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はじめに

　エンパワーメントは、1995年に第4回世
界女性会議で採択された北京行動綱領の12
の重大領域に明示されて以来、女性の地位
向上のための主要な概念となり、女性を対
象とするプロジェクトにおいて欠かせない
要素となっている。エンパワーメントには、
身体的、心理的、社会的、経済的、政治的
側面があるが、教育は社会的エンパワーメ
ントを中心として、その他の側面にも効果
をもたらす重要な要件である。
　教育によるエンパワーメント効果は、
数々の研究ですでに証明されている（Drèze 
and Sen 1996; Jef fer y and Basu 1996; 
UNICEF 2006など）。識字能力を身につけ
た女性は、職業の選択の幅が広がり、収入
向上につながるうえ、「自信がついた」「積
極的になった」など心理的変化も経験す
る。また、母親の教育レベルと子どもの生
存率、栄養状態、就学率には正の相関関係
が見られる。
　女子教育の普及が女性のエンパワーメン
トに貢献することは明らかである。一方、
教育レベルの高い女性が必ずしもエンパ
ワーされているとは限らず、女性の地位向
上に必ずしもつながっていないことも認識
されている。日本は世界トップレベルの経
済大国であり、女性の高等教育や労働への

参加は進み、平均余命は世界最長記録を更
新し続けている。国連開発計画が毎年発表
している人間開発指標では、世界169カ国
中11位と上位にランクされているものの、
世界経済フォーラムによるジェンダー・
ギャップ指数では、134カ国中94位とタイ
やバングラデシュなどの開発途上国よりも
下位に位置付けられている（UNDP 2010; 
WEF 2010）。
　似たような状況は、インドのケーララ州
でも見られる。成人女性の識字率は、イン
ド全体では73.9%であるのに対してケーラ
ラ州は92.0%であり（GOI 2011）、平均余命
はインド平均より12歳も高いなど（MOF, 
GOI 2010）、教育や健康などに関する社会
指標は先進国並みの水準に達しており、男
女間の差も小さいことから女性の地位が高
い州であると言われている。しかし、ケー
ララ州では女性の外出や服装に制限がある
など保守的な慣習が根強く、女性の労働参
加率は全国平均より低く、家庭内暴力の報
告件数はインド国内で最も多い（KSWDC 
2009）。同州で現地調査を行った際、ジェ
ンダー研究者や女性を対象とする活動を
行っているNGO職員は、「ケーララ州の女
性の地位は、決して高くない」と強調した
（太田 2010 a）。
　日本もケーララ州も就学率などの指標か
ら学校教育における男女平等は、ほぼ達成
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されたと考えられている。しかし、日本人
女性は学校卒業後、賃金格差やセクシュア
ル・ハラスメントなど職場や社会で男女間
の不平等にしばしば直面する。ケーララ州
では、就職すること自体が親の反対によっ
て難しい女性も多い。女性の社会参加を進
めるためには法や制度の整備が重要である
が、社会文化的な要因、つまり女性の就労
や結婚に対する人びとの意識や慣習などの
影響も大きい。良妻賢母をスローガンとし
た女子教育が進められた歴史をもつ日本で
は、現在も「夫は外で働き、妻は家庭を守
るべきである」という考えが根強く残り、
女性の労働参加を阻む要因のひとつとなっ
ている。
　経済発展レベルも社会文化的環境も日本
とケーララ州とでは大きく異なるが、女性
の高学歴化が進むなか、労働参加率は高く
ないという共通点もある。そこで、先進国、
途上国という枠を超えた女性の労働参加を
阻む要因について探るために、福岡県北九
州市とケーララ州のトリバンドラム市の女
子大学生を対象にアンケート調査を実施し
た。調査内容は、大学進学、就職、結婚・
出産という女性のライフステージのターニ
ングポイントにおける選択とその理由、お
よびジェンダー意識を問う設問で構成され
ている。
　本稿の第1節では、本研究の背景を日本
とケーララ州の経済社会指標と教育に関す
るデータから示し、女子教育の発展経過と
現在の課題をジェンダーの視点から示す。
第2節は、調査の目的、方法、標本、対象
地域など調査の概要について説明する。第
3節では、分析の枠組みを提示し、北九州
市で実施した女子大学生の就学・就労・結
婚観についての調査結果をもとに女性の労
働参加の阻害要因を分析する。第4節は、
トリバンドラム市での調査の中間報告を行

う（1）。最後に、両市の女子大学生の教育レ
ベルと労働参加との乖離を生じさせる要因
について考察し、今後の調査結果全体の分
析への展望を述べる。

１．女性の就学・就労状況と社会、経
済、歴史、文化的背景～日本とケー
ララ州の事例

　先進国である日本から北九州市、開発途
上国であるインドからケーララ州トリバン
ドラム市の女子大学生を調査対象として取
り上げるには、社会経済状況の違いが大き
すぎるとも考えられるが、女性の就学状況
と就労状況には類似点も見られる。本節で
は、まず両市が所在する日本とケーララ州
全体の社会経済的背景を関連する指標から
示す（表1参照）（2）。次に、女子教育の発
展と就労状況を歴史的、経済的、社会文化
的要因から考察し、現在の課題をジェン
ダーの視点から示す。

⑴	 日本とケーララ州の就学と就業を
めぐる社会経済的背景

　経済大国となった日本は、教育や健康分
野でも世界トップクラスの発展を遂げ、女
性の社会参加も進んでいると考えられがち
である。しかし、世界経済フォーラムの発
表によると、管理職、専門職、国会議員な
どに占める女性の割合が低く、経済活動へ
の参加では134カ国中101位、政治参加でも
101位と開発途上国よりも下位にランクさ
れている（WEF 2010）。
　一方、ケーララ州はインド最南端に位置
し、アラビア海に面して南北に細長く伸び
た州で、面積は日本の約10分の1、人口は
約3分の1である。同州の1人当たりの所得
は6万7312ルピー（約10万7700円）とイン
ド平均より高い水準であるが、日本と比較
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なく、女性の教育レベルと経済や政治活動
への参加度が必ずしも連動しているわけで
はないと言えよう。

⑵	 日本とケーララ州の女性の就学・
就労状況

⒜	 日本における女子教育の発展と労
働参加

　明治政府が学制を発布した翌年、1873年
の小学校就学率は男児40%、女児はわずか
15%であったが、女子教育普及のための子
守学校をはじめさまざまな政策が実施さ
れ、義務教育が4年から6年に延長された
1908年頃には、男児女児ともに就学率はほ
ぼ100%に達した（国際協力機構 2005）。良
妻賢母の育成を主眼とした女子教育促進の
背景には議論があるが、わずか25年ほどで
皆教育を達成したことは評価に値する。

するとはるかに低い。経済的には開発途上
でありながら、社会指標を見ると先進国並
みの数値に達しており、日本とそれほど大
きな差はない。
　ケーララ州の女性の平均余命はインド平
均の64.2歳より12.1歳高く、識字率はシン
ガポールとほぼ同値であるほど高い。イン
ドで大きな問題となっている人口の男女比
の不均衡についても、男性1000人に対する
女性の数がインド全体では940人であるの
に対し、ケーララ州は1084人と日本より多
い。ケーララ州が社会開発のモデルとして
評価されており、インドの中で特別な州と
言われている所以である。しかし、女性の
労働参加率はインド平均の22.7%を下回る
15.3%で、女性議員の占める割合は12.3%と
低い日本よりさらに低い5.0%である。
　日本とケーララ州の事例から、経済発展
と社会発展は必ずしも同時進行するのでは

表1　日本とインド、ケーララ州の社会経済的背景

日本 ケーララ州
1人当たり所得（2011年）（2010年） 3万8130ドル 6万7312ルピー
人口の男女比（男性1000人に対する女性の数）（2010年）（2011年） 1055 1084
合計特殊出生率（2008年）（2005/06年） 1.3 1.9

男性 女性 男性 女性
乳幼児死亡率（出生1000人当たり）（2008年）（2006年） 3 10 13
平均余命（2007年）（2002～06年） 79.0歳 86.2歳 71.4 76.3
識字率（1990年）（2011年） 99.9% 99.7% 96.2% 91.9%
小学校総就学率（2001～09年）（2006/07年） 102.2% 91.6% 93.0%
中学校総就学率（2001～09年）（2007/08年） 100.7% 101.6% 98.5%
高等教育総就学率（2007年） 62.0% 54.0% n/a n/a

労働参加率（2008年）（2004/05年） 85.2% 62.1% 50.6% 15.3%
日本の女性国会議員の割合（2008年）
ケーララ州の女性州議会議員の割合（2006年） 12.3% 5.0%

（出典） 総務省（2010）、内閣府男女共同参画局（2010）、 データブック オブ・ザ・ワールド（2011）、International 
Institute for Population Sciences（2006）、Kerala State Women’s Development Corporation（2009）、
UNESCO（2010）、Ministry of Finance, Government of India（2010）, Government of India（2011）、
State Planning Board, Government of Kerala（2011）。 

（注） 括弧内はデータが収集された年で、日本、ケーララ州の順で示している。
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　女性の高等教育が本格的に開始したのは
第2次世界大戦後で、新制学校教育制度に
よって高等学校や大学への門戸が開かれ
た。1950年の大学数は201校、20万7599名
の男性が在籍していたのに対して、女性は
わずか1万7324名、1960年の進学率は男性
13.7%、女性2.5%と大きな差があった（図1
参照）。この頃の女性の大学卒業者は、少
数のエリート、優秀な職業女性として多く
が就職していた（天田・野々村 2000）。
　高度経済成長期以降、女性の高等教育へ
の進出が加速化した。1970年代には、高校
進学率で女性が男性を上回り、1980年代終
わりには、四年制大学と短期大学を合わせ
た進学率も女性（36.8%）が男性（35.8%）
を追い越した。1990年代には、短大より大
学へ進学する女性が増えていき、2010年に
は、大学数778校、在籍者数288万7414名、
進学率は女性45.2%、男性56.4%に達した（文
部科学省 2010）。
　この間、短大や大学卒業後に就職する女
性の増加や就労形態の変化も見られた。
1960年代から70年代に高等教育機関へ進学

し、就職する女性が増えたが、学歴や就職
を上昇婚の機会にするという一面もあっ
た。四年制大学より短期大学へ進み、卒業
後は「腰かけ」程度に働き、「良いパート
ナー」を見つけて結婚する女性が多かった
（天田・野々村 2000）。大卒女性は「女性
のする仕事」には「過剰な」教育を受けて
扱いにくいと、大企業は短大卒の女性を好
んだからである（木村 2005; 李 2006）。こ
の頃から、結婚や出産・子育てによる中断
型の就労パターンが見られるようになり、
今日まで続いているM字型カーブの就業率
が問題化してきた。
　1986年に男女雇用機会均等法が施行さ
れ、四年制大学を卒業した女性の新規採用
が本格化し、総合職での採用も開始され
た。また、従来女性が多く就労していた教
育分野や行政分野に加えて、医療・福祉、
卸売・小売業、製造業、サービス業など就
労分野が多様化していった。バブル景気末
期の1991年は、就職率が81.8%とピークを
迎えたが（青島・関口 2000）、翌年のバブ
ル崩壊によって就職「氷河期」が始まった。

（万人） （％）

（年）

図1　四年制大学の進学率と男女別学生数の変化（1950年～2010年）

（出典） 文部科学省（2010）より筆者作成。
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その後の景気低迷で女子大学生の就職難は
続いており、2012年3月に卒業予定者の内
定率は2011年12月1日現在で、70.5%にとど
まっている（厚生労働省 2011）。
　日本女性の就学率は、明治時代から初等、
中等、高等教育の順で上昇し、労働参加も
進んできたものの、2008年の労働参加率
62.1%は、169カ国中77位で、カンボジアの
75.6%やタイの70.7%より低い（UNDP 2010）。
日本では高学歴の女性の能力が、就労とい
う形で十分生かされていないと言える。

⒝	 高等教育と労働参加における日本
の課題

　日本では、教育における男女平等は達成
され、雇用における男女平等もある程度進
んでいると考えられてはいるものの、教育
や雇用に関するデータから男女差が存在す
ることは明らかである。ここでは高等教育
と労働参加における日本の課題を3点指摘
する。

⒤	 高校卒業者の進路
　高校卒業後の進路は、四年制大学、短期

大学、専修学校などへ進学、就職、就職も
就学もしないに三分される。2010年の大学、
短大、その他高等教育機関へ進学する学生
を合わせると、女性（79.5%）は男性（73.7%）
より高い割合となるが、大学への進学者数
の割合は男性の51.4%に対して女性は44.2%
である（文部科学省 2011）。大学在籍者を
見てみると、女性は42.2%、男性58.9%と男
性が多い。短大では女性が約9割を占めて
いる一方、高等専門学校では15.7%にすぎ
ない。女性は短大卒業資格で十分であると
いう考えが主流であった時代から、四年制
大学へ進学することも一般化してきたが、
依然として四年制大学の進学率に男女間の
差がある。

ⅱ	 大学の専攻分野
　第3次男女共同参画基本計画の重点分野
のひとつに「科学技術・学術分野における
男女共同参画」が掲げられているように、
女子大学生の理工系分野への進学率が低い
（図2参照）。2010年の学科別学生数の割合
を見てみると、女子大学生は人文科学（文
学、史学、哲学など）、教育、芸術、家政

図2　四年制大学の男女別・学科別学生数の割合（2010年）

（出典） 文部科学省（2011年）より筆者作成。
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などに集中している。社会科学のうち社会
学は女子学生の方が多いが、法学・政治学、
商学・経済学では男子学生の方が多いため、
全体として男性の割合の方が高くなってい
る。理工系では、理学、工学、農学で男性
の割合が高い。保健全体では女子学生の割
合が高いが、薬学と養護学に集中しており、
医学と歯学では男子学生が圧倒的に多い。
このような大学の専攻分野における男女間
の偏りがある要因のひとつに、「女の子は
数学が苦手」「女子は文系」など、性別に
よる固定的なイメージが強いことがある。

ⅲ	 大学卒業後の進路と就労状況
　大学卒業者の進路状況は、女性は66.6%
が就職、7.7%が進学するのに対して、男性
は56.4%が就職、17.8%が進学する（文部科
学省 2010）。すなわち、大学院在籍者のう
ち女性は約3割、男性約7割と大学在籍者の
男女割合と比較して大きな差がある。就職
者の間でも男女不平等は、データ上顕著に
表れる。2010年度の労働力率は男性71.6%
に対して女性は48.5%、労働力人口総数に
占める女性の割合は42.0%と半数に近いが、
雇用者のうち正規の職員・従業員の割合は
男性81.1%に対して女性は46.2%である（21
世紀職業財団 2011）。職業別雇用者の構成
比を見ると、女性は事務職（32.0%）、専門
的・技術的職業従事者（18.5%）、保安・サー
ビス職業従事者（17.3%）、男性は製造業関
連職（27.0%）、事務職（16.0%）、販売従事
者（14.9%）、専門的・技術的職業従事者
（14.3%）の順で多く、性別で職域に偏りが
見られる。最も明らかな差が見られるのは
賃金で、正社員・正職員では、女性は男性
の賃金の72.1%しか得ていない。
　M字型カーブの就業率という他の国では
あまり見られない日本固有の長年の課題も
ある（3）。子どもがない世帯の妻の就業率は

台形に近いが、子どもがいる世帯の妻は末
子の年齢が低いほど就業率が低く、育児休
業制度を利用して就業を継続した妻は増加
しているものの第1子出産前後の継続就業
率に上昇傾向は見られない。つまり、女性
の労働参加は、進学や結婚・出産にかかる
選択と深く関連している。

⒞	 ケーララ州における女子教育の発展
および高等教育と労働参加の課題

　ケーララ州は開発途上国でありながら、
社会開発分野において男女間の格差が小さ
い。高い識字率を達成した背景には歴史的、
政治的、社会文化的要因がある。イギリス
植民地となる以前からケーララ州の支配者
たちが教育の普及に熱心であったことに加
え、キリスト教ミッショナリーが、特に女
子教育を推進した。19世紀からカースト差
別撤廃を求めるなどの社会運動が活発であ
り、インド独立後は共産党政権が教育改革
や社会サービスの充実を強力に推し進めて
いった。また、母系制の伝統があり、イン
ドの他の地域と比べて男児選好が顕著でな
く、女児の教育に寛容な土壌が醸成されて
いた。
　1901年の女性の識字率は、インド全土で
はわずか0.6%であったのに対してケーララ
州は4.0%であった（DGE, GOK 2009）。そ
の差は広がる一方で、1951年にはケーララ
州は38.4%に達し、インド平均は8.7%にと
どまる。1991年にはケーララ州の男女合計
識字率が90%に達し、インド初かつ唯一の
「皆識字者州」とインド政府は宣言した。
　現在、ケーララ州の小学校就学率は男女
共にほぼ100%であり、中学校就学率では
女性が男性を上回っている。また、中学校
の退学率は女性の方が低く、10年生修了時
の試験合格率は女性の方が高い（SPB, 
GOK 2009）。日本の大学に相当するカレッ
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ジの学生総数に女性が占める割合は66.0%
で、この割合は分野が異なっても大差がな
い。むしろ女子大学生の割合が最も高いの
は理工系（68.6%）で、次いで人文系（66.3%）、
商業系（53.8%）の順となっている。ただし、
ケーララ州においても技術学校やポリテク
ニックでは、男子学生の割合が圧倒的に高
い。また、IT産業の成長によりエンジニア
リング・コースに女子学生が増加している
ものの、依然男性の方が多い。
　ケーララ州の女性の教育レベルが上がる
一方で、労働参加率は低レベルにとどまっ
ている。1961年 の19.7%から1971年 には
14.6%まで低下し、1991年には16.9%まで回
復したが、2001年は15.3%と再下降した
（SPB, GOK 2009）。労働参加率は大学卒業
者が最も高く、小学校卒、中学校卒、高等
学校卒の順で低く、都市部より農村部の方
が低いという特徴がある。女性の労働参加
が低調な要因には、労働需要の低さ、希望
する職業と雇用機会のミスマッチ、出身家
庭の経済力、家父長制に基づく性別役割分
業意識、婚姻にかかる慣習などがある（4）。
すなわち、ケーララ州でも女性の労働参加
は、進学や結婚・出産にかかる選択とおお
いに関連していると考えられる。
　2009年にケーララ州で行った調査では、
女性の就学、就労、結婚について、次の4
点が分かった（太田 2010 b）。
　第1に女性の高学歴化が進んでいる。日
本がかつてそうであったように、大学卒は
結婚に有利な肩書きであることもひとつの
要因である。
　第2に、若い女性の間で就労意欲の高ま
りが見られた。しかし、ケーララ州（およ
びインド全体）では、女性が就職すること
を好まない人も多い。非婚という選択肢は
ほとんどないに等しく、親が決めた相手と
のお見合い結婚が一般的である。結婚後も

働き続けるためには、結婚相手や嫁ぎ先の
家族の許可が必要である。
　第3に、女性間の格差である。インドでは、
英語で行われる全国共通試験の結果によっ
て進学できる大学や学部に振り分けられ
る。良い成績をとるためには、英語で授業
を行う私立学校で学ぶ学生が有利である。
富裕層や中間層の女性は幼稚園や小学校段
階から私立学校へ通い、10年生修了後は大
学進学コースへ入り、医師や弁護士など専
門職に就くためのプロフェッショナル・
コースあるいはITなど成長産業への就職を
目指してエンジニアリング・コースに入学
する。卒業後は、高収入の職が得られる道
が開かれている。一方、中間層の下層や低
所得者層の女性は、10年生修了後に看護師
や検査技師などの資格をとるための職業訓
練学校を選択する。前者と比較して、給与
や労働条件は劣る。さらに、高給の専門職
に就く女性は結婚市場で価値が高く、結婚・
出産後も仕事を継続できる可能性も高い。
　第4に、働く女性が抱える仕事と家事の
両立の困難さは日本と同じである。開発途
上国の働く女性は、家事労働を提供する女
性（メイド）に支えられている状況がある。
ケーララ州では教育レベルが上がるにつ
れ、家事労働者になる女性が減少しており、
従来のように低賃金の未熟練労働者として
雇うことが難しくなってきているのである。

⑶	 調査の背景と意義
　日本では、ほとんどの女性が学業修了後
は仕事に就き、就職に反対する親は少数で
ある（5）。また、結婚・出産後も働き続け、
キャリアを目指す女性も増えている。しか
し、1990年代からの景気低迷で就職状況が
厳しいことから、女子大学生の就労意欲が
低下していると思われるふしもある。困難
な就職戦線を戦うより「高収入の夫を見つ
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ける」など玉の輿志向の女子大学生が再増
加していると大学教員から聞いたり、学生
の声を直接耳にしたこともあった。また、
男女雇用機会均等法の施行によって1980年
代後半、総合職に就いた女性が現在の女子
大学生の母親や叔母の世代にあたり、仕事
と家事の両立で苦労する姿を見ているた
め、「楽をしたい」「そこまでして働かなく
ても」という風潮があるとも聞く。そこで、
高学歴の女性の間で就労意欲は低下してい
るのだろうかという問題意識をもった。
　一方、ケーララ州の現状は、かつての日
本の状況と重なる部分がある。学業修了後
は就職せず、家で花嫁修業をする。親が決
めた相手と結婚し、子どもをもつ。結婚生
活がうまくいかない場合でも、離婚した女
性には偏見がつきまとうため婚姻にとどま
る。学歴は結婚市場での条件であり、必ず
しも経済活動に従事するための要件ではな
い。しかし、若い女性の就労意欲は高まっ
てきており、娘が就職し家計へ貢献するこ
とを期待する親も増えてきている。女子大
学生は、家族の社会経済的背景や慣習のし
ばりのなかでどのような生き方や働き方を
望んでいるのか、さらに調べたいと思った。
　このように女性の就学、就労、結婚・出
産に関する社会規範が変化するなか、変化
途上の異なる時点に位置する日本とケーラ
ラ州における高学歴の（社会的にエンパ
ワーされていると考えられる）若い女性の
就労意識について、大学進学および結婚・
出産の選択と関連して調べることによっ
て、女性の労働参加促進につながる経済的
自立意識向上のための示唆が得られるので
はないかと考えた。

２．調査の概要

　本研究では、福岡県北九州市とインド、
ケーララ州トリバンドラム市に所在する四
年制大学に在学する女性を対象とし、2011
年12月から2012年2月にかけて自記入式ア
ンケート調査を実施した（6）。調査の概要に
ついて以下に述べる。

⑴	 調査の目的
　本調査では、2つの目的から設問を設定
した。ひとつは、ライフステージにおいて
ターニングポイントとなる①高校卒業後の
進路、②就職、③結婚と出産について、女
子大学生が行った／行うであろう選択、お
よび3つの選択の関連性を就労意識を中心
として探ることである。もうひとつは、社
会参加、性別役割分業意識、自立意識、ジェ
ンダー教育、家庭環境などが、これらの選
択に与える影響を調べることである。

⑵	 調査の方法と標本について
　北九州市とトリバンドラム市における調
査方法は、ほぼ共通している。ただし、二
次データの有無や調査環境によって、実施
方法と標本抽出方法が若干異なる。質問票
は、設問のおおまかな項目について筆者と
共同研究者が話し合い、まず日本語版を作
成し、英語に翻訳した。次に、両市の社会
的文化的背景を踏まえて、設問や回答の選
択肢を一部変えた。使用言語は、北九州市
は日本語、ケーララ州は英語である。以下
に、両市の特徴や調査方法と標本について
簡単に説明する。

⒜	 北九州市
　北九州市を調査対象地域に選んだ理由
は、アジア女性交流・研究フォーラムが所
在する市からである。同市は、福岡県で福
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岡市に次ぐ人口約100万人をもつ政令指定
都市で、古くから「鉄の街」として栄えた
工業都市である。1960年代に公害を克服し
た経験から「世界の環境首都」を目指して
環境分野の国際協力や資源循環型の社会づ
くりに取り組んでいる。四年制大学数は県
内で2番目に多く、北九州市の歴史や特徴
を反映してか工業や環境を冠する学部・学
科が多く設置されている。
　市内に所在する四年制大学11大学のうち
4校（7）の協力を得て、1年生から4年生の女
子学生361名を対象に実施し、有効回答353
名分を収集した。設置区分別の回答数は国
公立大学162名と私立大学191名、学部別で
は文科系学部228名と理工系学部125名、男
女共学の大学と女子大学の学生数はそれぞ
れ210名と143名である。学年別の人数は、
1年生47名、2年生250名、3年生39名、4年生
17名と、2年生が7割を占めている。18歳か
ら23歳までの女性が含まれており、20歳が
203名（57.5％）と最も多い。
　標本を決める際に設置区分、学部、共学・
別学など多様性が確保できるよう配慮し
た。標本数は必ずしも各大学の総学生数を
反映しておらず、アンケート調査回答者は
無作為抽出ではないため、本調査の結果が
必ずしも北九州市内の女子大学生全体の傾
向を示すものではないことに留意しなけれ
ばならない。

⒝	 トリバンドラム市
　トリバンドラム市はかつてトラヴァン
コール藩王国の都、現在はケーララ州の州
都であり、人口は323万人である。同州の
商業の中心はコーチ市で、デリーやムンバ
イのような大都市の喧騒からはほど遠い教
育・文化施設の多い静かな町である。
　同市における本調査では、エンジニアリ
ング・コースに在籍する女子学生を対象と

した。IT産業の成長によって高収入の職に
就くことが期待でき、入学希望者が増えて
いる。男子学生が大半を占めていたが、近
年女子学生も増えている。ただし、学生は
同コース専用の入学試験に合格しなければ
ならず、学費が他のコースに比べると高い
ため、成績がよく、ある程度収入のある家
庭の出身者が多いという特徴がある。
　エンジニアリング・コース修了後は、就
職する女子学生が多いことから、大学卒業
後に多くの女子大学生が就職する日本と状
況が似ている。そこで、就労への意欲、仕
事を続けていく上で結婚のプレッシャーに
よる葛藤や妥協、仕事と家事の両立などに
ついて興味深い回答が得られると想定し、
調査対象に選んだ。
　トリバンドラム市に所在するエンジニア
リング・コースが開設されているカレッ
ジ（8）は17校あり、その内訳は政府が経営
するカレッジ2校、政府が資金を提供し教
員を任命するが民間が経営するカレッジ4
校、民間がすべての経営を行うカレッジ11
校である。この中から政府カレッジ2校、
政府補助カレッジ3校、私立カレッジ4校、
合計9校を選択し、学生数を反映してそれ
ぞれの学校の標本数を決定し、合計265名
の2年生の女子学生を対象にアンケート調
査を実施中である。

３．北九州市における調査結果の分析

⑴	 分析の枠組み
　第1節で示した高等教育と就労において
見られる男女差につながる3つの選択、高
校卒業後の進路、就職、結婚・出産とその
関連性に、本調査は注目した。第1に、高
校卒業後の進路である。調査対象である女
子大学生はすでにこの選択を行い、大学に
在学している。大学進学を選択した際に、
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大学卒業後に就きたい職業を考えた学生
も、あまり考えなかった学生もいるだろう。
さらに、将来結婚や出産することも視野に
入れ、継続しやすい仕事に就くために大学
や学部を選んだ学生もいると考えられる。
　第2の選択は大学卒業後の進路で、すで
に決定した、あるいは間もなく行う選択で
ある。大半の女子大学生は就職し、大学院
に進学する学生も卒業後はほとんどが就職
する。就職するにあたって、結婚するまで
働いて社会経験を積みたい、出産後は退職
して子育てに専念したい、結婚・出産後も
継続して働きたいなど、さまざま働き方を
考え、それを実現するために職業を選択す
る学生もいると考えられる。
　第3の選択は、結婚と出産である。現在
の女性には、かつてはほとんどなかった「結
婚しない」「結婚しても子どもをもたない」
という選択肢がある。結婚し出産する女性
が大多数ではあるが、自分自身の生きがい
や仕事を優先して結婚も出産もしない女性
も増えている（内閣府 2009）。女子大学生に
とって今すぐではないかもしれないが、近
い将来に行う選択である。働き続けたいと
思う女子大学生は、仕事と家事・育児の両
立をいかに図るかを考えなければならない。
　本稿では、調査対象の女子大学生を「継
続就労を希望する／しない」の2つのグルー
プに分け、①大学進学にかかる選択、②大
学進学と就職にかかる選択の関連性、③就
職にかかる選択、④就職と結婚・出産にか
かる選択の関連性、⑤結婚・出産にかかる
選択、⑥結婚・出産後の退職の可能性につ
いての設問に対する回答から、労働参加を
促す／阻害する要因を分析していく（9）。

⑵	 大学進学、就職、結婚・出産、退
職にかかる選択とその関連性

　アンケートに答えた353名の女子大学生
の大学進学、就職、結婚・出産、退職にか
かる一連の選択について図3と表2にまとめ
た。図3は、それぞれの設問に対する回答
の結果を時系列に並べて示しており、次の
通りである。

①現在、在学している大学・学部を選んだ
時、約7割の学生が就職と関連付けて考
えた。
②就職先や職業を決定するにあたって、結
婚後や出産後も継続して働けるかについ
て考える学生は、大学と就職の選択を関
連付けて考えた学生より多く、約8割を
占める。
③将来の働き方については、「結婚・出産
にかかわりなく働き続ける」（継続）と
答えた学生が半数以上いた。残りの約半
数は、現在多くの女性が歩んでいる道で
ある「結婚・出産を機に退職し、後に働
く」（再就職）予定の学生と「結婚・出
産を機に退職する」（退職）予定の学生
におおよそ二分される（10）。また、「働く
つもりはない」（無職）の学生がごく少
数いる（11）。
④将来「結婚をしたい」「子どもが欲しい」
学生は、それぞれ8割を超えており、「結
婚し、かつ子どもが欲しい」学生は
77.6%である（12）。

⑤「結婚・出産にかかわりなく働き続けた
いけれども、退職せざるをえないかもし
れないと思いますか」という設問に対し
て、「はい」と答えた学生は、全体の約6
割いる。

　表2は上記5つの選択の関連性を示す。大
学と就職の選択を関連付けて考えた女子大
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学生の方が、就職と結婚・出産も関連付け
て考える傾向がある。大学と就職について
も就職と結婚・出産についても関連付けて
考える学生の割合は、継続して働くつもり
の学生が最も高く、結婚・出産後退職する
つもりのない学生の割合も高い。結婚し子
どもが欲しい学生の割合は、大学進学、就
職、結婚・出産を関連付けて考える／考え
ないにかかわらず、継続者が最も低くなっ
ている。
　「結婚・出産にかかわりなく働き続けた
いけれども、退職せざるをえないかもしれ
ないと思いますか」は仮定に基づく設問で、
継続して働くつもりのない学生からも回答
を得ている。継続して働くつもりの女子大
学生は、「いいえ」（51.5%）と「はい」（48.0%）
でほぼ意見が分かれた（13）。再就職・退職
するつもりの学生のうち、「はい」は74.3%
と非常に高い。また、学生は実際に仕事と
家事・育児の両立をまだ経験していないた
め、「いいえ」と答えた学生の中には、楽
観的にそう思っている者、その困難さを認

識しながら仕事を継続すると強い意志をも
つ者などが含まれると考えられる。これら
の点に留意し、標本数が少ないことも考慮
したうえで、継続して働くつもりの学生の
間では、大学進学、就職、結婚・出産を関
連付けて考える学生の方がそうでない学生
より多く、将来継続して働く可能性が高い
傾向が見られた。
　本節の分析で分かったことは2点ある。
第1に、本調査では現時点における将来の
選択について聞いたのであるから、アン
ケートに答えた女子大学生の将来の働き方
が確定されたわけではない。不確定要素が
多いなか、女子大学生の選択や選択の関連
性は多様である。
　第2に、結婚・出産後も継続して働きた
いと考える就労意識の高い学生は約半数、
大学進学と就職および就職と結婚・出産つ
いての選択を関連付けて考える学生も約7
割から8割と多いように思われた。しかし、
継続して働くことを考えて大学の選択、職
業の選択をし、結婚して子どもが欲しいと

図3　大学進学、就職、結婚・出産、退職にかかる選択

（出典） 北九州市におけるアンケート調査から筆者作成（2012）（以下同様）。
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を希望する学生（以下、継続者198名）と
そうでない学生（以下、退職者151名）に
よる比較も含めて分析した結果を報告する。

⒜	 現在在籍している大学・学部を選
択した理由

　調査対象の女子大学生は、高校卒業時に
四年制大学や短期大学への進学、就職など
の選択肢があったなか、現在在籍する大
学・学部に決めた。その理由は（表3参照）、
進路選択に関して行われた多くの調査結果
（ベネッセ 2005, 2009; リクルート進学総研

考え、なおかつ結婚・出産後も退職する可
能性はないと答えた学生は、353名中51名
（14.4%）にすぎない。高校時代から将来の
働き方を見据えて、戦略的に動いている継
続就業希望者は少数である。

⑶	 大学進学、就職、結婚・出産、退
職にかかる選択の背景

　前節で示した女子大学生の大学進学、就
職、結婚・出産、退職にかかる選択の背景
を探るために、本節では、それぞれの選択
についての理由を結婚・出産後も継続就労

表2　大学進学、就職、結婚・出産、退職にかかる選択の関連性

①大学進学と就職
にかかる選択

②就職と結婚・
出産にかかる選択

③働き方にかかる
選択

④結婚して、
子どもが欲しい

⑤退職する
可能性はない

関連付けて
考えた

（244名、69.1%）

関連付けて
考える

（199名、82.2%）

継続
（124名、63.5%） （96名、77.4%） （68名、54.8%）

再就職
（40名、20.3%） （38名、95.0%） （9名、22.5%）

退職
（32名、16.2%） （29名、90.6%） （9名、28.1%）

関連付けて
考えない

（43名、17.8%）

継続
（19名、44.2%） （9名、47.4%） （11名、57.9%）

再就職
（16名、37.2%） （16名、100%） （2名、12.5%）

退職
（8名、18.6%） （6名、75.0%） （2名、25.0%）

関連付けて
考えなかった

（109名、30.9%）

関連付けて
考える

（81名、76.4%）

継続
（42名、54.5%） （26名、61.9%） （16名、38.1%）

再就職
（27名、35.1%） （24名、88.9%） （3名、11.1%）

退職
（8名、10.4%） （7名、87.5%） （2名、25.0%）

関連付けて
考えない

（25名、23.6%）

継続
（10名、41.7%） （5名、50.0%） （4名、40.0%）

再就職
（5名、20.8%） （4名、80.0%） （4名、75.0%）

退職
（9名、37.5%） （8名、88.9%） （4名、44.4%）

合計353名 合計348名
（無回答5名）

合計340名
（無職5名）
（無回答8名）

左記340名中
268名（78.8%）

左記340名中
134名（39.4%）
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2009など）とおおむね一致している。
　第1位と2位の理由は、「興味や関心をもっ
ている分野があるから」（56.1%）、「取りた
い資格や免許が取得できるから」（40.2%）
であり、学ぶことを目的とした学生が多い
ことが分かる。次に多い理由は経済的な要
因で、「自宅から通えるから」（35.1%）（14）、
「学費が高くないから」（27.2%）である。
本調査の学生のうち自宅通学生の割合は
49.0%で、9割以上が九州、沖縄、山口県の
高校出身者である。学費を理由に挙げた割
合は、私立大学（16.8%）より公立大学
（39.5%）に通う学生の方が高い。
　同様に多い理由は「入試難易度が自分に
合っているから」（33.4%）、「入試方式・科目
が自分に合っているから」（21.8%）で、特
定の大学・学部を希望していたというより
は、入試の内容や結果を考えて決めている。
　大学の選択を就職と関連付けて考えた学
生とそうでない学生別に理由をクロス集計
すると、違いが見られた。前者は、学問へ
の興味や関心、資格や免許の取得という学
業やキャリアに関わる理由が上位を占め、
後者では、資格や免許の取得は下位にラン
クし、自宅通学や入試難易度など条件面を
重視した学生が多い。

　しかし、継続者と退職者の間では、むし
ろ予想とは逆の結果が表れた。「就職状況
がよいから」と答えた学生の割合は、退職
者（20.3%）の方が継続者（11.1%）より高く、
就職につながると考えられる資格や免許の
取得と答えた学生の割合も退職者（43.9%）
の方が継続者（38.4%）より高い。その理
由として、資格や免許は医師や弁護士など
専門職に就くために必要な免許だけを意味
するのでなく、女子大学生は漢字検定や秘
書検定などさまざまな資格を取り、履歴書
に記入したい傾向があるためかもしれない
（青島・関口 2000）。あるいは、いったん
退職した後も再就職しやすいように、大学
での免許や資格の取得を考えているのかも
しれない。

⒝	 大学卒業後の進路選択とその理由
　大学卒業後の進路について、第1希望と
第2希望を尋ねた。第1志望と第2志望に選
ばれた項目も順位もほぼ同じで、合計する
と民間企業（63.5%）、公務員（36.3%）、専
門職（31.7%）、大学院（17.6%）、教員（15.0%）
の順に多い（15）。大学院に加えて海外留学
や専門・専修学校への進学も含めると、学
業を継続したいと考える学生は32.3%とか

表3　現在在籍している大学・学部を選択した理由

順位 選択理由 回答数 （a） （b） （c） （d）
① 興味や関心をもっている分野があるから 198（56.1%） ① ③ ① ①
② 取りたい資格や免許が取得できるから 142（40.2%） ② ⑦ ② ②
③ 自宅から通えるから 124（35.1%） ③ ① ③ ④
④ 入試難易度が自分に合っているから 118（33.4%） ③ ② ⑤ ③
⑤ 学費が高くないから 96（27.2%） ④ ④ ④ ⑤
⑥ 入試方式・科目が自分に合っているから 77（21.8%） ⑤ ⑤ ⑥ ⑥
⑦ 就職状況がよいから 54（15.3%） ⑥ ⑨ ⑨ ⑦
⑧ 親・先生・先輩などに勧められたから 50（14.2%） ⑧ ⑥ ⑦ ⑨

（注） （1）1人が3つ選択した複数回答で、上位の順位の回答のみ示している。
 （2）（a）は大学の選択を就職と関連付けて考えた学生の順位、（b）は考えなかった学生の順位、（c）

は継続者の順位、（d）は退職者の順位である。
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なり多い。この結果も過去の調査と大きな
違いはなく（青島・関口 2000; ベネッセ 
2005など）、その理由も知られている。雇
用先として民間企業の割合が最も高いし、
景気が悪いため安定した職業の公務員や教
員は人気があるからである。
　継続者と退職者が希望する進路は、第1
希望と第2希望とも全体の順位とあまり変
わらないが、第1・2希望を合わせた総数で
は違いが見られる。継続者は学業の継続、
退職者は民間企業と専門職を希望する学生
が他のグループより多い。大学院などへの
進学や海外留学は、将来のキャリア形成に
重要なステップと考えられ、働き続けたい
という意思がうかがえる。また、育児休業
制度が充実しており、休暇がとりやすい職
場環境にある公務員や教員を希望する学生
に、継続者の割合が高いことも分かった。
　就職する目的について圧倒的に多い回答
は経済的な自立（73.9%）で、続いて人間
としての成長（35.7%）、生きがい（23.2%）、
社会貢献（15.3%）、能力発揮（15.0%）、家
族の扶養（13.0%）の順である。仕事をも
つことによって経済的基盤を確保し、自ら
の能力を生かして成長しながら生きがいを
見つけ、社会へも貢献したいというバラン

スのとれた考えをもつと思われる（16）。継
続者と退職者の間にほとんど差はない。
　さらに、職業を選ぶ際に重視する点につ
いて継続者と退職者の違いを調べた。全体
で上位に選ばれたやりがい（61.5%）、安定
した職業（57.8%）、能力発揮（38.2%）が、
どちらのグループでも上位を占めた（表4
参照）。継続者が選んだ割合が退職者より
高い回答は、資格や技術の取得、国際的な
仕事、福利厚生で、キャリアを目指す姿勢
と育児休業など仕事を続けやすい環境を求
める傾向が見られる。一方、退職者は安定
した職業、休暇の多さ、楽な仕事と、自己
実現より条件面を重視する姿勢が見られる。

⒞	 結婚と出産にかかる選択の理由
　晩婚化、未婚化、非婚化、少子化が進ん
でいる日本では、平均初婚年齢は女性28.8
歳、男性30.5歳で、生涯未婚率は男性
15.96%、女性4.32%と、どちらも年々上昇し、
年間の出生数は、戦後の第1次ベビーブー
ム期の約270万人から約107万人まで減少し
ている（内閣府 2010）。本調査では、比較
的若い年齢で結婚し、子どもをもちたいと
考えている女子大学生が多いことが分かっ
た。結婚したいと考えている年齢は20歳代

表4　職業を選ぶときに重視する点

順位 選択理由 回答数 （a） （b）
① やりがいがある 217（61.5%） 123（62.1%） 88（59.5%）
② 安定した職業である 204（57.8%） 106（53.5%） 94（63.5%）
③ 能力や個性を発揮できる 135（38.2%） 76（38.4%） 55（37.2%）
④ 給料が高い 96（27.2%） 55（27.8%） 39（26.4%）
⑤ 人や社会に役立つ 82（23.2%） 43（21.7%） 39（26.4%）
⑥ 福利厚生が充実している 73（20.7%） 47（23.7%） 26（17.6%）
⑦ 楽そうである 59（16.7%） 25（12.6%） 34（23.0%）
⑧ 休暇が多く、残業が少ない 37（10.5%） 15    （7.6%） 20（13.5%）

（注） （1）1人が2つ選択した複数回答で、上位の順位の回答のみ示している。
 （2）（a）は継続者の順位、（b）は退職者の順位である。
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後半（62.3%）が最も多く、20歳代前半
（15.6%）も合わせると、約8割の女性が20
歳代で結婚したいと答えている。
　結婚したい理由に多く挙げられたのは、
「好きな人と一緒に暮らせる」（56.1%）、「子
どもが欲しい」（51.2%）、「精神的な安定」
（37.7%）、「経済的な安定」（30.4%）で、結
婚したくない理由では「一人でいる方が気
楽」（56.7%）、「自由な時間が減る」（46.7%）、
「家事にしばられる」（20.0%）である。
　子どもが欲しい理由は、「子どもが好き
だから」「家族に子どもがいたほうが幸せ
だから」「好きな人の子どもが欲しいから」
「自分の親に孫の顔を見せたいから」と答
えた学生が30%以上で、「子育てによって
自分も成長したいから」が26.4%である。
子どもが欲しくない理由は、「子どもが好
きでないから」（61.1%）が最も多く、「経
済的負担が大きいから」（22.2%）、「子育て
の自信がないから」（22.2%）である。
　過去の調査からも推測できる通り（森本
ほか 2000など）、「結婚したくない」「子ど
もが欲しくない」と答えた学生の割合は、
継続者（12.6%と7.6%）の方が退職者（3.4%
と2.0%）より高い。また、結婚年齢につい
ても、退職者は20歳代前半と20歳代後半（合
計88.2%）がほとんどであるが、継続者は
20歳代後半（59.1%）の次に「年齢にこだ
わらない」（15.2%）が多く、続いて30歳代
後半（13.6%）、20歳代前半（11.1%）となっ
ている。
　さらに、結婚相手の条件を聞いたところ、
最も多い順から性格（74.8%）、価値観
（54.7%）、収入（43.1%）、愛情（37.4%）で、
次に家事・育児の平等な分担（20.1%）を
挙げている。収入と答えた学生の中では退
職者（49.3%）が継続者（39.4%）より多く、
「家事・育児を平等に分担する」と「妻が
仕事を続けていくことを支持する」では継

続者（23.2%と10.6%）の方が退職者（16.9%
と1.4%）より多いという違いが見られた。

⒟	 退職するかもしれない理由
　結婚・出産にかかわりなく就労を継続し
たいと回答した学生が多いが、就職後、結
婚後、出産後、容易ではないことを知らさ
れるのが実状である。働き続けたいが、退
職せざるをえないかもしれないと思う学生
が挙げた最も多い理由は、「子どもが小さ
いうちは自分の手で育てたい」（64.1%）で、
この割合は退職者（70.9%）の方が継続者
（56.5%）より高い。次に多い理由は、「体
力的に仕事と家庭は両立できない」（21.8%）
である。

⑷	 就労意識に影響を与える要因
　これまで見てきたように、就労意識と女
子大学生の大学進学、就職、結婚・出産に
かかる選択との関連性、そして選択の理由
は多様であるが、継続して働くつもりの学
生とそうでない学生の間には違いが見られ
た。本節では、（A）継続者（198名）と退
職者（148名）に加えて、（B）継続者の中
から就労意識が高く継続就労に対する戦略
をもつ学生（51名）（17）と退職者の中から
就労意識の低い学生（59名）（18）を抽出し、
これらに分類した学生を比較しながら就労
意識に影響を与える要因について分析する
（表5参照）。

⒜	 社会的要因
　大学で学業に加えてサークル活動や市民
活動およびアルバイト経験などの社会経済
活動へ参加することは、視野を広め、対人
関係やコミュニケーション能力を高めるな
どのエンパワーメント効果があると考えら
れる。（A）継続者と退職者と（B）就労意
欲が高い／低い学生それぞれを比較する
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と、退職者より継続者の方そして就労意欲
が低い学生より高い学生の方がサークル・
市民活動に参加している割合が高いことが
分かる。他方、アルバイトついては、退職
者の方が継続者より多く経験しており、
（B）グループでは違いが見られない。ア
ルバイトをすることは、女子大学生本人の
意思だけでなく、家庭の経済状況も影響す
るからかもしれない。
　社会参加をするためには、行動の自由が
必要である。保護者から門限が決められて
いるか、海外旅行をすることを許されてい
るか、などについての回答を点数化し（統
計資料を参照）、その平均を比べると、大
きな差はないものの、就労意欲が高い女子
大学生は、行動の自由度が高いことが分か
る。家庭や学校だけでなく外の社会と積極
的にかかわりをもとうとする女子大学生
は、就労にも積極的であると考えられる。
また、親が許可する行動範囲は、女子大学
生が交渉することによって広がる可能性が

あることから、就労意識の高い学生の間で
行動の自由度が高い傾向があるのかもしれ
ない。

⒝	 経済的要因
　日本では大学にかかる費用は、基本的に
親が負担することになっている（19）。そこ
で、小遣いを学生本人が全額あるいはほと
んど負担していると答えた学生を経済的自
立心があると解釈し、その割合を調べたが、
退職者と就労意欲が低い学生の方が多いこ
とが分かった。これについても、先述した
よう学生本人の経済的自立心の度合いだけ
でなく、家庭の経済状況によって、本人の
意思にかかわらず負担せざるをえない状況
もあるためだと考えられる。
　次に、将来経済的に自立する意識がある
かという観点から、親に望む経済的支援と
自分の老後の生活資金について問うたとこ
ろ、継続者と就労意欲が高い学生は親や他
人に頼らない傾向があることが分かった。

表5　就労意識に影響を与えると考えられる要因

項目 全体
（A） （B）

継続者 退職者 就労意欲
高い学生

就労意欲
低い学生

サークル・市民活動に参加している 67.7% 70.2% 66.2% 72.5% 67.8%
アルバイトをしている 75.6% 73.7% 77.7% 78.4% 78.0%
行動の自由度（*） 5.9 6.4 6.5 6.9 6.5
小遣いを自分で負担している 68.0% 60.6% 78.4% 64.7% 74.6%
就職するまでの経済支援を親に期待する 89.8% 92.9% 85.8% 92.2% 79.7%
老後は自分の年金や貯金で暮らす 27.2% 31.3% 23.0% 35.3% 25.4%
大学進学を自分が決めた 59.2% 61.6% 57.4% 60.8% 52.5%
自信と対人関係（*） 37.5 38.3 36.6 39.8 36.6
ジェンダー意識（*） 32.4 33.8 30.5 34.5 30.4
母親は結婚・出産後も継続して働いている 26.4% 34.8% 15.5% 37.3% 15.3%
ジェンダー教育を受けた 83.6% 84.8% 81.1% 92.2% 79.7%
標本数 353 198 151 51 59

（注） t-検定が可能な3つの項目（*）のうち、「自信と対人関係」と「ジェンダー意識は」5%水準で有意
である。
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⒞	 心理的要因
　女子大学生の就労意識形成の要因を探る
ために、意思決定、自信、対人関係、ジェ
ンダー意識に関する質問項目を立てた設問
を準備した。
①「大学進学を決めたのは誰か」という問
いに「自分」と答えた学生の割合は、継
続者と就労意欲が高い学生の方が高い。
②自信と対人関係に関する12の設問を点数
化した（統計資料を参照）平均を見ると、
継続者と就労意欲が高い学生の方が高
い。自分に自信をもって他の人と接した
り、1人で行動できる学生が多いことが
分かる。
③ジェンダー意識に関するアンケートで、
必ずといっていいほど聞かれる設問「夫
は外で働き、妻は家庭を守るべきである」
を含め、男女平等や性別役割分業に対す
る意識を探る質問項目を9つ立てた。②
と同様に点数化した（統計資料を参照）
平均に違いが見られた。継続者と就労意
欲が高い学生の方が、例えば「夫は外で
働き、妻は家庭を守るべきである」や「子
どもが小さいうちは、母親が育児に専念
すべきだ」という考え方に反対の傾向が
あることが示された。

⒟	 外部要因
　外部要因として、娘の働き方の選択に影
響を与えると言われている母親の就労状況
と学校などでジェンダー教育を受けた経験
の有無（神田 2000、内閣府 2007など）を
調べた。本調査でも、結婚・出産後も働き
続けたいと考える女子大学生の母親は、継
続して働いている割合が高いことと、学校
内外でジェンダー教育を受けたことがある
割合も高いことが分かった。

４．トリバンドラム市の調査結果

　トリバンドラム市での調査結果は、共同
研究者のコドース准教授から送られてきた
英文の報告を抜粋・翻訳したものを以下に
記す。アンケート調査は現在実施中である
ため、データ集計は終了しておらず、アンケー
ト票回収途中の所感にとどめられている。
　調査対象のエンジニアリング・コースに
在学する女子大学生の多くは、就職に有利
だと考えてこの学部を選択し、カレッジ卒
業後は就職を希望している。結婚や出産後
も継続して働くつもりであると答える学生
が多数を占める。
　女子大学生は、結婚・出産後も働くこと
に同意の得られる相手と結婚できるように
戦略を立てている。結婚相手は親が決める
のであるが、女性が働くことに反対する男
性とのお見合いはしない、お見合いの段階
で相手に継続就労を支持してもらえるよう
に交渉するなど、女子大学生は自分の親、
将来の夫や義理の親を説得して、仕事が続
けられるようにできると信じているよう
だ。結婚はカレッジ卒業後、数年働いてか
らの時期を考えているのか、20歳代後半と
いう回答が多い。インド平均初婚年齢（19.5
歳）（KSWDC 2009）よりかなり高い年齢
である。
　エンジニアリング・コースを卒業した後
の就職先は、他の職業と比較して高給であ
ることから、このコース卒業生の女性は結
婚市場での価値が上がっている。経済力が
ある女性を望み、結婚後も働いてほしいと
考える男性とその家族が増えていること
は、女性側の交渉力が上がってきているこ
とを示している。
　「女性は結婚後も職業をもって経済的に
自立する方がよい」と答えた学生は多いも
のの、「結婚して子どもをもつことは当然
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だ」と考えている。また、結婚か仕事かと
いう選択を迫られた場合、自分のキャリア
より結婚を優先し、子育てのために仕事を
辞めるという学生も多い。「子どもを犠牲
にしてまでキャリアを追求すべきでない」
「子どもの面倒をきちんとみないために夫
に暴力を振るわれても仕方がない」と考え
る学生もいる。つまり、調査対象の女子大
学生が考える「自立」とは経済面を意味し、
社会面は意味しないと考えられる。
　インドでは、先述したように、一定の年
齢になると親が決めた相手と結婚すること
が一般的で、離婚した女性には偏見がつき
まとうため、離婚率は非常に低い。調査に
よると、女子大学生にとって「結婚」とは、
男性の保護下に入ることを意味し、その位
置を享受したいと考えている。そこで、結
婚相手は自分より年上で、教育レベルが高
く、高収入の男性を求めている。
　ジェンダー平等については正しく理解し
ていないようだ。家庭内暴力防止法やセク
シャルハラスメント防止法の成立によって
女性は男性から保護されるようになったと
解釈し、これにより社会における女性の地
位は向上したと回答した学生が多かった。
また、婚姻に際し、女性側がダウリー（持
参財）を支払わなければならないのは男女
不平等だと回答した学生は少数であった。
　以上のように中間報告ではあるが、興味
深い回答が見られた。今後、データを集計
し、調査結果をまとめる。

おわりに

　女性や女児に就学の機会を提供し、就学
率や識字率を向上するために、世界的な取
り組みが行われているなか、日本とケーラ
ラ州は早い時期に皆教育を達成し、女性の
高学歴化が進んでいる。教育は人びとをエ

ンパワーする重要な要件ではあるが、女性
の教育とエンパワーメントのレベルが必ず
しも一致しないことは、国際機関などによ
るジェンダー指標で示されている。その事
例とも言えるのが、日本とケーララ州である。
　本稿では、北九州市とトリバンドラム市
の女子大学生を対象として実施した就学・
就労・結婚観に関する調査結果をもとに、
教育レベルと労働参加の乖離要因を考察し
た。北九州市の調査結果から、大学進学、
就職、結婚・出産にかかる女子大学生の選
択やその理由は多様であることが示され
た。過半数の女子大学生は、結婚・出産に
かかわらず働き続けたいと考えているが、
それを実現するために大学や職業を選択
し、将来起こりうるかもしれない就業継続
を困難にする障害に立ち向かう姿勢がある
学生は少数である。
　就労意識の高い学生は、サークル・市民
活動を通して社会参加し、経済的に自立し
た意識をもち、自己決定能力があり、自分
に自信をもって人と接し、性別役割分業意
識にとらわれない傾向が見られた。また、
母親がロールモデルになっていることやジェ
ンダー教育の効果もうかがえた。一方で、
職業より結婚・出産を優先させる要因とし
ては、子育てを自分でしたいことや仕事と
家事・育児の両立の困難さが挙げられる。
　トリバンドラム市の調査については中間
報告であるが、大学卒業後は即結婚という
パターンから、卒業後は就職して、できれ
ば結婚・出産後も働きたいと考えている女
子大学生が増えており、家族も容認する方
向へ社会は変化しているようである。女子
大学生は高等教育を受け経済的自立が可能
であるにもかかわらず、労働市場の状況、
女性の行動規範、結婚にかかる慣習などの
要因によって、職業よりも結婚・出産を優
先させていることがうかがわれた。また、
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女子大学生のジェンダー意識が低いこと
も、ひとつの要因と考えられる。ケーララ
州では、日本ほど学校教育にジェンダー教
育が導入されておらず、親、親戚、教員、
周りの年長者や同級生などのジェンダー規
範の影響を受けやすいと考えられる。
　今回の調査では、就職や結婚前に将来の
予定を聞いたため、今後どのような状況に
直面し、どのような働き方をしていくのか
は分からない。北九州市の女子大学生の多
様な選択やその背景から、働き続けたい気
持ちと子どもを自分の手で育てたい気持ち
の間を揺れ動いていると思われた。現在継
続就業を希望している学生も、結婚や出産
をした時の環境によって退職する可能性が
あり、現在退職するだろうと思っている学
生も継続して働く可能性はある。M字型
カーブを解決するためには、育児休業制度
や保育所など制度や環境面の充実、女性た
ちが経済的自立心をもち、働くことに生き
がいをもてること、それを認め支援する社
会の構築が重要だと思われる。
　エンパワーメントのプロセスにおいて、
教育は不平等な状況を変えていくための能
力獲得の手段であると考えられている。し
かし、高等教育を受けた女子大学生自身が
社会のしくみや性規範によって選択肢が狭
められている、女性であることで社会にお
いて不利な立場に置かれているというジェ
ンダーに敏感な意識をもたなければ、変革
への行動は生まれない。ジェンダー意識は
国の社会経済の発展レベルや個人の教育レ
ベルに必ずしも比例するわけではなく、女
性が自分の人生のあり方を自由に選択でき
るようにするためには、ジェンダー教育な
ど外部からの介入が必要だろう。
　今後、北九州市とトリバンドラム市で実
施した調査結果の分析を進め、異なった環
境下の女子大学生の就学、就職、結婚・出

産に対する考え方の違いと共通性を探り、
就労意識や自立意識の向上のための示唆が
得られることを期待している。
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注
⑴ 本稿執筆時、トリバンドラム市の調査は実施中
であるため、調査途中の所感を記すにとどめ
る。北九州市とトリバンドラム市を含めた調査
結果は、『KFAW調査研究報告書』で報告する。

⑵ 県や市レベルで得られるデータは限られている
ため、広範囲な分野での比較が可能な日本と
ケーララ州のデータを示した。これらは、おお
よそ北九州市、トリバンドラム市の状況を反映
していると考えられる。

⑶ M字型カーブ問題解決は、第3次男女共同参画
基本計画で初めて言及され、女性の継続就業
のための環境整備が明記された。

⑷ 詳しくは、太田（2010 b）を参照。
⑸ 本調査で、女子大学生が就職することに対して
親はどう思っているか聞いたところ、全員が「賛
成している」と答えた。

⑹ 北九州市は筆者が、トリバンドラム市は共同研究
者のCentre for Development Studies, Trivandrum

のプラビーナ・コドース准教授が担当した。
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⑺ 調査研究倫理による組織および個人のプライバ
シーの尊重と研究者の守秘義務に基づき、大学
名、学部名はコード化している。

⑻ 日本の大学に相当し、4年制である。
⑼ 文系と理系の学生による選択の違いもあると考
えられるが、別の報告書で扱う。

⑽ 過去の同じような調査の結果によると、「結婚
後も継続して働く」85.8%、「出産後も継続して
働く」24.0%（森本ほか 2000）、「そのまま勤め
を続ける」40.8%（嘉本 2004）、「出産後も働き
続ける」35.3%（ちば県 2010）となっている。

⑾ アンケート票では、選択肢を7項目設定した。
詳細は、統計資料を参照。

⑿ アンケート票では、選択肢を5項目設定した。
詳細は、統計資料を参照。

⒀ 無回答者が1名（0.8%）いる。
⒁ 他にも、1人暮らしより楽であることや親が下
宿を許さないなどの理由も考えられる。

⒂ 第1志望では民間企業（40.5%）、専門職（20.1%）、
公務員（15.9%）、大学院（7.6%）、教員（6.8%）、
第2志望では民間企業（22.9%）、専門職（11.6%）、
公務員（20.4%）、大学院（9.9%）、教員（8.2%）
である。

⒃ 青島・関口（2000: 63）も、女子大学生は「職
業による安定した経済的自立のなかで、能力を
発揮しながら自立することを願っている」と分
析する。

⒄ 表2の1番上の列に属し「大学と就職について考
えた」「職業と結婚・出産について考える」「結
婚・出産後も継続して働く」「結婚し、子ども
が欲しい」、なおかつ「退職する可能性はない」
と答えた学生。

⒅ 将来の働き方について、「働くつもりはない」「結
婚するまで働く」「子どもが生まれるまで働く」
と答えた学生。

⒆ 本調査では、学費と生活費を親が全額あるいは
ほとんど負担していると答えた学生は、それぞ
れ73.7%、69.4%である。
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統計資料
表I　働き方について

分類 回答者数（割合） 回答 回答者数（割合）
継続  198 （56.1%） 結婚・出産にかかわりなく働き続ける  198 （56.1%）

再就職  89 （25.2%）
結婚・出産を機に退職し、後にフルタイムで働く  20 （5.7%）
結婚・出産を機に退職し、後にパートで働く  69 （19.5%）

退職  57 （16.1%）
子どもが生まれるまで働く  36 （10.2%）
結婚するまで働く  21 （5.9%）

無職  2 （0.6%） 働くつもりはない  2 （0.6%）

無回答  7 （2.0%）
その他  5 （1.4%）
無回答  2 （0.6%）

合計  353 （100%） 合計  353 （100%）

表II　結婚について

分類 回答者数（割合） 回答 回答者数（割合）

したい  292 （82.7%）
結婚したい  237 （67.1%）
できれば結婚したい  55 （15.6%）

したくない  30 （8.5%）
あまり結婚したくない  19 （5.4%）
結婚したくない  11 （3.1%）

どちらでもない  31 （8.8%） どちらともいえない  31 （8.8%）
結婚している  0 （0%）

合計  353 （100%） 合計  353 （100%）

表III　出産について

分類 回答者数（割合） 回答 回答者数（割合）

欲しい  296 （83.9%）
子どもが欲しい  220 （62.3%）
できれば子どもが欲しい  76 （21.5%）

欲しくない  18 （5.1%）
あまり子どもが欲しくない  11 （3.1%）
子どもが欲しくない  7 （2.0%）

どちらでもない  39 （11.0%） どちらともいえない  39 （11.1%）
合計 合計  353 （100%）



23
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就労意識に影響を与えると考えられる要因の分析に

用いた変数の定義

⒤ 行動の自由度（合計9点）
　下記の問いに対して、⑴ は「はい」0点、「い
いえ」1点、⑵ ～ ⑼ は「親から許されていますか」
の問いに対して、「はい」は1点、「いいえ」は0点。
⑴ 「門限はありますか」
⑵ 友人の家に宿泊する
⑶ 友人と国内旅行に行く
⑷ 一人で国内旅行に行く
⑸ 友人と海外旅行に行く
⑹ 一人で海外旅行に行く
⑺ 海外に留学する
⑻ 実家を出て就職する（国内）
⑼ 海外で就職する

ⅱ 自信と対人関係（合計60点）
　下記の問いに対して、⑴ ～ ⑻ は、「そう思う」（5
点）、「どちらかといえば、そう思う」（4点）、「ど
ちらともいえない」（3点）、「どちらかといえば、
そう思わない」（2点）、「そう思わない」（1点）。⑼ 
～ ⑿ は、「そう思う」（1点）、「どちらかといえば、
そう思う」（2点）、「どちらともいえない」（3点）、「ど
ちらかといえば、そう思わない」（4点）、「そう思
わない」（5点）。
⑴ 人生に目標をもっている
⑵ 努力して目標を達成できる自信がある
⑶ クラスやセミナーなどで、質問したり意見が言
える

⑷ おおぜいの人前で発表できる
⑸ いやなことには、"NO"と言える
⑹ リーダーシップをとれる
⑺ 友達と一緒でなく、一人で外出・行動できる
⑻ 男性が多く集まる場や活動に参加できる
⑼ 男性にリードしてほしい
⑽ 他の人について行く方が楽だ
⑾ 自分の考えをとおすより、妥協することが多い
⑿ 劣等感がある

ⅲ ジェンダー意識（合計45点）
　下記の問いに対して、⑴ ～ ⑸ は、「そう思う」（5
点）、「どちらかといえば、そう思う」（4点）、「ど
ちらともいえない」（3点）、「どちらかといえば、
そう思わない」（2点）、「そう思わない」（1点）、⑹ 
～ ⑼ は、「そう思う」（1点）、「どちらかといえば、
そう思う」（2点）、「どちらともいえない」（3点）、「ど
ちらかといえば、そう思わない」（4点）、「そう思
わない」（5点）。
⑴ 結婚は個人の自由であるから、結婚しても、し
なくても、どちらでもよい

⑵ 結婚しても必ずしも子どもをもつ必要はない
⑶ 結婚しても相手に満足できない時は離婚すれば
よい

⑷ 男性のみが働いて世帯の生計を支えることは負
担が重い

⑸ 女性は結婚後も職業をもって経済的に自立する
ほうがよい

⑹ 夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである
⑺ 女性は経済的に必要がなければ、無理して働か
なくてもよい

⑻ 子どもが小さいうちは、母親が育児に専念すべ
きだ

⑼ 管理職として働いている女性は特別な存在であ
り、普通の女性が管理職になることは難しい

（注）ここでは、各設問に対する回答の点数が高い
ほどジェンダー意識の高いという解釈をしている
が、この解釈に限るものではないことを留意すべ
きである。


