■ Catalyst（ カタリスト）について

1962 年に創立された Catalyst（ カタリスト）は、差別のない職場環境を作り、
女性のキャリア推進とビジネスの発展のために、世界中の企業や専門家と
共にリサーチ及びコンサルティングを行っている企業メンバー制の NPO 団
体です。拠点をニューヨーク、サニーベール、トロント、ザグに持ち、340 以
上の企業、団体、ビジネススクール、その他関連協会の協力と信頼に支えら
れ、Catalyst（ カタリスト）は日々変わり続けるビジネスとビジネスニーズに
深い関わりを持ち続けています。そして、職場における女性問題に関する
資料や情報の最高の提供者です。さらに Catalyst（ カタリスト）では、毎年
女性のリーダーシップを促進するために模範的なビジネスイニシアチブを
取った企業を選び、Catalyst（ カタリスト）賞を贈って表彰しています。
■ J-Win について
「 特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク」
（ NPO 法人 J-Win ）は、企業におけるダイバーシティ・マネジメントの促
進と定着を支援することを目的に、2007 年 4 月に設立された企業メンバー
制の団体です。女性活用についてのアドバイス、コンサルタントをはじめ、
セミナーや講演、さまざまな調査など、企業におけるダイバーシティ・マネ
ジメントの推進をサポートする各種活動を展開しています。また、業種や業
態の枠を超えた女性企業人の相互研鑽の機会を提供し、ネットワーキング
の構築を支援することにより、女性リーダーの育成、能力開発を図っていま
す。これらの活動を通じ、性別や国籍、年齢などにかかわりなく、多様な個
性が力を発揮し、活躍できるダイバーシティ社会の実現に寄与いたします。

© 2007 by CATALYST
●

NEW YORK 120 Wall Street, 5th Floor, New York, NY 10005-3904; （ 212 ）514-7600;（ 212 ）514-8470 fax

●

SUNNYVALE 165 Gibraltar Court, Sunnyvale, CA 94089; (408) 400-0287; 408-744-9084 fax

●

TORONTO 8 King Street East, Suite 505, Toronto, Ontario M5C 1B5;（ 416 ）815-7600;（ 416 ）815-7601 fax

●

ZUG c/o KPMG Fides, Landis+Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Switzerland; +41-（ 0 ）44-208-3152; +41-（ 0 ）44-208-3500 fax

email: info@catalyst.org
www.catalyst.org

本書の全部または一部を無断で複写複製することは禁じられています

Catalyst Publication Code D68; ISBN#0-89584-265-3

目次

打撃的なジレンマ

5

1

序論と主なポイント

7

2

男であるというだけでリーダーとなる男たち

14

3

認識の二極化（ 苦境その1）

18

4

基準は高いのに報酬は低い（ 苦境その2 ）

21

5

有能でも好かれない（ 苦境その 3 ）

24

6

ステレオタイプと女性の板ばさみ：個人と組織がとるべき戦略

27

7

Catalyst のステレオタイプ診断ツール

36

謝辞

41

序文

追記 1

研究方法

43

追記 2

Catalyst のステレオタイプ診断ツールの作成について

46

CONTENTS

序章

A PUNISHING DILEMMA
打撃的 なジレンマ
板ばさみ

名詞

（ 1 ）人が 2 つの相容れない要求を受けたときに生じる心理的袋小路。どちらを選択

するにせよ、結果は間違いとなる。（ 2 ）どちらにしても同じくらい満足のいかない選択肢のうち、片
方を選ばなければならない状況。避けることのもできない打撃的なジレンマ 1。

人は皆、板ばさみの状況に陥ったときの気持ちをよく知っ

差異を反映しているはずだ、などと言う人もいる。しかし

ている。どう行動しようとも、決して正しい結果にはならな

研究成果は、こういったステレオタイプは現実を正確に反

いというどうしようもない気持ちである。企業の管理職に

映しているわけではなく、むしろ事実を間違った形で表し

ある女性ほどこの気持ちを強く味わっている人はいないだ

ていることを示している 3。また、ステレオタイプの問題をと

ろう。

やかく指摘することで、女性リーダーが男性リーダーたち
の間にすでに食い込んでいるという事実から焦点をぼかし

Catalyst（カタリスト）の研究が立証しているとおり、女性の

てしまう、という人もいる。それを認めるにしても、その進

リーダーたちがこれほどビジネスに貢献しているというの

展は驚くほど遅い。

に、いまだに男性の方が男というだけでリーダーと見なさ
れることが多い。研究者たちはこれを「リーダーといえば

個人や企業が、企業における男女間のリーダーシップの

男性だという固定観念 」と呼んでいる 2。
「 非典型的なリー

ギャップを少しでも早く埋めていくには、どうしたらよいのだ

ダー」である女性は、リーダーシップの規範にも、女性らし

ろうか？ 女性がいかに企業のリーダーとしての役割を担う

さの規範にも反していると見なされがちである。選ぶに選

ためにしっかりと準備をし、
高い能力を身につけたとしても、

べない選択肢のあいだで板ばさみになって、女性たちは従

またいかに多くの女性たちが出世したとしても、企業がス

来の男性的なリーダーシップに合わせてもだめ、合わせな

テレオタイプに基づいた偏見を認識し、それが及ぼす影響

くてもだめという有様である。

に対応しなければ、女性たちの高い能力を活かす機会を
失ってしまうことになるだろう。男女間の特性にありもしな

男女間の固定観念は、女性リーダーたちと彼女たちが働

い対比を作り出すことで、ステレオタイプは、職場全体で

く組織を脅かす強力でしかも目に見えない脅威となりうる。

有能な人が力を発揮する機会を狭めてしまうことになる。

ステレオタイプに基づく偏見がもたらすインパクトは過小評
価されがちだ。なかには、ステレオタイプが何もないところ

今日のグローバルな競争にさらされた市場では、組織がそ

に存在するわけがなく、男女間に実際に存在する行動の

の有する人材を誰一人無駄にすることはできないし、有能

1 ̶ The American Heritage Dictionary of the English Langage, Forth Edition.（ Boston, MA: Houghton Mifflin, 2000 ）.
2 ̶ Crystal Hoyt, "Women Leaders: The Role of Stereotype Activation and Leadership Self-Efficacy," Kravis Leadership Institute Leadership Review（ Fall 2002 ）http://www.
leadershipreview.org/2002fall/article2_fall_2002.asp; Virginia E. Schein, "A Global Look at Psychological Barriers to Women's Progress in Management," Journal of Social
Issues, vol. 27, no. 4（ Winter 2001 ）: p. 4-13; Sabine Sczesny, "A Closer Look beneath the Surface: Various Facets of the Think-Manager-Think-Male Stereotype," Sex Roles,
vol. 49, no. 7/8（ October 2003 ）: p. 353-363.

3 ̶性別の差異と相似についての広範な研究によれば、実際のところ男女間には相違点よりも相似点の方が多く、また、男の中にも女の中にも、多様な人がいて、その差の方が、男女差よ
りも大きかった。例えば、以下の論文を参照のこと。Janet S. Hyde, "The Gender Similarity Hypothesis," American Psychologist, vol. 60, no. 6（ September 2005 ）: p. 581-592;

Elisabeth Aries, Men and Women in Interaction: Reconsidering the Differences（ New York: Oxford University Press, 1996 ）.
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な従業員に足かせをはめる余裕はない。リーダーとして有
能な人がきちんと評価され配置されるように、企業はステ
レオタイプに基づく偏見に正面から対峙しなければならな
い。我々は、組織がその女性リーダーに対して人々が持つ
認識を変えてゆくことができると確信している。我々は、女
性と男性の管理職に自由に意見を言ってもらい、徹底的に
聞き取り調査を行った。その回答を質的分析することによ
り、女性リーダーが直面する窮状を立証し、板ばさみの状
態を作るステレオタイプを明らかにした。さらにこの報告
書では、成功した女性リーダーがステレオタイプに対応す
るために使った戦略を検証し、ステレオタイプが業績に与
える影響への認識を高めるためのツールを提供する。
結局のところ、変わらなければならないのは女性のリー
ダーシップスタイルではない。今日の時代の変化について
いくために企業の構造と認識パターンが変わらなければな
らないのである。ステレオタイプは、第一印象と同じように
気まぐれなもので、動かしがたい真実などではない。様々
な観点から、複雑な社会的かつ金銭的交渉事に取り組
み、答えは 1 つではないことを熟知している企業こそが、こ
のことを従業員たちに分からせなければならない。
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INTRODUCTION AND KEY LEARNINGS
序論と主なポイント
「リーダーになれるかどうかは、リーダーらしく振る舞えるかどうかにかかっている。
でもそれ以上に重要なことは、ほかの人たちからリーダーと見てもらえるかどうかである。」
̶ Natalie Porter and Florence L. Geis 4

数字を概観 5

女性の出世の目に見えない壁

アメリカの全労働人口のほぼ半数を女性が占めていて、管

50.6%

理職や専門職の 50 パーセントあまりを担っている。にも

管理職と専門職のうち、女性が占める割合（ 2005 年）
。

かかわらず、フォーチュン誌 500 社の CEO において女性
はわずか 2 パーセントにすぎない。組織内の管理職に占

1.8%

める女性の比率に関わらず、様々な職業や産業において、

フォーチュン誌 500 社の CEO（ 会社の最高経営責任

女性が企業を代表するケースは極めて少ない 6。有色人

者 ）のうち、女性が占める割合（ 2006 年 ）
。

種の女性にとっては、事態はいっそう厳しい。2005 年の
時点で、アフリカ系アメリカ人女性が、管理職や専門職、

0.7%

それに準ずる職種に占めた割合は、たったの 5 パーセント

フォーチュン誌 500 社における女性の比率が 2002

にすぎない。ラテンアメリカ系では 3.3 パーセント、アジア

年から 2006 年までの間に増加した割合。

系に至っては 2.6 パーセントしかいない 7。ヨーロッパでも
数値がわずかに異なるが、同様のパターンを示している。

2005 年の時点で、人種や民族に関わらず、女性は全労
働人口の 44 パーセントを占め、管理職の 30 パーセントを
占めている。しかし、
企業の CEOとなると、
たかだか 3 パー
セントにしかならない 8。

4 ̶ Natalie Porter and Florence L. Geis, "Women and Nonverbal Leadership Cues: When Seeing is Not Believing" in Clara Mayo and Nancy Henly, eds., Gender and
Nonverbal Behavior（ New York: Springer-Verlag, 1981 ）: p. 39-61.
5 ̶ Catalyst, 2005 Catalyst Census of Women Corporate Officers and Top Earners of the Fortune 500（ 2006 ）.
6 ̶ Prudence LaBeach Pollard, "A Critical Analysis of the Glass Ceiling Phenomenon: A Sloan Work and Family Encyclopedia Entry"（ April 2005 ）http://wfnetwork.bc.edu/
encyclopedia_entry.php?id=871; Jodi S. Goodman, Dail L.Fields, and Terry C Blum, "Cracks in the Glass Ceiling: In What Kind of Organizations Do Women Make It to the
Top?" Group and Organization Management, vol. 28, no. 4（ December 2003 ）: p. 475-501.
7 ̶ Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey, "Employed and Experienced Unemployed Persons by Detailed Occupation, Sex, Race, and Hispanic and Latino
Ethnicity, Annual Average 2005," unpublished data.
8 ̶ European Commission, Database - Social and Economic Domain Decision-Making in the Top 50 Publicly Quoted Companies, http://ec.europa.eu/employment_social/
women_men_stats/out/measures_out438_en.htm (graph name "Decision-Making in the Top 50 Publicly Quoted Companies").
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企業のリーダーシップのレベルにおいて性別ギャップを大

は、この一連の研究の 3 冊目にあたる。ここでは、Catalyst

きくしている主要因のひとつとしてステレオタイプを掲げる

がこれまで行ってきた 2 つの研究の自由回答の部分をより

研究が増加している 9。Catalyst の研究からも、女性自身

深く分析することで、回答者たちのステレオタイプに基づく

が一貫して男女のステレオタイプを出世の大きな障害と考

認識について徹底的に調べてみた。この調査で特に注目

えていることが明らかになった。最近出た 2 つの報告書

したのは男女のステレオタイプである。1200 人を超すリー

は、経営のトップの多くが、男女のリーダーとしての能力に

ダーたちから得たデータの質的分析を行ない、以前の研

ついて誤った認識を持っており、アメリカとヨーロッパのビ

究に記した、誤解を与える認識の外形を更に浮き彫りにす

ジネス界において男女のステレオタイプが蔓延している、と

ることができた。さらに、アメリカに本社のある世界的に

いう事実を如実に示した。
「 人の世話をする女性と人の上

有名な大企業で、調査時にリーダーとして働いていた 13

に立つ男性： アメリカのビジネスリーダーたちのステレオ

人の女性たちに徹底的な聞き取り調査を行い、これらの

タイプを暴く 'Women "Take Care," Men "Take Change:"

データを補った。ここからは、性別に関する一般的な文化

Stereotyping of U.S. Business Leaders Exposed' 」という報

的ステレオタイプに由来する認識が、女性リーダーたちを

告書において、Catalyst は 34 パーセントの CEO を含む

ひどい苦境に立たせている有様をうかがうことが出来る。

296 人の企業リーダーを調査し、リーダーシップを発揮

Catalyst の研究結果によれば、ステレオタイプが理由で、

するために必要な様々な能力の点で、男性と女性がそれ

組織における女性のリーダーとしての能力は常に過小評価

ぞれどの程度有能であるか評価してもらった。
「 文化が異

され、活かされていないことが明確になった。しかしなが

なっても考え方は同じ： 西ヨーロッパのビジネスリーダー

ら組織が成功するためには、女性の能力は不可欠なので

たちが 持つステレオタイプ 'Different Cultures, Similar

ある。

Perceptions: Stereotyping of Western European Business
Leaders'」では、10 カ国、935 人のヨーロッパのリーダーた
ちから回答を得て、分析を行った。このうち 42 パーセント
（サンプルについてのより詳
が、企業のエグゼクティブである
細な説明は、巻末の追記 1 を参照のこと）。どちらの研究か

らも、参加者が女性のリーダーを評価する際に、ステレオ
タイプに基づいて判断を行っていることがわかった。

ステレオタイプ

名詞

（ 1 ）常識的で、紋切り型の、簡略化されすぎた概念、

意見、あるいはイメージ。
（ 2 ）ひとそろいのイメージやタイプを具現化している、

あるいはそれにぴったり当てはまると思われる人。
（ 3 ）印刷用語で、凸版をもとに作られた基盤を鋳型

にしてできた、金属製の印刷版。タイプライターがそ
「リーダーシップたる女性の直面する板ばさみのジレンマ

の例 10。

'The Double-Bind Dilemma for Women in Learership' 」

9 ̶ジェンダーのステレオタイプはほかの社会的ステレオタイプと相まって作用することが多い。例えば、人種、民族、階層などである。しかしながら、この研究で Catalyst は男女のステレオタ
イプのみに主眼をおいた。

10 ̶ The American Heritage Dictionary of the English Langage.
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L

ひとくちメモ

ステレオタイプ

ビジネス・ウーマンの見られ方：
ステレオタイプによる影響

ステレオタイプは「 経験的短絡思考 」、あるいは人々

Catalyst は、アメリカとヨーロッパの重役級の会社役員を

が複 雑な社 会を理 解するために行なってきた一 般

対象に調査を行い、リーダーとしてとるべき行動において、

化とも定義できる。このような短絡思考は、異なる

女性のリーダーと男性のリーダーがそれぞれ、どれだけ能

集団を区別したり、男女のステレオタイプの場合に

力を発揮しているか評価してもらった（ 表 1 を参照 ）。その

は、女性と男性を区別するのに便利である。男女の

結果、女性も男性も同じように、女性のリーダーは他の人

ステレオタイプは、我々の文化の中に広く共有されて

をサポートしたり励ましたりという、女性らしさのステレオタ

いる。しかしながら複雑な社会行動に関しては、こう

イプであるところの「 人の世話をする」技術に長けている、

いったステレオタイプは現実をあまりに単純化しすぎ

と答えている。それに対し男性のリーダーについては、上

るために問題がある。男女のステレオタイプは、女性

司を説得したり、問題を解決したりという、典型的に男ら

と男性の「 生まれながらにある差異 」を強調する。し

しい「人の上に立つ」能力が高いとしている。こういった後

かし経験学上の文献は、性別間の差は自然にでき

者の特徴は、リーダーの持つ責任の重要な要素として、従

るようなものではないということを示している。性別

来の研究で明らかにされたとおりである11。このような認

間の差 異、相 似に関する広 範な研 究を通じて、女

識は、技術系や法律系など、これまで伝統的に男性が強

性と男性では違いより相似点の方が多く、女性の中

いとされてきた分野で、女性がリーダーになったり出世し

にも男性の中にも様々な人がおり、その違いの方が

たりしようとした場合に、
より目立つようである。こうなると、

男女の差異よりも大きいということが明確になっている。

女性は「 場違い」な存在とみられることが多くなり、そうで

しかしながら、女性と男性は「全く違うという幻想」を作

はないことを証明するために相当な努力が必要となる 12。

り出すステレオタイプは、女性がしっかりとした適正を
持っているにもかかわらず、会社のトップ候補として考
慮されないという結果を生み出すのである。

11 ̶ Mark D. Agars, "Resonsidering the Impact of Gender Stereotypes on the Advancement of Women in Organizations," Psycology of Women Quarterly, vol. 28, no. 2（June
2004 ）: p. 103-111; Alice H. Eagly, Mary C. Johannesen-Schmind, and Marloes L. van Engen, "Transformational, Transacitonal, and Laissez-faire Leadership Styles: A Metaanalysis Comparing Women and Men," Psychological Bulletin, vol. 129, no. 4（ July 2003 ）: p. 569-591.
12 ̶ Catalyst, Women "Take Care," Men "Take Change:" Stereotyping of U.S. Business Leaders Exposed（ 2005 ）. Eagly et al.; David J Maume Jr., "Occupational Segregation
and Career Mobility of White Men and Women," Social Forces, vol. 77, no. 4（ June 1999 ）: p. 1433-1459; David J Maume Jr., "Glass Ceiling and Glass Escalators:
Occupational Segregation and Race and Sex Difference in Managerial Positions," Work and Occupations, vol. 26, no. 4（ November 1999 ）: p. 483-509; Sczesny.
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■表 1 ─これまでの研究で明らかになった、リーダーが取るべき主要な行動 13

★ 協議する

★ ネットワークを構築する

計画を立てたり決定を下す前に、影響を受ける人々の意見

情報や支援資源を提供してくれそうな人とよい関係を築き、

を聞く。

それを維持していく。

★ 権限を委譲する

相当程度の責任と裁量権を他人に与えている。

★ 上に向かって影響力を持つ

上司を動かすことができる。

★ 周りの人にやる気を起こさせる

感情、価値、論理に訴え、時には個人的に模範を見せて、
周りの人がより熱意を持ち、仕事に忠誠をつくすよう導く。

★ 知的刺激を与える

学び、物事を見分け、理解して、推論する能力を奮い立たせ
る。

★ 計画する

目的達成のための目標、戦略、それに道筋を考え、組織内の
他部店と最大限効率よく調整する。

★ 問題を解決する

業績の障害となるものを特定、分析して、取り除くべく断固と
した態度で臨む。

★ 報いる

必要に応じて褒め、感謝し、報酬を与える。

★ 模範的役割を果たす

真似すべき優れた例として振る舞う。

★ 若手を指導する

★ サポートする

部下の能力を伸ばし、昇進につながるよう手助けする。

他人を励まし、支えて、資源を与える。

★ 監督する

部下と部署のパフォーマンスを進捗度と質で査定する。

★ チームをまとめる

部署と前向きに一体化するよう推奨し、協力と建設的な紛争
解決を促す。

13 ̶ 表 1 には、これまでの研究で明らかになった、リーダーとして取るべき行動を挙げたが、先行研究としては以下の論文を参照されたい。Catalyst, Different Cultures, Similar
Perceptions: Stereotyping of Western European Business Leaders（ 2006 ）: p. 13. ここでは要点を述べるにとどめたが、先行研究の詳しい背景は、以下を参照されたい。 Catalyst,
Women "Take Care," Men "Take Change:" Stereotyping of U.S. Business Leaders Exposed（ 2005 ）. ならびに、Catalyst, Different Cultures, Similar Perceptions: Stereotyping of
Western European Business Leaders（ 2006 ）.
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動と「 人の上に立つ」行動というのも含まれる）は互いに相容

ステレオタイプは女性の出世をどう妨げているか

れないものである、という認識である。こういった認識は、

こういった認識により、女性の出世は遅れてしまう。とい

男性よりも「 局外者 」̶ つまり女性リーダー ̶ を攻撃対

うのも、
「人の上に立つ」能力や、断定的な態度や競争心

象としていることが多いが、実際には、男女を問わずすべ

といった典型的な男らしい態度が、トップレベルの地位に

てのリーダーに影響を与えてしまう。ステレオタイプは、男

就く人にとって必須の条件と考えられがちだからである 。

女それぞれの特徴の間にありもしない違いを作り出すこと

世間が、典型的な男らしい態度や特性をリーダーの条件

で、女性、男性のリーダーを共に比較的狭いスタイルや態

と同一視している限り、男性は「 生まれながらにして」リー

度の型にはめてしまい、職場全体における効果的な行動

ダーと見なされ、女性は、女性にも指導力があるということ

のパターンに制限を課すことになる。

14

を、いつまでも示し続けなければならない。その上、女性
はリーダーの座にはふさわしくないという認識にもよるだろ

ステレオタイプは、女性の出世の目に見えない壁を作り出

うが、男女のステレオタイプは、女性を評価する際に、同

してしまうため、立ち向かうことはおろか、その存在を突き

等の地位にいる男性には用いられない異なる基準を作り

止めることさえ難しい。ステレオタイプがもたらす別の問題

出している。

は、その慣例的な性質にある。例えば多くの人が、男性も
女性もその性別らしい態度を取る必要があると思い込んで

女性に比べ、男性は女性リーダーに対して厳しいため、女

いる。ステレオタイプの慣例的な性質のため、女性も男性

性よりも男性が多かったり、男性の意見が優位な職場で

も社会の拒絶や悪い結果を恐れている。そして、自分の

は、男女のステレオタイプがさらに大きな問題となる 。例

性に同化するための規範に反することは何もできなくなっ

えば男性の管理職が、女性の問題解決能力は男性よりも

てしまい、変革を阻むのである 17。

低いという認識を持っていると、女性が対人関係で影響力

ステレオタイプの認識は、女性リーダーが陥るいくつかの

を行使することが難しくなったり、女性リーダーが計画や方

苦境を生み出すが、その苦境はすべて彼女たちを板ばさ

針に従うよう部下を説得することもできなくなってしまう 。

みの状態にする。指導的立場にある女性にとって、どの道

15

16

を進んでも、リーダーとしてどう行動しても、その選択肢は
ステレオタイプは、とりわけリーダーシップに関しては誤解

限られていて満足のいかないものばかりである。基本的

をまねく認識を生み出す。男女のステレオタイプに本質的

に、女性リーダーは女性としてのステレオタイプに従っても

（
「 人の世話をする」行
に含まれるのが、男らしさと女らしさ

だめ、従わなくてもだめなのである。

14 ̶ Sczesny.
15 ̶ Sczesny. Catalyst, Women "Take Care," Men "Take Change:" Stereotyping of U.S. Business Leaders Exposed（ 2005 ）; Catalyst, Different Cultures, Similar Perceptions:
Stereotyping of Western European Business Leaders（ 2006 ）.

16 ̶既存の研究によれば、仕事をする上で、部下との関係においても、同僚との関係においても、人間関係に与える影響は重要だという。例えば、Linda L. Carli, "Gender and Social
Influence," Journal of Social Issues, vol. 57, no. 4（ Winter 2001 ）: p. 725-741 を参照。
17 ̶ Alice H. Eagly and Steven J. Karau, "Role Congruity Theory of Prejudice Toward Female Leaders," Psychological Review, vol.109, no. 3（ July 2002 ）: p. 573-598;
Madeline E. Heilman, Aaron S. Wallen, Daniella Fuchs, and Melinda M. Tamkins, "Penalties for Success: Reactions to Women Who Succeed at Male Gender-types Tasks,"
Journal of Applied Psychology, vol. 89, no. 3（ June 2004 ）: p. 416-427.
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板ばさみのジレンマ 18

女性リーダーたちが彼女たちを縛り付けているものを認識
しているか否かによらず、解決の鍵は個人と組織双方が

今回の調査にあたって、Catalyst は、3 つの特定の苦境

握っている。この報告書では、組織の構造的また組織的

̶ または板ばさみのジレンマ ̶ について徹底的に調べ

な特徴が、個人がリーダーシップについて持つ認識に及

た 。我々のデータによれば、女性リーダーたちが直面し

ぼす影響を明らかにする。また企業に対して、男女のステ

ているのは以下のような問題である。

レオタイプが日々の仕事に及ぼす影響を最小限に留める

19

方法を示す。さらには偏見に対する見識を高め、それに
●

●

認識が両極端である： ソフトすぎたりタフすぎたりで、決

対処するツールも提示する。

してちょうど良くはない

3 つの苦境を解明するために、まず基本的な問いについて

基準が高すぎる： 女性リーダーは、男性リーダーに比べ

考えることから始めたい。

て高い基準を課せられているのに、報酬は低い
●

有能だが好かれない：女性リーダーは有能かそれとも人

●

に好かれるかどちらかではあっても、両方であることはほ
とんどない

調査参加者は、能力のあるリーダーについて説明する際、
どんな特性を挙げるか？

●

男女のステレオタイプは、能力のあるリーダーについての
認識にどのような影響を与えているか？

女性リーダーたちは、これらの苦境にどう対処しているの

●

男性リーダーに比べて、女性リーダーの行動が正当に評

か？ 彼女たちの選択は効果的だろうか？ 女性リーダーた

価されにくいのは、ステレオタイプが妨げになっているた

ちはステレオタイプが生み出す、自分や他の女性たちの前

めか？

に立ちはだかる壁に注意を払っているのだろうか？ 我々は
こういった疑問に取り組んだ。

要約すると我々の分析からは、リーダーらしい行動に関し
ては、ステレオタイプのゆえに、男女共に効果的な行動の
許容範囲が組織内において狭まれる、ということが分かる
であろう。

18 ̶コミュニケーション論の教授である Kathleen Hall Jamieson は、この板ばさみの状態についてもっと広く語っており、この板ばさみのゆえに我々の文化において女性たちが高い地位に就
くことは難しい、としている。とくに、Jamieson が指摘するのは、以下の 5 つの「 板ばさみ 」である。具体的には、子宮 / 脳、沈黙 / 恥、みんなと同じ / みんなと違う、女らしさ / 有能さ、年を重ねる
こと / 目立たないこと、の 5 つである。

19 ̶この研究の調査方法について、詳しくは追記 1 を参照のこと。
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この報告書の主要事項
苦境その 1

個人がとるべき戦略

極端な認識 ̶̶ソフトすぎたりタフすぎたりで、決してちょ

板ばさみのジレンマを打開するために彼女たちが採用し

うど良くはない。

た戦略として女性リーダーたちが勧めるのは、以下のと
おり。

回答者のコメントによれば、リーダーとしての女性は以
下のような問題を抱える。
●

●

1 問題について公に話し合う。不公正な状況にせよ、不適
●

男女のステレオタイプ通りに行動する女性は、能力の低い

切な指摘にせよ、あるいは女性の能力を不当に評価して

リーダーと思われてしまう
（ソフトすぎる）
。

一般化するような発言にせよ、明るみにだす。

男女のステレオタイプに当てはまらない行動をとる女性は、
女らしくないと言われる
（タフすぎる）
。

2 想定とは違うことを見せる。自分を際立たせ、ひるむこと
●

なく能力と実績を示す。注目されやすいレベルの高い任
務を求め、会議では積極的に発言する。

苦境その 2

3 明解で効果的なコミュニケーションを心がける。自分の
●

要求能力基準の高さ̶̶女性リーダーは、男性リーダー

求めているもの（ 例えば、仕事、目標、キャリアパス）を周

に比べて高い水準を要求されるのに、低い報酬しかもら

囲に伝え、多くの質問をする。

えない。

4 問題を最小限にとどめる。ジェンダーから注意をそらす。
●

回答者によれば、女性リーダーはより高い能力基準を
満たすように求められているようである。自分の仕事を

組織がとるべき戦略

こなすだけではなく、女性は、

職場のステレオタイプに対処するためには、個人と組織

●

●

何度もくりかえし自分に指導力があることを示さなければ

の双方が行動を起こす必要がある。個人の戦略も、組

ならない。

織の後ろ盾がなければうまくいかない。板ばさみのジレ

常にステレオタイプに基づく期待に対応しなければならな

ンマを解決するために、会社がとるべき戦略は以下のと

い（タフすぎる、ソフトすぎる）
。

おりである。

苦境その 3

1 女性リーダーの能力とステレオタイプの影響に対する意識
●

有能でも好かれない ̶̶女性リーダーは、能力があると

を高めるための手段や資源を、女性リーダーと従業員に

見なされるか、人から好かれるかのどちらかで、その双

提供する。

方であることはない。

2 職場環境を査定し、ステレオタイプの偏見にさらされるリ
●

スクにどのようなものがあるかを見極める。

回答者のコメントから、女性たちは伝統的にリーダーと

3 ステレオタイプの偏見を標的にした革新的な就労慣行を
●

してふさわしいとされてきた行動（ 例えば、自信に満ちた

作成して実行に移す。こうした習慣は、ある特定のリスク

行動 ）をとると、有能であると見られる。しかし典型的

分野を解決するのに効果的である。

な女らしいスタイルをとっている女性に比べると、対人
関係においてはあまり効果を上げていない。

リーダーたる女性の板ばさみのジレンマ
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2

MEN AS DEFAULT LEADERS
男であるというだけでリーダーとなる男たち
「女性は、生まれながらにして有能というわけじゃないの。
自分のふるまいを変えていくことがよくあるわ ... それに加えて、
（オランダ人女性、年齢 41− 45 歳、中間管理職 ）
男っぽい態度もいくらか身に付けるようだわね。」

女性はリーダーの理想像に合わないという認識は、いまだ

に反していると見なされることが何を意味しているのかを示

にビジネス界に広く行き渡っている 。男性がリーダーの

していきたい。

20

お手本のように見なされているため、女性がリーダーとして
の行動を見せると、男らしいリーダーシップの規範と対比
して評価される。その際にはめったなことでは基準を満た
しているとは見なされない。協調性があって他人の感情に

男性は、リーダーである 24

よく配慮しているとして「 女らしい」リーダーシップが肯定

回答者の多くは、男性にはリーダーとしての能力が「自然と

的な評価を得たとしても、それはリーダーシップの規範（と

身につくもの」であり、またリーダーの素質が「生得的に備

みなされているもの）に比べて「 特異 」で「 異質 」なものと見

わっている」と考えている。このような考えは、以下のよう

なされてしまう 。

な発言に表れている。

リーダーシップのスタイルは、組織の事情や個々の状況に

u 男にはリーダーを担う生来の素質のようなものがあるんだ

よって大きく異なることを研究が示している。それにもか

よ。
（イタリア人男性、年齢 5660 歳、上級管理職 ）

21

かわらず、リーダーのスタイルは、本人の生得的で変えが
たい性格に基づいていると考えられがちである 22。男性が

u 男は自分を信じているんだね。だから、リラックスした自

リーダーとして「普通」にとる行動を女性がとると「非典型」

然なリーダーたりうるんだ。
（デンマーク人男性、年齢 3135

と見なされる。

歳、中間管理職 ）

この章では、Catalyst の調査データから自由回答を抜き出

u 男の方がこういったリーダーとしての能力ではずっと優れ

して分析する 23 ことで、ビジネス界の重役たちが、いかに

ているからね。
（アメリカ人女性、年齢 4554 歳、上級管理

男らしさの基準に照らして女性のリーダーとしての行動を

職 / 重役 ）

評価しているかを明らかにする。また女性にとって、規範

20 ̶ Hoyt; Eagly and Karau; Catalyst, Women "Take Care, Men "Take Change:" Stereotyping of U.S. Business Leaders Exposed（ 2005 ）: Catalyst, Different Cultures, Similar
Perceptions: Stereotyping of Western European Business Leaders（ 2006 ）.
21 ̶ Tracy T. Manning, "Gender, Manageral Level, Transformational Leadership and Work Satisfaction," Women in Management Review, vol. 17, no. 5（ 2002 ）: p. 207-216.
22 ̶ Manning.
23 ̶ Catalyst, Women "Take Care," Men "Take Change:" Stereotyping of U.S. Business Leaders Exposed（ 2005 ）: Catalyst, Different Cultures, Similar Perceptions:
Stereotyping of Western European Business Leaders（ 2006 ）.
24 ̶いわゆる「上司といえば男」という偏見は、社会心理学の文献ではすでに確立されたものである。Schein、Sczesny の論文を参照。
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u 男は生まれつきタフだし、結果志向だろう。
（イギリス人男

らしくてうんざりされてしまうんだ。特にその女性がプライ

性、年齢 3640 歳、中間管理職 ）

ベートではソフトで心配りをする人だったりするとね。
（イギ
リス人男性、年齢 3640 歳、中間管理職 ）

女性は、リーダーではない

u 私の経験では、女性リーダーというのは自分のテリトリー

を守ることに汲々としているわね。だって、その地位に就く

もしも男性が「典型的な」
リーダーであり、女性がその対極

ためにそうした行動をとらなきゃならなくて、それ以外のや

（なリーダー）
として認識されると、女性は「 非典型的 」
とい

り方がわからないんだから。
（アメリカ人女性、年齢 4554

うことになる。この議論をすすめていくと、女性リーダーは

歳、上級管理職 ）

常に男性リーダーに比べて能力が劣ると見なされ、能力が
あることを示すためには ̶ 少なくともそう思わせるには、

男というだけで男性をリーダーとして見てしまう。このこと

女性は生まれながら持つ素質を変えなければいけない、と

は、どのような結果をもたらすのであろうか？ 男性が作っ

いうことになる。このような認識の底にあるのは、ことリー

た基準で女性リーダーを評価していると、女性にとって、

ダーらしいスタイルとなると、男性らしい行動が有能である

男性にとって、そして会社やビジネスにとって、どういうこと

ために必要だという思い込みである 25。

が起こるだろうか？ 次章ではこれらの問題を詳述し、こう
いった認識が蔓延した結果、女性リーダーたちが直面さ

女性が、男性同僚のやり方を「 受け入れて」同じようにふ

せられている苦境について深く探っていきたい。

（ 詳しくは第 3
るまっても、その努力は報われないことが多く
章で述べる）
、その行動に眉をひそめられるだけである。例

えば、あるドイツ人女性（ 年齢 4145 歳、非管理職 ）は、知
り合いの 2 人の女性リーダーを男性よりも有能であろうと

女性の板ばさみになっているという苦境

していると批判した。彼女たちは男性の同僚のようにふる

この報告書が挙げている 3 つの苦境は互いに密接に関係

まっていると思われたのである。以下の発言にも表れてい

し、心理的かつ経験的な過程を経て形成される。具体的

る通り、こうした状況下で女性たちは、性別による役割が

には、これらの苦境はいずれも、

課す期待に反していると思われてしまう。
●

る。

u 女性は男性の競争相手を出し抜くことで頭がいっぱいで、

自分のチームが必要としていることに目を向けないことが多

●

い。
（アメリカ人男性、年齢 3544 歳、専門非管理職 ）
u 女性は「タフな 」ふりをしているような印象を時々うけるん

ステレオタイプが期待する女性リーダー像から生じてい
男であるというだけで男性をリーダーと見なす実態に由来
している。

●

女性を板ばさみにしている。

●

女性をダブルスタンダードで測っている。

だよね。でもそれは女性本来のあり方ではないから、わざと

25 ̶近年リーダーシップに関する論文において、協力したり協調したりといった人間関係を円滑にする、通常女性リーダーのものとされる能力が重要視されるようになってきたが、権威があっ
て、威厳に満ち、野心を抱えているというような「 男っぽい 」特質が、いまだにリーダーらしさの要素として重んじられている。例えば以下の論文を参照。Barbara Kelleman and Deborah L.

Rhode, "Viable Options: Rethinking Women and Leadership," Compass, vol.2, no. 1（ Fall 2004 ）http://www.ksg.harvard.edu/leadership/Pdf/ViableOptions.pdf.
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苦境の種類

女性はどう板ばさみになるか

女性リーダーたちが、男女のステレオタイプ通りに行動す
ると
（ 例えば仕事上の人間関係に気を配り、他人の評価
を非常に気にすると）
、能力の低い、ソフトすぎるリーダー
極端で、いずれにしても望ましくない認識をされてしまう

と見なされてしまう。一方で、こうしたステレオタイプには
当てはまらない行動をとると
（ 断定的に行動し、仕事に集
中し、大きな目標を掲げたりすると）
、タフすぎて、女らしく
ない態度ととられてしまう26。
ことリーダーとしての能力を証明するとなると、女性は男性
よりも高い水準を要求される。同じくらい能力があること
を示すには、より多く働かねばならず、指導力を効果的に

基準は高いのに報酬が低い

発揮するには、男性同僚よりも多くのトレードオフに直面し
なければならない。
「男っぽい」リーダーのスタイルをとる女性は、否定的な評
価を受ける。そのリーダーシップのスタイルゆえに能力が
あると評価されるかもしれないが、
「 女らしい」スタイルを
とる女性リーダーに比べると、人間関係は下手だと見なさ

有能でも好かれない

れる 27。それゆえ、ステレオタイプに合わない行動をとった
としても、結果としてうまくいかないかもしれないし、職場
の人間関係や社会的ネットワークへのアクセスに悪影響
が及ぶかもしれない。

表 2と3 は、今回の調査で用いたサンプルのうち、どの苦

についての回答者の認識であることを明示しておきたい。

境がより深刻であるかを示したものである 。調査参加

回答者（男女とも）が男性リーダーについて述べたコメント

者の自由回答を分析して、148 の意見を上記 3 つの苦境

は、これら 3 つの板ばさみの苦境にふり分けることはでき

のうちどれか 1 つ以上に当てはまるようにふり分けた。表

なかった。

28

2 では、全参加者が述べた苦境のうち、どの種類のものが
どれだけあったか、パーセンテージで表した。表 3 では、
回答が参加者の性別によってどのように分かれるかを示し
た。ここで改めて、以下のコメントはすべて女性リーダー

26 ̶ Alice H. Eagly and Mary C. Johannesen-Schmidt, "The Leadership Style of Women and Men," Journal of Social Issues, vol. 57, no. 4（ Winter 2001 ）: p. 781-797.
27 ̶ Janice D. Yoder and Arnold S. Kahn, "Making Gender Comparisons More Meaningful: A Call for More Attention to Social Context," Psychology of Women Quarterly,
vol. 27, no. 4 (December 2003): p. 281-290; Janice D. Yoder, "Making Leadership Work More Effectively for Women," Journal of Social Issues, vol. 57, no. 4（ Winter 2001 ）: p.
815-828; Laurie A. Rudman and Peter Glick, "Prescriptive Gender Stereotypes and Backlash toward Agentic Women," Journal of Social Issues, vol. 57, no. 4 (Winter 2001): p.
743-762.
28 ̶サンプルと方法について、詳しくは追記 1 を参照のこと。
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■表 2 ─女性を板ばさみにする 3 つの苦境：全サンプル中の割合
苦境の種類

それぞれの苦境を説明した意見の割合

極端な認識（ 種類 1 ）

52.7％

高水準と低報酬（ 種類 2 ）

16.9％

有能でも好かれず（ 種類 3 ）

30.4％
※全サンプル数は、N=148。

■表 3

29

─女性を板ばさみにする 3 つの苦境：ジェンダー別の割合

苦境の種類

それぞれの苦境を説明した意見の割合： 女性回答者

それぞれの苦境を説明した意見の割合： 男性回答者

極端な認識（ 種類 1 ）

57％

50％

高水準と低報酬（ 種類 2 ）

19％

18％

有能でも好かれず（ 種類 3 ）

25％

32％
※回答数のうち、女性は N=69、男性は N=78。

これらの苦境それぞれについて以下の章で詳しく説明する。

29 ̶表 3 においては全回答数を足し合わせても 148 にならないが、その理由は、回答者の一人の性別が分からないためである。

リーダーたる女性の板ばさみのジレンマ

17

3

POLARIZED PERCEPTIONS (PREDICAMENT 1)
認識の二極化（苦境その1）
「女性は、リーダーシップに関しては『堂々巡り』に陥ってしまうのね。
強く出れば押しが強いと思われるだけだし、相談しながら仕事をすれば弱々しいと思われるし。
」
（イギリス人女性、年齢 46 − 50 歳、上級管理職 ）

ステレオタイプは、女性リーダーに対する我々の一般的な
苦境その 1

要約

認識に大きな影響を与えている。女性が出世してトップに

極端な認識̶̶ソフトすぎたりタフすぎたりで、決して

就くと、その業績は男性リーダーの場合よりもいっそう厳し

ちょうど良くはない

く吟味され、批判されがちである。概して女性も男性も、
女性の上司より男性の上司に対して肯定的な態度を示す

「リーダーとしての女性をどう思いますか？」という質
問への回答者の意見は以下の通り。

ことを研究が指摘している。女性は、業績、リーダーとし
ての能力、問題解決といった仕事の重要な面で低く評価
される傾向がある。平均すると男性の方が女性よりも女性

●

男女のステレオタイプ通りに行動する女性は、能力の低

リーダーの能力を疑いがちである 30。

いリーダーと思われてしまう
（ソフトすぎる）。
●

男女のステレオタイプに当てはまらない行動をとる女性

女性リーダーは極端な評価を受けやすい 31。女性らしい

は、女らしくないと言われる
（タフすぎる）
。

行動、すなわち協調的で人間関係を大事にする行動をと
ると、「ソフトすぎる」リーダーと思われがちである。女性

心理学者はこれを「 全てか無か 」の完全主義の考え

としては認められるがリーダーにはふさわしくない、という

と呼ぶ。これらの行動や能力はまったくの正反対と

わけである。一方女性らしくないとされる行動をとると、す

見なされるので、どちらも正しくありえないのである。

なわち、権威的な態度や出世欲、仕事に集中する態度を
示せば、
「タフすぎる」と見なされてしまう。この場合、女
性たちは「男のようにふるまい」
、あまりに押しが強すぎると

30 ̶これまでの研究によれば、男女共に、女性の上司よりも男性の上司に好感を抱きがちである。女性は、業績、リーダーとしての能力、問題解決といった仕事の重要な面で低く評価される傾
向がある。平均して男性の方が女性よりも女性リーダーの能力を疑いがちである。一般的に、女性が高い評価を得やすいのは、女らしいといわれる態度（ 例えば、周りの人をサポートしたり、相
談に乗ってやったりすること）でリーダーシップを発揮したときで、男性的なリーダーシップ（ 例えば、問題を解決したり、自信に満ちた行動をとったりすること）をとると、低く評価されることが多
い。以下の論文を参照のこと。Agars; Alice H. Eagly, Mona G. Makhijani and Bruce G. Klonsky, "Gender and the Evaluation of Leaders: A Meta-analysis," Psychological Bulletin,

vol. 111（ January 1992 ）: p. 3-22. Madeline E. Heilman, Caryn J. Block, Richard F. Martell, and Michael C. Simon, "Has Anything Changed? Current Characterization of Men,
Women, and Managers," Journal of Applied psychology, vol. 74, no. 6（ December 1989 ）: p. 935-942.

31 ̶この研究において、「極端な」認識を「全か無か」の完全主義思考の一形式と位置づけた（ 詳しくはこの章で述べる）。男らしい、あるいは女らしい特質を想像し続けていくと、女性リーダー
は、いい人でありながら有能であることはないし、自信に満ちていながら人好きがするということもありえなくなってしまう。ひとつの認識がそれとは「 正反対の 」評価と結びついてしまい、「 女ら
しい 」女性はいい人だけれど能力は劣ることになり、「 男っぽい 」女性は有能でも人間的には好かれないことになるのである。このような事態は、男性リーダーを評価する際には生じず、男性は、
有能であると同時にいい人になれ、自信を持って行動しても人から好かれる。
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非難される 32。リーダーらしく行動しているのだろうけれど、
「 女性らしくない」というわけである。こうした極端な認識

「女性リーダーはソフトすぎる」

のため、男性なら経験しないような二律背反の選択を女

女性は「生まれつき」他人を気遣うスタイルのリーダーにな

性は迫られることになる 33。

る、という積極的な評価もあったものの（ 例えば、女性は
コミュニケーション能力に長け、チームをまとめるのが得

表 2と3 にも記したように、
「極端な認識」をされてしまうジ

意だ、というもの）
、回答者の多くは、
「女らしい」リーダー

レンマが、この研究調査の参加者から出された苦境の中

シップが及ぼす悪影響にばかり注目しがちであった。

で最も多かった 34。回答者の半数以上（ 52.7％ ）が、女性
リーダーを「ソフトすぎる」か「タフすぎる」か、あるいは両
方と述べている。

回答者の意見は：

「いい人でありたい」とか「 他人にどう思われているか

u 女性には自信が欠けていて、だから周りの人をうまく

気になる」という態度が、女性のリーダーとしての能力

やる気にさせることもできないんだ。男性の同僚に比べ

に悪影響を及ぼしている、という意見を回答者の多く

ると、建設的な反対意見に対して言い訳がましい態度を

が持っているようである。

とることが多いね。
（イギリス人男性、年齢 4650 歳、上
級管理職 ）

u「 いい人でありたいと思うこと」にとらわれなければ女

性も立派なリーダーになれるのだけれど。
（オランダ人女

u 私が一緒に仕事をしていた女性は、計画を立てたり、

性、年齢 3640 歳、上級管理職 ）

チームをまとめたりするのが上手だったわ。でも多くの
場合、人に仕事をまかせられなくて必要以上の仕事をし

u 多くの女性管理職が、人から、特に部下から好かれた

てしまうようね。
（アメリカ人女性、年齢 4553 歳、中間

いと思っているの。それほど出世志向が強くないという

管理職 ）

ことね。
（アメリカ人女性、年齢 65 歳以上、上級管理職 ）
u 自分の上司が面倒を見てくれると思っている女性管理
u 女性は、厳しくてつらい決定を下すより、「部下や同僚

職が多すぎるわ。
（アメリカ人女性、年齢 4554 歳、上級

に好かれることといい人だと思われる」ことばかり重視す

管理職 ）

るね。
（オランダ人男性、年齢 3640 歳、中間管理職 ）

要するに、自分の性別らしい行動をとっている女性は、
回答者の中には、女性は人をうまく指導するには優柔

弱々しいリーダーと見なされてしまうのである。

不断すぎる、仕事を人に任せられない、あるいは他人
に頼りすぎている、という意見もあった。

32 ̶ Eagly et al.
33 ̶ Kelleman and Rhode.
34 ̶ここで挙げたような、女性のリーダーシップに対する極端でいずれも否定的な認識は、この研究特有のものというわけではない。多くの研究が指摘しているのは、女性が権威を持って指導
的役割を果たすと、同レベルの男性同僚よりも低く評価され、特に従来ほとんど男性が占めてきた役職を女性が担うようになると、このような認識がより極端になる。Kelleman and Rhode の論
文を参照。
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「女性リーダーはタフすぎる」

しかし、ここにこそ板ばさみの状態が顕在化するのである。

u 一般論として、女性リーダーは面倒見がよく理解があるか、

あるいは直截的で無関心に見えるか、そのどちらかね。
（アメ
リカ人女性、年齢 4554 歳、上級管理職 ）

すなわち、女性リーダーが女性のステレオタイプに当ては
まらない行動をとると、押しが強く、硬直的で不親切で、

u 僕の経験では、男性は女性の権威を受け入れるか、ある

しかも出世にあくせくしていると思われてしまう。なぜこの

いはそれに反発するかどちらかだね。僕が見てきた女性リー

ような認識が生まれるかというと、自分の性別にふさわし

ダーたちは、対立が起きるとうまく立ち回れなかったり、あ

くない行動をとる女性は、リーダーらしく見られるように無

るいは、対立が解決するまでイライラしていたり、そんなこ

理をしてつくろっている、という思い込みがあるからである。

とが多かったね。
（スウェーデン人男性、年齢 3135 歳、中

そのことは、以下の意見にも表れている。

間管理職 ）

u 女性は、部下や同僚に対して極端に権力を振りかざすこと

u 私が見たところ、女性の上役というのは両極端だね。一方

が多いわね。
（アメリカ人女性、年齢 3135 歳、非管理職 ）

は、誰かにまかせた仕事でも自分でやらないと気がすまな
い。こういうタイプはあまり褒めてくれないし、完璧主義者

u 女性は、非常に厳しくて、押しが強いこともあるくせに、柔

なんだ。もう一方で人に上手に仕事をまかせて、しょっちゅ

軟性がなくて、「既成の概念から離れて考える」ことができな

うほめてくれて、うまくチームをまとめている人もいたけれ

いんだ。
（イタリア人男性、年齢 3640 歳、中間管理職 ）

ど、こういう人たちは「まだまだ甘い 」なんて思われたりする
よね。
（アメリカ人男性、年齢 3544 歳、職種不詳 ）

「全てか無か」の完璧主義の考え

要するに、ステレオタイプがあるために、回答者たちは女性
リーダーを両極端に判断してしまうのである。つまり、い

ソフトすぎるかタフすぎると見られ、女性はそのリーダー

い人すぎるか厳しすぎるかどちらかで、適任であると見ら

シップのスタイルが批判される。このような二極化した認

れない。人がリーダーの能力を評価する基準は、そのリー

識は、男性リーダーには適用されない「 全てか無か 」の完

ダーの行動をどう見ているかに基づくため、このような極

璧主義の考えを代表している。実際のところ、既存の研究

端な認識が、女性リーダーに必要とされる能力の基準にも

によれば、同じようなリーダーとしての行動が、リーダーが

影響を与えているのである。第 4 章では、この 2 つ目の苦

女性であるか男性であるかによって、全く異なる評価を受

境について考える。

けるのである 35。Catalyst のデータも、このことを裏付け
ている。

35 ̶ Agars; Heilman et al.; Yoder.
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HIGHER STANDARDS
BUT LOWER REWARDS (PREDICAMENT 2)

4

基準は高いのに報酬は低い（苦境その2 ）
「 女性は非常に有能であることが多いね。というのも、女性たちは男性優位の分野で自分の地位を確
立しなければならないし、そのためにはうんとがんばって輝かしい成果を見せなければならないから
（ドイツ人男性、年齢 56 − 60 歳、上級管理職 ）
ね。
」

ステレオタイプは女性リーダーに 2 つ目の苦境をもたらす。
苦境その 2

まとめ

男性は、典型的なリーダーとして、そのリーダーとしての素

要求能力基準の高さ ̶̶ 女性リーダーは、男性リー

質、とくに上手に指導する素質は、前もって疑問視される

ダーに比べて高い水準を要求されるのに、低い報酬

事はほとんどない。しかし女性は非典型的なリーダーであ

しかもらえない

るがゆえに、リーダーになる前から指導力があることを示
さなければならない。結局、同じレベルの能力があること

「 女性リーダーに能力があると思うのは、どんなときで

を示すために、女性たちは男性よりも一生懸命働かなけれ

すか？」この問いに対する回答者たちのコメントから

ばならないことになる。というのも女性リーダーは、（ 1 ）自

は、女性リーダーは男性リーダーよりも高い能力基準

分に指導力があることを示すために、時間もエネルギーも

を課されていることが分かった。仕事をこなすという

（ 2 ）周囲が求めている女
余計に注がなければならないし、

だけではない。

性らしさの期待に常に応える必要があるからである 36。

●

●

女性は、何度もくりかえし自分に指導力があることを示

それゆえ、女性は別のものさしで測られていることになる。

さなければならない。

したがって、男性なら良いとされるリーダーとしての行動

女性は、常にステレオタイプに基づく期待に対応しなけ

も、女性にとっては必ずしも良いことにならない 37。結局

ればならない（タフすぎる、ソフトすぎる）
。

のところ女性リーダーは、同じくらい高い評価を得るため
に男性の 2 倍働くか、男性と同じレベルの能力でも半分の

このような高い基準が課されているために、女性は

報酬で我慢するか、いずれかの選択を迫られるのである。

同じような努力をして、同じような能力を持っているだ

我々の調査サンプルを見ると、回答者のうち約 17 パーセン

けでは、低い報酬しか得られない。

トが、女性リーダーとして高水準を課されているのに低報
酬しかえられない、というジレンマを抱えている 38。

36 ̶ Eagly et al; Rosabeth Moss Kanter, On the Frontiers of Management（ Boston: Harvard Business Review Press, 1997 ）.
37 ̶例えば Yoder の研究は、「 男っぽく」ふるまうリーダーになっても女性にとってうまくいくわけではないと述べている。自信に満ちて堂々とした態度を男性がとるのは効果的だが、女性リー
ダーではそうはいかない。Jamieson の論文によれば、状況や板ばさみの条件が変われば、女性に課される水準はより高くなることもあるという。
（ 調査方法については、
38 ̶この数値は、調査回答の中では予想されたよりも少なかった。しかしながら、回答者には、能力水準と報酬について直接質問をしたわけではないことを注記しておく
詳しくは追記 1 を参照されたい ）。
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女性たちが、その地位にふさわしい人材であることを示す

u 自分の能力を示すのに躍起になっている人がいるけれど、

ため、いかに人一倍努力しているかということを示す回答

後進を指導したり、人に手本を見せたりという、地味だけど

から、このような人事評価におけるダブルスタンダードがう

大事なことが、他の女性たちを出世に導くためにどんなに大

かがえる。下記コメントに代表されるように、何人かの回

切なことなのか、分かっていないのね。
（イギリス人女性、年

答者は、こうした特別の努力を肯定的にとらえている。

齢 3135 歳、中間管理職 ）

u 女性リーダーたちは、飲み込みが早いことを示してきたの

u 女性は、自分の貢献度を認めてもらうことばかり気にして

よ。ほかの人たちがそんな特徴をひけらかす前から、女性

いて、組織がどう動いているのか習得しても、それを伝授し

たちは一歩先んじる努力をしてきたのよ。
（アメリカ人女性、

てくれないのよ。
（アメリカ人女性、年齢 3544 歳、枢要なポ

年齢 4554 歳、上級管理職 ）

ジションを占める上級管理職 ）

u 私 が知っている女性リーダーは、ほんとうに有能でした。

u 女性は、男性と同じくらい能力があるけれど、それを示す

リーダーにまで出世するような女性は少ないですが、そこま

のに熱心になりすぎるわ。
（ルクセンブルク人女性、年齢 26

でなれる女性たちは、「男の世界」のなかで自分の能力を示

30 歳、非管理職 ）

すことができたんだろうと思います。
（ノルウェー人男性、年
齢 6165 歳、上級管理職 ）

u たまに、人の上に立てるのだということを、あまりにも強く

示しすぎる女性がいるようですね。
（オランダ人

性別不詳、

u 今でも、女性が指導的地位を獲得するのは難しいようです

年齢 4145 歳、中間管理職 ）

ね。だから、リーダーになるような女性は、概して男性より

一方で、自分の指導力を示すために男性と女性がそれぞ

も優秀です。
（イギリス人男性、年齢 4550 歳、中間管理職 ）

れどれだけ努力をしているか、実際に比べてみて、女性の
方が高い基準を課されているとコメントする回答者もいた。

しかしながら、女性の人一倍の努力を、あまり高く評価し
ない回答も多かった。進んで余計に仕事をすることを、好

u IT 産業では、経営陣に女性が本当に少ないから、女性た

ましくない性格だと思う人もいるし、
「わざわざ大変な思い

ちは能力があることを示すために男以上に熱心に働いてい

をしているだけ」
と言う人もいる。しかし、
こういう人たちは、

るけれど、そのせいで燃え尽きてしまった、なんていう問題

女性が職場で人一倍障害に直面していることを無視してい

も起きるみたいですよ。
（スウェーデン人男性、年齢 3135

る。以下の発言を見てみよう。

歳、中間管理職 ）
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u 女性は、能力の高い人も多いけれど、ほかの男のリーダー

たちに負けないような印象を与えるには、人一倍働かないと
いけないの。
（スウェーデン人女性、年齢 4145 歳、非管理
職）

最後に、女性たちは自分の能力を示すために、同じ地位に
立つ男性よりもタフであることを示さなければならない、と
指摘する回答者がかなりの数に上ったことを付け加えてお
こう39。
「実行力の低い人をどう扱うか、となると、女性リー
ダーは男性よりもタフだわね 」と、あるスウェーデン人女性
（ 年齢 4650 歳、
中間管理職 ）はいう。あるドイツ人男性（ 年
齢 5155 歳、中間管理職 ）は、
「総じて女性は男性よりもタ

フで、目的指向が高いね」と言っている。
要するに、男女のステレオタイプのせいで、女性は高い能
力基準を課され、同じ能力レベルの男性に比べて低い報
酬しか得られない、という苦境が生まれているわけである。
しかしながら、ステレオタイプは リーダーの能力をどう判
断するかということだけではなく、リーダーとしてどのような
人が好まれるのかという認識にも、影響を及ぼしている。
次章では、女性リーダーが直面するもうひとつの板ばさみ
の状況について考えてみたい。その苦境とは、有能な人物
と見なされるか、それとも好人物と見なされるか、どちらか
一方をとらなければならないというジレンマである。

39 ̶心理学の先行研究によれば、女性を対象としているか、男性を対象としているかによって、同じ行動でも評価が変わってくるという。例えば、男性と女性それぞれの成功をどう説明するか
を検証した 58 もの実験によると、女性管理職の成功の要因は好運か、努力に帰し、男性の場合は才覚や能力があったからだ、としている。以下の論文を参照。 Janet K. Swim and Lawrence

J. Sanna, "He's Skilled, She's Luckey: Are Attributions for Others' Success and Failures Gender Biased?" Personality and Social Psychology Bulletin, vol. 22, no. 5（ May
1996 ）: p. 507-519. ほかにも、女性経営者が成功した理由として、女性たちの努力ではなく、周囲の状況などの要因を挙げる人が多いことを裏付けている論文は存在する。Stephanie Riger,
Transforming Psychology: Gender in Theort and Practice（ New York: Oxford University Press, 2000 ）を参照。
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COMPETENT BUT NOT LIKED

5

(PREDICAMENT 3)

有能でも好かれない（苦境その3 ）
「私の経験では、女性のリーダーはリーダー『らしく』あるために有能でなければならないし、人好き
もしなければならないというダブルスタンダードを課せられるのね。男性には人に好かれることは期
（アメリカ人女性、年齢 36 − 44 歳、役職不詳 ）
待されていないのに。
」

この 3 つめのジレンマに関して、リーダーが対人関係上ど
苦境その 3

まとめ

んな評価を受けているかに注目してみよう。これまでのとこ

有能でも好かれない ̶̶女性リーダーは、能力がある

ろ本報告書においては、女性リーダーの行動が「 極端な」

と見なされるか、人から好かれるかのどちらかで、そ

評価ばかり受けていること、そして女性リーダーが同程度

の双方であることはない。

の能力を持つ男性に比べると低い評価しか得られないこと
を示してきた 40。最初の 2 つの苦境はリーダーとしての能

「 女性リーダーは、周りの人とどのような人間関係を

力と行動に直接関わっていた。これに対し、この 3 つめの

保っていますか？」という質問に対する回答から分

苦境においてステレオタイプが女性リーダーに及ぼす悪影

かったのは、女性が伝統的にリーダーとしてふさわし

響は、社会的非難というより微妙なものである。

いとされてきた行動（ 例えば、自信に満ちた行動 ）を
とると、有能であると見られる、ということであった。

概して、有能なリーダーと思われている女性たちは、さほど

しかし同時に次のようにも見られてしまう。

有能と思われてはいないが性別通りのふるまい方をしてい
る女性に比べると、好感を持たれない 41。人からどのくら

●

人間関係を築くのはうまくない
（ 例えば、
社会性がない）

い好かれるかということは、リーダーとしての有能さにどう

●

人好きがしない

関係しているのだろうか？ 従来の調査が示しているのは、

●

対人関係にいい影響を及ぼすことができない

人に好かれることが、リーダーにとっても部下にとっても非
常に重要な意義を持っているということである。人が好意

形式化された役割にあてはまらない人は、周囲に拒

を持っていない上司を信用したり、そのような上司の指示

絶され不利な立場に立たされる一方、その役割に従

に従う確率は低い 42。また、
常に人間関係の問題に関わっ

う人は社会的認知の恩恵にあずかるのである。

ていたりすると、リーダーとしての能力も劣ってしまう可能
性がある 43。つまるところステレオタイプに基づく偏見のた
め、女性リーダーがそのリーダーシップと対人関係のスタ

40 ̶ Eagly and Johannesen-Schmidt も参照のこと。
41 ̶このほか、Eagly and Karau も参照のこと。
42 ̶ Carli.
43 ̶ Aries; Carli.
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イル双方に対して正当な評価を得ることは難しい。女性に

性別通りのふるまい方をしない女性は、周りから信頼され

あっては、この両者は相容れないのである 。

ないという。

我々の研究において、平均すると全回答者の約 30 パーセ

u 僕の経験では、女性はリーダーになったりすると周りから

ントが、女性リーダーの能力と親しみやすさを対照させて

信頼してもらえないんだよね。とくに威圧的なコミュニケー

評価している。しかしながら、こうした意見をジェンダー

ションのスタイルをとるとね。反対に、組織に尽くし、みん

別に見てみると、この種の苦境に注目しているのは女性

なをもり立てたる協調的なスタイルをとると、男の同僚から

44

（ 25％）よりも男性（ 32％）の方が多いことがわかった 45。

も認められるし、本当に高く評価されるんだ。

権威ある地位の女性に対する評価が、女性よりも男性に
おいて厳しいという調査結果は、同じテーマを扱った経験

ほかの回答からも、女性が独断的になるのは自分に権力

学上の文献とも一致する。

がないので無理をしていることの表れだ、と解釈しているこ
とがうかがわれた。あるアメリカ人女性（ 年齢 3135 歳、

したがって、女性がいくら「リーダーらしい」ふるまいをした

非管理職 ）は「 権力がないと思われているからって無理を

り、有能なリーダーに典型的な行動パターンをとっても、

しない方が、女性もいいリーダーになれるんじゃないかし

親しみにくいリーダーだと見られるために、他人に影響力

ら」と語る。ここで注意したいのは、この回答者が権力が

を及ぼすのは難しい。周りの人に好かれていなければ、

ないと「 思われている」と述べているところで、彼女自身は

仕事上の人間関係や人脈、毎日の付き合いにも悪影響を

実際には権力がないわけではないと考えている節があると

及ぼす可能性があるし、ひいては出世にも影響するかもし

ころである。

れない。
このほか、女性のやり方は押しが強すぎて出世にあくせく
「 有能でも好かれない」ジレンマは、女性リーダーの対人

している、という意見や、女性のコミュニケーションのスタ

関係のスタイルを批判するコメントに如実に現れている。

イルを適切ではなく、露骨すぎると標的にしたものもあっ

以下の典型例は、あるヨーロッパ人（スペイン人男性、年齢

た。同じようなコミュニケーションのスタイルをとり、独断

3135 歳、中間管理職 ）の回答である。彼の経験によれば、

的に行動した男性は、率直だと評価されていた 46。

44 ̶この研究では触れていないが、これまでの研究で、ステレオタイプがリーダーの自己評価や仕事の効率、さらには業績さえにも悪い影響をもたらしうることが分かっている。ステレオタイ
プの認識に基づいて有能な個人が自分の能力を疑い始めると、仕事の成果も上がらなくなる、ということを心理学者は示してきた。例えば、心理学者 Claude Steele はステレオタイプの脅威を
モデル化し、ステレオタイプの求める人物像が実際に足かせとなって、女性たちの業績に悪影響を与えている、という。こうした悪影響は、男女のステレオタイプがまかり通っている環境（ 例えば、
ステレオタイプに基づいて意見を言う人がいたり、ステレオタイプ通りの性格を相手に求める人がいたりすると）で、特に生じやすい。このような研究例としては、以下の論文を参照。Claude M.

Steele, "A Threat in the Air: How Stereotypes Shape the Intellectual Identities and Performance of Women and African-Americans," American Psychologist, vol.52, no. 6（ June
1997 ）: p. 613-629; Joshua Aronson, Diane M. Quinn, and Steven J. Spencer, "Stereotype Threat and the Academic Underperformance of Minorities and Women," Prejudice:
The Targets's Perspective, Janet Swim and Charles Stangor eds.,（ San Diego: Academic Press, 1998 ）: p. 85-100.

45 ̶サンプルのサイズが小さかったため、有意な統計値に基づいて回答を比較することはできなかった。したがって、男女間の比率の違いはあくまで叙述的なものである。しかしながら、リー
ダーの地位にいる女性に対して、女性よりも男性の方が厳しい評価を下すことが多いという事実は、同じテーマを扱った既存の経験学上の文献によって裏付けられている。例えば、以下の論文
を参照。Susan A. Basow, "Student Evaluation of College Professors: When Gender Matters," Journal of Educational Psychology, vol. 87, no. 4（ December 1995 ）: p. 656-665;

Susan A. Basow, Julie E. Phelan, and Laura Capotosto, "Gender Patterns in College Students' Choices of Their Best and Worst Professors," Psychology of Women Quarterly,
vol. 30, no. 1（ March 2006 ）: p. 25-35.

46 ̶悪い評価を下されると、女性リーダーのコミュニケーション能力も低下する恐れがある、という事実も証明されている。極めて独断的に行動する女性は、周りの人、特に男性たちに影響力
を行使できずに苦労している。よって、男女のステレオタイプが存在するために、女性リーダーは、別の手段で意思疎通をしなければならない。同様に、女性リーダーは、男性同僚と同等の評価
を得たければ、やり方も変えないといけないかもしれない。以下を参照。Linda L. Carli, Suzanne J. LaFleur, and Christopher C. Loeber, "Nonverbal Behavior, Gender and Influence,"

Journal of Personality and Social Psychology, vol. 68, no. 6（ June 1995 ）: p. 1030-1041; Jamieson; Laurie A. Rudman, "Self-promotion as a Risk Factor for Women: The Costs
and Benefits of Counter-stereotypical Impression Management," Journal of Personality and Social Psychology, vol. 74, no. 3（ March 1998 ）: p. 629-645.
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回答者の意見は：
u 頭が良くて、問題解決もうまい女性リーダーは、自

尊心が強くてうまくいかなくなることが多いね。
（ドイ
ツ人男性、年齢 3640 歳、中間管理職 ）
u 女性リーダーは、たいていだれかれ構わず脅かさ

れていて、何でも自分でやってしまうんだ。
（オランダ
人男性、年齢 3640 歳、上級管理職 ）
u 私の経験では、女性のリーダーは、リーダー『らし

く』あるために有能でなければならないし、人好きも
しなければならないというダブルスタンダードを課
せられるのね。男性には人に好かれることは期待さ
れていないのに。
（アメリカ人女性、年齢 3544 歳、
役職不詳 ）

こういった認識があるため、女性は選ぼうにも選べない選
択肢をもうひとつ課せられることになる ̶ 有能だと見なし
てもらうか、それとも同僚や部下から好かれるか。しかし
ながらリーダーたるには、このどちらの要素も必要なので
ある 47。
要するに、女性はリーダーには適任ではないという男女の
ステレオタイプゆえに、女性リーダーは余計な苦難を味わ
うことになる。男性リーダーはこのようなステレオタイプに
直面する必要がない。その結果、女性は常に自分のふる
まいや対人関係をチェックしなければならない。それぞれ
の性別に課せられる期待があるため、リーダーとして同じ
スタイルをとっても、男性なら自信があってよいと言われる
のに、女性の場合は、カンに触る、などと言われてしまう。
こういった認識が、女性のリーダーとしてのスタイルを高く
評価するかどうかのみならず、女性リーダーが信用できる
人物かどうかを判断する際にも、大きく影響を及ぼすので
ある。

47 ̶ American Psychological Association, Women in Academe: Two Steps Forward, One Step Back（ 2006 ）http://www.apa.org/pi/wpo/academe.pdf.
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STEREOTYPES AND WOMEN’S DOUBLE BIND:
INDIVIDUAL AND ORGANIZATIONAL STRATEGIES

6

ステレオタイプと女性の板ばさみ：
個人と組織 がとるべき戦略

ここまで、ステレオタイプが女性リーダーに課すジレンマを
検証してきたが、この章ではこのような問題を解決するた

女性リーダーたちの戦略

めに、女性や組織が何をすればよいか考えてみたい。す

Catalyst は、女性たちから直接聞き取りをして、それぞれ

でに述べた通り、多くの場合ステレオタイプに気がつくこと

がとってきた戦略を教えてもらった。アメリカに本社のある

は難しい。習慣的に存在してしまっているので、
偏見があっ

世界的に有名な大企業で働く13 人の女性を対象に、聞

ても気がつかれないことが多い。気づかれたとしてもそれ

き取り調査を行った 50。これらの女性は、調査時にリー

がもたらす悪影響については矮小化されて、さっさと片付

ダーとしての地位に就いていた人たちである。これら 13 の

けてられしまう 。

調査対象者のうち、8 人は重役級の地位（ 例えば、部長 ）

48

についており、その分野で 20 年かそれ以上もの勤務経験
職場でのステレオタイプに基づく偏見に対しては、個人と

を持つ。また残る 5 人は、組織から出世の見込みが高い

組織が共に行動を起こして変革を推進していく必要がある

といわれている、管理職にある人たちである。管理職にあ

。個人の取り組みは、組織の後ろ盾がなければうまくい

る人々は皆それぞれの分野で５年から 10 年の職歴をもっ

かないし、会社の戦略も個人（ 従業員とリーダー ）の支持

ている。内 9 人の女性がアメリカ国内で働いており、2 人

がなければ成功しない。この章では、まず出世した女性

はヨーロッパ、1 人は日本、そして残る 1 人は南米で仕事を

リーダーたちがとってきた戦略について説明することから

している。調査対象者すべてが、最低でも学士レベルの

始め、ついで構造的変革について考えることにしたい。成

学位を持っており、半数以上の人が 18 歳以下の子供が

功をおさめ高い地位に就いていても、連日板ばさみの苦し

家にいると答えた 51。

49

い状況に直面している女性たちから、私たちは何を学べる
だろう？ また、職場環境の中にはびこるステレオタイプや

板ばさみのジレンマを打開しようとこれらの女性たちがとっ

偏見を打開するには、組織は何をすればいいのだろう？

てきた戦略と方法を詳しく調べるため、Catalyst は以下の

3 つの点について尋ねた。

48 ̶ Eagly; Sczesny.
49 ̶ Agars.
50 ̶聞き取り調査の実施案と方法について詳しくは追記 1 を参照のこと。
51 ̶ 13 人の聞き取り調査参加者のうち人口統計上の質問事項にも答えたのは 11 人にとどまる。
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1 3つの苦境： この研究で述べてきたような苦境をあなたも
●

抱えていましたか？ 特にどの苦境が顕著であると感じました
か？
2 具体例： あなた自身のこれまでのキャリアで板ばさみのジレ
●

ンマを抱えたことがありますか？ または、そのようなジレンマ
を抱えている人をご存知ですか？具体的にはどのような状況
でしたか？
3 戦略と方法： そうした状況を打開するためにどのような方
●

法をとりましたか？その方法は他人にも勧められ、あなた自
身また将来使うと思いますか？

3 つの苦境

聞き取り調査の回答者から、３つの苦境がそれぞれどの
程度示されたかを表 4 にまとめてみた。表に記した通りだ
が、これまでの調査で得た回答と同じく、苦境その 1 に該
（ 9 つ）、ついで、苦境その 3（ 6
当するコメントが最も多く
つ）、そして苦境その 2（ 5 つ）
と続く。

■表 4 ─ 3 つの苦境がそれぞれ聞き取り調査の回答中にでてきた程度
苦境のタイプ

各苦境に言及した意見の数 ＊

各苦境をとりあげた回答者の割合 ＊＊

極端な認識（ 苦境 1 ）

9

69％

高水準と低報酬（ 苦境 2 ）

5

39％

有能でも好かれず（ 苦境 3 ）

6

46％

＊─ 回答数を足し合わせると参加者総数よりも多くなるが、回答者が複数の苦境に言及しているからである。
＊＊─パーセンテージを足し合わせると100％を超えるが、回答者が複数の苦境をとりあげているである。
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大多数の調査対象者（ 69％ ）が、特にこの

u「目の前の目的に向かって集中して取り組んでいるような

板ばさみの状態を自分の経験したものであると指摘してい

場合 - 私から見ると、女性は非常にきちんとしているし、一

る。女性リーダーがタフすぎるかソフトすぎるかいずれか

度に複数の仕事をこなすのも得意だから、その結果、人に

に見られることについて尋ねたところ、調査対象者の回答

よっては脅威に感じたりするのね。そんなわけで、やるべき

はまちまちであった。このような苦境が女性に及ぼす悪影

ことに集中して取り組んでいるだけなのに、頑固でタフな印

響を指摘するものから、どちらのふるまい方にも偏らないよ

象を持たれてしまったり、男性たちからはいやな女だと言わ

うにバランスをとることが大事だ、という意見もあった。

れてしまったりするのね」。

極端な認識

アメリカで働く販売部長の意見は次のとおりである。
高水準と低報酬

調査対象者の約 40 パーセントが、この

u「極端な認識」というのは分かるわ。ソフトすぎるか、タフ

苦境を女性の出世にとって、大きな障害であると述べてい

すぎる、よくいわれることね。組織の中でも外でも、協調性

る。男女間でリーダーとして求められている水準が異なる

があるように見せたり、タフにでてみたり、女性が両者の間

かどうか尋ねてみたところ、多くの回答者が異なると答え

でバランスをとるのが難しいわ」
。

ている。例えば、別のアメリカ人重役は以下のように述べ

アメリカで出世を見込まれて働くある女性は、このような苦

ている。
「 何年もやってみて私たちには仕事上別の基準が

境が女性を苦しめているのは分かるとしながらも、このよう

課せられているんだと思うようになったわ。女性とマイノリ

な認識が出てくるのは、女性ががんばりすぎるからでもあ

ティーには別の基準が課せられているんだと、本当に思う

ると思う、と指摘している。

わ。
」
女性に要求されるより高い水準は、彼女たちが有能なリー

u「 女性たち自身が勝手な思い込みをしているんじゃないか

ダーであることを常に証明しなければならないと感じるプ

しら。成果や能力を見せなくちゃいけない、と思い込んでい

レッシャーとして顕在化する。女性はまた、何度も繰り返

るのかも。あるいは、昔は確固として存在したステレオタイ

して仕事への忠誠を示さなければならない。ヨーロッパで

プが、最近ではだいぶ薄れてきたという希望的観測がある

出世を見込まれつつ働く一人の女性によれば、
「 私の経

のに、いまだに必要以上にタフであろうとしたりして・・・」。

験から思うに、自分が会社にとって確かに有用な人物だと
みんなから思ってもらえるまで、すごく時間がかかったわ。

しかしながら、聞き取り調査の回答者の大多数が、このよ

男と同じくらい自分だって頼りになる人間なんです、って納

うな極端な認識が女性リーダーの出世の妨げになってい

得させなくちゃいけなかったからね」とのことである。

ると認めている。あるアメリカ人重役の意見を例に見てみ
よう。

リーダーたる女性の板ばさみのジレンマ
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また回答者たちは、常に注視されていることの困難さにつ

u「 正直に言って、（ダブルスタンダードは ）それほど見受け

いてもコメントしている。

られないわね。私たちの会社にはかなり明確な基準があっ
て、リーダーに求められる能力について相当な検討がなさ

u「 男性と女性は違う見方をされるのよ。私の経験と見てき

れていたと思う。例えばよいリーダーを育成するには何が必

たことからいうと、女性の場合、能力があると分かってもらう

要か、リーダーの適正とは何か、そのような適正を身につけ

まで時間がかかるということ。こと女性となると、できるって

るにはどのような研修や経験が必要か。これらは皆わが社

ことをしょっちゅう行動で示してようやく、本当にこの女性は

の重役育成プログラムに含まれていて、給料査定もベンチ

できる人で、能力もあるんだと認めてもらえるの」
。
（ヨーロッ

マークを厳しく比較されて行われるの」。

パ、出世を見込まれる経営陣のひとり）
有能でも好かれず

46 パーセントの回答者が、有能と見

u「 私たちには高い基準が課せられているから本当に大変

られるか人から好かれるか、どちらか選ばないといけない

よ。いつもいつもね。日々の人間関係の積み重ねがその個

という3 つめの板ばさみのジレンマを挙げている。例えば、

人の、女性重役の人格を形作っているわけ。だから大変だ

出世を見込まれている一人のアメリカ人は次のように述べ

けれど、自分が何をしているのか、それがほかの人たちから

ている。
「私が思うに、女性は男の人とは違う能力を持って

どう思われるか、いつでも気をつけておかないと」。
（アメリ

いると思うの。コミュニケーション能力だったり、人と協調

カ、重役 ）

する能力だったりすると思うんだけれど、でもこういう能力
は同じようにはありがたく思われたり、評価されないことが

回答者の多くが、男と違う基準を課せられた苦い経験が

あるのよ。
」また、別の出世が見込まれた管理職にある人

あると言っているが、なかにはそのような経験をしていない

（ 在アメリカ）が、こう付け加えている。
「 女性のリーダーが

人もいる。13 人のうち 3 人は、彼女たちの会社における

どうふるまうのかということに関して皆神経質すぎるのかも

業績評価が男性と同じ基準でなされたと考えているが、そ

しれないわね。 女性よりも男性の方が、キツい態度をとっ

れでも職場によっては、男とは別の基準が課せられる可能

ても許されるようだし。女性は何かあるとすぐに変なレッテ

性があるという事実を女性は必ずしも否定するわけではな

ルを貼られてしまうのね。男性だったら無視できるんでしょ

い。例えば、あるアメリカ人の重役はこう語っている。

うけど。
」
もっとも、なかには能力があることと人から好かれることと
を、対立事項と考えてはいない人もいる。例えばあるアメ
リカ人重役は、こう答えている。
「（アメリカの）文化は、能
力や価値を重視するものだから、有能でなければ人から
好かれるはずもないわ。
」
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戦略と方法

3 つの苦境について検討した後、調査対象者には、まずど
んな状況で自分、あるいは知り合いが板ばさみのジレンマ
に直面したのか、具体例を挙げてもらった。ついで、その
ような状況にどう対処したか方法を教えてもらい、最後に、
その方法を他の人にも勧めるかどうか、将来また使えると
思うかどうか聞いてみた。
概して、ステレオタイプに基づく偏見が目立つ場面の例と
して、特定の仕事状況を挙げる人が多かった。昇進決定
の履行（自分のことであれ、他人のことであれ ）、会議の議事
運営、会議での意見発言、また、特に子供が生まれた後、
家庭の用事への取り組み方など、
その話題は多岐にわたっ
た。なかには、職場で交渉することの難しさや、効果的な
コミュニケーションのあり方、同僚や部下とうまくつきあう
こと、といったことを話題にする人もいた。
これらの回答を分析した結果、共通のテーマがいくつも
あって、各々の話しの中で展開する戦略や方法とそれぞれ
結びついているということが分かった。いろいろな方法が
ある中で、よく使えて効き目もあるという点で、以下の 4 つ
の戦略が、板ばさみのジレンマへの対処法として浮かび上
がってきた。

リーダーたる女性の板ばさみのジレンマ
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各方法の具体例は以下のとおりである。しかしながら、こ
調査参加者たちの戦略の要約：

こに記された戦略は、読者にお勧めするものというよりも、
回答者である女性たちの体験談として挙げていることを注

1 問題について率直に話し合う：みんなが見て見ぬ振り
●

をしている問題を認める
●

不公正な状況にはすぐに対処する

記しておきたい。これらの戦略は広範なスタイルにわたっ
ている。ある状況下で、ある女性にとってうまくいった方
法でも、別の状況下でうまくいくとは限らないものである。

○

何が問題なのかはっきりと周りの人に伝える

ステレオタイプに基づく偏見に対処するための万人に有効

○

不適切なコメントや態度をとる者がいたらはっき

な一つの戦略はないが、リーダーシップのスタイルがいろ

り言う

いろあるように、女性たちが日常採用することができる広

●

自分の感情や認識を無視しない

範囲にわたった様々な作戦が考えられる。したがって、こ

●

意識を高めるため、女性について想定されていること

の章では、女性たちが板ばさみのジレンマにどうやって対

を指摘する

処しているかを説明するにとどめる。状況が変われば効果
も変わるわけだから、このようなジレンマに対処する際に、

2 他人の思い込みとは自分は違うことを示す： 自分を際
●

どの戦略が効果的であるかを保証することはできない。

立たせる
●

自分の能力を示す

●

矛盾のない一貫した態度をとる

●

自分を際立たせ、レベルの高い任務を求める

●

会議では積極的に発言する

●

信頼のおけるよき相談相手を見つける

問題について率直に話し合う：
みんなが見て見ぬ振りをしている問題を認める

回答者たちが大事なこととして指摘したのは、率直に問題
発言や偏見を指摘して、困った状況にはすぐに対処するこ

3 明確で効果的なコミュニケーションをとる
●

とである。多くの人が自分でも気がついていない思い込み

自分の求めていること
（ 例えば、部署や目標 ）を人に

をしているので、こうした方法が役に立つということであっ

分かってもらう

た。問題にすぐに対処すれば、将来同じような状況を招

●

質問する

かなくてすむ。例えば、一人のアメリカ人重役は、対人

●

上手に駆け引きする

関係で対立したときにもこういうやり方が役に立つという。

●

専門語をきちんと理解する

●

「こんなふうに人を叱らなくちゃならないことがあるでしょ。
『 今なんて言ったかよく考えてご覧なさい。それは侮辱よ。

4 問題を最小限にとどめる
●
●
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あなた、そうやって人を侮辱しているのが分かっているの？

性別を意識せず、性別に関係のない中立なやり方を

そんなつもりじゃなかったのかもしれないけれどね ... 』っ

するようにする

て。
」

●

自分に有利になるように問題を立て直す

●

自分を状況に合わせる
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また、別のアメリカ人重役によれば、会議の場で自分の出

の能力を示すとよい。アメリカ人の重役はこういう。
「 私の

した意見を他人が言い直そうとした場合には、
「 早めに芽

見てきた中で最も有能な女性リーダーたちは、自分自身を

をつんでしまうのよ。例えば相手の名前がジョー・スミス

見失うことなく自分の仕事振りやその場でしなければなら

であるとして、こんなふうに、うまいことさりげなく
『ジョー、

ないことに集中でき、他の人がどうやっているかみたいな

私の意見が的確だと思ってくれてありがとう。あなたが

煩わしいごちゃごちゃしたことに惑わされることなく、自分

使った表現も悪くないですね、私が言おうとしたことをぴっ

がどういうふうにすればいいか分かっている人ね。
」

たり言い当てていますよ。
』と言って、今度は全員に対して
『 今ジョー・スミスさんがうまく言い直してくださった私の

同じように、別のアメリカ人重役もこう言っている。
「 成功

（と向き
提案を実施することについてどう思われますか？』

するためには途中であきらめないで長く続けることね。女

合うの）」

性は長い間しがみついていることもできるし、我慢強くでき
ているの。私が見てきたところ、男性は去っていくけれど、

出世を見込まれているヨーロッパ人の一人もまた、この戦

女性は残るのよ。
」

略をコミュニケーション能力を磨くよい機会ととらえている。
「 学ぶまで大変だったし、女性にとっては大変だと思うけ
れど、公には話されていない事柄について発言する能力
や、別の人の立場に立って決定する能力は、身につけない
といけないわね。
」

明確で効果的なコミュニケーションをとる

女性リーダーたちが話してくれた 3 つめの戦略は、明白で
あること、つまり、はっきりとした効果的なコミュニケーショ
ンをとることである。とりわけ、女性は特定の部署やチャ

他人の思い込みとは自分は違うことを示す：
自分を際立たせる

板ばさみのジレンマに対処する方法として回答者たちが勧

ンスを明確に要求することをしないので、結局チャンスを
逃してしまうことが指摘されている。また、チーム内で正確
にやりとりをするために、その分野の専門語（ 技術用語や専
門用語 ）」を理解することも大切だ、という指摘もある。

める 2 つ目の方法は、自分を際立たせることである。これ
は「他人の思い込みとは自分は違うことを示す」方法ともい

例えば、南米の重役は、
「ただチームをもり立てるのでは

える。この方法に含まれる戦略は、首尾一貫した態度をと

なく、経営の基本を理解し、うまくコミュニケーンできるよ

（ 能力の点でも、職場への忠誠でも）
る
、成果が目に見える

うに」なるのが一番の戦略だと言う。同様に、出世を見込

部署を求める、会議で積極的に発言する、自分がより際立

まれるヨーロッパ人の一人も明確であることの重要性を強

つよう助けてくれるよき相談相手を見つける、といったもの

調している。彼女によれば、一番よい戦略は明確であるこ

である。具体的には、絶えず与えられた仕事をうまくこな

とで、
「私がまず心がけたのは、自分らしさを保ち、明白に

すと同時に、自分の価値観に忠実であり続けることで自分

ものを話すことだったわ」と説明する。

リーダーたる女性の板ばさみのジレンマ
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囲の人の認識こそが、板ばさみのジレンマを引き起こして

問題を最小限にとどめる

いるからである。

最後になるが、直接的であれ間接的であれ、少なからぬ
回答者が男女のステレオタイプの問題から距離を置いてい
たと答えている。例えば、性別そのものを無視したり、性
別に関係ない中立的なやり方をしたりするなど、性別をで

個人の戦略を超えて

きるだけ目立たなくするのもひとつの方法だし、状況を自

男女のステレオタイプが職場にもたらす悪影響を無視し続

分に有利になるよう組み直すのもひとつの手である。

けることで組織に生じるコストは無数に数えられる。ステレ
オタイプのせいで、能力ある女性が自分の力を存分に発揮

例えば、
出世を見込まれる一人のアメリカ人は、
彼女のキャ

できないだけでなく、組織にとっても、最も優秀な従業員

リアにおいて性別は問題にならなかったという。
「 女だか

の一部をうまく活用できないことになる 53。偏見に基づい

らといって私の出世を妨げられたことはなかったと思うわ。

たステレオタイプに直接対応するような革新的な職場慣行

出世の機会はたくさんあったと思うし、女性であることで不

を作って実行に移すことができれば、組織がこのような問

利を被ったことがあったとしても、同じぐらいに女性である

題を乗り越えるための一助となるであろう。

ことで利益を得たと思うの。すべての人にとって自分らしさ
というものは、役に立つ時もあるし、そうでないこともある

男性を必然的なリーダーであると考えることは、女性が出

のではないかしら。
」

世するためには自分を変えなければいけないという思い込
みに結びつく54。女性側からもある程度の変化を促すこと

あるアメリカ人の重役が指摘するように、問題を無視する

は可能だと、あるアメリカ人重役はいう。
「チームワークに

ことで物事を処理していくという方法もある。
「（ひとつの戦

優れ、効率的な新しい職場環境を生み出すためには、女

略として）性別に中立になることね。そんなことに注意を払

性リーダーたちが自分たちでトレンドをつくっていき、自ら

わないのよ。私は性別中立戦略をとって、人間関係や目

希望の光になる必要があるわ。王様の下に家来がいると

の前のこなさなければいけない仕事、それに自分の能力な

いうような階層制度があるわけではないという、文化なり、

どに注目して、性別のことを気にしないようにしてきたわ。

雰囲気を作らないとね。
」

中には、私を色眼鏡で見たり、特別扱いしたり、無視した
りする人もいるかもしれないけれど、もうそんなこと気づき

しかし、こんなことを女性が一人でできるわけがない。女

もしないわね。
」

性たちがそれぞれの戦略を用いて板ばさみのジレンマと
日々戦う一方で、組織のほうも、男女のステレオタイプの

この方法は、社会的な支えがない状態で差別と戦わなけ

悪影響を受けにくい職場環境になるための構造的変革を

ればならない状況には適しているかもしれないが 、根強

すすめていかなければならない。女性側だけがこの問題

くはびこる男女のステレオタイプゆえ、いかなる状況にも通

に対処する責任を背負おう事態を避けるためには、焦点を

用したり、一般化することはできないであろう。この報告

組織がとるべき戦略に移すことが肝要である 55。

52

書で見てきた通り、女性リーダー自身の認識ではなく、周

52 ̶この論点に関してより詳しく研究した例は、以下の通り。Faye J. Crosby, Relative Deprivation and Working Women（ New York: Oxford University Press, 1982 ）; Mindi D.
Foster and Kimberly Matheson, "Perceiving and Feeling Personal Discrimination: Motivation or Inhibition for Collective Action?" Group Processes Intergroup Relations, vol. 1,
no. 2（ October 1998 ）: p. 165-174.
53 ̶ Rhona Rapoport, Lotte Bailyn, Joyce K. Fletcher, and Bettye H. Pruitt, Beyond Family-Work Balance（ San Fransisco, Jossey-Bass, 2002 ）.
54 ̶ Pollard.
55 ̶ Yoder によれば、女性は勝ち目のない状況に追い込まれた上に、リーダー失格と責められている、という。
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先行研究で明らかになったことであるが、女性リーダーを

識の思い込みをやめるようになる。公正でありかつ熟慮す

正当に評価するには、それなりの計画や指針、支援体制

るように自分の内外から圧力をかければ、誰もが自分の考

が必要である。これらを通じて従業員も女性リーダーの能

え方に注意を払うようになるであろう。組織は、この知見

力を理解し、ステレオタイプの認識が及ぼす悪影響への意

を様々に活用できる。

識を高めることができる 。したがって、組織の担当者は、
56

次のようにして板ばさみのジレンマに対処するとよい。

● 管理職研修と多様性についての教育

管理職と従業員に対して、男女のステレオタイプの元凶と
1 女性リーダーの能力を理解し、ステレオタイプの認識が及ぼす悪
●

重大さを教えることは、男女のステレオタイプに対する意識

影響への意識を高めるためのツールを、女性リーダーや従業員に

を高める上で極めて重要である。包括的な研修プログラ

与え、支援体制を整える。

ムには以下の点が含まれている必要がある。

2 職場環境を査定して、女性たちがどのようなステレオタイプ
●

●

偏見に気づく方法

に基づく偏見のリスクにさらされているかを判断する（ 第 7

●

価値観（ 例えば、性別平等主義 ）と実際のふるまいとが矛

章：Catalyst によるステレオタイプの診断ツールを参照 ）
。
3 ステレオタイプに基づく偏見を標的とした革新的な職場慣行
●

盾すること
●

職場で性別による不平等が起こる原因とその結果

を作成して実行に移す。こうした規範は、特定のリスク分野
（ 第 7 章： Catalyst によるス
に対処する際に特に効果的である

● 業績評価のありかた

テレオタイプの診断基準ツールを参照 ）。

採用や業績評価などの人事慣行には、客観的ではっきり
とした評価基準を用いる。評価基準が明確に決められて

組織レベルでステレオタイプに基づく偏見に対処するた

いなかったり、規格化されていなくて個人の裁量によるも

めの第一の方法は、Catalyst のこれまでの報告書に記さ

のであったりすると、評価がステレオタイプの影響を受ける

れている 。
「 人の世話をする女性と人の上に立つ男性：

ことが多くなる。反対に、考え抜かれた人事慣行があれ

アメリカのビジネスリーダーたちのステレオタイプを暴く

ば、管理職は責任を持って偏見を避けようとする。

Women "Take Care," Men "Take Change:" Stereotyping

過去二つの報告書の提案を補うべく、Catalyst はこの報

of U.S. Business Leaders Exposed 」、「 文化が異なっても

告書で会社レベルでステレオタイプに基づく偏見にどう対

考え方は同じ： 西ヨーロッパのビジネスリーダーたちが持

処するか、性に基づく偏見を生みやすい組織内の構造的

つステレオタイプ Different Cultures, Similar Perceptions:

な要因をどう特定するか、さまざまな提案をしてきた。次

Stereotyping of Western European Business Leaders 」とい

章では、特にこれら組織的かつ構造的な面から、男女の

う2 冊の報告書で、Catalyst はステレオタイプがどう作用

ステレオタイプに関わる危険要素を挙げていく。また、組

するかを知るだけで、ステレオタイプが個々人の行動に影

織内のこういった問題にどう取り組めばいいか、その手段

響を与えにくくなることを示した。ステレオタイプを食い止

も考えたい。

57

めるには、個々人が偏見に対する責任を負うことも必要で
ある。偏見に気づき、それに対する責任を負えば、無意

56 ̶正当な評価により、男性も女性もリーダーシップをより発揮できるようになる。しかしながら、正当な評価を必要としているのは、男性よりもむしろ女性であることが多い。Yoder による。
57 ̶ Catalyst, Women "Take Care," Men "Take Change:" Stereotyping of U.S. Business Leaders Exposed（ 2005 ）ならびに、Catalyst, Different Cultures, Similar Perceptions:
Stereotyping of Western European Business Leaders（ 2006 ）を参照。
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7

INTRODUCTION TO CATALYST’S STEREOTYPES
DIAGNOSTIC INSTRUMENT

CATALYSTのステレオタイプ診断ツール

往々にしてステレオタイプは無意識に存在するので、ステレ

また、企業が実行しうる別の戦略として、無意識におこる

オタイプに基づく偏見が女性従業員に及ぼす影響を会社

個人レベルの偏見の影響を最小限に抑えるものが挙げら

が見極めることは難しい。しかしながら、このテーマに関

れる。しかしながら効果的な実施のためには、まず職場

する広範囲の研究論文のおかげで、どのようにしてステレ

において、女性をステレオタイプに基づく偏見にさらしてい

オタイプに基づく偏見が出てくるのか分かるようになり、こ

る特定の元凶を突き止める必要があり、次いでこの元凶

の問題に対処するための一般的な指針を示すことも可能

を最小限にとどめることに焦点をあてた戦略を打ち出さな

になってきた。

ければならない。この報告書を発表することで、Catalyst
はこれら両方の任務を達成するためのツールを会社に

男女のステレオタイプに関する既存の研究により、ステレオ

提供する。ステレオタイプ診断ツールは、会社がそれぞ

タイプのもたらす悪影響にどう対処するべきか、かなり理

れ抱えるステレオタイプのリスクレベルを明らかにするこ

解がすすんできた。ステレオタイプは、人が社会を理解す

とを主たる目的としている。この章で説明されているツー

るために使う認識の「自動的な近道 」として使われる。し

（ www.catalyst.org/
ルは、2007 年 に会 員のウェブサイト

たがって、その気になりさえすれば、ステレオタイプがどう

membernet ）で公開予定である。

働いているか知るだけで自分の思考様式やショートカット
思考に気づくようになるはずである。無意識のうちに起こ
る偏見を抑制する戦略の一つとして、知識を深めることが
挙げられる。
ステレオタイプが、仕事の結果に及ぼす影響についての意
識を高めることで、企業が偏見に対処する方法も生まれて
くる。意識を高めるためにまずするべきことは、組織の中
にステレオタイプが存在することで、女性や企業に与えら
れる様々な選択肢がせばめられてしまうリスクがどれほど
あるのか調べることである。
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ステレオタイプ危険度スコア（ SRS ）

危険要素

以下にリスク評価ツールで何を危険要素としているかを挙
ステレオタイプ危険度スコア（ 以下 SRS ）とは何か？

げ、各要因が評価の際になぜ重要なのかを簡単に説明す

社会心理学の研究は、男女のステレオタイプを増

る。より詳しい説明は、脚註に挙げた関連研究記事を参

殖し存続させるために特に必要な要因をいくつも明

照されたい 58。

らかにしたが、SRSとはそれらの要因に加重したス
コアから構成される。

● 組織の規模と産業の種類

ステレオタイプの危険度を評定する際に、まず組織の規

SRS で測定するもの

模が重要となる。会社の規模が直接危険度を変化させ

このツールは、ステレオタイプに基づく偏見のリスク

るわけではないが、会社にどれだけ従業員がいるかによっ

がどの程度か測定するものである。ここでは、SRS

て、他の危険要素の関わり方が変わってくる可能性があ

が実際に組織内にステレオタイプがあるかどうかを

る。例えば、変化を促すための特定の人事政策の効果

評価しているわけではないことに注意したい（そこま

は、企業の大小によって変わってくる 59。小規模な企業で

で調べるには、会社従業員に徹底的な聞き取り調査を

は、ある一つの施策に集中できるが、大規模な企業では、

行う必要がある）。

部署によって異なる危険要素を検討しなければならない。
産業によっても組織の大きさがとりわけ重要になってくる。

SRS はどうやって危険度を算定するの？

研究が常に明らかにしているのは、男性優位の産業では

このツールにおいては、多様性の組織的・構造的

特に男女のステレオタイプがはびこりやすく、男性優位の

特質を測ることで、ステレオタイプに基づく偏見の

産業で働く女性は、出世も大きく妨げられていることが多

リスクを算定する。特に（ 経験的研究に基づき）ス

い 60。

テレオタイプでものを考える状況が生じやすい特質
に注目する。上記の通り、SRS はステレオタイプの

● 組織全体、および各部署での男女比率

横行そのものを評価するわけではなく、個々人と集

男女比率もまた会社内における偏見のリスクに関し重要な

団の態度に影響を及ぼすような状況や要因につい

情報を提供している。研究によれば、チーム内であれ、組

て検討するものである。

織全体においてであれ、個人が職場の中で単なる象徴と
しての役職についている場合（ 例：女性差別がないことを示
すために作られた紅一点の部長職など）
、男女の構成比が不

平等になるため、ステレオタイプに基づく偏見がはびこりや
すい 61。

58 ̶追記 2 で、危険度評定の方法をどう作成したか、並びにそのためにどんな調査を行ったか、詳しい説明を付け加えた。
59 ̶ Goodman et al.; Heather A. Haveman, "Organizational Size and Change: Diversification in the Saving and Loan Industry after Deregulation," Administrative Science
Quarterly, vol.38（ March 1993 ）: p. 20-50; George P. Huber and William H. Glick, Organizational Change and Redesign: Ideas and Insight fot Improving Performance（ New York:
Oxford University Press, 1993 ）.
60 ̶ Maume, "Occupational Segregation and Career Mobility of White Men and Women."
61 ̶ Yoder.
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● 組織のレベル別に見た男女比率（ 例えば、管理職レベルと
非管理職レベルの中でとそれぞれ比べた場合 ）

各レベルで男女がそれぞれどれだけいるのか検討してみ

●

採用や昇進のあり方

●

業績評価のあり方

●

会社内の様々な委員会（ 例えば、委員会を構成している

ることも大切である。男女の階級化（ 組織内で男性がリー

人たちが、見識の面でも経歴の面でも、多様であるかどう

ダーの地位に就いているのに対し、女性が補助的な地位に就

か ）63

かされていることが多い状況と定義される）が見られるようだ

と、ステレオタイプに基づいた認識がはびこる危険性は高

● 組織の環境（組織の標準、委員会の業務などを含む）

まる。とりわけ役職と性別を結びつけて一般化する人がい

人事政策よりも分かりにくいが、組織の標準や仕組みも、

る場合には、さらにリスクは高い 。例えば、社会心理学

公式、非公式を問わず、またさりげないものであれ、明確

の調査が示すように、リーダーの地位にいる男性や、補助

なものであれ、危険度を計る際には重要である。既存の

職の女性とばかり接していると、非常に階級化された組織

研究に基づき、SRS は以下の 2 点を識別して、ステレオタ

の中で働く従業員は、組織内の役職がもたらす特徴が役

イプの危険度を評定している。

62

割ゆえのものではなく、性別の差異によるものであると思
い込んでしまうかもしれない。

●「 理想的な労働者 」
の基準：64

会社内でいわゆる「 理想

的労働者 」であるかどうかが、そのために必要な行動（ 例
● 人事慣行（ 業績評価、採用のあり方、委員会業務、研修を含む）

えば、会社に長くいればいるほどよい、個人的な理由で休

人事慣行のあり方が非常に重要なのは、そのあり方いか

みをとらない、など）のみならず、個人的な性格も含めて、

んで組織が性差別をなくそうとしているかどうなのかが分

伝統的な「男らしさ」を用いて表現されている度合い。

かるからである。しかしながら、このあり方を正確に評価

●

好まれるリーダーのスタイル：65 調査でも示されたように、

しようと思ったら、人事政策がどのように実行されているか

組織内に、権威主義的で上下関係に厳しいリーダーのあ

についても調べてみなくてはならない。この観点から我々

り方をよしとする風潮があると、女性は厚遇されにくい。

の評価ツールは、ステレオタイプに基づく偏見に対処する

この研究でも述べた通りだが、典型的な男性らしい行動

ための人事政策として、各政策がどんなタイプで、どんな

（ 権威主義的なスタイルを含む）が好まれる場合、女性

特性を持っていて、どれだけ有効であるかを評価する。人

をステレオタイプ認識の板ばさみ状況に追いやることにな

事政策が綿密に練られたよくできたもので、注意深く実行

る。反対に、さほど伝統的でなく、性差別のないリーダー

されており、かつ常にモニターされていれば（ 例えば政策

スタイルが好まれる場合、性別の多様化をはぐくみ、ステ

評価などを通じて）、性別に基づく偏見に対して有効に対処

レオタイプに基づく偏見の危険性は低くなる。

できるであろう。ステレオタイプに基づく偏見を監視するた
めに特に重要な人事政策には以下のものが含まれる。

62 ̶ Eagly and Karau; Eagly et al.
63 ̶ほかの研究者に加え、Smith は、非伝統的な仕事経験を積んだ人を大目に見るような傾向は、多様な人で構成される調査委員会では少なくなるという。Daryl G. Smith, "How to
Diversity the Faculty," Academe, vol. 86, no. 5（ October 2000 ）: p. 48-52 を参照。
64 ̶ Arlie Russel Hochschild, The Time Bind: When Home Becomes Work and Work Becomes Home（ New York: Metropolitan Books, 1997 ）; Joan Williams, Unbending
Gender: Why Famiy and Work Conflict and What to Do About It（ New York: Oxford University Press, 2000 ）は、「 理想的な労働者 」像通りになろうとする重圧ゆえに、仕事に対する熱
意が足りないと思われるのを恐れ、従業員たちが職場での支援を受けにくくなっている、と指摘する。

65 ̶ Eagly et al.; Sczesny.
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まとめ： Catalyst のステレオタイプ診断ツールの使い方

Catalyst のステレオタイプ診断ツールを使えば、職場内

第 2 段階

の男女のステレオタイプに対する意識を高めることがで

ステレオタイプに基づく偏見に与える影響によって、各問題

きるようになるし、同時に会社が特定の危険要素に対

点を評価する。 職場環境における主要な危険要素を突

処することもできるようになる。このツールは危険度を

き止めることで、即ステレオタイプに基づく偏見への意

算定しているので、
ひとつひとつの危険要素を取り上げ、

識を高めることができる。次いで重要なステップは、ど

どう対応すべきかを判断するには、組織がさらに調査を

の要素に努力を集中させるか決定するために、各要素

行う必要も出てくるであろう。以下にこのツールの使い

が組織の抱える危険性にどのような影響を与えているか

方と、ツールを使って得た情報を最大限活かすにはどう

を理解することである。

すべきか、指針を示しておきたい。
第 3 段階
第 1 段階

各危険要素を特定の戦略に結びつける。ステレオタイプ

主たる問題点を把握する。この診断ツールを使えば、ス

に基づく偏見に対する万人に有効な一つの解決策など

テレオタイプに基づく偏見に組織をさらす具体的な問題

存在しないので、特定の危険要素に注目することで、よ

点を把握できる。こうして情報を得ることが、解決策を

り的をしぼった解決策に組織を導くことができる。 リス

考える上でまず大切であり、SRS のスコアを解釈する上

クを高める要因を突き止めることができれば、適切な戦

でも重要となる。

略と手段（ 例えば、採用や業績評価の方法を変える、時代
遅れの社会の標準を改める、管理職に適切な研修を受けさ
せる、など）をとることができる。

リーダーたる女性の板ばさみのジレンマ

39

ACKNOWLEDGMENTS

謝辞

この報告書は、Catalyst の多くのスタッフたちのチームワークと献身が結実したもの
である。Catalyst のプレジデントである Ilene H. Lang 氏には、調査計画と報告書
執筆をご指導いただいた。Nancy M. Carter 博士（Vice President of Research ）
と、

Jeanine Prime 博士（ Director of Research ）、Laura Sabattini（ Director of Research ）
博士、そして David Megathlin 氏（ Senior Associate of Research ）には、研究コンセプ
トと分析方法を決定していただいた。

Laura Sabattini 博士は分析を担当し、報告書を制作してくださった。Nancy M.
Carter 博士には、調査全体に対して要所で貴重なアドバイスとご指導をいただいた。
Jeanine Prime 博士と David Megathlin 氏には、データ分析と聞き取り調査に参加
していただき、本研究全般にわたる論文執筆と、分析支援をいただいた。質的分析
を担当した Staci Kman 氏（ Associate of Research ）にも、厚く御礼申し上げたい。

Deepali Bagati 博 士、Jan Combopiano 氏、Katherine Giscombe 博 士、そして
Susan Neirenberg 氏には、Catalyst のスタッフとして報告書を精読していただいた。
深く感謝申し上げる。
また、この報告書の調査基礎データを集めるのにご協力いただいた方にもお礼を申
し上げたい。The Institute for Management Deveopment の Martha Maznevski
博士と Karsten Jonsen 氏には、ヨーロッパのデータを集めていただいた。Theresa

Welbourne 博士（ Executive Education at the Ross School of Business, University of
Michigan ）と、eePulse 社には、アメリカのデータを集めていただいた。
この報告書は、Deborah M. Soon 氏（ Vice President of Marketing and Public Affairs ）
と、Liz Roman Gallese 氏（ Vice President and Publisher ）のご指導のもとで、制作
編集された。Deborah Siegel 氏と Anna Copeland Wheatley 氏には、報告書を編
集していただいた。Kristine Ferrel 氏には報告書のデザインと、表紙のイラストレー
ションを担当していただいた。Emily Troiano 氏には、報告書の事実確認をしてい
ただいた。
最後に、研究資金を快くご提供くださった IBM 社に心より御礼申し上げたい。

リーダーたる女性の板ばさみのジレンマ

41

APPENDIX 1: STUDY METHODOLOGY

追記 1： 研究方法

この研究は二部に分けられ、第一部では Catalyst の既存

やる気を起こさせる、若手を指導する、ネットワークを築く、

の 2 つの聞き取り調査研究で集めた自由回答を再分析し、

問題を解決する、報いる、サポートする、そしてチームをま

第二部で、追加で行った 13 の聞き取り調査で得たデータ

とめるといったものである 66。各行動の定義は、第 1 章の

の質的分析を行っている。

表 1 をご覧いただきたい。
研究 2： 分析対象には、935 人のヨーロッパ人からの回答

A：調査データ

も含まれる。そのうち 282 人
（ 30.2 パーセント）が女性で、

653 人（69.8 パーセント）が男性である。回答者の 90 パー

今回の分析で、Catalyst は既存の 2 つの聞き取り調査研

セント以上が管理職で、388 人（ 42 パーセント）の回答者

究で得た自由回答を検討した。これらのデータは、重役

は重役級である。回答者の国籍は、ヨーロッパ内で多岐

級の地位に就いている人が男女のリーダーをそれぞれどの

にわたり、デンマーク、フランス、ドイツ、イタリア、オラン

ように認識しているか調べたもので、ひとつはアメリカ
（研

ダ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、イギリス、アメリ

究1）
、もうひとつはヨーロッパ（ 研究 2 ）で収集したもので

カである。調査研究の時点では、全員ヨーロッパに居住し

ある。

ていた。研究 1と同様、回答者には、各人の経験に基づ
いてリーダーのとるべき行動を基準に男女のリーダーが有
能であった比率を答えてもらった。その際、リーダーのと

回答者の属性と方法

るべき行動基準として 14 種を設定したが、そのうち 10 種
は研究 1 でもとりあげたもので、それにさらに以下の 4 つを

研究 1： 分析対象としたのは、296 人のアメリカ人管理職

加えた。知的刺激を与える、監督する、計画を立てる、模

と経営陣の回答で、うち 168 人（ 57 パーセント）が女性

範を示す、の 4 つである。各行動の定義は、第 1 章の表 1

で、128 人（ 43 パーセント）が男性である。アメリカで採っ

にある通りである。さらに、調査参加者には文化的信念に

た全サンプルのうち、101 個（ 34 パーセント）の回答が会

ついて尋ねた態度に関するアンケートにも答えてもらった。

社社長から得たもので、男女比率は同じである。回答者

このアンケート調査に基づいて、回答者を 4 つの文化集団

は、リーダーらしい 10 の行動基準に関して、男女のリー

に分類した。具体的には、北欧グループ（デンマーク、ノ

ダーがそれぞれどの程度能力を発揮したかをパーセント

ルウェー、それにスウェーデン）
、ラテン系グループ（フラ

比率で答えた。今回データの再分析を行うにあたり、女

ンス、イタリア、それにスペイン）、ゲルマン系グループ（ド

性のリーダーらしさに関する回答に力点を置いた。この研

イツとオランダ ）
、アングロ系グループ（イギリスとアメリカ）

究でとりあげたリーダーのとるべき行動は、具体的には、

である 67。

協議する、権限を委譲する、上昇志向がある、周りの人に

を参照。
Catalyst, Women "Take Care," Men "Take Change:" Stereotyping of U.S. Business Leaders Exposed（2005 ）
66 ̶元の研究でこれらの行動をどのように分析したかについては、
67 ̶元の研究でこれらの行動をどう分析したかについては、Catalyst, Different Cultures, Similar Perceptions: Stereotyping of Western European Business Leaders（ 2006 ）を参照。
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調査の進め方

13 人の女性のうち、9 人はアメリカで働き、2 人はヨーロッ
パ、1 人は日本、そして残る 1 人は南米で勤務している。

すでに述べた通り、どちらの研究においてもリーダーの

13 人全員が大学卒業以上の学位を持ち、半数以上には

採るべき行動基準それぞれに関し、男女のリーダーがど

家に 18 歳以下の子供がいる。

の程度有効な能力を発揮したかを回答者の経験に基づ
いて概算してもらった。回答は、各行動について以下の

10 のカテゴリーから選んで評価してもらった。010 パー
セント、1120 パーセント、2130 パーセント、3140

聞き取り調査の進め方

パーセント、4150 パーセント、5160 パーセント、61

面接の前に、研究員がまずこの研究の目的を述べ、守秘

70 パーセント、7180 パーセント、8190 パーセント、

義務について説明し、さらに、前回の調査データ
（この研

91100 パーセントの 10 カテゴリーである 68。

究の第一部 ）から得られた知見を簡単に説明した。聞き
取り調査は、半定型化した質問事項を用いて約 30 分間
行った。すべての聞き取り調査が 3 人の研究員により英語

B：聞き取り調査データ

この研究の第二部では、アメリカの大企業に勤める13 人

を使って電話で行われた。参加者には聞き取り調査の後
さらに、自分の時間で短い属性に関するアンケートに答え
てもらった。

の女性リーダーたちを対象に半定型化した、詳しい聞き取
り調査を行った。その結果を（ 主題別に）質的分析するこ

以下に、この聞き取り調査でとりあげた質問の具体例をま

とに力点を置いた。この聞き取り調査では、研究の第一

とめてみた。

部でとりあげた問題点について、より深く詳しい知見を得
ることを目的した。一方で、女性リーダーたちがそれぞれ

1 参加者にはまず、この報告書ですでに述べた 3 つの板ばさ
●

のキャリアにおいてステレオタイプや偏見に対処するべく

みのジレンマについて、それぞれ具体例を挙げて説明した。

採用してきた具体的な戦略を探ることも目的とした。
苦境その 1： 両極端な評価を受ける。 女性リーダーたちは、

「ソフトすぎる」とか「タフすぎる」というレッテルを貼られて

回答者の属性

しまうことが多い。
苦境その 2： 基準は高いのに報酬は低い。 女性リーダーは、

13 人の聞き取り調査対象者のうち、8 人が重役級の地位

同等の男性同僚と同じ能力があることを示すためだけに、よ

（ 例えば、副社長 ）に就いていて、各分野で 20 年かそれ以

り高い能力基準を満たし、より熱心に働かないといけない。

上の経験を積んでいた。残る 5 人は、5 年から 10 年の経

それにも関わらず、受ける報酬は少ないことが多い。

験を積み、組織内でも出世を見込まれている人たちであ

苦境その 3： 有能でも好かれない。 女性リーダーたちは、能

る。

力のあるリーダーと見られるか、人から好かれるか、どちら
かを選択しないといけない。

68 ̶これらの 研 究で 行った 調 査 は以下 の 論 文 に基 づく。Richard F. Martell and Aaron L. DeSmet, "A Diagonistic-ratio Approach to Measuring Beliefs about the Leadership
Abilities of Male and Female Managers," Journal of Applied Psychology, vol. 86, no. 6（ December 2001 ）: p. 1223-1231.
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2 次に、前述した苦境やその具体的な状況に該当するような
●

経験をしたかどうか、あるいはそういう経験をした人を知って
いるかどうかを質問した。経験がある、あるいは経験した人
を知っていると回答した人には、それを詳しく説明してもらっ
た。
3 最後に、そのような特定の状況にどう対処したか、またその
●

対処策が板ばさみのジレンマを解決するのに役立ったかど
うか、尋ねた。さらに、その対処策をほかの人にも勧めるか、
似たようなことが起きたらまた使えるかどうかも、あわせて質
問した。

聞き取り調査の分析

聞き取り調査での参加者の回答は以下の通り分析され
た。3 人の研究員が 13 の調査結果から抽出した別々の
サンプルをそれぞれ検討し、そこで浮かび上がったいくつ
ものテーマや対処戦略をいくつかに分類した。 次いで研
究チームの全員が集まって、それらのテーマを検討した上
で、苦境の種類や戦略のタイプなど、聞き取り調査の結果
を分類するための最終的指針を決めた。この指針に基づ
いて研究員のうち一人が、上記に記した 3 つの苦境ごとに
参加者の回答を分類し、それぞれのテーマや戦略を最も
的確にあらわしている回答を見極めた。どの主題あるいは
カテゴリーにどれだけの回答が該当したかは、第 6 章で概
観した通りである。
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APPENDIX 2:

CONSTRUCTION OF CATALYST’S STEREOTYPES
DIAGNOSTIC INSTRUMENT

追記 2： Catalyst のステレオタイプ診断ツールの作成 について

Catalyst のステレオタイプ診断ツール

ツールの構築と関連研究

我々は以下の 3 つの段階を経て、ステレオタイプ危険

ステレオタイプ危険度スコア測定方法を作成するにあたっ

度スコア測定方法を作成した。

て、Catalyst はいくつもの段階を経て、職場で性別に基づ
く偏見が生まれる危険度に最も影響する要因を明らかに
し、それぞれの危険要素の影響力を正確に測定できるよ

第 1 段階

うにした。

主要な問題点を洗い出す。
●

を見極める
（ 例えば会社のタイプ、仕事分野、会社内で

第 2 段階

ステレオタイプに基づく偏見に及ぼす影響度に応じて
各問題点に比重をつける。

第 1 段階： オンラインでアンケートを行い、主要な問題点

の女性の割合、など）。
●

第 2 段階： それぞれの問題点が、ステレオタイプによる偏

見にどれだけ影響を与えるか検討して、比重をつける
（例
えば、男性優位の分野は危険度が高い）。

第 3 段階

「危険度のカテゴリー」を作成し、これを用いてそれぞ

●

第 3 段階： 危険度のレベルに応じて「カテゴリー 」分けす

れの危険度スコアに対処する具体的な戦略が分かる

る。ここでのカテゴリーは、a ）危険度の高さ、b ）危険度

ようにした。ここでの「 危険度のカテゴリー 」は具体

に寄与している要因、そして、c ）これら要因をとりあげて

的には、

いる既存の研究成果や情報源、である。

a ）危険度の高さ

アンケートの質問事項を作成するにあたっては、職場での

b ）危険度に寄与している要因

性別に基づくステレオタイプを扱った理論のうち、十分に

c ）これら要因をとりあげている既存の研究成果や情報源

確立された経験学的理論を論拠とした。また、このツール

をさす。

の正確さを期すために、各危険要素は、ステレオタイプが
採用される可能性を強めることが長年の研究により一貫し
て明らかにされている特定の問題に対応するように設定し
た 69。危険要素としてとりあげ、またその危険要素を測定
するためのアンケートを行うにあたって質問事項としても
使用した研究結果を以下にまとめておきたい。

69 ̶ Eugene Borgida, Corrie Hunt, and Anita Kim, "On the Use of Gender Stereotyping Research in Sex Discrimination Litigation," Journal of Law and Policy, vol. 13, no. 2
（ 2005 ）http://www.brooklaw.edu/students/journals/bjlp/jlp13ii_borgida.pdf を参照。
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1 ジェンダーは、人が社会を分類するのに使う、基本的な
●

●

人が正確な判断をしようとしていないとき
（ 例えば、時間

寸法のようなものである。既存の研究によれば、人がひ

がなかったり、関心がなかったりするとき）。このことから

とたび男あるいは女に分類されてしまうと、即性別のス

もやはり、昇進や雇用を決める際には、明確な基準と水

テレオタイプが続く。すでに述べたように、職場（ 組織

準が必要であることが分かる。

であれ、部署であれ、チームであれ ）における性別比率
は、人々の認識を左右する。
2 ステレオタイプは、男女の社会的判断
●
（ 例えば、評価、

属性、ひいては採用判断 ）にかなり大きな影響を与えて
いる。先行研究が一貫して示してきたように、性別のス
テレオタイプが職場の人々の認識に大きな影響を与えて
おり、そのような認識は、ステレオタイプに基づいて女性
をターゲットにすることが多い。性別通りにふるまって
いない人（ 例えば、ステレオタイプの予想に反するような行
動をしている人 ）を見ると、だれでもステレオタイプに基づ

く知識で物事を判断しがちである 70。例えば、
●「男っぽい」
ふるまい方をする女性は、厳しい評価を受け

やすい。
●

男っぽい態度は、職場で、特に男優位の分野で望ましい
ものとされがちである。

●

前述のような「理想的な労働者」像を重んじて、「競争的
な」雰囲気を作り出し、いわゆる男っぽい性格をよしとす
る組織では、女性を不利な立場に立たせることが多い 71。

3 ステレオタイプの悪影響を招きやすい状況というものが
●

ある。ステレオタイプが特に人の判断に悪影響を与えや
すいのは、以下のような状況である。
●

性別が目立ちやすい状況。したがって、職種や男女比に
ついての質問が重要である。

●

曖昧な状況。そのような状況では、人が何かを判断した
り決定したりする際に短絡思考に頼りがちであり、また任
務や基準もよく確立してない。こうした状況は採用や昇進
の決定など、人事慣行に大きな影響を与える。

70 ̶ Eagly et al.; Heilman et al.; Judith L. Nye and Donelson R. Forsyth, "The Effect of Prototype-based Biases on Leadership Appraisals: A Test of Leadership Categorization
Theory," Small Group Research, vol. 22, no. 3（ August 1991 ）: p. 360-379.
71 ̶ こ の ほ か、Rudman の 論 文 や、Laurie A. Rudman and Kimberly Fairchild, "Reactions to Counter-stereotypic Behavior: The Role of Backlash in Cultural Stereotype
Maintenance," Journal of Personality and Social Psychology, vol. 87, no. 2（ August 2004 ）: P. 157-176 を参照。
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