
1　はじめに

近年、「専門職」の成長は著しい。国勢調査による
と、1985 年から 2015 年の間に専門的・技術的職業
従事者（雇用者）は、男性で 310 万人から 395 万人
と約 85 万人増加し、女性で 223 万人から 407 万人
と約 184 万人増加しており、特に女性が著しく増加
していることが分かる。専門職は、産業転換による
構造移動の影響もあり、今後もその規模を拡大させ
ることが予想される。こうしたトレンドは OECD 諸
国に広くみられ（Murphy 2014）、専門職研究や

（特に女性）労働研究における様々な研究課題を提
起する契機となりうる。

とりわけ、専門職研究では性別職域分離構造がも

たらす社会的不平等がたびたび問題とされてきた。
専門職における性別職域分離の問題について、社会
学を中心に大きく 2 つの視点から研究がなされてい
る。第 1 に、医者や法務職などのいわゆる「確立さ
れた専門職」（天野 1972）や、STEM 領域と呼ばれる
専門職が男性に占有されていることに注目した研究
である。これらの専門職は社会経済的地位が高いた
めに（Gorman and Sandefur 2011; Xie el al. 2015）、
いかに専門職の性別職域分離を解消していくかが
ジェンダー不平等解消の鍵になるとされる。

第 2 に、性構成比が不均衡な専門職内のジェン
ダー不平等、特に離転職、昇給、昇進などのキャリ
ア形成に関するジェンダー不平等に注目した研究で
ある。例えば、医者などの男性比率が高い専門職の
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離転職や昇進確率の性差などをイメージしてもらえ
ればいい。ここでの論点は、性構成比が不均衡な専
門職においてマイノリティの性別集団が不利を被る
場合、単に専門職の性構成比の解消だけではキャリ
ア形成におけるジェンダー不平等が解消されない可
能性を問題としている。

これまでの専門職研究は、第 1 の視点からの研究
が多く、そこでは性別職域分離構造の時代的変化を、
全域的、もしくは局所的に検討する中で、既存のジェ
ンダー体制がどのように変化したかについて解明に
取り組んできた（Bansak et al. 2012; Blau et al. 2013; 
Jacobs and Lim 1992; Preston 1999; Reskin 1993
など）。その一方で、第 2 の視点、つまり性別職域
分離構造下のキャリア形成の性差について読み解く
研究が不足してきたという（Brockman 1994; Kay 
1997）。そこで本稿では、この第 2 の視点に注目し
た実証分析を試みる。

具体的な分析内容は次のとおりである。まず、専
門職を性構成比と雇用形態に応じて「男性占有専門
職の正規雇用」、「男女混合専門職の正規雇用」、「女
性占有専門職の正規雇用」の 3 つに分類する。

そして、「男性占有専門職の正規雇用」に従事す
る女性のキャリア形成は、当該職に従事する男性よ
りも不利となりやすいのか、逆に「女性占有専門職
の正規雇用」に従事する男性のキャリア形成は、当
該職に従事する女性よりも不利となりやすいのか、
といった点を検討する。また、本稿が焦点とするの
は、性別職域分離の中でも同一職業内における役職
に関する性構成比の差（垂直的職域分離）ではなく、
職業間における性構成比の差（水平的職域分離）と
キャリア形成の関係についてみていく。

本稿は専門職のキャリア形成の中でも、特に正規
雇用のキャリア形成の性差に着目する。雇用形態の
違いで分けるのは、特に日本では近年の雇用の流動
化も相まって、雇用形態がその後の報酬機会や移動
機会を分かつ重要な階層分類基準であり、個人の社
会経済的地位やキャリア移動の安定性を測る重要な
指標であると考えられてきているためである（有田 
2016; Rebick 2005; 太郎丸 2009）。また、非正規
雇用から正規雇用への移動障壁があること（石田 
2005）、それは特に女性で高い障壁があるという指
摘を踏まえつつ（四方 2011）、性構成比で専門職

を分けた時の専門職内の移動障壁の異質性について
も議論していきたい。

さらには、特に女性の就業を中断させる要因と考
えらえてきた、結婚や出産などのライフイベントが
上述の 3 つの専門職それぞれの就業・非就業の確
率に及ぼす影響を検討していく。

2　先行研究と分析課題

（1）	性別職域分離構造の変容
まず、性別職域分離構造に関する先行研究につい

て概観する。性別職域分離構造研究のメインスト
リームは、その構造の時代的趨勢を全域的にあるい
は局所的にとらえることである（Bansak et al. 2012; 
Blau et al. 2013; Jacobs and Lim 1992; Preston 
1999; Reskin 1993 など）。これらの研究では、全
数調査、あるいは比較的大規模なデータから、非類
似度指数などの指標をもって性別職域分離の弱化の
程度を数量的に捉えてきた。

これらの研究では、1990 年代以降は性別職域分
離の弱化のスピードがやや鈍化したものの、長期的
には 1950 年代頃から弱化が進んでいることが指摘
されてきた（Bansak et al. 2012; Blau et al. 2013; 
Jacobs and Lim 1992; Preston 1999; Reskin 1993; 
Tomaskovic-Devey et al. 2006）。国勢調査を用いた
日本の研究でも、1980 年から 2005 年頃までにか
けては性別職域分離構造は横ばい、もしくはやや弱
化したことが示されている（打越・麦山 2020）。

ただし、性別職域分離の弱化は、特定の職業、あ
るいは年齢段階で局地的に生じていると指摘されて
いる。まず注目されるのは、男性比率の高い職業へ
の女性の移動のほうが、女性比率の高い職業への男
性の移動よりも多くみられることが各国の調査で共
通して確認されている（Jacobs and Lim 1992; Blau 
et al. 2013; England 2010; 打越・麦山 2020）1）。ま
た、年齢段階の違いとして、どの時代においても若
年層において弱化の程度が大きいことが示されてい
る（Blau et al. 2013）。最後に職業の違いとしては、
ホワイトカラー職は特に性別職域分離の弱化のス
ピードが速く、ブルーカラー職や農業は弱化のスピー
ドが遅いとされる（Blau et al. 2013）。以上をまとめ
ると、性別職域分離の弱化は、男性比率が高い職業、
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若年層、ホワイトカラー職で顕著にみられることが
分かっている。

（2）	性別職域分離構造下のキャリア形成
次に、性別職域分離構造下のキャリア形成の性差

に関する研究についてみていく。これらの研究の関
心は、いかに職業集団が歴史的、制度的にジェンダー
化されており、そうした組織構造によってキャリア
形成の性差が生じているのか検討することにある

（England 2010; Kanter 1977）。理論的には Kanter
のトークニズム論が有名である（Kanter 1977）。
Kanter は、組織における性構成比の違いがキャリア
形成における性差をもたらす可能性を、インダスコ
社（仮称）の参与観察の結果をもとに理論的な説明
を試みている。Kanter は、性構成比が不均衡な組
織においては、「トークン（男性多数派組織におけ
る女性／女性多数派組織における男性）」が不利を
被ることを問題としている 2）。

Kanter の研究では、離転職や昇進のチャンスに
関するトークンの不利について論じているが、これ
は「ガラスの天井」や（Cotter et al. 2001; Morgan 
1998）、アカデミックキャリア研究における「水漏
れパイプライン」現象（Alper 1993）などの研究
による指摘とも結びつく。これらの理論は、管理職
や上級職階における女性比率の低さを問題として指
摘し、キャリア形成におけるジェンダー格差や人種
間格差を生じさせる構造的問題を指摘するものであ
る（池田 2021）3）。

Kanter の主張に対して、むしろ組織における少数
派のほうがキャリア形成の機会に恵まれている可能
性も指摘されている。Isacco and Morse（2015）や
Williams（1992, 2013, 2015）の研究がその代表で、
男性は男性比率が高い専門職のみならず、女性比率
が高い専門職においても上昇移動の機会を得られる
ことを実証分析により解明した。つまり、必ずしも
トークンが不利になるわけではないという結果を得
ており、Kanter の理論に疑義を呈している。Williams
はこうした現象を「ガラスの天井」のパラレルな概
念として、「ガラスのエスカレーター（glass escalator）」
と呼んでいる。

加えて、仮に性別職域分離の弱化が進んだとして
も、キャリア形成におけるジェンダー構造が不変で

ある可能性も指摘されており（England 2010）、例
え ば 法 務 職（Bolton and Muzio 2007） や 獣 医 師

（Irvine and Vermilya 2010）などの専門職の研究で
ある。これらの専門職は男性比率が急速に減少して
いる一方で、既存の「男性化」された職業コードへ
の影響を最小限に留めるために、女性を特定の職務
に集中させる、あるいは適性を生かせる仕事に割り
当てるといった方略がとられ、これによって男性支
配的体制が維持されると考えられている（Bolton 
and Muzio 2007: 54; Davies 1996）4）。

（3）	分析課題
これらの先行研究を踏まえて、本稿の分析課題を

提示する。第 1 の検討課題は、日本でも特に男性比
率が高い専門職において性別職域分離の弱化がみら
れるという指摘を踏まえて、この現象が「男性占有
専門職の正規雇用のキャリア移動の性差の縮小」を
意味するのか考えることである。この疑問に対して、
男性占有専門職の正規雇用において、依然としてキャ
リア移動の性差が残るという仮説を設定する。先行
研究で述べたように、性別職域分離の弱化は、どの
時代においても特に若年層を中心に生じているとさ
れる（Blau et al. 2013）。新規学卒一括採用システ
ムが浸透する日本について考えると、性別職域分離
の弱化は新規入職コーホートの影響を色濃く反映す
ることが想定される。平たく言えば、新卒段階で男
性占有専門職の正規雇用に女性が「参入しやすく
なった」ことはあっても、「働きやすくなった」「仕事
を続けやすくなった」ことはあまり考えられないの
ではないか。そうであるならば、男性占有専門職の
正規雇用においては、労働市場参入後のキャリア移
動の過程において女性が淘汰されやすい構造が依然
として残るではないかと考えられる。

また、Williams らの「ガラスのエスカレーター」に
関する研究の指摘などを踏まえると、女性比率が高
い専門職における就業継続率や移動先の正規雇用獲
得機会が、男性よりも女性で恵まれているとは限ら
ない。すなわち、男性占有専門職では男性、女性占有
専門職では女性のキャリア形成が有利といったよう
に、キャリア形成機会が性構成比に応じて対称的と
ならない可能性が考えられる。しかしこれまで日本
の実証研究では、男性占有専門職と女性占有専門職
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とを比較した実証研究は行われておらず、検討の余
地が残っている。これを第 2 の検討課題としたい。

第 3 の検討課題として、男性占有専門職の正規雇
用、女性占有専門職の正規雇用への定着に対して結
婚や育児などのライフイベントがどのように影響す
るのか考えていく。後述するように、男性占有専門
職の正規雇用の女性の継続率は、年齢段階による違
いがみられるが、これがライフイベントに起因する
ものであるのか検討していく 5）。

3　データ・変数・分析

（1）	データ
本稿では、リクルートワークス研究所が実施する

「就業実態パネル調査（以下 JPSED）」の 2016 年
から 2021 年のデータを用いた分析を試みる。ただ
し、本稿で用いる職種変数が 2016 年のみ異なる分
類がなされているため、職種変数が共通である
2017 年から 2021 年までの分析を試みる 6）。この
調査は、全国の 15 歳以上の男女に対して就業をめ
ぐる状況とその変化をとらえるために毎年実施され
ている追跡調査である。

本調査の長所として、大規模サンプルであるがゆ
えに、通常の調査では得られないレアケース、具体
的には、医師や公認会計士などのサンプルが多変量
解析に耐えうる程度に抽出されている点にある。加
えて本人の職種が、200 を超える小分類によってよ
り詳細に得られるため、専門職を性構成比に応じて
分類した分析も可能となる。こうした長所を備え、
かつパネル調査であるのはこの調査が日本で唯一で
あり、本稿の研究課題を検討する上で最適なデータ
セットである。

本稿の分析対象は、各調査時点で 50 歳未満であ
り、かつ在学中でない者に限定する。また本調査は、
毎年の調査で新たなサンプルが追加されているが、
これらの追加サンプルも分析対象に含める。

（2）	変数
次に本稿で用いる変数について説明する。まず専

門職の分類に関して、本稿ではその性構成比と雇用
形態に応じて、専門職を「男性占有専門職の正規雇
用」、「男女混合専門職の正規雇用」、「女性占有専門

職の正規雇用」と分類する。その際に池田（2021）
の用いる分類を参照するが、その概要について簡単
に触れておく。JPSED2017 以降のデータに含まれ
る職種変数は 224 カテゴリーとなっており、池田

（2021）ではこのうち日本標準職業分類を参考に
108 の職種を専門職とし、さらに日本標準職業分類
の中分類と小分類コードをもとに 18 の専門職に再分
類している。この 18 の専門職について、全数調査
である国勢調査から得られる各職種の性構成比率を
ベンチマークとして、18 の専門職の性構成比率を
算出していく。参照年は JPSED の調査年に最も近い
2015 年国勢調査の数値とする。

次に、「男性占有専門職の正規雇用」、「男女混合
専門職の正規雇用」、「女性占有専門職の正規雇用」
に分かつ閾値であるが、池田（2021）の分類をさ
らに細かくし、女性比率が 33％未満を「男性占有
専門職の正規雇用」、女性比率が 33％以上 66％未
満を「男女混合専門職の正規雇用」、女性比率が
66％以上を「女性占有専門職の正規雇用」とする。

ここで「男性占有専門職の正規雇用」、「女性占有
専門職の正規雇用」に含まれる専門職の性構成比率
の変化について簡単にみておく。「男性占有専門職の
正規雇用」には「法務従事者」や「医師」などが含
まれる。国勢調査によると「法務従事者」は 1985
年の 8.4％から 2015 年の 17.6％、「医師」の女性
比率は 11.4％から 22.3％となり、性別職域分離の
弱化がみられている。ほかの「男性占有専門職の正
規雇用」をみても、その多くの職業で性別職域分離
が弱化していることがマクロデータから分かる。一
方で「女性占有専門職の正規雇用」には、「看護師

（准看護師を含む）」や「薬剤師」などが含まれる。
看護師は同期間に 97.2％から 93.6％、「薬剤師」は
59.6％から 66.3％のように、緩やかな弱化、逆に
性別職域分離が強化された専門職もみられることが
特徴である 7）8）。

その他の職種の分類として、性構成比率の算出が
国勢調査から困難な場合を「その他の専門職の正規
雇用」、専門職の非正規雇用は性構成比率に関わら
ず「専門職の非正規雇用」というカテゴリーを作成
した。また、専門職以外の比較対象として、「専門
職以外の正規雇用」と「専門職以外の非正規雇用」、
さらには「無職」のカテゴリーを作成した。職種の
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分類が困難なものは「分類不能」とした 9）。最終的
に、表 1 にあるような分類と度数分布表が得られた。
また、多変量解析で用いる変数とその記述統計量に
ついては表 2 で示すとおりである。

表 1　職種の分類と度数分布

職種
度数

男 女
男性占有専門職の正規雇用  6069   907
男女混合専門職の正規雇用   924   492
女性占有専門職の正規雇用  1175  1940
その他の専門職の正規雇用   250   217
専門職の非正規雇用   677  1396
専門職以外の正規雇用 19654  9503
専門職以外の非正規雇用  3929  9116
無職  3469  8058
分類不能  5073  3728
合計 41220 35357

注 1． 度数は 2017 年から 2021 年までの 5 時点で、各カテ
ゴリーに一度でも従事したことのある延べ人数を示し
ている。

（3）	分析内容
本稿では次の 3 点について分析を試みる。第 1

に、「男性占有専門職の正規雇用」、「女性占有専門
職の正規雇用」の継続率の性差の分析である。パネ
ル調査の利点を生かして、t-1 時点から t 時点にか
ける継続率を職種ごとに算出していく。表 1 中に示
した 8 カテゴリー間の移動表を分析していくことに
なるため、専門職でも、正規雇用から非正規雇用に
変化した場合には移動があったとカウントする。加
えて、この移動表を年齢別に分析する。これによっ
て、「男性占有専門職正規雇用」と「女性占有専門職
の正規雇用」それぞれの継続率の性差がどの年齢段
階で拡大・縮小するのか検討することができ、第 1、

第 2 の分析課題に対応する分析となる。
第 2 に、「男性占有専門職の正規雇用」と「女性

占有専門職の正規雇用」に関して、移動がみられた
場合、具体的にどういった職種への移動が多いのか、
そこにどのような性差がみられるのか検討する。

第 3 に、多項ロジットモデルを用いて「男性占有
専門職の正規雇用」と「女性占有専門職の正規雇用」
への就業確率を規定する要因について検討していく。
結果を先取りすると、図 1 に示した移動表の分析か
ら、「男性占有専門職の正規雇用」において、高い
年齢段階で女性の継続率が低く、その性差が拡大す
ることが分かる。この結果を踏まえて、30 代以降に
これらの専門職の正規雇用に女性が就きにくい理由

表 2　記述統計量

変数 変数説明
平均 標準偏差 最小値 最大値

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
30 歳未満
ダミー

本人年齢が 30 代のものを基準とする
ダミー変数 0.19 0.27 0.39 0.44 0.00 0.00 1.00 1.00

40 代ダミー 本人年齢が 30 代のものを基準とする
ダミー変数 0.43 0.34 0.49 0.48 0.00 0.00 1.00 1.00

既婚ダミー 配偶者がいれば 1、
いなければ 0 をとるダミー変数 0.48 0.54 0.50 0.50 0.00 0.00 1.00 1.00

末子 6 歳
以下ダミー

末子年齢が 6 歳以下なら 1、
7 歳以上または子なしなら 0 をとるダミー変数 0.22 0.23 0.41 0.42 0.00 0.00 1.00 1.00

大卒ダミー 最終学歴が大卒以上の場合 1、
大卒未満は 0 をとるダミー変数 0.43 0.28 0.50 0.45 0.00 0.00 1.00 1.00

注 1．分析対象は 15 歳から 49 歳で絞り込んだほか、在学中は除いた。
　 2． 年齢段階ごとの度数は、30 歳未満が男性で 10,235、女性で 11,445、30 代が男性で 17,414、40 代が男性で 12,505、女

性で 11,715 となった。
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として、結婚や育児などの 30 代以降に多くみられ
るイベントによる影響であるのか検討する。これが
第 3 の分析課題に対応している。

4　結果

（1）	継続率の分析
まず、t-1 時点から t 時点における当該職種の継

続率を示す。まず、図 1 の全年齢（30 歳未満、30
代、40 代の合算）の結果をみていく。男性占有専
門職の正規雇用の継続率をみると男性が 77.8％、
女性が 69.9％と約 7.9％ pt ほど男性が高く、正規
雇用として安定したキャリアを歩みやすいと考えら
れる。

一方、女性占有専門職の正規雇用の継続率をみる
と、男性が 87.8％、女性が 84.6％で、これも男性の
継続率のほうが 3.2％pt ほど高い。男女混合専門職
の正規雇用の継続率においても、男性が 81.7％、
女性が 75.4％で同様に男性の継続率のほうが高い。
これらの結果から、少なくとも女性占有専門職にお
いて、女性は男性よりも正規雇用として安定した
キャリア移動を行えるとはいえず、専門職の性構成
比率とキャリア移動の性差の関係は非対称的な構造
であることが分かる。

次に年齢段階別に継続率をみていく（図 1）。男
性占有専門職の正規雇用をみると、より高い年齢段

階で、継続率の性差が大きいことが分かる。具体的
には 30 歳未満における継続率の性差は 3.1％pt にと
どまっているが、それ以降では特に女性の継続率が
低下することによって、30 代では 11.9％pt、40 代
では 6.7％pt とその継続率の性差が 30 歳未満より
も大きいことが分かる10）。このことから、男性占有
専門職の正規雇用では、キャリアの前期よりもキャ
リアの後期において、より多くの女性が淘汰される
構造にあると考えられる。

また、補足分析で年齢段階別に男性占有専門職の
正規雇用への参入率（移動者全体に占める t 時点で
男性占有専門職の正規雇用へと移動した者の比率）
を分析した（図表略）。その結果、どの年齢段階に
おいても男性のほうが参入率が高いことから、入職
障壁の性差も確認された 11）。つまり、女性は男性
占有専門職の正規雇用から離脱しやすく、戻りづら
いことが分かった。

次に女性占有専門職の正規雇用の継続率の結果を
みると、30 歳未満と 30 代以降は男性のほうが継
続率が高いことが分かるが、40 代になるとその性
差が縮小する。しかし、男性占有専門職の正規雇用
と比較すると、継続率の性差は小さく、やはり男性
占有専門職の正規雇用と女性占有専門職の正規雇用
の継続率の性差は非対称であることが分かる。男女
混合専門職の正規雇用の継続率は、女性占有専門職
の正規雇用の継続率とパターンが酷似しているが、
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図 1　移動表による継続率の分析結果
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女性の継続率は女性占有専門職の正規雇用よりも低
いことが特徴として挙げられる。

（2）	移動先の分析
次に、男性占有専門職の正規雇用、男女混合専門

職の正規雇用、女性占有専門職の正規雇用、専門職
の非正規雇用からの移動先についてみていく。表 3
がその結果である。まず男性占有専門職の正規雇用
をみてみると、男性の場合、移動先として専門職以
外の正規雇用が最も多く、移動した場合でも正規雇
用になることが多い。一方女性では、同じく専門職
以外の正規雇用への移動が多いものの、男性と比べ
ると 11.4％pt ほど低く、非正規雇用や無職への移
動が多い。

女性占有専門職の正規雇用をみてみると、男性の
場合、2 つの正規雇用のカテゴリー（男性占有専門
職の正規雇用と、専門職以外の正規雇用）への移動
が多く、非正規雇用への移動は少ない。一方女性で
は、専門職の非正規雇用や無職への移動が多く、女
性占有専門職の正規雇用の男性と比較してもその傾
向は顕著である。

また、男女混合専門職の正規雇用においては、男
性の場合、女性占有専門職の正規雇用の男性の場合
よりも専門職の非正規雇用への移動が多く、女性の
場合は専門職への正規雇用への移動が女性占有専門
職の正規雇用の女性の場合よりも少ない。

さらに、専門職の非正規雇用からの移動先をみて
みても、男性では専門職、あるいは専門職以外の正
規雇用への移動が合計約 52.9％（22.68＋8.25＋
4.47＋2.41＋15.12）であるのに対して、女性では

合計約 33.9％（4.31＋6.27＋15.88＋2.16＋5.29）
と性差がみられることが分かる。これらの結果より、
専門職から離脱した場合の行先としての専門職や正
規雇用への移動確率においても性差がみられること

（男性が高い）、また女性占有専門職に限定してみて
も、女性よりも男性のほうが専門職や正規雇用へと
移動する確率が高いことが分かる。

（3）	多項ロジットモデルの結果
次に、多項ロジットモデルを用いて、男性占有専

門職の正規雇用、女性占有専門職の正規雇用への従
事確率の規定要因に関する分析を行っていく。先ほ
どの移動表による分析で、男性占有専門職の正規雇
用おいて 30 代以降に女性の継続率が低下すること
が分かった。この要因として、結婚や育児などのイ
ベントがどう関わってくるのかここで検討していく。
ただし、ここで示す多項ロジットモデルはプールド
モデルであるため、厳密に個人の変化を追跡する分
析ではない。しかし、年齢と婚姻状態や末子年齢と
の交互作用をみることによって、例えば既婚女性の
男性占有専門職への就業確率が特にどの年齢段階で
顕著に現れるのか調べることができ、擬似的に個人
の年齢・キャリア段階別の変数の効果の違いを検討
している。

表 4 がその結果を示している。まずは中央の線
をはさんで左側が、男性占有専門職の正規雇用を 0
とした多項ロジットモデルの結果である。ここでは
紙幅の都合から特に注目したい女性の結果について
みていく。多項ロジットのためやや表の読み取りが
煩雑であるが、例えば大卒以上ダミーの場合、女性

表 3　移動表による移動先の分析

行：移動元
列：移動先

男性占有
専門職の
正規雇用

男女混合
専門職の
正規雇用

女性占有
専門職の
正規雇用

その他の
専門職の
正規雇用

専門職の
非正規雇
用

専門職以
外の正規
雇用

専門職以
外の非正
規雇用

無職 分類
不能 合計

男性占有専門職
の正規雇用

男性（n＝1697） 2.06 0.82 0.53 1.71 71.66 1.83 4.71 16.68 100.00
女性（n＝289） 4.15 2.42 0.69 4.84 60.21 5.54 7.61 14.53 100.00

男女混合専門職の
正規雇用

男性（n＝218） 13.76 0.00 0.46 7.80 38.07 2.29 6.88 30.73 100.00
女性（n＝138） 2.90 9.42 0.72 11.59 28.26 12.32 9.42 25.36 100.00

女性占有専門職
の正規雇用

男性（n＝196） 13.27 0.51 9.69 3.06 48.98 2.04 5.10 17.35 100.00
女性（n＝356） 4.21 2.81 8.71 19.94 21.91 4.21 20.79 17.42 100.00

専門職の
非正規雇用

男性（n＝291） 22.68 8.25 4.47 2.41 15.12 24.74 4.47 17.87 100.00
女性（n＝510） 4.31 6.27 15.88 2.16 5.29 33.33 16.08 16.67 100.00

注．n の値は各専門職から移動した人数の合計数を示しており、その他の数値は行％を示す。
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表 4　2つの専門職の正規雇用への就業確率に関する多項ロジットモデル

男性 女性 男性 女性

係数 ロバスト
標準誤差 係数 ロバスト

標準誤差 係数 ロバスト
標準誤差 係数 ロバスト

標準誤差
【従属変数の基準：男性占有専門職の正規雇用＝0】 【従属変数の基準：女性占有専門職の正規雇用＝0】
男性混合専門職の正規雇用 男性混合専門職の正規雇用 男性混合専門職の正規雇用 男性混合専門職の正規雇用

大卒以上ダミー 0.918 0.095 *** 0.224 0.134 † 1.501 0.113 *** 1.306 0.123 ***
年代段階（基準：30 代）
30 歳未満 0.126 0.128 -0.250 0.190 0.194 0.160 -0.112 0.171
40 代 0.084 0.150 -0.236 0.227 0.980 0.216 *** 0.636 0.205 **
既婚ダミー 0.232 0.136 † 0.103 0.249 0.005 0.168 0.218 0.218
末子 6 歳以下ダミー -0.027 0.130 -0.281 0.262 -0.452 0.155 ** -0.549 0.229 *
既婚×30 歳未満 0.123 0.231 -0.166 0.350 -0.283 0.286 -0.449 0.313
既婚×40 代 -0.226 0.199 0.356 0.337 -0.450 0.274 -0.342 0.302
末子 6 歳以下×30 歳未満 -0.337 0.296 0.169 0.421 0.124 0.356 0.448 0.386
末子 6 歳以下×40 代 0.151 0.205 0.320 0.394 0.135 0.260 0.582 0.355
定数項 -2.628 0.124 *** -0.567 0.181 ** -1.334 0.145 *** -2.101 0.158 ***

女性占有専門職の正規雇用 女性占有専門職の正規雇用 男性占有専門職の正規雇用 男性占有専門職の正規雇用
大卒以上ダミー -0.583 0.074 *** -1.082 0.097 ***

（左の係数の符号を逆転したものに等しい）

年代段階（基準：30 代）
30 歳未満 -0.068 0.116 -0.139 0.133
40 代 -0.896 0.171 *** -0.872 0.171 ***
既婚ダミー 0.227 0.120 † -0.115 0.182
末子 6 歳以下ダミー 0.425 0.108 *** 0.268 0.187
既婚×30 歳未満 0.406 0.214 † 0.284 0.246
既婚×40 代 0.224 0.212 0.698 0.256 **
末子 6 歳以下×30 歳未満 -0.462 0.259 † -0.279 0.275
末子 6 歳以下×40 代 0.016 0.191 -0.262 0.309
定数項 -1.294 0.091 *** 1.534 0.126 ***

専門職の非正規雇用 専門職の非正規雇用 専門職の非正規雇用 専門職の非正規雇用
大卒以上ダミー 0.105 0.095 -0.460 0.103 *** 0.687 0.113 *** 0.623 0.087 ***
年代段階（基準：30 代）
30 歳未満 0.287 0.114 * -0.735 0.153 *** 0.355 0.147 * -0.596 0.129 ***
40 代 -0.137 0.146 -0.370 0.182 * 0.760 0.212 *** 0.502 0.152 **
既婚ダミー -1.311 0.207 *** 0.615 0.191 ** -1.538 0.229 *** 0.730 0.148 ***
末子 6 歳以下ダミー -0.600 0.247 * -0.020 0.190 -1.024 0.261 *** -0.288 0.139 *
既婚×30 歳未満 -0.236 0.422 -0.301 0.288 -0.642 0.455 -0.585 0.242 *
既婚×40 代 -0.002 0.281 0.815 0.260 ** -0.226 0.337 0.117 0.207
末子 6 歳以下×30 歳未満 0.161 0.612 0.432 0.321 0.622 0.643 0.710 0.271 **
末子 6 歳以下×40 代 0.173 0.393 -0.234 0.297 0.158 0.424 0.027 0.234
定数項 -1.989 0.104 *** 0.528 0.138 *** -0.695 0.127 *** -1.007 0.107 ***

専門職以外の非正規雇用 専門職以外の非正規雇用 専門職以外の非正規雇用 専門職以外の非正規雇用
大卒以上ダミー -1.106 0.051 *** -1.264 0.084 *** -0.523 0.080 *** -0.182 0.065 **
年代段階（基準：30 代）
30 歳未満 0.033 0.063 -0.447 0.118 *** 0.100 0.114 -0.309 0.084 ***
40 代 -0.373 0.074 *** -0.347 0.148 * 0.523 0.171 ** 0.525 0.107 ***
既婚ダミー -2.054 0.102 *** 0.514 0.163 ** -2.281 0.141 *** 0.629 0.109 ***
末子 6 歳以下ダミー -0.816 0.125 *** -0.453 0.167 ** -1.240 0.151 *** -0.721 0.108 ***
既婚×30 歳未満 0.509 0.184 ** -0.266 0.221 0.103 0.248 -0.550 0.155 ***
既婚×40 代 -0.005 0.144 0.791 0.222 *** -0.229 0.235 0.093 0.157
末子 6 歳以下×30 歳未満 0.287 0.264 0.843 0.245 ** 0.749 0.327 * 1.122 0.176 ***
末子 6 歳以下×40 代 0.487 0.210 * -0.345 0.265 0.472 0.262 † -0.083 0.191
定数項 0.798 0.051 *** 2.863 0.114 *** 2.092 0.090 *** 1.329 0.073 ***
N of observations 84,529 70,424 84,529 70,424
N of samples 32,842 27,325 32,842 27,325
-2LL 237,952.7 227,840.4 237,952.7 227,840.4

注 1．***p< .001, **p< .01, *p< .05, †p< .10。標準誤差は、個人でクラスター化したロバスト標準誤差を示している。
　 2． 「その他の専門職の正規雇用」「専門職以外の正規雇用」「無職」「分類不能」も含んで多項ロジットを推定しているが、紙

幅の関係で掲載略。
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占有専門職の正規雇用との比較において負に有意で
あることから、女性の場合、男性占有専門職の正規
雇用と比較して女性占有専門職の正規雇用は大卒以
上の者が少ない、といったように読み取ることがで
きる。

女性の結果でまず注目したいのが、既婚ダミーと
年齢段階のダミー変数との交互作用項である。既婚
×40 代をみてみると、男性占有専門職の正規雇用
と比較した場合、男女混合専門職の正規雇用を除い
て正に有意な効果を示している。つまり、既婚女性
は 40 代以降で男性占有専門職、あるいは男女混合専
門職の正規雇用の就業確率が低くなることが分かる。

次に、末子 6 歳以下×30 歳未満をみてみると、
専門職以外の非正規雇用において正に有意な効果を
示しており、3 つの専門職カテゴリー（男女混合専
門職の正規雇用、女性占有専門職の正規雇用、専門
職の非正規雇用）との間に有意な違いはない。つま
り、キャリアの初期段階において幼い子を持つ女性
は、性構成比率や雇用形態によらず専門職全体の就
業確率が低いことが分かる。

次に、中央の線をはさんで右側にある、女性占有
専門職の正規雇用を 0 とした多項ロジットモデルを、
同じく女性の結果についてみていく。まず、既婚×
30 歳未満をみてみると、2 つの非正規雇用カテゴ
リー（専門職の非正規雇用と専門職以外の非正規雇
用）において負に有意かつ既婚ダミーの主効果は正
に有意となり、この 2 つの係数は男性占有専門職の
正規雇用との比較においては有意とならない。既婚
ダミーの主効果は、2 つの年齢ダミー変数がいずれ
も 0、つまり 30 代の女性の効果であるため、30 代
においては、既婚者は正規雇用よりも非正規雇用へ
の就業確率が高いことが分かる。一方で、交互作用
が負であることから、30 歳未満のキャリア若年期
では、既婚者が非正規雇用となる確率はキャリアの
後期よりも低いことが分かる。

次に、末子 6 歳以下×30 歳未満をみてみると、
2 つの非正規雇用カテゴリーとの比較において正に
有意となっている。この交互作用について、先ほど
の男性占有専門職の正規雇用を基準とした場合には
専門職の非正規雇用との間に有意差はなかったもの
の、女性占有専門職の正規雇用と専門職の非正規雇
用の間には有意差が現れている。このことから、

キャリアの初期段階には、女性占有専門職の正規雇
用において女性既婚者の就業確率が低いと考えられ
る。いずれにせよ、男性が占有していない専門職の
正規雇用においてでさえ、既婚女性や末子が幼い女
性の就業確率は高くはなく、特にそうしたライフイ
ベントの効果は初期キャリアにおいて顕著にみられ
ることが分かった。

男性のモデルについても簡単に結果をみておく。
婚姻ダミーや末子 6 歳以下ダミーは、男性占有専門
職の正規雇用と比較した時の女性占有専門職の正規
雇用で有意な正の効果、また 2 つの非正規雇用のカ
テゴリーと比較した時には有意な負の効果となって
いる。一方で、年齢との交互作用をみると、有意と
なっているものは少なく、女性のようにライフイベ
ントが若年キャリアの専門職での正規雇用への就業
確率を低下させる要因として強く作用しているわけ
ではないといえよう 12）。

多項ロジットモデルの結果を小括すると、男性占
有専門職の正規雇用と女性占有専門職の正規雇用の、
女性の就業確率に対する婚姻状態や末子年齢の影響
は類似していることが分かる。年齢段階や比較対象
による若干の違いはあるものの、既婚女性であるこ
と、あるいは幼い子を持つことは、特に若年期にお
いてこれら 2 つの専門職の正規雇用の就業確率を
下げる要因となっているといえよう。

5　考察

本稿は男性占有専門職の正規雇用、女性占有専門
職の正規雇用におけるキャリア形成の性差について、
就業率、移動先、就業確率に対する規定要因につい
て検討を行った。主な結果は次のとおりである。

第 1 に、移動表の分析から、男性占有専門職の
正規雇用、女性占有専門職の正規雇用の継続率の性
差は非対称な構造となっていることが分かった。具
体的には、男性占有専門職の正規雇用の継続率の性
差はキャリアの初期段階では小さいものの、キャリ
アの後期ほど女性の継続率が低下することで、継続
率の性差が拡大することが分かった。一方、女性占
有専門職の正規雇用の継続率の性差は、男性占有専
門職の正規雇用の継続率の性差と比較して小さく、
年齢段階による性差も大きく変化しない。このこと
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から、マイノリティである男性でも正規雇用として
キャリア移動の安定性を女性と同等に維持できてい
ることが分かった。

次に男性占有専門職の正規雇用と女性占有専門職
の正規雇用からの移動先の分析の結果、移動先には
性別によって大きな違いがみられることが分かった。
具体的には、どちらの専門職においても、男性は専
門職、正規雇用に移動しやすく、女性占有専門職の
正規雇用からの移動においても、女性と比べて正規
雇用への移動が多くみられた。よって、移動先にお
ける安定雇用という点においても男性有利の非対称
な移動構造がみられることが分かった。特に男性占
有専門職の正規雇用においては、女性は男性よりも
離脱しやすいだけでなく（図 1）、離脱した場合の
正規雇用獲得機会においても恵まれていない（表 3）
ことが分析から分かった。

さらに、多項ロジットモデルの結果、男性占有専
門職の正規雇用の女性、女性占有専門職の正規雇用
の女性の双方で、既婚女性であること、あるいは幼
い子がいることがこれらの仕事に就くことを難しく
しており、かつそうしたライフイベントの影響はキャ
リアの初期段階において顕著であることが分かった。

これらの結果から、本稿の貢献は次の 2 点に集
約される。第 1 の貢献は、性別職域分離研究では
あまり用いられてこなかった分析枠組みを適用し、
そこで得られた知見に対して新たな解釈を加えた点
にある。既存の性別職域分離研究では、分離の程度
をコーホート比較でとらえる静的アプローチをとる
分析が中心であった。本稿では、性別職域分離構造
下における個人のキャリア移動を動的に捉える分析
枠組みを適用したことで、キャリア移動の過程で多
くの女性が淘汰され、性別職域分離の再分離化が生
じることを示すことができた。つまり静的アプロー
チで明らかにされた性別職域分離の弱化は新規学卒
一括採用システムにおいて、初職（あるいは比較的
初期のキャリア）の性構成比が縮小されたことによ
る影響を反映したものと思われる。この先行研究の
知見と本稿の実証分析の結果をあわせて考えると、
女性が男性占有専門職の正規雇用に「参入しやすく
なった」という変化はあっても、そこで「働きやす
くなった」という変化は小さく、労働市場の内部で
のキャリア移動過程のジェンダー体制は依然として

強固に維持されていると考えられる 13）。専門職の
正規雇用の就業確率に対して、結婚や幼い子がいる
ことの負の影響が特に若年キャリアで強くみられる
という結果も、ジェンダー体制が維持されているこ
との一つの証左となる。ただし、このような性別職
域の再分離化がどの程度強化あるいは弱化されたの
かを検討するには、本稿の分析枠組みを用いて出生
コーホートや入職年コーホート別の比較を行うこと
が今後必要となってくるだろう。

第 2 の貢献は、女性占有専門職の正規雇用の継続
率などのキャリア形成に男性の不利さは確認されな
かったことから、日本のキャリア形成の性差の説明
としてトークニズム論は適さないことを実証的に確
認できた点にある。女性占有専門職の男性には、あ
る程度安定したキャリアラダーが用意されているだ
けでなく、専門職の正規雇用の「続けやすさ」にお
いても同様に、男性が恵まれたキャリア形成機会を
獲得できていると思われる。また、専門職の正規雇
用の「続けやすさ」だけでなく、仮にそこから移動
した場合の正規雇用への移動機会、あるいは逆に正
規雇用への参入機会も男性占有専門職、女性占有専
門職の双方で男性が恵まれた機会を得ており、セカ
ンドチャンスの性別による非対称性が確認された点
も重要な知見となる。

いわゆる「手に職を」のイメージで語られること
の多い、看護師や教員などの女性が比較的多く働く
専門職というのは、医師や法務職、経営・金融・保
険専門職などと比較すると高給ではないにしても、
女性が長く「活躍」できる仕事だと認識されること
がある。たしかに男性占有専門職の正規雇用として
働く女性と比較するとそうかもしれないが、そうし
た仕事は女性のみが特権的に安定したキャリア形成
を行える場ではなく、男性も同等の、もしくは女性
よりも恵まれたキャリア形成の機会を獲得している
かもしれない。専門職は、キャリアとしての独立性
が高く（渡邊 2011）、かつ他職種と比較して職種特
殊的人的資本がキャリア形成に及ぼす影響が大きい
とされる。結婚、出産、育児などのライフイベント
を介しても、女性がいかに職種特殊的人的資本を活
用しながら専門職としてのキャリアを接続させてい
くことが可能であるのか、専門職女性が拡大する昨
今においては重要な検討課題となってくるであろう。

《論文》
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注

1 ） ただし、技術職における女性比率は、1990 年代を
ピークに、それ以降減少傾向にあるという指摘や

（Alegria and Branch 2015）、 伝 統 的 な 男 性 型 ブ
ルーカラー労働への女性労働者の参入はむしろ閉
鎖化しているという指摘もある（Torre 2018）。

2 ） Williams and O’Reilly（1998）も集団のマイノリ
ティの離職率が高いという結果からトークニズム
論を支持する結果を示している。他にも組織の性
構成比とキャリア移動の性差の関係を捉えた理論
として、社会カテゴリー論などが存在する。この
理論は離職の要因を集団の結束の欠如、コンフリ
クト、不調和に求める点ではトークニズム論に通
じる点もあるが、異質性の高い集団を「性構成比
が拮抗する集団」であるとし、性構成比が 1 対 1
の集団に近いと離職率が高くなるとする点に違い
がある（Pelled 1996）。

3 ） 特に「水漏れパイプライン」に関する研究は、各
職階を経るにつれて女性が多く抜け漏れることを
指摘している点で、キャリア形成の性差を動的に
捉える研究枠組みとなる。

4 ） 専門職以外でも銀行員の研究で同様の指摘がなさ
れている。銀行員の女性管理職比率が高いのは、

「男性的な特徴」（仕事重視志向、あるいは非婚就業
継続などの働き方の特徴）を持った女性を採用す
るからだとされ（Tienari 1999）、その意味で、男
性職における女性の活躍は、ワークライフバラン
スや特定のライフイベントとのトレードオフに
よって成立することを示唆している。

5 ） 職業からの離職や転職の規定要因を分析する場合、
離散時間ロジットモデルがよく用いられる。しか
し、本稿が用いるデータには離散時間ロジットモ
デルに必要な現職の入職年に関する情報はあるも
のの、その後の職歴に関する情報が十分に含まれ
ていないため、今回は用いることが難しい。本稿
が用いるデータはパネルデータであるため、今後
のデータの蓄積とともに離散時間ロジットモデル
を用いた分析も可能になってくるであろう。

6 ） 職種の分析については 2017 年調査以降のデータ
が分析対象となっているが、年齢、学歴、婚姻状態、
末子年齢などは 2016 年の情報を一部照会している。

7 ） 本稿では国勢調査が用いる日本標準職業分類に基
づく性構成比率を用いているため、これ以上細か
な分類、たとえば医師の中の診療科ごとの性構成
比率や役職、地域などの性構成比率の違いの情報
は得られないため、そうした情報を捨象して分析
している点に注意したい。

8 ） たとえば小・中・高教員は性構成比率に違いはあ
るものの本稿の分類ではすべて「男女混合専門職
の正規雇用」となるが、リサーチクエスチョンに
応じて閾値を柔軟に設定することも可能である。

9 ） JPSED の職種に関する回答には「分類不能」とい
う選択肢が設けられており、これを選択したもの
を本稿でも「分類不能」に分類している。

10） 小数点の丸め誤差の関係で、図 1 中で表示されて
いる値から計算される継続率の性差と値がずれる
場合がある。

11） 男性占有専門職の正規雇用への参入率を年齢段階
別にみると、30 歳未満では男性が 11.6％、女性が
4.3 ％、30 代 で は 男 性 が 14.9 ％、 女 性 が 2.3 ％、
40 代では男性が 17.3％、女性が 2.2％となり、ど
の年齢段階でも男性の参入率が高い。

12） 男性でも交互作用をみると、男性占有専門職の正
規雇用と比較した時の、専門職以外の非正規雇用
の末子 6 歳以下× 40 代が有意な正の効果を示し
た。解釈がやや難しいが、30 代までに非正規雇用
であった男性が、不安定雇用のために家族形成を
先送りにしていたが、40 代を迎えても非正規雇用
にとどまったままため、家族形成に踏み切ったな
どが考えられる。

13） 補足分析でも示したように、男性占有専門職の正
規雇用の参入率は男性よりも女性のほうが低いた
め、女性が離脱した分、参入することによるご破
算も生じにくいことからも、性別職域の再分離化
という考察が頑健なものであるといえる。
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