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　は　じ　め　に

　「女性が働くようになった」といわれる。それは本当なのだろうか。

あるいは、それはどのような点で本当で、どのような点で違ってい

るのだろうか。この問いが、本書の出発点である。

　わたしは、女性の働きかたについてのイメージは、その人がどん

なメディアに接するか、どんなコミュニティで暮らしているかに大

きく依存してしまうのではないかと感じてきた。

　たとえば、女性雑誌のひとつを手に取れば、賢く倹約し、巻末に

紹介されている比較的短期間で取得できる資格を取って、少し仕事

をしながら、主婦業を中心に楽しんでいくような暮らしが大きく打

ちだされている。一方で、異なる雑誌を開いてみると、おしゃれで

子育てもこなすワーキングウーマンの多忙な 1日が、時間単位、

分単位で紹介され、家事を効率よくこなすコツが紹介されていたり

する。それぞれの雑誌には、まったく異なる女性の生きかたが紹介

されているのだけれど、ひとつ読むたびごとに、そのどれもが今の

社会の「主流」の生きかたであるような印象をもってしまう。

　あるいは、子どもの小学校のクラスで、学童に通う子どもが少な

ければ、働く女性は少ないのかなと思い、でも隣の小学校では、学

童に入っている子どもが大半だという話を聞けば、やっぱり働く女

性が増えているのかなと思ったりする。

　こうしたメディアから伝わる断片的な情報やイメージ、自分の限

られた経験から得た印象のひとつひとつは、どれも間違いではなさ

そうである。けれども、「で、どうなの？」というところに釈然と

しないものが常につきまとっていた。そこを、できるかぎりデータ

にそくして明らかにしてみたいと思ったのが、本書をまとめたいと
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思った大きな理由である。

　女性の就業にかんするデータや数値は、新聞をはじめとするメデ

ィアをとおして、日々、目にすることも多い。わたし自身これまで、

女性の就業にかんするさまざまな調査データや、その分析結果につ

いての情報を積極的に集めてきた。けれども、ひとつの調査データ

は、ある特定の時代における、ある特定の世代の傾向を明らかにす

るけれども、その傾向が異なる時代の、異なる世代の傾向と比べて

どうなのかということは、すぐさまにはわからないことも多い。ま

た、ある調査データで「女性の就業継続率○％」という数値がでて

いると、その数値の高低のみで、女性の就業継続についての、ひと

つのイメージをつくってしまいがちだ。けれど、それがいつからい

つまでの就業継続であるのか、また、ある時点で就業していた女性

のうちの就業継続者の割合なのか、それとも（ある時点で就業して

いなかった人も含めて）その世代の女性全体のなかで就業を継続し

た人の割合であるのかで、その数値はまったく異なる意味合いをも

つ。こうしたさまざまな情報を整理したうえで、女性の就業の趨勢

について、どんなことがいえるのかも明らかにしてみたいと考えて

いた。

　すなわち本書では、２つの問いにとりくむ。ひとつは、女性の働

きかたが変わったのかどうかである。現在の段階で公表されている

調査データの数値、あるいはわたし自身が分析することのできるデ

ータをもちいて、戦後から現在にかけての女性の働きかたの趨勢を

明らかにしたい。もうひとつの問いは、女性の働きかたが変わった

としたら、また変わっていなかったとしたら、それはなぜなのかで

ある。結論を先取りするなら、現在の段階で出産・育児期の就業行

動を分析できる中での若い年代である、1970 年代生まれにおいて

9はじめに………
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も、以前の世代と比べて出産を経ても就業継続する女性が増えてい

るという傾向は確認されなかった。それがなぜなのかについて、本

書では、女性の就業行動に関連する要因を析出することによって考

察する。

　本書では、女性のなかでもとりわけ、子どもを育てる女性に注目

し、その就業について考える。それは、「女性が働くようになった」

といわれるとき、しばしば「子どもを産んでも働き続ける女性が増

えた」、「子どもを育てながら働く女性が増えた」というようなニュ

アンスで語られる場合が多いからである。女性が子どもを育てなが

ら働くことについて、これまでの日本はどのような社会であったの

かを考察し、そこから今後にむけての展望をえがいてみたい。

　まずは第 1章で、女性の就業行動の傾向やその変化が語られる

ときに、しばしば持ちだされる、女性の就業率の「M字型カーブ」

について、それが何を語り、何を語っていないかを考察することか

ら始める。

　続く第 2章では、結婚や出産を経た女性の就業の趨勢について

検討する。これまでに公表されているさまざまな調査データの数値

と、本書でもちいる「消費生活に関するパネル調査」の分析結果か

ら、おおむね 1940 年代生まれから 1970 年代生まれにかけて、結

婚時の就業率、結婚を経た就業継続率、また、第 1子出産時の就

業率、第 1子出産を経た就業継続率にどのような変化があったの

かを論じる。

　第 3章では、女性の就業行動の趨勢を説明しうるような理論的

パースペクティブについて論じる。女性の就業行動と社会との関係

を、マクロ・メゾ・ミクロのレベルにわけ、どのような理論にもと

づいて、女性の就業行動が説明されてきたかを検討する。
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　第 4章では、前章で検討した理論的パースペクティブによって

導かれた、女性の就業行動を左右する要因が、戦後の日本社会にお

いてどのように変動してきたかを論じる。マクロ・レベルではグロ

ーバリゼーションのもとでの日本経済の状況と、戦後の日本社会の

福祉国家としての歩み、メゾ・レベルでは戦後日本の労働市場の構

造変動と、家族のありかたや女性の就業に関連する社会政策の展開

について概観する。また、ミクロ・レベルでは、ソーシャル・サポ

ート要因としての親族による育児や家事援助と夫の家事・育児参加

の傾向、高学歴化の趨勢や家計の収入水準の動向などについて論じ

る。さらに、このような戦後日本社会の変動のなかで、異なる世代

の女性が、それぞれどのような社会状況のなかで出産・育児・子育

て期をむかえたかを確認する。

　第 5章では、出産・育児期の女性の就業の規定要因について検

討する。1940 年代生まれから 1970 年代生まれの女性の就業行動

にかんする、これまでの知見をふまえたうえで、戦後の社会状況の

変化のなかで、おそらく「変わる」ことが期待されたであろう、

1960 年代および 1970 年代生まれの女性を対象に、出産・育児期

の就業の規定要因について分析する。

　第 6章では、出産後からポスト育児期にかけての女性の就業キ

ャリアとその規定要因について検討する。第 1子出産時に就業し

ていなかった女性の再就職行動、また、再就職したのちの、さらな

る就業変化について分析するとともに、第 1子出産時に就業して

いた女性の退職リスクの規定要因についても検討する。

　第 7章では、シングルマザーの就業キャリアについて検討する。

シングルマザーになってからの就業状況を一定期間キャリアとして

追うとともに、経済的に安定した生活をおくるという観点から、正

11はじめに………
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規雇用への変化と退職のリスクの規定要因について分析する。そこ

から、子育てのただなかにあるシングルマザーの就業に、何が障壁

となっているかを論じる。

　第 8章では、本書でおこなったデータ分析の知見、および、異

なる社会との比較のなかでの、子どもを育てる日本の女性の働きか

たの特異な側面をふまえたうえで、本書の分析からみちびかれる、

とりわけ子どもを育てる女性の働き方が「変わる」ための、いくつ

かの提案をしたい。

　なお、本書でおこなったデータ分析には、公益財団法人家計経済

研究所が 1993 年から継続的に実施している「消費生活に関するパ

ネル調査」の 1993 年から 2008 年（初年度から第 16年度）のデー

タをもちいた。この調査は、1993 年に 24～ 34 歳（1959 ～ 1969

年生まれ）の全国の女性を対象に毎年継続的におこなわれており、

1997 年からは 1970 ～ 1973 年生まれ、2003 年からは 1974 ～

1979 年生まれ、2008 年からは 1980 ～ 1984 年生まれを新たに

追加して、調査がおこなわれている 1。本書ではおもに、2008 年

までのあいだに、その多くが出産・育児・子育て期をむかえている

と思われる、1960 年代および 1970 年代生まれの女性についての

分析をおこなっている。

1　本調査の詳細については、公益財団法人家計経済研究所の「消費生活に関するパネル調査」
についてのホームページ（http://www.kakeiken.or.jp/jp/jpsc/index.html）を参照されたい。
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