判において間接差別として違法とされる場合もあり

うるものである。」（21世紀職業財団,2008,108109頁）と明記されている。

14）正式名称は、「事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用管理上構ずべき措置につ

いての指針」という。

15）厚生労働省「男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等を公布しました」。

16）厚生労働省『事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用管理上構ずべき措置につい

ての指針』。

17）有給休暇取得率は1985年51.6％、1995年55.2％、2005年47.1％、2016年47.6％（厚生労働省『賃

金労働時間制度等総合調査』；厚生労働省『就労条件総合調査』）と2000年以降は50％を下回っており

取得率が高くない。また、所定外労働時間は、1985年度 179時間、1995年度 138時間、2005年度 152

時間、2016年度 155時間と一旦は減少したかに見えたが、2005年以降年間で150時間程度の時間外労

働がみられる（厚生労働省『毎月勤労統計調査』）。

18）国の定めた認定の段階を達成すると認定マーク（えるぼし）を自社の商品や広告、名刺、求人票等に

使用できる。このように、社内外にアピールできる点も共通している。

19）厚生労働省『総則』。

経営研究 第68巻 第4号72



20）厚生労働省『事業主行動計画策定指針』。

21）厚生労働省『事業主行動計画策定指針』；厚生労働省『女性の職業性格における活躍の推進に関する

法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令』。

22）首相官邸『働き方改革実現会議』。

23）国会に提出されていないため現在の案のまま制定・施行されるとは限らない。さらに、2019年4月施

行がずれ込む恐れもある（『日本経済新聞』2017年9月27日付電子版）。また、労働者代表側は、企画

業務型裁量労働制の対象業務の拡大、高度プロフェッショナル制度は、長時間労働を助長するおそれが

払拭されないため実施すべきでないとの意見が出されている（厚生労働省「『働き方改革を推進するた

めの関係法律の整備に関する法律案要綱』の答申」2頁；『日本経済新聞』2017年5月2日付朝刊）。

24）他にも女性・若者が活躍しやすい環境整備、高齢者の就業促進、子育て・介護と仕事の両立、外国人

材の受け入れの問題が話し合われた（首相官邸『第1回働き方改革実現会議議事録』20頁）。

25）首相官邸『第1回働き方実現会議議事録』20頁；首相官邸『働き方改革実行計画』1頁。

26）厚生労働省『働き方改革を推進するための関係法案の整備に関する法律案要綱』13頁。

27）現在の時間外労働に関して、「特別条項がある場合の延長時間が月100時間を越えるものも見受けら

れ、長時間労働の歯止めとして十分に機能していない。」（首相官邸『第6回働き方実現会議資料12』

3頁）との指摘がある。

28）具体的には、「全社レベルの品質管理の取組計画を企画立案するとともに、当該計画に基づく調達や

監査の改善を行い、各工場に展開するとともに、その過程で示された意見等をみて、さらなる改善の取

組計画を企画立案する業務」（厚生労働省『今後の労働時間法制等の在り方について（報告）』7頁）等

を想定している。

29）厚生労働省『働き方改革を推進するための関係法案の整備に関する法律案要綱』910頁。

30）具体的には、「取引先企業のニーズを聴取し、社内で新商品開発の企画立案を行い、当該ニーズに 応

じた課題解決型商品を開発の上、販売する業務」（厚生労働省『今後の労働時間法制等の在り方につい

て（報告）』7頁）等を想定している。

31）厚生労働省『働き方改革を推進するための関係法案の整備に関する法律案要綱』10頁。

32）厚生労働省『働き方改革を推進するための関係法案の整備に関する法律案要綱』11頁。

33）具体的には、「金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの 業務（企業・市場

等の高度な分析業務）、コンサルタントの業務（事業・業務の企画 運営に関する高度な考案又は助言の

業務）、研究開発業務」（厚生労働省『今後の労働時間法制等の在り方について（報告）』9頁）等を念頭

に置いている。

34）厚生労働省『働き方改革を推進するための関係法案の整備に関する法律案要綱』11頁。

35）『日本経済新聞』2017年3月14日付朝刊。

36）仕事のやり方の改革は長時間労働のテーマだけに当てはまるのではなく、働き方実現会議での9つの

テーマにも当てはまる視点である。具体的には、労働生産性を向上させるには、今の仕事の仕方を変え

る必要があるだろう。女性・若者が活躍しやすい環境整備、高齢者雇用、外国人材の受け入れに関して

も、多様な人材を活用できるような仕事のやり方を考えなければならない。同一労働同一賃金に関して

は、まずは正規従業員と非正規従業員の仕事の明確化を行う必要もあり、その後仕事の仕方に関する課

題もでてこよう。
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How Do Japanese Companies Develop Employee
Management Under Japanese Employment Laws？

Based on the perspective of diversity management

Yukiko Waki

Summary

Japanese companies are required to follow appropriate employee management,

according to Japanese employment laws. This paper discusses the following.

First, what kind of employee management are Japanese companies required to

practice under the law? Second, this paper reports that, in a company, employee

management affects diversity management（that is, inclusion, fairness, strategy,

and organizational change）.

Two results are found. Through employee management, Japanese companies

consciously need to manage not only visible sexuality（men and women）, but

also invisible sexuality（LGBT）. Furthermore, they must change the working

style of the employees, particularly, reducing the long working hours of their

employees. From the perspective of diversity management, employee manage-

ment pays attention to inclusion, fairness, and organizational change in Japanese

companies.
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