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いろいろな取り組みにも関わらず，なぜ⼥性管理職はなかなか増えないのだろうか。頑張る⼥性が直⾯する壁は⼈々の認識の中にあるのかもしれない。性別や性差が社
会的な価値や規範とからまると何が⽣じるのか，その⼼のしくみを紹介する。

性別は関係ないよね。
重要なのは実⼒と頑
張り。意欲があれば

⼤丈夫︕

え︖
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・⽶国のオーケストラの⼊団テスト
採⽤側と応募者（演奏者）の間にカーテン（ブラインド）

→ ⼥性の採⽤割合が増加

（Goldin & Rouse 2000）

・⼤学の実験室の管理者募集
（架空の場⾯︓⼼理学の実験的研究）
同じ履歴書・業績書でも能⼒評価や採⽤可能性は

男性学⽣＞⼥性学⽣
評価者は⽶国の6つの研究⼤学の研究者（⽣物学，化学，物理学）

（Moss-Racusin ら 2012）

ジェンダー・バイアスの例

the possibility of discrimination and increase the
number of women in orchestras.

II. Orchestral Auditions

To understand the impact of the democra-
tization of the audition procedure and the

screen, we must first explain how orchestra
auditions are now conducted. After determin-
ing that an audition must be held to fill an
opening, the orchestra advertises that it will
hold an audition. Each audition attracts mu-
sicians from across the country and, often,

FIGURE 3. FEMALE SHARE OF NEW HIRES IN EIGHT ORCHESTRAS, 1950 TO 1990’s
A: FOUR OF THE “BIG FIVE”; B: FOUR OTHERS

Source: Roster sample. See text.

Notes: A five-year centered moving average is used. New hires are musicians who were not with the orchestra the previous
year, who remain for at least one additional year, and who were not substitute musicians in the current year.

720 THE AMERICAN ECONOMIC REVIEW SEPTEMBER 2000オーケストラのオーディションの話
⽶国五⼤オーケストラ

ブラインドを導⼊
1970年代初頭
〜80年代後半

Goldin & Rouse (2000)
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能⼒評価

男性
⼥性

採⽤可能性 メンタリング
もし⾃分の学
⽣だったら…

↑
評
価
⾼

教員の性別による差はなかった

応募者の性別

Moss-Racusin et al. 
(2012)を⼀部改変

７

注︓評価者はこれらのバイアスをほとんど⾃覚して
いない（アンコンシャス・バイアス）

Goldin & Rouse (2000）より
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⼥性と男性に異なるイメージ（ジェンダー・ステレオタイプ）を持っている。

誰でもジェンダー・ステレオタイプから逃れることはできない。
外の世界を理解するときのメガネ。ずっとかけているので，存在さえ気づかない。
→他者や⾃分を認識・理解・評価するときもメガネ越し。

なぜ，私たちは性別によって評価を変えてしまうのか︖

Made in Society

Gendered glasses 

気づかぬうちに

いささか古いですが，1990年代の⼤学⽣にとって
男性に当てはまる形容詞︓強い，経済⼒がある，指導⼒がある…
⼥性に当てはまる形容詞︓かわいい，美しい，気持ちの細やかな…

（湯川ら2008）

ジェンダー・ステレオタイプの例
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そして，ステレオタイプは規範として働く

記述的なステレオタイプ 「⼥性は細やか」「男性は強い」

規範的なステレオタイプ
・促進的なもの (should) 「⼥性は細やかでなければならない」

「男性は強くなければいけない」

・禁⽌的なもの (should NOT) 「⼥性は⼈の気持ちに鈍感ではいけない」
「男性は弱くてはいけない」

→（暗黙の）ルールとして働くようになる
ルールなので，違反すると罰を受ける

（悪評，排斥など）

（倉⽮ 2016, Prentice & Carranza 2002など）
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第２のハードル バックラッシュ効果
バックラッシュ効果︓ステレオタイプに反することで受ける社会的・経済的罰

第１のハードルを乗り越えた⼥性は「有能だけど，イヤな⼥」
リーダーシップや有能さ︓

男性に望ましいとされる特性（男性にとって促進的）
－⼥性が持っていても問題はない

強引さや⽀配性（リーダーシップや有能さと関連が強い）
男性が持っていても問題はない
－⼥性が持っていると問題になる（⼥性にとって禁⽌的）

第１のハードル 同じレベルの能⼒では，男性に負ける
⼥性の能⼒は低く評価される
同じ学歴・業績の男⼥を⽐べると，⼥性の⽅が採⽤可能性が低い

（採⽤や昇進場⾯で同⼀の履歴書などを使う実験的研究）

ステレオタイプの影響ー①⼥性が超えねばならない２つのハードル
（沼崎 2018, Rudmanら 2012 など）

なお，男性に対するバックラッシュも存在する。ただ，職場で同程度に控えめな男⼥を⽐べると，男性の好意
度は低いが，能⼒評価や採⽤可能性は変わらない。
＊控えめ＝働く男性にとって禁⽌的な特性（Moss-Racusinら 2010)

研究例︓よく喋る（＝
⽀配的な）⼥性政治家
は，同じくらい喋る男
性政治家に⽐べて，嫌
悪感を喚起させ，票が
集まらない。
(刺激⼈物を作成して実
験したもの）

（Brescollら, 2018）



そもそもなぜ私たちは⼥性をたたくのか︖

基本的に，私たちは現在の社会制度（システム）を壊したくないと思っている
（システム正当化傾向）

現在の社会において，⼥性は男性よりも地位が低い
出世した⼥性は社会的地位が⾼くなり，現在の社会秩序を壊す

→バックラッシュによって，その⼥性がいなくなれば，現在の社会秩序は守られる。

→さらに，バックラッシュを避けるために，
昇進を避ける⼥性や「わきまえて」振舞う⼥性リーダーが…

注︓ジェンダーだけでなく，社会秩序や序列を守らない⼈々は
罰（悪評や排斥など）を与えられる

⼥性も⼥性に対して
バックラッシュを⾏う

(jost 2019, Rudman ら 2012）
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バックラッシュの現状維持機能



こんにちの差別・偏⾒の特徴（間接的，曖昧，微妙，そして，狡猾に）
・好意的性差別主義（Glick & Fiske 1996など）
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(森永ら 2020, 宇井 2008 など)

*注︓男性に対する好意的差別主義もあります

発⾔者（知覚者）にとってはポジティブ
知覚者から援助⾏動を引き出すことも

⼥性には男性には
ない優れた特性が
ある。それをいか
した仕事を…

この仕事は量が多く
て⼤変なので，体⼒
のある男性が担当す
る⽅がいいのでは︖

⼦どもが⼩さいう
ちは，仕事はあま
り振らないように
してあげよう

ステレオタイプの影響ー②⼥性に対する好意的性差別主義

・根底には，⼥性を男性よりも「弱く，
能⼒が低い」とみなすステレオタイ
プが存在。

・仕事よりも⺟や妻などの役割を重視す
る⼥性を称賛し，そこに押し留める
働きをする。

・差別と気づきにくいために，時に，あ
からさまな敵意的な差別よりも悪影
響をもたらす。

これが差別︖⼥性を保護。男⼥の相補的な役割。親密な異性愛。



好意的性差別に接すると，⼥性は…
・⼀時的にポジティブな感情や⼥性で良かったという気持ちが⾼まる

→ジェンダー平等を求める⾏動への参加意図が⾼まらない
・⾃分の能⼒への疑いや⾃尊⼼の低下

→課題成績の低下

こうした研究から考えられる⻑期的影響
→職場の重要な仕事が回ってこない・仕事を学ぶ機会を奪われる

職務とは別の⾯で評価される ・正当な評価を得られない
→意欲を失う

好意的性差別主義による⼥性への悪影響
ーパフォーマンスや意欲の低下
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（Becker & Wright  2011,   坂⽥ 2019など）

（⼼理学の実験結果）

こうして，現状が維持される



１ ⾃分が⼒（power︓権⼒や影響⼒）を持っていると思っていると… 
ライセンスが与えられていると認識してしまう

「私は少々のことをやっても⾔っても許される」（→ハラスメント）

２ ⾃分は客観的判断ができると思っていると… 
「客観的」判断に及ぼすステレオタイプの影響が認識できない

Moss-Racusinら(2012) の実験
（理系の研究者＝「客観的な⾒⽅ができる」⼈たち）

３ ⾃分は平等主義者（平等が重要）だと思っている⼈でさえ… 
ステレオタイプの影響が認識できないことが多々ある

(森永ら 2017, スー 2020など)
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ステレオタイプの影響③影響を免れるのは難しい

→善意ある⼈による偏⾒・差別

終

ステレオタイプの影響はなかなか免れられない。
「⾃分は⼤丈夫」と思っている場合には，特に。

最後に。「アンコンシャス・バイアス」が流⾏っていますが，無意識を強調してしまう
と，「無意識だから仕⽅ない」とみなされてしまうかも︕ 責任逃れに注意︕
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偏⾒・差別をいかに低減するか（思いつくままです）

１ジェンダー平等を達成するための組織や社会環境へのアプローチ
⼼（考え⽅，意識，信念）を変えるのはとても難しいので，先に，⾏動を変えた⽅が効果があることも多いと思います。
⾏動が変われば，⼼も変わりやすくなるように思います。

1-1 法制度を整える
例えば，男性が育休取得を利⽤しない場合には⼿当を差し引くことで，男性の育休取得率が⾼くなったと

のこと（スウェーデン） クリアド＝ペレス『存在しない⼥たち』p100 
→育休を取る男性が増えれば，「育児＝⼥性の仕事」というステレオタイプが緩む可能性

1-2 無意識のバイアスの研究知⾒を活⽤して実践する
例えば，
・性別が評価に影響しないようにする。 例えば︓評価者と演奏者の間にブラインド

（しかし，適⽤できる場⾯は限られているように思います）
・評価基準を変える。評価基準がこれまでの男性中⼼的なもので作られているならば，それを変える。

例えば︓⻑時間労働をする⼈が⾼い評価を得る→勤務時間を守る⼈が⾼い評価を得る
・「⼥性の割合を増やす」がゼロサムゲームのように⾒える→もともとのパイを広げる

参考図書
いろいろなアイディアがあるようです。最近の本では，以下のものが参考になりそうです。
イリス・ボネット 池村千秋（訳）『WORK DESIGN ⾏動経済学でジェンダー格差を克服する』NTT出版
キャロライン・クリアド＝ペレス 神崎朗⼦『存在しない⼥たち－男性優位の世界にひそむ⾒せかけのファク
トを暴く－』河出書房新社

以下，付録
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２ 偏⾒差別低減のための個⼈へのアプローチ（⼼理学研究から⽰唆されること）

2-1 ステレオタイプそのものを変える（ネットワーク連合を弱める，異なる連合を作るなど）
いくつかの⽅法が社会⼼理学では試されています
ステレオタイプに反する例を提⽰する
カテゴリー化の⽅法を変える

＊詳細は，⻘野・⼟肥・森永の本をご参考ください（現在，新版を準備中）
https://www.minervashobo.co.jp/book/b48719.html

また，ジェンダーではないですが，偏⾒差別の低減⽅法については，
池上 (2014) の論⽂が参考になります。https://doi.org/10.5926/arepj.53.133

2-2 批判的思考を養う
⾃分の判断に疑問を持つ
例えば，「⼥性は…」「やっぱり男性は…」と思ったら，⾃分に注意信号を送り，

「私はこの⼈をステレオタイプで判断していないか」と⽴ち⽌まってみる。

他にもあると思いますが，今回はこれで失礼いたします。

偏⾒や差別を簡単になくす⽅法はあ
りません。だからこそ，地道な努⼒
が必要なのだと思います。

https://www.minervashobo.co.jp/book/b48719.html

