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章

はじめに
中国では，建国以来，女性の社会進出が認められ，
「同工同酬」
（女性が男性と同様な仕事
をし，同額な給料を得る）の原則により女性も男性と平等な社会的役割と責任を担った。そ
して，改革開放により社会主義市場経済化が導入された後も，特に，近年により，中国は男
女雇用平等の方針を維持することのみならず，社会における女性の管理的地位の発展要綱
も策定し，経済社会発展総合計画の中にも女性発展を盛り込んでいる姿勢がみられている1。
一方，少子高齢化により企業における管理職の候補者不足の時代も到来しているため，中
国経済を支える中国企業における管理職の候補者を確保するとともに，管理職に適切な人
材を育成制度や社会保障制度などが求められている2。ところが，中国共産党は，改革開放
からの約 30 年間で，経済の発展イコール国家発展という強い意識の影響で，企業の経済的
な成果を優先的に求めているが，企業における管理制度の改善については長い間，無視され
てきた。その結果，現在中国において，向き合わざるを得ない経済格差や男女格差などの社
会問題はますます顕著化になっている3。
この状況に対して，中国では，改革開放に伴う中国企業における女性役員・管理職の登用
実態と昇進の要因に関する研究はなかなか見当たらなく，女性の役員・管理職への昇進に関
する阻害要因もよく知られていない。その理由の一つとしては，中国の統計機構が，中国共
産党内の要職や企業のエリート層に関する男女別の統計データを公表していなかったから
である。したがって，中国では，それらの問題を公開・解決しなければ，今後，中国社会が
抱えている男女格差問題は，経済格差や労働不足の問題と同様に根本的に解決できず，中国
の社会不安ないし世界経済を動揺することにも結びついている大きなリスクであり，中国
共産党にとって，社会における男女差別の解消は急速な経済発展より優先すべき課題であ
る。
経済発展の過程からみると，中国は，資本主義国家の経済・管理体制を参考にしながら独
特な社会主義制度を有する経済発展途上国であるため，男女平等に対する理解や女性の雇
用状況を他の資本主義諸国と単純に比較する限界性が存在している。また，中国企業におけ

1

2
3

中国国務院（2015）
「中国の男女平等と女性発展白書」第五項
王・戴（2015）pp.19-20
温（2011）pp.167-176
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る女性の労働状況は労働法などの法令により変わる一方，企業内の雇用制度や昇進制度に
も大きく左右されるため，企業における女性の人材の登用や昇進の支配関係を考察する必
要が不可欠である。したがって，中国企業における女性役員・管理職の実態に関する研究は
単なる登用人数など数的統計で済むものではなく，中国特殊な経済環境，社会制度や企業の
統治構造などの要素を全体的に分析する必要がある。しかしながら，現時点では，それらの
要素はほとんど意識されていないため，企業の管理制度や企業の権力構造の側面から中国
女性役員・管理職の登用に関する研究はない。
また，中国企業の統治構造の変遷を歴史的な視点でみると，改革開放後，旧国有企業は資
本主義の株式制度を導入し，株式市場に徐々に上場しているため，国家は企業をコントロー
ルすることができなくなると見えるが，企業統治システムの面を見ると，国家が，企業に対
して最大の株主として，経済の面と制度の面両方をとおして最終的な意思決定権を所有し
ている。換言すると，中国政府，すなわち中国共産党が企業内の取締役や管理要職の昇進や
選任など人事に関わる重要な決定に積極的に介入し，企業の経営意思決定権を握っている
といえる。したがって，中国企業において，このような権力関係を無視した企業男女差別の
解消は単なる法令の制定・修訂をとおして達成する方法が結局有効ではない。さらに，近年
中国共産党は，国有企業のみならず，民間企業ないし外資系企業に対しても様々な政策手段
をとおして監視・管理しようとする傾向がみられているため，現段階の中国企業における統
治システムは，市場の経済化に伴い，従来の欧米資本主義国の統治システムと共通する部分
がありながら，独自の統治方針，すなわち共産党組織の権力統治システムと並存しているこ
とが顕著な特徴である。したがって，中国企業における女性役員・管理職の登用問題を研究
すれば，女性の評価・昇進・登用に影響を与える企業の統治システムや登用制度に問題があ
るかどうかを検討する必要がある。
本研究では，上述した問題点を巡って，企業における女性役員に関する中国の女性労働者
と雇用・昇進に関する労働雇用法令や企業の登用制度に焦点をあてて考察し，女性役員や管
理職の登用実態と特徴を明らかにする。そして，インタビュー調査をとおして入手するデー
タを用いて中国企業における女性の役員・管理職への評価・昇任・配置制度および企業統治
の多重構造の実態と問題点を明らかにする。これによって，中国企業の女性が役員や管理職
になりにくい要因として，企業の組織構造や権力構造に焦点をあてる枠組みを用いて，把握
されてきた事例および統計データをあげて再検討する。そのうえで中国企業に存在する組
織構造のあり方や役員，管理職に対する評価・昇進・配置の課題を指摘する。
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問題意識と研究背景
現在，グローバル化の進展に伴う世界中の国々では，マクロ経済および企業競争力の両面

から，多様な人材を活用している。カタリスト4の統計結果によると，2013 年に発表された
「フォーチュン 500」および「フォーチュン 1000」と呼ばれるアメリカにおける優良企業
のなかで，女性 CEO あるいは女性社長はそれぞれ 25 人と 49 人，いずれも全体数の 5％以
下にすぎない5。女性の会社役員や社会登用時に現れたこの見えない壁に対して，1990 年代
から欧米における多くの学者は「ガラスの天井」として，研究を続けている。
女性役員の登用は，人権主義者による男女平等を唱えた結果のみならず，さらに，近年の
ジェンダーダイバシティに関する研究のなかで，女性の人材を活躍させる効果としては，企
業の競争力に緊密に関連し，企業の収益につなげていくことが認識されている。マッキンゼ
ーの報告（2010）6やアーンストアンドヤングなどの調査でも，女性役員を登用している企
業のほうが，女性役員のいない企業より収益が大きいとの結果が報告された7。中国では，
企業における女性役員・管理職を巡って，女性役員・管理職の登用と企業ガバナンスの向上
に関する相関関係を解明するために，近年，経済学の視点から行われた研究報告もみられて
いる。
一方，中国では，社会主義市場経済とグローバル化の進展に伴い，女性労働者を取り巻く
社会的環境も大きく変わっている。中国の法律では，女性は男性と平等の権利を持ち，男性
と同様な福利を享受することが明記されている。ところが，中国では，従来の制度的や文化
的慣習の影響にくわえて，特に，1980 年代に社会主義市場経済化が進むに伴い，経済格差
が広がり，人間関係などを利用して高い経済力を身につける女性が現れる一方で，人口の増
加による雇用市場の競争が激化され，女性の雇用，昇進，配置が不利な状況におかれる現象
も現れ始めていた。
現在の職場における中国女性の労働状況については，まず，中国の人材コンサルティング
会社による調査データから，職場に働いている女性の現状とその問題点をみよう。普段，中
国の女性は独立意識が強く，仕事志向も高く持っているとよく言われるが，実際，職場に離

4

5
6
7

カタリスト(Catalyst)はアメリカにおける女性とビジネスをめぐり，企業で働く女性の昇進や就職チャ
ンスを拡大するために，女性の採用や昇進に関する調査研究を行い サービスを提供する非営利組織で
ある。
Catalyst.org (2013)参照
McKinsey & Company (2010) p.7
「European Commission – ETW 09/03/2012」参照
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れる女性が近年，徐々に増えている傾向がみられている。例えば，中国の人材紹介会社「智
聯招聘」が行った「三・八（国際女性デー）特別女性デー特別調査」によると， 2010 年の
統計結果では，仕事で成功したいと考える女性は調査対象者の 92.5％に占めている。その
なか，職務に関しては，29.8％が女性企業家(社長，CEO など)， 22.2％が高級管理職(マネ
ージャーなど)，24.9％が中間管理職，20.4％が専門職を目指しており，一般職員を目標と
する女性はわずか 2.7％にとどまった。それに対し，2012 年 11 月時点の調査結果では，仕
事で成功したいと考えている割合は 72.04％になった。2010 年の数字に比べて約 2 割減少
していることが分かった。さらに，出産後の女性の仕事状況について，
『出産前後の職場調
査』によると，2012 年の場合，68.61％の女性は出産後に転職を考え，17.36％は実際に行
動に移している。また，実際に，約 4 割の女性が出産後に仕事を失い，21.84％の未婚女性
が昇進のために，出産をあきらめたり遅らせたりしていることが明らからになった8。
また，人材紹介と研究を行う中国の Career International 社9は 2013 年，企業に勤める
23～43 歳の男女 1700 人を対象に調査した。調査結果によると，第 1 に，69.9％の女性が
国有企業や民間企業よりも，福利厚生サービスが充実し，休暇の多い外資系企業を転職先と
して選んでいる傾向が見えている。第 2 に，昇給幅に不満を抱いている女性が男性よりも
高い水準であり，38.9％(非常に不満が 11.5％)に上ることが明らかとなリ，44％の女性は
20％以上の昇給額を望んでいることに対して，実際の昇給額10はわずか 7.1％であった。第
3 に，男性は職業キャリアの展望をより重視し，長期の計画を立てているのに対し，女性は
年齢を重ねるほど家庭と仕事とのバランスを重視することが分かった11。よって，中国人女
性にとって，報酬は仕事満足度や転職行動を決める主な要因であることにもかかわらず，現
実では，中国企業における男女賃金の差が依然として存在している。
上述した 2 社の調査結果からみると，中国の女性労働における問題は，単なる理想と現
実のギャップのみならず，女性の出産・育児や転職・昇進の際における男女の雇用格差や賃
金格差の実態から，中国女性の職業的地位が男性に比べて低いという社会実態の一面が無
視できない。
以上のような現実に対して，現在，女性労働者の中に潜在的に存在する管理職となりうる
人材の登用制度がより検討される必要がある。したがって，本研究はこの問題意識を踏まえ，
智聯招聘 HP 参考
中国語名称：科鋭国際
10 中国国家統計局が公表した 2012 年の平均賃金の対前年上昇率(実質)は，男女計で非私営部門が
9.0％，私営部門が 14.0％である。
11 科鋭国際(2013)「2013 年中国職業女性調査報告」参考
8

9
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中国企業における女性役員・管理職を対象とするインタビュー調査を通じて女性の役員・管
理職への登用実態を多様な側面から明らかにしたい。これによって，中国企業に存在する企
業の統治システムの特徴について説明・把握したうえで，現在の企業統治システムが女性役
員・管理職の登用に対する影響について考察する。さらに，中国企業の所有形態によって，
企業における役員・管理職の登用制度の特徴を明らかにして，今後，中国企業における女性
役員・管理職の登用制度の在り方と課題を指摘したい。

2.

先行研究の考察と分析枠組み
本節では，中国女性の役員・管理職の登用・昇進についての先行研究に対して説明と考察

を行う。それによって，中国の女性の職位的地位の獲得は，欧米資本主義国と異なる部分が
どこにあるか，中国企業における女性役員・管理職の登用の根本的な阻害原因はどこにある
か，について明らかにしたい。本節の構成について，2.1 では，女性の職業的地位の獲得に
関して，経済学アプローチについて整理し，欧米資本主義国と異なる中国の経済制度，国家
制度や企業の所有形態の特殊性を示す。2.2 では，中国の社会主義市場経済への移行に伴う
男女格差の問題を取り上げ，女性の役員・管理職への登用の促進に対する法律上の限界性を
示す。2.3 では，女性の役員・管理職への登用と企業統治に関する先行研究を考察し，中国
企業に存在する官僚組織を確認し，2.4 では，中国女性の社会進出に関するイデオロギーの
形成についての基礎理論を考察し，経済の市場化に伴う，経営資源の民間化および中国の社
会主義市場経済に存在する官僚組織が中国女性の社会的地位の改善を阻害することを指摘
する。それとともに，中国企業，とくに国有企業の企業統治における権力の二重構造が女性
の役員・管理職への登用・昇進を阻害する重要な要因であると指摘する。2.5 では，企業の
組織構造に焦点をあてて，カンターの制度的アプローチ及びその有用性を検討し，女性の役
員・管理職への登用問題を捉えていくための分析視角を示す。2.6 では，中国の企業統治に
おける権力の二重構造を出発点として，国家側面の労働政策および企業側面の管理職登用
制度という二つのファクターにわけ，中国企業における女性役員・管理職の登用に影響する
諸要素を考察し本書全体における分析の理論的枠組を示す。最後に，本研究における用語を
定義・説明する。

2.1 女性の職業的地位の獲得に関する先行研究の考察
従業員の職業的地位の獲得に焦点をあて，初めて研究を行ったのは，アメリカの社会学者
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ブラウとダンカンである。彼らは，従業員が職業的地位を獲得するための要因について，第
1 に，社会における経済的地位を取得し，維持，改善することが基本的な要素である。第 2
に，社会における経済的地位を取得する手段は，家族や親族から継承する方法と自分の努力
を通じて個人が獲得する方法がある。第 3 に，前述した継承および個人努力のいずれも，経
済環境や工業化に制約されている，とまとめている12。この研究は，工業化しつつあるアメ
リカを対象として得たものであり，経済的地位の重要性と従業員の個人能力を主要な側面
として強調しているが，社会主義国家の中国は欧米の資本主義社会との社会構造や経済体
制が異なり，とくに社会主義計画経済時期の中国は平均主義を提唱しているため，労働者の
経済的地位の差および労働者の個人能力の差がほぼ存在せず，均一基準で評価されている。
一方，社会主義市場経済時期の中国は，地域格差と貧富の差が存在するほかにも，階級の差
が存在している13ため，労働者たちは，支配階級との関係がなく，経済地位の獲得だけで職
位的地位を獲得することは困難である。したがって，中国従業員の職業的地位の獲得にとっ
て，ブラウとダンカンが主張する第 1 点の「経済的地位」という基本的な要素はそれほど重
要ではない。ところが，第 2 点の「家族や親族からの継承」という権力交代のありかたは，
社会主義計画経済時期の中国においても，社会主義市場経済時期の中国においてもよくみ
られる。例えば，社会主義計画経済時期において，多くの若者は，個人能力がなくても14特
殊な就業制度15を利用して中国の国有企業に就職し，職位的地位を獲得することができた16。
よって，この点は中国企業と一致する部分もあり，中国社会の権力構造においても有用であ
る。
また，中国の産業の工業化と経済の発展に伴い，新たな雇用構造や法的制度が中国従業員，
特に女性従業員の職位的地位に大きく影響しているため，ブラウとダンカンが指摘してい
る「経済環境や工業化」の要素が，中国従業員の職位的地位の獲得にとって重要である。と
くに，この研究は，経済学の視点で従業員の職位的地位の獲得に着目するものであるが，性
別による職位的地位の差別や企業側の要因が見落とされるため，限定される対象では従業
員の職業地位の獲得の要因を多角的にみることができない。したがって，この研究の見解に

Peter M. Blau and Otis Dudley Duncan (1968) pp.561-562.
Thierry Wolton(2007) (=2008, 橘明美訳，p.129)
14 『当代中国』編集委員会(1990) p.153
15 中国国務院が頒布した「国務院が労働者の定年・退職に関する暫定措置」
（1978 年 6 月 2 日施行）第
十条によると，労働者（親）は定年・退職後，生活が困難であり，あるいは労働者（親）のこどもの
就職が困難である場合では，親が働いた元企業が原則として 1 名の子どもを該企業に配置することが
できる。
16『当代中国』編集委員会(1990) 前掲書 p.152
12
13
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は共通点がある一方で，取り上げる研究対象やその分析視点は異なっている。
従業員の採用や昇進する際における男女差別について，労働経済学の視点からの研究が
ある。差別の経済理論を主張したベーカーは男女の生産性が同じであっても男女間賃金格
差が発生するメカニズムを説明した。雇主は企業の経営者の目的が利潤の最大化ではなく，
経営者自身の効用の最大化であるモデルを提唱する17。すなわち，女性を雇用したくない経
営者に対して，女性の雇用は心理的コストが生じることがある。たとえ男女が同様な生産性
を持っているとしても，経営者の立場から考えると，女性に実際支払われる賃金はその心理
的コストがプラスされると，男性賃金より高くなったため，女性を雇う経営者は存在しない
わけである。したがって，同じ生産性をもった人間でも，経営者の選考があるため，男女間
の賃金格差が存在することになる。
しかしながら，ベーカーの差別理論から考えられた差別とは，男女間における賃金の差別
に限られ，労働力とそれを雇うときのコストだけ重視したが，産業の業種が異なると，男女
労働者の雇用コストや生産性における差が全く考えられていなかったと指摘されている 18。
また，上述したように，中国では，経済システムや企業の支配関係によって，企業側は個人
能力や企業の雇用コストを重視しない可能性もある。例えば， 社会主義計画経済時期にお
ける中国の労働政策では，
「低賃金，高就業」という国家側の方針が遂行され，個人（労働
者および企業の経営者）の意思をほとんど参考にしない。女性労働者は国家や産業の需要に
より，専門職・教育職やサービス業のみならず，技術職ないし労働強度の高い工場の生産現
場などに統一雇用されたり配置された。その結果，集団主義と平均主義の環境のなかで，女
性たちの職業は安定し，男性との賃金格差もほとんど存在しなかった。
一方，集団主義と平均主義の代わりに，競争環境においも，中国女性の能力や競争力が正
しく認識されていなかった。例えば，McLaren（2004）は中国の女性雇用は社会主義計画
経済から社会主義市場経済体制の移行に伴って，アメリカなどの先進国と似ている職業の
多様性が現れたと概括した一方，一人っ子政策による労働力の減少やライフサークルへの
影響も指摘した19。孫・曹（2011）は近年，中国女性の雇用参加率の低下の問題について，
特に都市部における 25-35 歳の女性に対しての低就業率に焦点をあて，中国の労働市場に
おいての男性選好という問題点が存在し，中国の法律・政策の制定における潜在的問題もあ
ると指摘した20。また，趙・崔・李（2005）は，中国における失業女性の再就業難現状につ
17
18
19
20

Gary S. Becker (1971)
古郡鞆子(1997) p.34
Anne McLaren（2004）pp.1-6
孫芬・曹杰著（2011）pp.67-81
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いて，社会保障政策の不健全および，地方の労働部門は再就業政策を徹底的に執行していな
いことが大きな要因の一つとして指摘した21。このように，中国女性の雇用に影響するのは，
労働に関する政策のみならず，国家側が制定した出産政策や社会保障制度も重要な要因で
ある。
よって，この時期の研究は，主に国家の側面から，女性の職位的地位に対する経済的な見
方，つまり女性の労働力の経済的効果についての考察を行っていることが一つの特徴であ
る。しかし，これらの欧米資本主義国の経済モデルをベースとして構築される理論は，中国
の経済環境や社会状況と一致するかどうかについての検討がなく，さらに，国家側面からみ
た一人っ子政策などの出産制度はどのように女性の雇用に影響を与えるかについての考察
も見当たらない。
つぎに，中国における女性の職位的地位に関する研究は，1980 年代の計画開放政策の施
行後，1990 年代になると，みられるようになった。
例えば，宋・林（2003）は中国の職位的地位における男女差別が，中国の男女別社会制度
のみならず，中国従来の男女意識，分業慣習，職位の格差や社会資源の分配のアンバランス
という一連の悪循環により起こされた結果であると指摘した22。その時，女性の職業的地位
の改善についての提案は，中国政府の宣伝を加えて，様々な政策をとおして女性の職業的地
位の獲得の機会を増やすべきであるという主張が多かった23。一方，日本を含めて，世界中
の先進国における中国の女性に関する研究もその時に始められた。しかしながら，その時期
の主な研究対象や研究課題では，主に１）政治活動における女性が対象として，政治参加に
活躍している女性，２）中央，地方それぞれの政党機関に務めている女性幹部，３）家庭と
女性，４）教育と女性，５）一般女性労働者の就業と失業をめぐる調査報告やケーススタデ
ィーという分野に集中されたが，企業の取締役会などの管理層における女性はその時の調
査や研究の対象として取り扱われなかった。
これらの研究によって，中国の女性の職業的地位を検討する場合は，欧米の学者が主張す
る雇用コストなどの経済的要因のみならず，経済環境や国家直接の支配といった要素が重
要であると確認できた。企業における女性の高い職位的地位の獲得は，資本主義国家のよう
に，個人能力によって勝負することにかぎらず，国家側の影響も無視できない。したがって，
中国女性の雇用状況をより把握するために，国家の側面とともに，企業に着目し，中国の経

21
22
23

趙小寧・崔亜軍・李艶紅（2005）pp.101-103
宋麗君・林聚任（2003）p.73
上掲書 p.74
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済発展に伴う企業の統治システムや登用制度の有り方についてより全面的・体系的に検討
することが不可欠である。つぎには，まず，経済システムの発展過程から，中国の女性の就
業状況をめぐる研究を見ていきたい。

2.2 女性の就業と経済システムに関する先行研究の考察
中国における女性の就業について，経済システムによって大きく社会主義計画経済時期
（1949～1977 年）と社会主義市場経済時期（1978 年以後）に分けられる。前節で検討した
ように，社会主義計画経済時期では，男女平等の労働政策が実施されたため，女性の就業率
があげられていた。その時，労働雇用における男女格差は目立たなかったが，1978 年以降，
中国経済の社会主義市場経済への移行に伴い，中国では，女性を差別する現象が現れ始めた。
例えば 1980 年代の「女性回家24」および 1990 年代のレイオフ政策により，企業における
多くの女性は仕事を失い，彼女らの社会地位は社会主義計画経済時期に比べて低下したこ
とを否定出来ない。その時多くの女性が失業者や非正規雇用の従業員となった一つの理由
について，社会主義計画経済時期におけるクローズド労働市場が国有企業の民営化によっ
てオープンされ，一部の技能レベルの低い中国人女性労働者が社会主義市場経済の競争で
負けたからである。これについて，古郡（1997）は，労働市場存在する男女差別の視点か
ら，年齢，性別，教育レベルなどによって賃金の格差，職業の格差，雇用の格差が労働市場
に現れると指摘している25。
このように，経済的格差の拡大による市場競争の激化が起こされ，結果として，女性に対
する低賃金，長時間の労働環境が徐々に形成されてきた。このような労働環境は，女性の労
働供給の変化，労働者個体の就業行動のみならず，企業における女性役員・管理職の登用に
も影響を与えると孫・田中が指摘している26。さらに，女性役員，管理職の登用は一般従業
員やワーカーの採用とことなり，国家の政策により強制的に登用の人数や男女比率を決め
ることができないため，女性役員・管理職の登用を直接に決める企業側の登用制度が最も重
要である。企業の管理職登用制度において，男女差別のイデオロギーがあれば，女性の登用
に大きく阻害する。例えば，組織の規定では，性別を理由にして職位や賃金など差別をして
はならないが，実際的に，評価，昇進や配置の際，女性の能力や価値が十分吟味されないま

24「女性回家」とは，女性は職場から家に戻り，家事を中心にするとともに，男性が職場を中心にすると

25
26

いう分業方法である。この提案は，当時，中国政府に承認・採用されていなかったが，1990 年代の国
有企業改革および余剰人員の処理の問題において，女性の雇用に不利な影響をもたらした。
古郡鞆子(1997) 前掲書 pp.31-32
孫欣・田中豊治（2001）pp.180-189.
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ま，男性中心となる管理層は，男性をモデルに役員や管理職の資格要件や能力基準を設定す
るため，その結果として有能な女性を排除してしまう27。中国では，従来の「男尊女卑」と
いう性差意識が強いため，このような性差意識が人事制度に潜在しても，中国企業に働く男
性のみならず，女性労働者自身も意識していない可能性が高い。したがって，中国企業にお
ける組織構造や人事制度に着目して検討すれば，中国経済・制度の変革に伴う女性雇用の状
況や女性役員や管理職の登用実態と実在の問題点を観察することが可能になる。逆にいう
と，中国企業における女性地位の改善について，法令上の改善や監督の強化を採用するだけ
で，女性が働いている企業の組織構造や人事制度を改革しなければ，女性役員・管理職の登
用に関する根本問題を解決することが困難である。
同様に，中国の経済体制の移行は雇用構造における問題もみられている。この問題につい
て何はジェンダーの視点で，産業別に占める男女労働者の比率や，所有制別による男女労働
者の構成，および年齢別に見た男女労働者の比率などから，ジェンダーの不平等が存在して
おり，昇進する機会や賃金においても女性は男性に比べて少ないこともあると中国の雇用
構造の問題を指摘している28。
それ以外，再就職の女性の就業行動について，Appleton et al.（2004）は，中国都市家計
調査のデータを用いてレイオフされた労働者の再就職の確率に関する分析を行った。結果
によると，労働者の婚姻状況，前職の企業所有形態や労働者の共産党員身分の有無が再就職
の確率に有意な影響を与えており，再就職の確率に男女格差が存在することを明らかにし
ている29。さらに，馬（2009）は同じ課題に対して，中国の経済形態の移行に伴い，経済的
要因が女性の労働供給に与える影響が大きくなると同時に，戸籍制度，中国の党員制度や一
人っ子政策が女性の労働供給に与える影響も大きくなっていると初めて制度的要因を取り
上げた30。しかし，馬は党員制度を政治的要因として取り扱っているが，なぜ党員制度が女
性の労働供給に阻害要因となるか，そして中国共産党はどのような手法をとおして女性の
昇進を阻害するかという共産党組織に対する検討が欠けている。
さて，経済体制の移行と雇用構造の変化が同時に起こるとき，いかに上述したリスクを回
避し，女性の雇用を守るか。多くの研究者は女性の労働に関する法律を充実することにより
女性の就職機会を増やしたり，企業における女性労働者の比率をあげたりする効果を図っ

27

28
29
30

河上は，女性の任用について，
「システム内在的差別」という概念を提起し，それが組織やシステムの
行動慣習を影響して特定の集団を排除する要因であると指摘している。河上婦志子(1990) pp.82-97
何燕侠（2007）p.438.
Appleton, S., J. Knight, 宋麗娜, 夏青杰（2004）pp.92-118
馬欣欣（2009）pp.53-54
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ている。例えば，何は，妊娠・出産・育児の有給休暇に関する法律や社会保障制度を整備す
れば，企業における女性の失業率を低減し，女性の労働権力を保障することを述べている31。
ところが，中国では女性に対して「婦女権益保障法」など数多くの法律を制定・施行した結
果，一般従業員の女性の労働状況は改善されたが，現実的に，管理職の女性に対する登用に
おいては，依然として，グラス・シーリングなどといった男女差別の問題が存在している32。
たとえば，2003 年 1 月 8 日の新聞紙『中国婦女報』の記事では，2002 年江蘇省工会（労働
組合）は省内にある主な国有企業 460 社に務めている 155 名の女性取締役と女性監事を対
象として，アンケート調査が実施されたことが掲載された。調査をとおして，1）ほとんど
の女性役員・監事は比較的に強い責任感と男女平等の意識を持っており，女性労働者の意思
と利益を正しく表現・反映できる，2）過半数の女性役員・監事は，女性労働者の権利と利
益に関する解決案を取締役や監事会にアドバイスことがあり，3）2）のなかで提案されたア
ドバイスの 83.75%は採用された，との結果が分かった。さらに，4）取締役会が設置される
321 社のなか，取締役全体人数の 2109 名に対して，女性取締役はわずか 142 名（6.73％）
にすぎない，5）監事会が設置される 301 社のなか，取締役全体人数の 1244 名に対して，
女性取締役はわずか 151 名（12.14％）にすぎない，と指摘している。
一方，2013 年における中国女性の就業率は全体の 45％を占めている33に対して，女性役
員の登用率は 8.4％34にすぎなかったというデータから見ると，中国特色のある社会主義市
場経済という経済システムの下で施行している多くの女性政策は，女性の役員・管理職への
昇進にあまり促進効果がないといえよう。したがって，中国企業における女性役員・管理職
の登用現状は，単なる労働市場のオープン化や政策の制定をとおして改善できるものでは
ない。むしろ女性の労働環境に大きく影響する中国の経済システム自体，あるいは中国企業
における女性役員・管理職の登用制度に問題が存在する可能性があると考えられる。
これらの研究分析や調査報告の意義は，経済システムの変化とともに，新しい雇用構造や
労働政策が女性の管理職への登用に影響を及ぼしたことを明らかにした点にある。ところ
が，一体，中国の経済システムと国家の政策がどの女性を対象として，どのように女性の登
用に影響を与えたかがはっきり解明されていなかった。したがって，つぎには，経済システ
ムと女性の就業との関係をみるうえで，管理層の女性の昇進・登用に影響する企業の統治シ

31
32
33
34

何燕侠（2007）前掲書 pp.413-448.
孫欣・田中豊治（2001）前掲書 pp.186-188.
中華人民共和国国家統計局「2013 年中国女性発展綱要（2011-2020）実施状況統計報告」参考
GMI（2013）
「女性の役員比率の国際比較」参考
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ステムに着目し，考察を行いたい。

2.3 女性の就業と企業統治システムに関する先行研究の考察
経済システムの問題について，中国国務院発展研究センターの呉（2010）は，中国の社会
主義市場経済化が不徹底であり，大きな「レント空間35」が存在することと，官僚と共産党
組織の利害関係のため，現在中国の経済システムを「官僚資本主義」と表現している。さら
に，彼は共産党・政治・経済が一体化した「党国企業」
（The Party-State Inc.）およびその
三者の利益関係が存在し，それに依拠した旧来の企業の統治制度が相変わらず根強く残っ
ているため，現在中国の国有企業が国民経済に決定的支配権を持つと指摘している36。
同様に，元新華社記者の楊（2011）も中国の経済システムについて，
「権威政治に不完全
な社会主義市場経済を加えたものといった権力社会主義市場経済」と定義している37。さら
に，
「国有企業の高級幹部と政府官僚とは互換的な関係が存在し，その高級幹部の多くは高
級幹部の子弟や高級幹部と密接な関係を持つ人である」という実態から，中国では，官僚・
共産党組織による経済支配の構造が中国国有企業の権力構造を支配していると捉えること
ができる38。また，旧来の社会主義計画経済時期における共産党という支配層および官僚・
党支配の構造が社会主義市場経済時代において継続されていくため，国有企業における女
性たちは，男性中心といった官僚・党支配層のネットワークに入れず，政治的権力がなけれ
ば，国有企業における権力構造の組織から排除され，役員・管理職への昇進が一層困難にな
る39。
権力と支配関係が女性の登用に影響するのは社会主義の中国だけではない。アメリカの
学者スーザン・スターン（1977）は，構造的視点で，①ステレオタイプに基づく男性支配的
企業文化が特に企業の上層部において存在していた，②指導，コーチ，カウンセリング，ネ
ットワーク作りという昇進のためのシステムが男性には機能していたが女性には機能して
いなかった，③会社全体においてワーク・ライフ・バランスが欠如していた，という三つの
面から，女性の定着・昇進の障害要因となっていることを明らかにした40。
このように，社会主義国家の企業においても，資本主義国家の企業においても，企業の支

35
36
37

38
39
40

市場を通じず分配される資源である。
呉敬璉（2010）pp.90-95
楊継縄（2011）pp.36-40
上掲書 pp.41-42
兪春艶（2011）pp.53-54
Susan Sturm (2001) pp.492-500
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配層が組織をとおして女性の登用を含めて企業の全体を支配するといった同様な見方がみ
られる。一方，呉の研究やカンターが取り上げたインダスコ社の事例41からみると，もうひ
とつの問題意識は主に企業の支配関係において官僚制の問題をめぐるものと言える。しか
し，中国における官僚制は資本主義の官僚制と異なるところがある。ウェーバー（1921）
は，官僚制（的支配）を「家産制的官僚制」と「近代的官僚制」に区別している。彼の分析
によると，古エジプトや中国にみられる「家産制的官僚制」は，奴隷のような不自由な官吏
によって行われる特徴がある一方，近代ヨーロッパ社会にみられる「近代的官僚制」は，契
約により任命，つまり自由選択によって行われるものであるため，「近代的官僚制」が本来
の官僚制であることが強調されている42。
一方，カンターが主張している「官僚制」は，ウェーバーが定義した「近代的官僚制」を
意味している。すなわち，企業の組織を合理的で効率的に機能するためのものである43。し
かしながら，本来の官僚制に対して，ウェーバーはカンターとともに，中国の「家産制的官
僚制」についての考察，例えば，1）自由がない中国官吏はどのような組織をとおして支配
権を行使するのか，2）
「家産制的官僚制」は確かに企業組織の合理性や効率を下げるのか，
という問いを探っていなかった44。
上記の研究の結果から，以下の知見がまとめられる。まず，中国の官僚制は資本主義国家
の官僚制と同様に，組織を支配するが，それぞれの支配プロセスや行使者の地位が異なる。
つぎに，中国の官僚制は中国の国有企業のなかに存在し，企業の管理制度に大きく影響する
ことが窺える。最後に，現在，中国国有企業に残る管理制度は企業の人事制度（女性登用の
方針・政策など）への影響が大きい。それらの問題に関して，中国企業における支配と登用
の関係を解明するために，次では，まず，中国の国有企業に残っている旧来の管理制度にお
ける問題点を見ておきたい。
社会主義制度下の中国企業の管理制度と官僚制の問題について，王（1989）は以下の 4 点
を指摘している。第 1 に，国有企業において，管理権は所有権とともに国家の政権機構，い
わゆる共産党組織に干渉されるため，企業における人事の異動と配置，部門の設置などの支

41

42
43

44

Rosabeth Moss Kanter (1977) Men and Women of the Corporation, BASIC BOOKS.
（=1995，高井葉子訳『企業のなかの男と女－女性が増えれば職場が変わる－』生産性出版）
Max Weber(1921) (=1987, 阿閉吉男 脇圭平訳, pp.84-89)
R. M. Kanter, 邦訳前掲書 pp.14-15
カンターは「官僚制的な企業では，人物の選考基準は外的要因に置かれ，管理者は，自分達と適合す
る人物，つまり，自分達と同種類と思える人物（男性）のために権力と特権を保障しようとする」とい
う説明をとおして，資本主義国家の官僚制は女性の登用に影響を与えることを説明している。R. M.
Kanter, 邦訳前掲書 pp. 42-43
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配権も共産党組織に握られている。第 2 に，企業の管理職に就く多くの人は，共産党関係の
組織に就く人との緊密な関係を持っている。第 3 に，企業内の親縁関係や人間関係は極め
て複雑であるため，企業統治に大きな阻害要因となる。第 4 に，共産党組織は，企業の工会
（労働組合）をとおして企業のなかの共産党員や共産党に入りたい従業員を管理する45。こ
のように，例えばある国有企業に就く人が昇進したいなら，少なくとも 1）共産党組織にお
ける権力のある人との関係，2）企業内部の人間関係，3）共産党員である，という要件が必
要となる。このように，現在中国企業における「官僚組織」は，むしろ，上述した企業にお
ける共産党の支配層であり，そして，
「不自由な官吏」は企業における多くの共産党員とい
えよう。したがって，このような官僚組織において，「不自由な官吏」が努力や競争により
地位を獲得することはあまりにも無力化であると考えられる。
また，この共産党組織が主導する管理制度の元に構築された企業の指導制度についても，
同じような問題がみられている。まず，企業の従業員代表大会制度は，本来，企業の権力機
構になるわけであるが，しかし現在の国有企業において，その権力を行使することができな
い。なぜなら，企業の従業員を最終的に「代表」するのは国家だからである。そして，人事
制度における権力は，企業の上級の行政部門，すなわち共産党組織にコントロールされてい
る46。したがって，中国国有企業における旧来の指導制度は不透明，不合理なところが存在
している。とくに，共産党組織の要職に就く中国女性は男性に比べて大変数少ないという男
女参政における格差がある47ため，国有企業における女性の役員・管理職への登用を阻害す
る要因の一つは，企業の管理において，企業側の管理組織と共産党の管理組織が同時に存在
する二重構造の企業統治システムであるといえよう。
以上のように，中国の経済環境の変化に伴い，女性の登用・昇任に関する要因をめぐる研
究には女性の労働政策や労働の市場化などに注目した研究が多いが，企業のなかに焦点を
あてて，女性の登用・昇進と企業組織との関係に関する研究が未だに見当たらない。とくに，
中国経済を主導する国有企業では，共産党組織が企業の管理組織に埋め込まれ，共産党が企
業の支配権を持ちながら，企業の管理を左右しているため，企業における女性の登用・昇進
は企業の権力組織との関係を考察する必要がある。
これに対して，資本主義の企業をベースとしたカンターの研究により，女性の管理層への

45
46
47

王暁進(1989) pp.120-124
上掲書 pp.140-143
兪春艶（2011）前掲書 p.54
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登用に関する要因は，女性が職場にける「権力」，
「比率」
，
「機会」であると示されている48。
しかし，これまでの検討から見ると，中国の場合では，経済システムとともに，企業の統治
システムも資本主義国家と異なるため，中国企業の権力構造により「権力」，
「比率」
，
「機会」
のそれぞれの役割が欧米企業と合致していない可能性が高い。したがって，カンターが指摘
している「企業組織」と女性の管理職への登用との問題を検討する前に，中国企業，とくに
国有企業のなかに存在する組織構造の特徴を考察しない限り，企業の組織が女性の役員・管
理職への登用プロセスにおいてどのような形で存在し，どのように機能しているかが明ら
かにできない。次節では，中国女性の「社会」進出に関するイデオロギーの形成についての
基礎理論を考察し，中国企業の組織構造の特殊性について見ることとしたい。

2.4 女性役員・管理職の登用と企業における権力構造
現在，中国企業における女性役員の登用状況について，張・関（2010）は 2007～2009 年
の中国 A 株49に上場する企業に対して，次のようにまとめている。第 1 に，約 38％の企業
は，女性役員がいない。第 2 に，女性役員が 3 人以上いる企業は全体の約 7％しか占めてお
らず，残り 55％の企業のなかの女性役員は 1 人か 2 人しかいない。第 3 に，女性の外部役
員や外部監査役の女性割合が 15％を超えるケースもよくみられているが，彼女らは企業の
管理に意識決定権を持っていない。第 4 に，全体的に，代表取締役の女性の割合は 4％にし
か達していない。第 5 に，代表取締役が男性の場合の女性役員の割合は 10％未満に対して，
代表取締役が女性の場合の女性役員の割合は 22.5％に達している50。つまり，上司の性別が
リーダーシップ評価に及ぼす影響は性役割のステレオタイプと関連しているという結果を
得た。
一方，張・関は中国企業における女性役員の割合が低い要因を，1）中国従来の男尊女卑
という社会意識によって企業において，男性が主導的地位をとっている，2）育児や養老な
どの家事の負担が女性の管理職への昇進に大きな阻害原因となっている，3）企業および労
働機構が女性管理職の役割に対して十分に認識していない，と指摘している51。この研究に
よって，中国の社会意識により，家庭における性別役割分担，企業における性別役割分担が
形成され，女性の役員・管理職へ影響を与えることがわかった。しかしながら，性別役割分

R. M. Kanter, 邦訳前掲書
中国本土の上海・深センの両証券取引所には, 外国人の取引を制限され，中国国民だけが取引を認めら
れている株は A 株と，外国人が取引できる株は B 株として区別されている。
50 張娜・関忠良（2010） pp.40-42
51 上掲書 p.43
48
49
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担が女性役員・管理職の登用にどのような影響を与えたか，どのような対策を使用すれば性
別役割分担を改善できるかが十分に検討されていない。張・関の研究においても，結果とし
て，欧米のようなクオータ制度を導入によって中国企業における女性役員の登用機会をあ
げ，最終的に女性役員の割合を上げるという提案が提出された52が，すでに前節で説明した
ように，中国企業の統治システムが欧米企業と異なるため，資本主義の企業管理制度下のク
オータ制度がそのまま導入されても結局，中国企業における既存の登用制度下でうまく執
行できない可能性が高い。
また，近年の国際的調査から，女性役員・管理職の登用率は欧米の先進諸国に比べて，著
しく低いことがわかった53が，これらの研究者の大半は，上述のような女性に関する数的統
計に関心を持つことにもかかわらず，事例として列挙するレベルにとどまるケースが多い
一方，１）中国における女性が社会的地位の低下のイデオロギーを生成する要因，２）中国
の女性役員・管理職が少ない根本的原因，３）今後，中国女性の登用に関する傾向などにつ
いて，言及していなかった。それらの問題を探る前に，ここでは，まず，中国企業における
男女差別のイデオロギーの形成についての基礎理論を見ることとしたい。
社会主義制度下の中国では，共産党はマルクス主義を中国に導入するとともに，マルクス
女性観が重要な理論として採用され，中国の女性観の基礎になった54。エンゲルスは著書の
『家族・私有財産・国家の起源』において，女性地位の変化，家族内における助成に対する
抑圧や女性権利の解放を取得する方法などについて論じている。エンゲルスは初めての男
女格差の生成について，
「生計稼得はいつも男子の仕事であったし，生計稼得のための手段
は男子によって生産され，男子の財産であった。だから，家畜は彼のものであり，家畜と交
換して得た商品と奴隷は彼のものであった55」と述べている。
また，エンゲルスは現在社会における男性優位の背景について，階級の出現に伴い，男性
からの女性に対する抑圧が生成される一方，生産の発展により財産が氏族の共同所有から
私的所有へと発展し，家庭外で働く夫の稼ぎが増えたことで，夫が妻に対して優位を持ち，
逆に，妻が夫の付属品として支配されると主張しており，従来の母権制社会から父権制社会
への変化56がみられるため，女性を解放しなければならないと指摘している。そして，エン

52
53

54
55
56

上掲書 p.44
民間機関の GMI の 2013 年度の「女性の役員比率の国際比較」調査から見ると，2013 年における女性
役員比率は，中国 8.4%に対して，ノルウェーは 36.1%，スウェーデンは 27.0%，フィンランドは
26.8%となっている。
楊巧娜（2013）p.3
Friedrich Engels (1884), (=1999, 土屋保男訳, p.218)
「...母権制の転覆は，女性の世界史的な敗北であった。」前掲書 p.79
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ゲルスは女性を解放する方法として，
「女子の家事労働は，今では男子の生計稼得労働に比
べて影のうすいものとなった。後者がすべてであり，前者はくだらないつけ足しであった。
ここにすでに，女子が社会的な生産的労働からしめだされて，私的な家事労働に局限された
ままであるかぎり，女子の解放，男子との女子の対等な地位は不可能であり，今後も不可能
であろうということが示されている57。」と述べている。
つまり，女性の社会的地位の低下のもっとも重要な原因について，マルクスやエンゲルス
は資本主義に存在する私有制度が根本的な原因であると指摘している。その問題を解決す
るためには，女性社会への進出，すなわち，女性の労働への参加が重要な行動と主張されて
いる。
一方，
「国家」における「権力」について，エンゲルスは「国家は，通例，もっとも勢力
のある，経済的に支配する階級の国家であって，この階級がこの国家を媒介として政治的に
も支配する階級となり，こうして被抑圧階級を制圧し搾取するための新しい手段を手に入
れるのである58。
」と論じている。すなわち，国家というものが，階級間の利害対立を止める
ために作られた制度である一方，国家を主導するのは経済的に社会を支配する階級である
という国家の支配構造の特徴もみられる。この支配構造のもとで，マルクス理論は，「下部
構造（労働者，経済，生産など）が上部構造（社会，政治，文化など）を規定する」と主張
し，換言すると，
「経済が国家のすべてを支配する」ということである。
改革開放以来の中国は，相変わらず上述したマルクス理論やマルクス女性論を中心的な
指導方針として中国の経済制度や女性労働の保護政策に導入しつつける。とくに，中国は社
会主義計画経済から社会主義市場経済への移行とともに，法律の制定・改善をとおして女性
の労働力率が推進されてきた。しかしながら，男女平等政策を推進する最終目的は女性の社
会的地位の改善ではなく，マルクス・エンゲルスが指摘した経済の発展という目標を達成す
ることであるため，女性の社会地位の改善の立場から根本的に背離することになった。特に，
経済の市場化とともに，その裏に「官僚資本主義」，あるいいは「権貴社会主義市場経済」
が生成され，
「公有制」と言われる中国の「社会主義市場経済」は結局「官僚制的支配」の
特徴が現れてきた。その結果，中国の女性労働者が，徐々に男性優位の社会環境のなかで，
支配層に支配される立場に変わってきた。
ところで，中国の全人民所有制は，決してすべての労働者に財を共有させる制度ではなく，
共産党組織が公民の所有権を代表する制度である。それによって，「全人民所有」の国有企
57
58

前掲書 p.217
前掲書 p.231
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業の支配権が共産党により代表されることも自然なことであり，企業の女性たちは男性と
区別し，
「非効率的な労働者」として認識してしまうことにより，女性が中国における社会
的平等化に関して更なる不利な立場に追い込まれている。これについて，中国の国有企業に
おける女性役員の昇進を支配するものとしては，従業員たちの自らの努力でなく，企業にお
ける共産党委員会や工会（労働組合）が制定する登用制度であるという指摘がみられる59。
これらの研究と社会的実態から，中国では，資本主義的特徴のある経済制度が，私有制度
を批判する社会主義の男女平等制度との矛盾がみられる。一方，中国企業，特に国有企業に
おける女性の登用問題の根本は，旧来（社会主義）の企業統治システムと中国特色（資本主
義）のある社会主義市場経済システムとの食い違いであるといえよう。中国国有企業の所有
形態は「全人民所有制」であると言われるにもかかわらず，企業に存在する資本の「私有化」
および官僚組織といった資本主義国家の特徴がよくみられている。また，中国国有企業にお
ける統治システムの特徴は，企業側と共産党側両方が企業の管理組織を操縦する「二重構造」
とした特殊な統治システムである。したがって，資本主義の特徴がある中国企業において，
女性の登用問題を分析する際には，資本主義国家の経験を参考にする必要もあるし，中国独
特な要因を重視する必要もある。企業のなかでは，労働政策や一般従業員の女性の配置割合
をいずれ改善しても女性を支配する男性優位といった権力組織のイデオロギーを変えなけ
れば，根本的に男女差別をなくすことができない。結局，欧米資本主義国家の女性と同じよ
うに，女性たちは企業の組織に存在するグラス・シーリングにあててしまい，管理層まで上
がらない可能性が高い。
つぎに，資本主義国における女性役員・管理職への登用問題についてその分析視角と要因
を見ることとしたい。

2.5 本研究の分析視角に関する検討
アメリカの有名な研究者Ｒ・Ｍ・カンターは，アメリカ企業における男女差別が生じる理
由について，経営管理層に存在する男性優位であると指摘している。資本主義経済下の企業
は，より高い利益を獲得するため，国家の官僚組織のような管理組織をとおして企業の合理
性と効率性を追求している。そして，管理職は企業の管理組織を支える重要な役割を持つた
め，管理職は企業の合理性と効率性にとって，
「つまり，問題ヘの断固たる取り組み，理論
化し計画する分析的能力，課業遂行上生じる利害について個人の感情的な思慮を排除する

59『中国婦女報』(2003

年 1 月 8 日付け)参考
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能力，卓越した問題解決と意思決定における認知能力」（R. M. Kanter, 1977, p.15）という
資質のある人が選ばれる。しかし，これらの資質・判断基準は男性のものとされているため，
女性が管理職に入ろうとすると，男性に排除されてしまう。
また，カンターは，不確実性のリスクを低減するため，企業の経営管理業務が閉ざされた
集団の中で行われるようになったと指摘している。たとえば，
「（企業の）組織内での統率力
を委譲し，自由裁量の幅を広げることへの憂慮から，管理者達は，
（個人的な裁量に頼り，）
信頼できる他者を選ぶ60」
。したがって，管理職への登用の際には，性別に関わらず，直属の
上司が部下に判断を下すわけである。上司が男女差別の意識を持ってその判断を正しく行
わなければ，女性が企業のなかで昇進することなどありえない。そのため，女性の管理職が
企業のなかでいかに公平に選ばれるかという点が，もっとも大切なことである。
その問題に対して，カンターは企業に存在する男女差別を解消する有効な方策は女性個
人が身を改善することだけでなく，組織の全員にとって好ましい組織構造の改善にあると
主張している61。なぜなら，企業における女性の昇進プロセスは，決して女性自身で氷解・
決定するものではなく，企業における組織をとおして実現することとなるため，男女差別を
根本的に解消すると，企業組織の女性が努力する一方，組織の支配権を有する男性優位のイ
デオロギーを変えなければならない。近年，中国企業において成功している女性役員・管理
職に関する報道や事例が少なくなかったが，中国企業における女性役員・管理職の全体数か
ら見ると，依然として男性と大きな差が存在している。この問題，すなわち，企業に存在す
る男女差別を解消する有効な方策としては，女性を個別で対応することではなく，企業の登
用組織の全員にとって好ましい組織の構築であるとカンターが主張している 。さもないと，
結局，登用された女性たちは「トークン」62の対象に変わっていく可能性が高く，女性役員・
管理職の登用問題が根本的に解決できないとみられる。とくに，中国企業の場合では，企業
の管理を大きく左右する共産党組織も同様に，企業の組織をとおして女性の登用に権力を
行使するため，中国企業における女性役員・管理職の登用問題の改善について，個人に比べ
て企業の側面における分析がより有効であるといえよう。
ところで，女性たちは「トークン」になる理由として，企業側の問題点にあるという指摘
がみられる。佐野・若林（1990）の研究によると，女性平等を促進する政策が実施された後
60
61

62

R. M. Kanter(1977), 邦訳前掲書 p.75
上掲書 p.293
カンターが，職場における女性は「紅一点」
（象徴，もしくは名ばかりの者）であることにもかかわら
ず，圧倒的に少数派の女性管理職は，全女性を代表する役割という現象を「トークン」と解釈する。上
掲書 p.208
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も，昇進の限度，女性の能力に対する認識や仕事の配置などについての男女差別が相変わら
ず続いていることである63。それについて，カンターは女性の「個人」モデル自体の力およ
び相応の施策の限界性を示し，女性問題を根本的に解決することができないと指摘してい
る64。したがって，女性が男性と対等的な地位を得るためには，女性が獲得できる「機会」，
「権力」
，
「数」を男性と同一視する組織の構築が必要であり，あるいは，その組織を生み出
すための制度を策定しなければならない。
そこで，カンターが挙げている要因についての検討とともに，中国企業，特に国有企業の
組織構造の特徴および中国企業における女性役員・管理職の登用に関する理論的枠組を考
察する。この作業をとおして，本研究では，カンターの研究方法を補完しながら，中国企業
における組織構造と支配関係をさらにクリアにすることができ，今後，中国企業ダイバーシ
ティ経営の管理制度に応じる新たな登用制度構築の一助と志している。
まず，
「機会」とは，
「職を異動することを意味しており，他の人々より目立つ存在になれ
なければ，より高い管理職に就くことはできなかった65」。すなわち，機会を得て異動する
こと自体が成功の意味をしている。そして，カンターは異動に影響する要素について，1）
現在の職務，2）社会的認識・文化，3）競争の結果，4）経路，という四つに分けており，
女性はこの機会を与えられることがなければ，男性に優先的に振り分けられる傾向にある
と説明している。
そして，
「権力」とは仕事の遂行，目標達成のために必要なすべての資源を動員し，手に
入れることができる力であるとカンターは定義付けている。そして，カンターは，権力のあ
る者を行動への道具を手に入れる者と表している66。
最後に，組織における女性の「数」について，カンターがそれは組織構造を変革するため
にもっとも重要なものと位置づけている。彼女は男女の数によって引き起こされる女性の
「トークン性」および男性の「ドミナント性」を分析し，管理層において崩れる男女比率，
すなわち男性より女性が少ない現状は女性の昇進が進まない最大の要因と指摘し，男女比
率の数字上のバランスが，
「機会の平等」を実現する不可欠な要素であると主張している67。
さらに，女性を各部署に配置する際，女性は他の男性より「トークン」として扱われないた

63
64
65
66
67

佐野幸子・若林満（1990）pp.99-111.
R. M. Kanter(1977), 邦訳前掲書 p.288
上掲書 p.80
上掲書 p.143
上掲書 p.265
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め，一度に女性を 3 人以上入れなければ，意味がなくなってしまうからである68。換言すれ
ば，女性の「数」を増やす最終的な目的は，組織のなかにおける女性の「比率」の上昇をと
おして女性の権力をアップさせることである。すなわち，トップ管理層には，女性を 1 人で
はなく 1 群として入れることが必要である。
カンターの理論には，資本主義国家制度下の企業における女性役員・管理職の昇進に影響
する鍵となる「権力」の要因が見つかっている。資本主義の特徴がある中国においても，カ
ンターが指摘した要因の姿がみられる。例えば，中国企業に働く多くの女性従業員は，家事，
育児や男女別の性役割社会意識の影響で，役員・管理職への昇進意欲に特有なプレッシャー
を受けている。さらに，女性は補佐的な役割として企業の男性に認識され，管理面における
能力は男性に比べて低いという男女別の性役割分業意識もあるため，中国社会はアメリカ
と同様，父権制意識の背景の下で，なかなか，女性の人材の価値に対して正確に認識できな
い。成功した少数の女性の起業家や女性役員が報告されても，カンターに指摘された「トー
クン」としてみられる場合が多い69。ところが，中国企業の組織に存在する二重の権力構造
のなかに，
「共産党組織」の役割がかなり大きく存在し，とくに国有企業における共産党組
織は人事異動に絶対的な支配権を持っているため，企業側の権力や女性自身の努力によっ
て女性の昇進にもたらす効果は弱い。すなわち，中国企業とアメリカ企業との「権力構造」
のタイプが異なるため，女性の昇進を阻害する要因も異なると推測できる。現実の中国国有
企業において，女性は企業内の異動過程を経ず，共産党組織の権力を利用して男性の圧倒的
に多い管理層に昇進できたケースもある。
つまり，中国企業における女性役員・管理職の問題の根本は女性自身にではなく，企業の
組織内で表面化していない欧米企業と異なる権力構造にあると筆者は主張する。さらに，こ
の権力構造は男性中心となる可能性があり，既存の管理層における男性幹部，あるいは男性
を基準にした登用制度は女性の昇進する「機会」を排除される可能性がある。ところが，カ
ンターの理論では，企業の中で二重の組織構造が存在する場合はどう取り扱うか，どのよう
に分析するかを言及していない。さらに，実証分析に関する先行研究では，産業別，企業の
所有形態別，企業の規模別，あるいは役職別を対象とする経年調査のデータを用いて女性比
率によって企業の経営状況を比較する方法が挙げられるが70，中国企業における女性役員・
管理職登用について，企業の組織構造の側面にあてた統計的手法による実証研究は，現在未

68
69
70

上掲書 pp.217-220
SHI, K. and N. ZHANG (2011) p.43
児玉直美・小滝一彦・高橋陽子（2005）
「女性雇用と企業業績」『日本経済研究』No.52 参考
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だに見当たらない。その背景としては，社会主義計画経済下で中国政府が国有企業の改革を
とおして「男女別定年制」やレイオフ政策を採用していたため，当時は多くの女性労働者の
価値が低く評価され，早期退職の対象として就業できない者として評価されたことである。
中国企業の女性の昇進環境を改善していくためには，企業側が女性が昇進できるように
経済環境を整え，必要な登用政策や人的資源を積極的に提供することのみならず，女性の昇
進に役に立つ企業の組織構造と組織内の権力構造に対する考察は重要である。中国企業に
おける女性役員・管理職の登用に関する阻害要因を分析する際，カンターが指摘している父
権制といった社会背景や企業の組織構造や権力の重要性を無視できない。一方，中国の経済
環境はアメリカと異なり，中国企業の組織構造と権力の行使においても，アメリカ企業にな
い特殊の形で存在しているため，カンターの分析手法をそのまま用いると，限界性が存在し，
中国企業にあてはまらなくなる可能性がある。その問題について，次節では，カンターが指
摘している「機会」
「権力」
「比率」という要因を検討しながら，中国企業の女性役員・管理
職の登用に関する分析枠組みについて考察してみたい。
上記の研究を総合的にまとめてみると，以下の 4 点の示唆を得られている。第 1 に，女
性の役員・管理職への登用要因について，変化しつつある国家の労働政策および企業におけ
る登用制度という二つに大きくわけられる。第 2 に，1 の影響で，企業における男性主導の
権力構造が存在し，男性優位の登用制度が生成される可能性がある。第 3 に，中国企業にお
ける二重構造の統治システムにより，女性の役員・管理職への登用要因を分析する際に，企
業の権力構造に着目し，
「構造的要因」に対する考察が重要である。第 4 に，カンターの分
析方法を中国企業に用いる際，その限界性および不足を検討する必要がある。例えば，女性
の役員・管理職への促進には，企業の組織構造の違いによって，そのなかにある「比率」と
「機会」の意味を工夫する必要がある。また，中国企業における女性の登用の「権力」につ
いては，女性個人の能力だけで支配されるもののみならず，企業に存在する組織の権力に対
する分析こそ意義がある。これらの見解は本研究の分析枠組を作る際に重要な示唆を与え
ているといえる。

2.6 本研究の分析枠組み
上記の問題意識及び先行研究を踏まえ，本節では，筆者はＲ・Ｍ・カンターの理論を検討
しながら分析枠組を構築する。まず，この分析枠組は，中国企業における女性の登用と昇進
が，
「国家の労働政策」と「企業の登用制度」という大きく二つのファクターにより左右さ
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れている（図 1）。前者は管理職のみならず，中国の労働者全体に対して施行される政策で
あるため，企業の役員や管理職の評価，選考，登用，配置と関わる「企業の権力構造」や企
業独自の「管理職選考制度」などという企業側の登用制度を図れない可能性がある。一方で，
後者は企業に視点をおいているが，
「企業の統治システム」が「共産党組織の指導方針」，
「公
司法」や「工会法」などという国家政策に影響され，法制度の不足として女性役員・管理職
の登用を阻害する可能性があることを示している。したがって，この分析枠組みによって，
改革開放以後，経済環境の変化に伴う中国企業における女性役員・管理職の登用を，国家の
側面と企業の側面という二つのファクターから，女性の登用に影響する構造的要因，いわゆ
るカンターが提出した「機会」
，
「権力」，
「比率」をより全面的で包括的に捉えることができ
る。次では，それぞれのファクターについて説明を行う。

図 1. 中国女性役員・管理職登用の分析枠組み
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企業における女性が昇進する根本的な前提は企業で働いていることである。「国家の労働
政策」は女性労働者の就労促進を規定する制度的なファクターであり，これは主に「中華人
民共和国就職促進法」
，
「中華人民共和国労働契約法」や「中華人民共和国工会法」（労働組
合法）などの形でみられる。一方，能力を備えた女性幹部を積極的に登用する「中国婦女発
展綱要」
（中国女性発展綱要）は共産党の行政部門のみならず，将来，中国最大の NPO で
ある中国婦聯（中国女性連盟）や企業に置かれる工会（労働組合）などの共産党組織におい
ても，管理職の女性を登用する姿勢と支配権力を示している。
女性が従業員から役員・管理職まで昇進するならば，カンターの理論によれば，一般従業
員の数を増やすことだけで成功にならなく，まず，その昇進の条件を作らなければならない。
女性の管理職への昇任機会，すなわち，女性の異動を促進する政策がなければ，女性の昇進
が難しくなる。
中国の労働政策は，女性の登用に対してすべて積極的な影響をもたらすといえない。例え
ば，1980 年代初期によく論争された「婦女回家」
（女性は家に帰れ）の論調や「一人っ子政
策」の実施に伴って，多くの女性はレイオフされ，あるいは減給された。これらの政策が制
定される背景には，女性自身の不足ではなく，旧来の「男尊女卑」という社会的側面に影響
があると考えられる。
社会的側面としては，まず，中国の女性に，長い間，男性優位を社会制度として続けてき
た歴史的文化的背景による影響が無視できない。この社会的要素は中国の男女分業意識に
大きく影響するとともに，中国社会における女性の働きやすい労働環境の構築も阻害して
いる71。中国の文化と社会意識を支えてきた儒教の理論によると，女性の存在する価値は「内
人」
（家内）として，すなわち，子供を生み育てるなど家から出ない人間と認識されていた。
さらに，このような文化的な要因は労働者の女性のみならず，男性や企業の経営者，さらに，
中国の雇用制度にも影響を与えている。邵（2006）は，
「婦女権益保障法」など女性を対象
とした諸法律を制定する経緯を示し，女性従業員の権益は業種，職位，雇用方式や地域に区
別がないことを強調しながら，一部の企業は依然として，従来的「男尊女卑」の意識が存在
しており，女性従業員は身体的や家庭的など正当の理由があっても，減給や解雇などの違法
行為を行う現実を指摘した72。
一方，中国では，社会主義市場経済体制および競争という概念の導入とともに，その競争
の結果が女性の昇進を阻害する可能性もある。例えば，1990 年代から本格的に実施された
71
72

孫欣・田中豊治（2001）前掲書 pp.173-177.
邵芬（2006）pp.59-63
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「国有企業改革」の中で職を失った多くの女性従業員は競争の敗北者とみられるため，彼女
らは，再就職する意欲があっても，採用担当者に低く評価されたり，自分の能力に対する不
信感を生じたりすることにより，昇進を望まなくなる。また，中国の労働政策は一般従業員
に対応するものであるため，管理職に就く人たちに対しても同じ雇用・昇進基準で取り扱う
ことが一般である。しかしながら，管理層に就く人の経路は必ずしも一般従業員と同様では
ないため，それらの政策は管理職へ昇進する志向のある人に対して不利な影響を与える可
能性がある。例えば「男女別定年制度」は，もともと肉体的労働者を対象として制定された
ものであるため，性別，年齢や作業内容によって異なる。ところが，管理職に就く人たちは
肉体的労働者と比べて，作業内容，作業環境および昇進経路が大きく異なる。「男女別の定
年制度」は標準化の経路を前提として標準化の就労条件をつけると，ある職能の管理職まで
昇進してきた人は，標準化と違う経路，例えば，進学，結婚，出産や育児などの影響で，年
齢や性別などの標準条件を満足しなければ，その職能を遂行する能力があってもそれ以上
の管理的地位に就くことはできなくなる。あるいは，女性が管理職に就いても，
「男女別の
定年制度」の制限で同条件の男性より早く退職される傾向がみられる。
このように，
「国家の労働政策」のファクターは，女性の異動のモチベーション，すなわ
ち「社会的認識・文化」
，
「競争の結果」，
「経路」に大きく影響していることが読み取れる。
これは，カンターが取り上げる昇進に影響する原因と合致している73。しかしながら，現行
の国家の労働政策は，管理職に就く人たちをめぐって策定されるものではないため，企業の
側面から女性の異動のモチベーションをさらに探る必要がある。
「企業の登用制度」は，女
性の管理職への昇進モチベーションや信用を形成させ，管理職選考制度の透明化および公
平化を目指すという企業に内在するファクターである。「企業の登用制度」から，カンター
が指摘している「職務分類」という女性の異動モチベーションに影響するもう一つの原因を
図ることができる。この点について，筆者が中国企業（国有企業，民間企業，外資系企業）
を対象に実施した調査において，中国の国有企業は国有企業から民間企業への改革を経て，
多くの女性は依然として異動するチャンスの低い，あるいは昇進段階の短い事務職や秘書
などの職位に置かれることを確認できたが，
「共産党委員会」，
「工会」や「婦聯」などの「共
産党組織」における要職に就く女性，あるいはその要職の人と緊密な関係を持っている女性
は，企業の役員・管理職に登用されるケースが多い。そのような「職務」がない女性は，能
力が男性より高くても昇進する可能性はほとんどない。要するに，中国の国有企業に残って

73

R. M. Kanter(1977) 邦訳前掲書 pp.89-95
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いる共産党組織の権力構造は女性の異動を阻害していると判断した。
女性が従業員から役員・管理職まで昇進するとき，先述した「機会」のほか，個人の能力
という第二の条件も不可欠である。なぜなら，企業における人事の異動は，昇進しようとす
る人だけで決定するわけではなく，必ず企業におけるほかの人，例えば上司，同僚や部下の
了解を得たうえで，所定の手続き（評価制度や選考制度など）を行わなければならないので
ある。したがって，企業において，
「信用」を多く取れる人間は，資源を調達し，仕事をや
り遂げ，目標を達成するための必要なものを獲得する可能性が高い。カンターはその能力を
「権力」と定義付けている。
「権力」を持つ人は，昇進が含まれる行動の道具を入手できる
人であり，より高い職位を獲得する可能性が大きくなると考えられる74。したがって，女性
たちが管理職への昇進に必須である「権力」を得るために，「信用」を高めることが重要で
ある。
「国家の労働政策」のファクターから見ると，女性自身が特別な努力をしなくても，共産
党組織の法律における支配力を利用して昇進できる。例えば，
「工会法」
（労働組合法）や「中
国妇女发展纲要」
（中国女性発展綱要）に選抜された女性たちは，数回の選考を通さなくて
もこの政策を利用し共産党の政府部門や共産党組織がある国有企業の管理層に入れる。こ
の権力の獲得プロセスについて，カンターは「国家の労働政策と利用して取った女性の権力
は正式な構造からではなく，より隠れた政治的過程から得られることが多かった」と述べて
いる75。これについて，中国の統計機構はこのような組織の政策をきっかけとして中国企業
の役員や管理職に昇進した女性の数について統計していないため，国家の側面だけで中国
企業における女性の昇進と組織の政策との相関関係の有無を断言できないが，中国共産党
は法的制度においても支配力を持っていることが特徴的であると否定出来ない。
一方，筆者の調査では，組織の政策を利用せず，女性が自身の努力をとおして「信用」を
得て役員や管理職へ昇進できたケースもあったため，女性は政治的過程以外のルートをと
おして信用も獲得できると確認できた。したがって，企業の「管理職評価制度」や「管理職
選考制度」などの登用制度を考察すれば，女性の昇進と企業組織における権力との支配関係
を把握することができる。また，女性たちに対して，自分の立場を支持する同盟者を増やす
と，信用を高めることも考えられるが，中国国有企業の場合では，この同盟者は企業組織に
おける人のみならず，共産党組織における同盟者も重要な役に立つ。
男女の「比率」の問題について，政府は女性の登用促進政策などの組織の政策をとおして，
74
75

上掲書 pp.142-143
上掲書 p.141
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女性の労働力率を改善することができる。しかしながら，女性の異動と同様，「国家の労働
政策」ファクターの効果が一般従業員に限定され，企業の管理層における女性の登用をカバ
ーできない部分が存在している。また，「企業の登用制度」ファクターの「女性管理職の登
用目標」
，
「管理職評価制度」と「管理職選考制度」の内容を支配する企業部門は，独立で最
終的な意思決定権を持たないため，最終的に，共産党の立法機構に支配されざるをえない。
したがって，現在中国の企業における女性の「トークン」問題を法的制度で改善するならば，
その前提として，共産党組織のトップ層における女性の「トークン」になる問題をまず解決
しなければならない。
上記のように，筆者は社会主義計画経済時期における「国家の労働政策」ファクターが主
流であった女性役員・管理職の登用の権力構造を，現在，社会主義市場経済時期における「企
業の登用制度」ファクターが主流となる女性役員・管理職の権力構造と比較しながら，カン
ターの分析方法に中国国有企業に存在する共産党組織の権力構造を補足し，企業における
女性の管理職への登用・昇進に影響を与えている最も主要な要因を示唆している。換言すれ
ば，図 1 で挙げられるように，男性優位である共産党組織が「国家の指導方針」という形式
で，国家の労働政策ファクターおよび企業の登用制度ファクターに入って，女性の役員・管
理職への登用要因を決定的に支配している。本研究は以上の枠組みに基づき，分析を行う。

2.7 本研究における用語の定義
本節では，中国建国後から現在まで 5 期を分けて，女性の雇用に影響を与える経済体制
と社会システムの沿革を整理し，各時期における産業別の女性雇用状況を見よう。今後の図
表のなかで使用される用語の定義や中国語の表示方法について，以下の諸点をここで説明
しておく。
（1）本研究では，三次産業の分別と内容について，下記のように取扱う。
第一次産業はサービス業に属していない「農業」，
「林業」，
「牧業」
（牧畜・畜産業），
「漁
業」
（水産業）である。第二次産業は「採鉱業」
（採掘活動に伴う補助作業は含まない），
「製造業」
（金属製品，工作機器および関連設備の修理作業は含まない），
「電力，ガス，
水資源，エネルギーの生産と供給業」，
「建築業」である。第三次産業は第一次・第二次
産業以外のすべての業界を指し，すなわち「サービス業」である76。
（2）本研究に用いた統計データは，各年末の確定値であるが，年度の途中や確定されてい

76

中華人民共和国国家統計局 『国民経済行業分類』(GB/T 4754-2011)より作成
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ない暫時的な数値について，必要に応じて注を付けられる。
（3）本研究では，中国企業における「董事」，
「董事長」，「董事会」はそれぞれ，日本企業
に設けられる「取締役」
，
「代表取締役」，
「取締役会」と同じ意味で取り扱う。ただし，
「外部董事」や「独立董事」について，中国統計機構や掲載先が発表された一部の統計
データのなかで明記されていない場合もある。中国の「公司法」（会社法）によると，
企業における「独立董事」の資格，登用や選任について，別途，中国国務院が設定した
『上市公司章程指引』
（上場企業章程の手引），
『关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见』
（上場企業に独立董事制度の設立に関する指導と意見）
，『中国证券监督管理委
员会关于规范上市公司行为若干问题的通知』（中国証券監督管理委員会による企業の行
為を規範する若干問題の通知）
，
『上市公司治理准则』
（上場企業管理の準則）に要求さ
れた条件を満たさなければならない77。また，近年の研究では，外部董事や独立董事は
企業ガバナンスや企業収益との相関関係について明確にできていない78ため，本研究に
おけるオリジナルデータ，実証分析や事例研究のなかで，「外部董事」と「独立董事」
を企業の最終的意思決定権を持ていない管理職として取り扱うこととする。
（4）本研究のなかで用いる「管理職」に当たる対象について，筆者は「公司法」の規定79の
より，株式会社における取締役会など企業の最終的意思決定権を持っている管理職以
外に，「経理」，
「財務責任者」
，
「董事会秘書」および企業章程に規定された責任者は，
最終的意思決定権を持っていない「管理職」として取り扱う。また，国有企業では，企
業経営の促進，労働者権利の保護，従業員のモチベーションの向上を管理するため，企
業管理の権力を有する80中国の労働組合，いわゆる「工会」や「党委」
（共産党委員会）
など企業を支配する共産党組織が設置された企業が数多く存在している。筆者は，こう
した統治構造の特徴によって，
「工会」や「党委」が設けられる企業にいる「党幹部」
も企業の意思決定権を持っている管理職として取り扱う。中国企業における職務分類
の詳細について，筆者は本論文第 3 章の第 2 節で詳しく説明している。
また，本論文では，企業の所有形態について，筆者は下記のように取扱う。
（1）国有制企業とは，企業の資産は全人民所有制（公有）においての企業である。経営権，
所有権がともに国にある企業は「国営企業」に対し，所有権は国にあるが，経営権は企
業にある場合は「国有企業」と呼ばれた時代もあった。1993 年の第 8 回全国人民代表
77

中華人民共和国「公司法」第四章 第五節 第一百二十二条
Yang, X.S., ed. (2007)
79「公司法」(2014) 第十三章 附則 第二百一十六条
80「中国工会章程」
（2013）総則
78
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大会における憲法改正に伴い，
「国営企業」は「国有企業」として呼ばれはじめた。
また，国有企業のうち，中央政府の管理監督（国務院の国有資産監督管理委員会（国
資委）
）を受ける国有企業は「中央企業」に対して，地方政府の管理監督（省・自治区・
市・県政府）を受ける国有企業は「地方企業」とよばれる。
（2）集団所有制（郷鎮）企業とは，地方の行政部門が出資，経営する企業である。ここで
の「集団」は，地方の行政部門のみならず，地方の知名企業や資金力のある経営者も意
味する。したがって，地方の行政部門が出資した集団所有制（郷鎮）企業は，国有企業
のように，地方の行政部門による管理・監督を受けなければならない。
（3）私有制企業とは，企業資産は個人により出資される企業である。私有企業のなかで，
従業員は 8 人（8 人含む）以上の場合は「私営企業」とも呼ばれるが，8 人以下の場合
では，
「個体戸」
（自営業）と呼ばれる。
（4）その他所有制企業とは，海外（香港・マカウ・台湾を含む）の投資により設立された
（すべて外資の外資系企業は「独資企業」，一部外資の外資系企業は「合資企業」と呼
ばれる）
，所有制が異なる企業による共同出資・経営する企業などである。
本研究では，国有企業以外の企業を民間企業と称するが，民間企業の統治構造は必ずしも
国有企業と異なることを意味していない。例えば，旧国有企業の改革・株式化をとおして上
場した民間企業の所有権は，従来の国家独占から国家と一般の株主により共同で所有する
形に変わったが，その企業の所有統治構造は相変わらず，国家や党組織の指導力が存在する
ため，一般の株主の役割は資金の投入と回収に限られ，企業の絶対的な支配権を持つことが
できない。

3.

本研究の調査方法と調査対象

3.1 質的研究に関する理論的視点と調査方法
社会現象を実証的に説明する研究は，定量的なデータを扱う量的研究と定性的なデータ
を扱う質的研究に分けることができる。量的研究を行うためには，研究対象に関連した先行
研究のなかで，すでに概念が抽出されている必要があるが，概念の抽出に関する研究成果が
蓄積されていない場合には質的研究を用いることが一般的である81。
質的研究方法について，Merriam（1998）は，研究の理論的視点により，次のように，実

81

戈木クレイグヒル（2014）p.30
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証的(positivist)，解釈的(interpretive)，批判的(critical)という三つの種類に分けられる82。
① 実証的調査は，客観性，予測，反復可能性を重視し，因果関係を説明するための手
法である。したがって，科学的で実験主義的な調査をとおして得られた知識は，客観
的で定量的であり，実証的調査の視点からの「日常世界」
（reality）は，静的で観察・
測定可能なものである。
②

調査の解釈主義的視点において，人々の行為は知識や教育に影響され，時，場所，

人間という「現実世界」
（reality）と切り離すことはできない。解釈的調査をとおし
て，人間の行為，プロセスや経験の意味が仮説または理論生成的探求のモードによっ
て探究・理解される。
③

批判的調査は，人間の行動を解釈・理解するだけでなく，社会的批判を行い，社会

的変革を起こすための手法である。こうした調査によって生成された知見は，人間や
組織の行動を理解することではなく，社会のイデオロギー的批判となる。
また，質的研究が適している主たる課題について，Richards と Morse （2007）は，以下
のようにまとめている83。
①

ほとんど知られていない課題，あるいは，既存の研究における不十分な領域を新た

な視点で理解・探求したい課題である。
②

ある複雑な状況や多重的な背景を持つ現象の実態を把握し，その現象の意味を明

らかにしたい課題である。
③

ある現象の実態をとおして，理論の反映や理論的な枠組みの構築に役立つ課題で

ある。
本研究は，
「中国企業における統治構造は，女性役員・管理職の登用にどのような影響を
及ぼすのか」という問いについて，女性と企業の行動の社会的・文化的文脈の特殊性に注意
を払い，女性が生きている「現実世界」
（reality），すなわち企業の組織を研究するものであ
るため，解釈主義的視点に応える質的調査を行うことができよう。つぎに，本研究における
質的研究の方法について説明・考察するとこにしたい。
質的研究方法について，近年多くの研究者が採用しているのがグラウンデッド・セオリ
ー・アプローチ（以下，GTA と称する）である。なぜなら，GTA を用いれば，データ収集
や分析の過程で生じる誤差を最小限にとどめるとともに，データ分析のプロセスでは研究

82
83

Sharan B. Merriam（1998）
（=2004，堀薫夫, 久保真人, 成島美弥訳，pp.5-6）
Lyn Richards, Janice M.Morse (2007) (=2008, 小林奈美監訳, p.22 参考)
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者の解釈を他者と共有し，新たなアイデアや理論を生み出すことが容易になりと思われる
84。GTA

はストラウス（A.Strauss）版やグレイザー（B.Glaser）版などいくつの種類があ

るが，ストラウス・コービン（J.Corbin）版（SC-GTA）は，定量的方法論には頼らず，定
性的方法論の構築を行い，質的研究手法の地位を確立している85。
GTA のもう一つの特徴は，インタビューなどの手段を用いてデータを収集・分析・解釈
するという作業をとおして新たな「理論」の生成を目指すことである。ここでの「理論」と
は，認識論やメタ理論というような大局を統括するものではなく，ある事象に共とおして述
べることができる「説」である86。一方，質的研究の中には，一般化を目的としないもが混
在する可能性もあるが，GTA では，収集した「説」の根拠となるデータとデータの分析方
法を適切に示すことにより，その中に貫かれる一つの理論の科学性と妥当性を得ようとし
ている。

図 2. 本研究における質的調査の視角とフロー

国有企業

民間企業

の事例

の事例

女性役員・管理職登用の実態
データ収集

GTA 分析

企業の統治構造
国家の促進政策

女性役員・管理職の登用制度
要因の析出

登用要因の一般化

（出所）筆者作成

GTA の三つ目の特徴として，普段みられていない人間の内面を調査することがあげられ
る。すなわち，インタビュー調査によって，ある現象についての解釈は研究者のみならず，
インタビュー対象者の認識・理解も重視されるため，複雑や多重的な背景を持つ現象の真相
84
85
86

戈木クレイグヒル（2014）前掲書 p.30
平井明代（2013）
灘光・浅井・小柳（2014）pp.68-69
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をインタビュー対象者の反応で解明することができる。
つまり，データに基準にして帰納的に理論を構築・展開しようとする GTA は，医学や心
理学のみならず，社会学においても有用性の高い分析方法といえる。本研究の研究課題であ
る中国企業における統治構造と女性役員・管理職登用の関係性については，ケーススタディ
レベルの研究においてまれに言及されたものの，十分に構造化（理論化）が進んでいるとは
いえない現状である。以上の考察によって，本研究の課題に対して，GTA を採用すること
は大きな間違いを起こさない程度に妥当であるといえよう。
分析手法としては図 2 の分析プロセスにしたがって GTA という質的分析手法を用い，
「中国企業における統治構造は，女性役員・管理職の登用にどのような影響を及ぼすのか」
という問いに対して一定の回答を得ることを目指している。企業における統治構造の女性
登用への影響として，女性役員・管理職登用の促進政策の執行のみならず，企業の役員・管
理職の登用プロセスにおける評価基準・考課基準，配置方法の各段階における影響や企業の
所有形態における影響も視野に入れて分析を行うことに留意されたい。そして，以上の分析
プロセスを，実際の事例として，国有企業と民間企業に適用する。それぞれの事例をとおし
て，企業における女性役員・管理職の登用要因と企業の統治構造の関係性を明らかにすると
ともに，中国企業の組織構造における特徴から，ある程度ほかの中国企業にも一般的に通用
する知見を得ることを目指すこととする。

3.2 調査対象の設定
本研究は中国上場企業における女性役員・管理職の登用に関するデー調査を通じて，国有
企業・民間企業における女性役員・管理職の促進制度の実施実態を把握したうえで，前節で
構築した分析枠組みに基づき，インタビュー調査による事例研究の方法を用いる。調査対象
の選定方法は以下の通りである。
分析の対象とする事例について，本章の第 1 節および第 2 節では，中国の経済体制の変
化や国有企業の民営化にかかわらず，国有企業が中国の国民経済に対して絶対的支配力を
持つことがわかった。そして，今日女性役員・管理職の登用状況を見ると，女性が昇進する
意欲がある一方，役員・管理職に就く女性の割合が依然として低い。政府が女性管理職の登
用を促進する政策を制定しているとはいえ，企業側の受け止め方あるいは執行は徹底して
いないことが考えられる。
中国企業における女性役員・管理職の登用状況を細かく見ていくと，
（1）女性役員を登用
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していない国有企業（第 4 章参照）
，
（2）女性役員を登用している国有企業（第 4 章参照），
（3）役員・管理職の登用制度が明文化されていなく，女性役員の登用が低下する民間企業
（第 5 章参照）
，
（4）政治的身分に関係せず，取締役会の判断により役員を登用する民間企
業（第 5 章参照）
，という 4 種類の企業が存在することがわかる。このように，企業の所有
形態や統治構造による女性役員・管理職の登用の差がある。一方，女性役員・管理職の登用
数をとおして，企業の管理職の登用制度を把握し，役員・管理職の登用に対して企業を支配
する取締役会などの権力機構の男女差別の意識をみることができる。したがって，国家が制
定した女性役員・管理職の登用の促進制度から女性役員・管理職の登用への影響および，企
業の権力構造および企業の役員・管理職の登用制度から女性管理職の登用への影響を両方
確認しなければならない。
まず，企業の役員・管理職の登用制度を調べたところ，現在，多くの中国企業において，
トップ管理層の人事の任免に関する最終的意思決定権が企業の取締役会に所有しているが，
取締役会の裏に存在する党組織が真の支配者であるため，企業における役員・管理職の登用
制度は共産党が定めた基準に基づいて作られる可能性が高い。さらに，企業の役員・管理職
の登用制度における選考基準や評価項目について，明確な言及がある企業は極めて少ない。
こうした「明文化されていない」登用制度は，今日女性の役員・管理職への登用に大きな阻
害要因となる（第 2 章，第 3 章参照）
。
そして，企業の役員・管理職政策を決定した企業の権力機構であるが，実際の選考・評価
を行う人は企業の役員層や管理層における既存の役員・管理職であるため，それらの人間が
女性の価値に対する認識によって女性管理職の登用を促進する姿勢が異なる可能性がある。
上記の 2 点，すなわち企業の権力機構が企業の役員・管理職の登用制度に与える影響お
よび，企業の権力機構におけるトップ管理職が女性役員・管理職の登用意識に与える影響を
もとに，調査対象を国有企業と民間企業に分けて事例選定を行った。具体的な調査対象の選
定理由について，本論文の第 4 章（国有企業）と第 5 章（民間企業）において詳しく説明す
る。

3.3 データの収集方法
本研究では，以下三つの面をめぐって資料やデータを収集する。一つ目は，中国における
女性労働者の雇用や雇用環境の整備に関する法的制度である。二つ目は，中国企業における
女性の役員，管理職の登用実態と企業の所有形態別における登用制度である。三つ目は，企
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業の中に設けられている女性労働促進に関わる組織の活動状況である。
筆者は，それに関する社会出版物や，各統計機関・研究機関がウェブサイトで公開してい
るデータ・資料，金融機関に公開された有価証券報告書やプロジェクトの報告書などを収集
対象にする。また，先述したように，中国において，女性役員・管理職をめぐる登用数に関
する近年の時系列統計データや企業における女性役員・管理職の登用制度がほとんど公開
されていないため，一つの企業に対して，時系列データの収集は極めて困難である。本研究
では，多数の企業が含む統計データを優先に採用するとともに，特定の企業における女性役
員・管理職の登用データを収集し，女性役員・管理職の登用に関する量的調査と質的調査に
合わせて，分析を行っていく。

3.4 データの分析プロセス
前述したように，GTA は，1960 年代にストラウスとグレイザーによって開発された質的
研究方法であるが，約半世紀の発展過程において現在の考え方や手順はかなり多様化して
いる87ため，必ずしも統一された手順で進めていくことが限らない。本研究においては，図
3 で示した手順にしたがって分析を行う。
（1）概念の形成
第一段階では，データから概念の生成を行う。ここでの概念は，データから見えた現象に
基づき，データの特徴を示す「プロパティ」から，抽象性の高い「レベル」などのグループ
を意味する。たとえば，類似の事例をとおして，女性役員・管理職登用の促進政策の執行の
徹底が「低い」という「プロパティ」の概念から，
「促進政策の執行の不徹底による昇進機
会の減少」という「ラベル」の概念を生成し，さらに「昇進の機会」という「カテゴリー」
の概念を生成することができる。したがって，概念を生成するために，データのなかから類
似の事例を取り出し，グループに分けた後，それらのグループにほかの類似例と説明可能な
ラベルをつける。なお，ここで扱うデータは，出版物，官報，統計報告書から収集した数的
情報のみならず，インタビュー調査から得られた対象者の記述，考え方，行動を含むあらゆ
る情報である。
（2）概念のマッピング
次の段階では，生成された複数の概念（カテゴリー）間の関係を検討し，関係図としてマ
ッピングする。類似の概念があれば，カテゴリーとしてグループ化する。そして，概念やカ

87

灘光・浅井・小柳（2014）前掲書 p.68
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テゴリー間の支配関係，依存関係や所属関係を表す。たとえば，女性役員・管理職の登用要
因について，GTA を利用してそれぞれの「ラベル」を考察・統合したうえで，
「機会」，
「比
率」
，
「権力」という「カテゴリー」の析出もでき，さらにその三者間の関係性を探ることも
できる。したがって，この作業により概念間の関係性が整理され，抽象性のレベルが高くな
るとともに，理論の一般化への形成が可能性である。
（3）ストーリーラインの作成
最後に，作成された概念の関係図から分析し，現れた特徴をまとめ，その分析結果を記述
する。このような分析プロセスによって，データに基づきながら現象とその特徴を説明する
ことは可能である。とくに，GTA を用いて分析すれば，抽象度の高いストーリーも生成さ
れたため，研究課題について新たの理論の構築が期待される。

図 3. 本研究における GTA の分析プロセス
（データ 1），（データ 2），（データ 3）
．
．
．
↓

概念の生成

概念 1，概念 2，概念 3．
．
．
↓
↓
カテゴリー1

カテゴリー2
概念のマッピング

カテゴリー3

カテゴリー …

↓
↓

ストーリーラインの作成

ストーリーの文章化
（出所）戈木クレイグヒル（2014）により筆者作成

4.

本研究の意義
本研究の意義では，まず，学術的意義について，以下の 2 点を述べていく。
第 1 に，本研究では，女性管理職の研究のなかで，これまで無視された管理制度を焦点に

あて中国企業における統治システムの機能を解明し，そのなかに存在する支配関係を明ら
かにしている。既存の多くの研究では，主に女性の労働条件に関わる労働法令に集中して企
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業の組織構造や権力構造への焦点を無視しており，
「システムに潜在する差別イデオロギー」
や「企業の統治構造の問題」を意識していない。多くの場合では，「性別を区別せず，能力
があれば女性でも登用できる」という登用方針が男女差別をなくす根拠と言われる。ところ
が，この登用方針を執行する企業の人事部門は企業の組織構造と権力構造に大きく影響さ
れるため，結局，女性の価値が正しく認識されず，同じ条件下の男性に比べて排除されやす
くなる。あるいは，企業側は上級組織の要求に遵守せざるをえず，能力の優れていない女性
でも少なくとも 1 人を役員や管理職にさせたが，企業の経営に役に立つことができない。
よって，本研究は，このシステム上の問題を明らかにする一方で，既存の研究に対して補完
することができる。
第 2 に，中国的人事管理や中国企業の管理システムに対して分析枠組の提供である。こ
の分析枠組は，筆者が中国企業における組織構造の特徴を精査し，中国企業に対して従来の
フレームワークに存在する不適切な部分および不足の部分を検討したうえで構築してきた
ものであるため，資本主義国の女性登用・昇進を対象としたポーターが提出しているフレー
ムワークをそのまま中国企業に使用するものではない。本研究では，この分析枠組を用いて，
国家と企業二つのファクターに着目し，管理職登用制度の運用実態と企業における権力支
配の実態をとおして，女性の役員・管理職への登用に影響を与える要因を明らかにする。
上述のように，企業組織における女性昇進の機会のみに着目する場合では，女性雇用に促
進する政策・法令，キャリアの養成，昇進のモチベーションや女性の昇進に阻害する育児な
どの家庭要因を明らかにすることができるが，
「一人っ子政策」や「レイオフ」などの国家
の権力が女性の昇進に与える影響について見落としている。本研究は制度の運用実態と組
織構造の両方を考察することで，女性の役員，管理職への登用実態をより客観的に分析し，
中国企業における管理職登用制度の全体像をみることができる。一方で，本研究では，中国
の国有企業のみならず，民間企業や外資系企業など複数の現地調査で，所有形態の異なる企
業間の制度・政策や権力支配システムが女性役員・管理職の昇進に対する影響をよりクリア
に考察し，本研究の枠組みの妥当性と有効性を示すことができよう。
つぎに，社会的意義について，以下の 2 点を挙げる。
第 1 に，中国企業は経済の発展や世界への進出に伴い，企業の経営者や管理者の能力が
さらに求められる。特に，社会主義市場経済を提唱する中国では，性別を区別せず能力を有
する人材の積極的な登用を促進しなければならない。一方で，現在の中国は，日本と同様に
少子高齢化社会に入りつつあるため，将来，労働者不足の社会問題を回避するため，女性労
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働者の価値をより早く正確に認識する必要がある。したがって，中国企業において，現行の
統治システムの欠陥を解明しなければ，将来，中国企業における人材不足のリスクのみなら
ず，有能な女性は海外企業へ流出して中国企業に不利益をもたらす可能性も存在している。
第 2 に，中国企業における女性役員や管理職の考課制度と組織構造のあり方を考察する
ことは，今後企業の所有形態により女性役員や管理職の登用傾向を展望することにもつな
がる。国有資本を持っている国有企業や民間企業では，利益より中国共産党の指示を最優先
に遵守しなければならない。企業の管理層における女性役員・管理職の登用に関する促進政
策が国より打ち出されても，女性の登用にかかわる最終的意思決定権が企業の権力機構に
握られるため，企業の権力機構の影響で男性が女性より登用されやすくなる。この制度上の
特殊性がもたらす結果として，個人の能力より組織の権力を重視する女性たちはさらに女
企業の「工会」などの共産党が支配する組織部門に集中し，企業と人材はますます市場から
離れて中国共産党が支配するものになる。したがって，女性の役員・管理職の登用問題の改
善に対しては，様々な促進政策を打ち出すとともに，中国企業の管理組織における権力構造
を見直さなければならない。

5.

本論文の構成
本論文は図 4 のように構成される。
第 1 章と第 2 章では，中国の女性労働に関する歴史的背景，時代により女性労働への取

り組み，中国企業における組織構造や企業における役員・管理職の登用制度を説明・検討す
る。その目的は，経済移行の段階とともに，国有企業の改革の各段階における企業の統治構
造の特徴と女性労働の問題を明らかにして，女性役員・管理職の登用に影響する制度上の要
因を析出することである。

図 4. 本論文の構成

序章：研究方法と枠組み

課題導入

↓
第 1 章：中国の女性雇用における経済・社会制度の歴史的分析
↓
第 2 章：中国の女性雇用における企業統治構造の歴史的分析
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↓
第 3 章：女性役員・管理職のデータ分析
↓

↓

第 4 章：国有企業の事例分析

事例分析

第 5 章：民間企業の事例分析
↓

終章：要約と結論

結論

（出所）筆者作成

そのうち，第 1 章では，中国女性の雇用における経済・制度の歴史的背景および各段階に
おいて，中国政府の女性の雇用制度および女性の雇用状況を説明し，中国女性の労働問題と
今後の行方を検討する。具体的に，まず，中国建国後の女性労働を「建国時代」
，
「文革時代」，
「改革開放時代」
，
「社会主義市場経済時代」，
「企業改革時代」という 5 期に分け，各段階に
おける雇用の特徴および主たる法令を明らかにする。つぎに，筆者は社会主義市場経済化の
進展に伴う各段階の雇用制度や法令を概観し，国家・企業・意識の側面においての女性の労
働問題を考察するとともに，中国女性の労働と企業側との関連性を提起する。
第 2 章では，まず，中国国有企業の改革の段階を分けて，各段階においての企業制度と企
業の統治構造の特徴を概観する。そして，近代中国企業の権力均衡，経営透明化や監督など
法的規定・条例を説明するとともに，中国企業の統治構造における欠陥を明らかにする。ま
た，中国企業，特に国有企業のなかで存在する共産党組織と工会組織の機能と特徴を示し，
中国企業の統治構造は二重構造であり，新・旧権力組織間に存在する矛盾点が企業の人事制
度に影響を与えるという事実を確認する。とくに，企業のトップ管理層における人数の少な
い女性役員・管理職は，二重構造の企業統治システムの影響で，企業における昇進の「機会」
と「権力」がないため，簡単に昇進することができないことを明らかにする。
第 3 章では，企業における女性役員・管理職の登用に関して，統計データを用いて分析す
る。その目的は，企業に存在する女性の役員・管理職への登用状況を把握し，女性の登用を
阻害する組織上の阻害要因，すなわち男女役員・管理職の昇進構造など処遇の違いを解明す
ることである。具体的には，まず，中国上場企業における女性管理職の登用に着目し，上場
企業の職務別女性の登用実態を統計することによって，企業における女性役員・管理職への
昇任・登用プロセスに存在する登用の実際を明らかにする。また，法律の面から，企業の職
務や権限についての規定が曖昧である事実をとおして，法律上の不備により女性の役員・管
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理職の登用実態が正しく認識されないことを取り上げ，従業員は管理職まで昇進・登用でき
ない要因を指摘する。
第 4 章と第 5 章では，中国企業の所有形態によって，女性役員・管理職登用の促進政策
の有無と実際的な女性役員・管理職の登用事例を通じて，女性の役員・管理職への昇進をめ
ぐる「法律の無力化」や「企業の統治構造に影響された登用制度」の存在および組織の「権
力」の実像を明らかにする。
そのうち，第 4 章は，中国の経済体制や社会システムの移行に伴う女性雇用への影響を
考察し，中国企業の組織構造と権力構造をめぐって，低い女性役員・管理職の割合を維持し
ている国有企業の事例を通じて，女性役員・管理職の登用実態と現行の人事制度に存在する
欠陥を解明することを目的とする。
具体的には，まず，筆者は上位の上場企業の統計データをとおして，産業別や企業の所有
形態別において，それぞれの女性役員の登用特徴を明らかにする。つぎに，女性役員・管理
職の比率の低い製造業とサービス業の国有企業に着目し，女性役員・管理職の登用の評価・
昇進・配置制度へのオリジナル調査を通じて，政策の実施過程およびその影響を考察し，中
国国有企業における女性役員・管理職の登用実態を明らかにする。このため，まず，製造業
の S 社の党委書記兼代表取締役へのインタビュー調査を通じて，女性役員・管理職登用の
現実や管理層における男性幹部の女性役員・管理職に対する認識を明らかにする。そして，
従業員に対する現行の評価・昇進・配置制度については，S 社の「従業員考課制度」をとお
して，女性従業員の管理職に至るまでの制度上の阻害要因を分析する。また，サービス業の
T 社の人事部の担当者（女性）に対するインタビュー調査をとおして，筆者は，国有企業に
おける女性役員・管理職登用の促進政策の施行方法の特徴を明らかにする。
第 5 章では，中国の非国有企業における女性役員・管理職の割合が国有企業に比べて高
い理由を明らかにする。そのために，まず，製造業の民間企業 A 社の人事部門の担当者に
対するインタビュー調査結果を通じて，女性役員・管理職の登用の促進政策の有無および企
業の統治構造の特徴を明らかにする。それから，国有資本のない民間企業 B 社と C 社，お
よび外資系企業 K 社の役員を対象としたインタビュー調査結果を提示し，外資系企業にお
ける女性役員の昇進制度および統治構造の特徴を明らかにする。そのうえで，女性役員・管
理職が昇進プロセスのどの段階で，企業側はどのような昇進制度を採用し，どのような「資
質」を有する女性を昇進させたかという一連のプロセスを明らかにする。最後に，中国の国
有企業と非国有企業における女性の登用と「比率」
「機会」
「権力」という要因との関係を検
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討し，それらの結果をもとに，構造的要因が女性役員・管理職の昇進プロセスに関わる影響
を分析する。
それでは，まず第 1 章にて中国の女性雇用の特徴，そして問題になった経緯について，中
国の経済システムと雇用制度の歴史分析をとおして議論する。
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中国の女性雇用における経済・社会制度の歴史分析

中国の女性雇用における経済・社会制度の歴史分析

女性雇用の歴史的視点の必要性
本章の目的は，中国女性をとりまく経済・社会制度が，企業に働く女性の雇用にどのよう

な影響を与えてきたかを歴史的に整理し，中国の女性の雇用を支配する企業側の重要性と
課題を示すことである。
序章で述べたように，中国における女性就業の歴史を概観すると，社会主義計画経済体制
の時期（1949～1978 年）では，女性解放の社会主張や男女平等の労働政策が実行されたた
め，女性の就業が保障され，男女の雇用格差はそれほど目立たなかった。ところが，1978
年の改革開放政策により，中国経済体制は社会主義市場経済への移行，とくに，国有企業の
改革に伴って，女性の雇用状況が大きく変わった。
女性の雇用供給と労働市場の側面では，王（2004）88および鄭・王（2006）89は，中高年，
低学歴といった要因は女性の就業選択とリストラに不利な影響を与えることを指摘してい
るが，これらの研究は，女性の雇用供給を対象とした労働市場の側面を焦点にあてるもので
あり，女性の雇用を阻害する要因としては，その時期の労働政策であると強調するものが多
かった。
同様に，厳（2005）の調査によれば，国有企業のみならず，非国有企業においても女性の
雇用問題がたくさん存在していることが示された90が，その問題に対しての視角は，相変わ
らず，女性従業員の権益保護に関する法律の改善や執行の徹底に過ぎなかった。これらの研
究は，特定的な時期に限定され，法律の制定，改善や監督力の強化をとおして一般従業員女
性の雇用の「数」に影響する要因だけを提示したが，女性労働者の「質」，すなわち，労働
者の雇用形態，収入や職位に影響する登用制度的要因を看過した。その結果，法律で規定さ
れていないところ，例えば，企業における管理層女性の登用状況について，どのような手法
を用いて改善するのかという課題がなかなか解決されていない。つまり，中国の女性労働を
制約する要因として，法制度などの明文化されたものと明文化されていないものがある。そ
の明文化されていないものを明らかにするため，ある時期だけの女性の労働政策のみなら
ず，女性の雇用を支配する経済的側面，企業的側面による体系的な変化についての把握も必

88
89
90

王小波（2004）pp.35-40
鄭美琴・王雅鵬（2006）pp.31-35
厳萍（2005）pp.44-45
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要となる。さもないと，労働供給の要因以外に，中国企業，特に国有企業においての独特な
制度的要因，例えば，共産党党員という政治的身分や「一人っ子政策」などがどのように中
国女性の雇用に大きな影響を与えるかが解明できない。
したがって，本章では，中国の経済発展の各段階においての女性の雇用を，労働に関する
法的制度や企業の雇用慣行とともに，女性の出産・育児など社会生活に関わる制度による影
響も包括的に考察する。そして，社会主義計画経済から社会主義市場経済への移行と国有企
業の改革に伴い，女性の雇用に関わる「機会」，
「権力」，
「比率」の変化について明らかにす
る。それによって，本研究は今までの資本主義国に着目した欧米の研究を補完するとともに，
中国企業における女性役員・管理職の登用に関する理論にも役に立つであろう。
本章の構成は以下の通りである。第 2 節では，国家・企業・社会の側面で捉える中国の女
性雇用に関わる歴史的視点について説明する。第 3 節では，経済・制度の沿革からみた中国
女性の雇用状況について論述する。第 4 節では，女性雇用に関する「機会」
「権力」
「比率」
と企業的側面の問題についての検討を行い，最後に，中国の女性雇用の行方を検討して全章
をまとめる。

2.

女性雇用に関わる歴史的視点
中国は建国された後，中国婦女第 1 次全国婦女代表大会（1949 年 3 月）の開催に伴い，

女性の権利を保護するためのいくつかの法律が初めて現れた。そして，1980 年代末までの
社会主義計画経済時期では，中国の女性雇用と就業は国の指標による「統一分配」のシステ
ムが採用されていたため，中国女性の失業率は比較的低かった。1980 年の改革開放以後，
中国共産党は経済復興と発展を最優先とした国策を唱えると同時に，女性の雇用環境が変
わり始めた。1990 年代以来，特に 2000 年前後，国有企業の改革の本格化に伴い，中国企
業の雇用形態が女性に不利になってから，都市部における女性従業員のリストラ，女性の再
就業，労働参加率の低下などに関する問題は顕在化され始めた91。このように，経済の発展
および経済体制の移行が進行されると同時に，女性の雇用は，経済環境のほか，国家の政策，
法令，企業における雇用の慣習など，多くの要素にも影響されている。そのため，現在の中
国企業における女性の雇用に影響を与える要因をより全面的に把握すれば，歴史的視点か
ら女性雇用の変遷をみることが必要である。
歴史的視点から，時期を区分して女性の雇用を考察すると，次の二つのメリットがある。

91

孫芬・曹杰（2011）pp.67-81
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第 1 に，時期毎における国・企業・社会的側面での政策を比較すれば，その時期において，
企業の統治システムにおける権力構造の特徴を見ることができる，即ち，経済の発展と企業
の改革に伴い，企業の意思決定権が一体誰に握られ，女性役員・管理職の登用が誰に左右さ
れるかが把握できる。第 2 に，中国女性の雇用に関する歴史的歩みを把握することにより，
将来，変動しつつある経済環境と少子高齢化の時代に入った中国企業に対して，いかに女性
の人材を活用して，企業の労働力と競争力を確保するかの対策を計画することができる。
中国女性の雇用に関する歴史時期の区分について，筆者は，建国後から改革開放までと改
革開放以後の二つの段階に大別し，各段階をさらに数期を区分して分析すると，時代的な背
景が経済・社会に対する影響をより把握しやすいと考えている。よって，企業における女性
の登用について，企業の統治システムと女性の登用に影響を与える機会・権力・比率を分析
すると，より客観的で，正確な結果を得ることができるといえるであろう。したがって，企
業の統治システムをいかに女性の登用に影響することを探求するために，まず，次では，中
国経済体制の沿革によって時期を分けて女性雇用の特徴を整理していく。
建国後から改革開放するまでの期間では，中国経済は社会主義市場経済の規律に従わず，
国家「○◯五計画」
（第◯◯カ五年計画）の方針の指導で進行された一方，労働を含めすべ
て生産財が中央により管理・統治された。中国労働制度の発展成段階に基づいて，趙（2003）
92と蘇（2005）93は社会主義計画経済時期における中国の労働制度を，
（1）新中国94労働制

度の初歩的な確立時期
（1949～1956 年），
（2）新中国労働制度体型の初歩的な形成時期（1957
～1965 年）
，
（3）新中国労働制度が破壊された停滞期（1966～1977 年）との 3 期に分けた。
本章では，これらの研究を参考したうえで，1966 年に起こった文化大革命を転折点とし
て，社会主義計画経済時期における中国労働を「発展期」（1949～1965 年）と「停滞期」
（1966～1977 年）2 期を区別して説明を行う。
1978 年以後の社会主義市場経済時期では，賈（2009）95は，改革開放以後における中国
の経済体制の改革段階によって，中国の発展段階を，
（1）改革の試行段階（1978～1984 年）
，
（2）改革の全面的な探索段階（1984～1992 年），
（3）社会主義社会主義市場経済体制の初
歩的な成立段階（1992～2002 年）
，
（4）社会主義市場経済体制の改善段階（2002 年以後）
の 4 期に分けた。また，徐・李（2008）96は，中国国有企業の改革段階の側面から，企業の

92
93
94
95
96

趙毓坤（2003） pp.44-49
蘇樹厚（2005）pp.21-33
一般的に，1949 年前の中国は「旧中国」
，1949 年以後の中華人民共和国は「新中国」と呼ばれる。
賈紀磊（2009）pp.26-29
徐向芸・李楠（2008）pp.9-13
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所有形態や制度の改革段階を，
（1）企業所有権・経営権拡大の段階（1979～1986 年），
（2）
企業の所有権と経営権は分離し，契約経営制度の推進する段階（1987～1992 年）
，
（3）現
代的な企業制度と国有経済の戦略的な再編段階（1993 年以後）の 3 期に区分した。本章で
は，これらの研究を参考し，筆者は社会主義計画経済体制時期における政策・方針および，
社会主義市場経済時期における国有企業改革の段階について，下記の 5 期に区分した。

第 1 期（1949～1965 年）
：建国時代における二元化社会と計画された女性雇用
第 2 期（1966～1978 年 11 月）
：文化大革命時期における婦女開放政策と男性化された女
性の雇用意識
第 3 期（1978 年 12 月～1987 年 9 月）：改革開放政策下の国有企業と女性雇用
第 4 期（1987 年 10 月～1992 年 6 月）：国家にコントロールされた社会主義市場経済と
女性幹部育成の意識
第 5 期（1992 年 6 月以後）
：中国に特色のある社会主義市場経済化と女性雇用への影響

この 5 期のなかで，筆者は，建国初期と文化大革命期間における労働政策と女性の雇用
慣行を概観し，その時代の特殊性と社会主義市場経済体制を導入する必要性を確認したう
えで，1978 年の改革開放以後の 3 期に焦点にあて中国女性の労働と雇用を考察する。
本章の分析手法について，筆者は図 5 を用いて説明していく。このアプローチでは，筆者
は前文で言及したように，中国改革開放後，経済体制の移行に伴う女性の雇用に関する経
済・社会政策，法的制度の変化を出発点として，企業の所有形態と企業の統治システムにど
のような影響を及ぼすのか，そして，企業における女性登用の「機会」
「権力」
「比率」はど
のような影響を受けるかについて検討する。
このような方法に基づいて中国女性の雇用を分析すれば，男女雇用の格差の有無および
傾向はより観測されやすいと考えられる。例えば，働いている女性たちの就業は，転職，リ
ストラや育児などの理由で一時的に中断されると，再就業する際では，契約社員としてしか
雇用されず，キャリアの構築はできないケースがよくみられている。さらに，現在の中国企
業では，民営化への改革を行っても企業ガバナンスは国によってコントロールされること
が多く，従来の国有企業にある従来の評価制度や昇進制度などはそのまま残られた。そのた
め，女性に対して，就業問題とともに，昇進における不平等性も無視できない。
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図 5. 経済・社会制度の変遷からみた女性登用の三つの要素
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つぎでは，経済体制から社会主義市場経済への体制移行が中国女性の雇用に影響する各
法令を整理するゆえに，歴史分析で，中国の女性雇用における根本的な問題を明らかにした
い。

3.

経済・制度の変遷における中国女性の雇用
本節では，中国建国後から現在まで 5 期を分けて，女性の雇用に影響を与える経済体制

と社会システムの沿革を整理し，各時期における女性の雇用と雇用状況をみよう。

第 1 期（1949～1965 年）
：二元化社会における女性の雇用
この時期では，政府は，従来的な農業生産を保障しながら，重工業を積極的に拡大してい
こうとしたため，1958 年に採択された「戸籍法」により，中国国民の戸籍は農業生産を中
心とした農村労働人口の農村戸籍および，工業生産に配置された都市人口の都市戸籍に分
けられた。その結果，戸籍による都市社会と農村社会という二元化社会構造97の形成に伴い，
政府は，いくつかの手段をとおして，それぞれの労働力を集約してみた。都市部において，
企業の所有形態はすべて国有にされ，都市部の労働力を巨大な工場に集約した。それに対し
て，農村部では，特に 1958 年の大躍進運動の開始後，中国の各地において人民公社が設立
され，農民の経済，政治，文化，軍事など日常のすべての活動は人民公社を組織として行う

97

都市戸籍者は，国が提供する計画的な食料，就職配置政策，医療保険制度などの社会保険制度，住宅
供給などの福利厚生を享受できるが，農村戸籍者にはこれらの待遇がない。独立行政法人労働政策研
究・研修機構（2005）
「人口移動と進展する戸籍制度改革」に参考する。
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ようになった98。
1949 年から 1978 年の改革開放まで，中国は社会主義計画経済政策の影響で，平均分配
制度が導入された。企業の側面では，この時期の企業は，完全に国の指令により運営された
ため，生産から販売まですべての経営活動に対する主導権がなかった。同様に，企業側は，
労働者に関する採用，給与，福利や定年などの労働政策について，国が決定した条例を遵守
するしかできなかった。中国政府が国家の経済活動のみならず，国民の身分と生活について
も強い主導権を握っており，男女問わず労働力を強制的で平均的に分配していた。平均分配
制度の下で，労働者の就業先はすべて国が決定したため，男女とも自分の強みや能力により
職業選択する自由がなかった。その反面，失業者は極めて少なく，男女の賃金差も少なかっ
たので，この時期の女性労働者はかなり増加していた。しかし，男女平等の就業制度に対し
て，当時の定年制度においての平等性は割りと低かった。1957 年，中国の国務院が公布し
た「ワーカー・職員の定年に関する暫定規定」のなかで，男性ワーカー・職員の定年年齢は
60 歳に対して，女性ワーカーの定年年齢は 50 歳，女性職員の定年年齢は 55 歳と規定され
た。この差別化された定年制度は，現在の中国社会にも大きな影響を与えている。
社会的側面では，まず，都市労働者でみると，1950 年に公布された「婚姻法」のなかで，
女性は男性と平等の地位であることを規定し，家事労働は男性の仕事場における労働と同
様に評価すべきであることを明確にした。そして，1953 年施行された「労働保険条例」と
1955 年の「女性労働者の産休期間に関する通知」のなかで，生理・妊娠・出産・授乳とい
う特殊時期の保護，産休時期に対する経済的補助や産休期間についての規定を明確にした。
それに対して，農村では，男女の差が都市部に比べて大きかった。人民公社で生産活動を行
っている農民は毎日の労働を終えると，
「工分」という一定の点数が付与され，月ごとで「工
分」に基づき，定額の食料が配給された。しかし，女性労働者の場合は，出勤時間や生産能
率にもかかわらず，最大でも男性労働者 8 割の「工分」しか付与されないのが一般的なやり
方であった99。そのため，親は，将来，より多くの食料をもらうため，中国文化にもともと
潜在している「男尊女卑」意識に加えて，男児が欲しいという願望が非常に強かった。この
意識は長い間に，中国人口の男女比率に大きく影響している。中国における多くの内陸の山
間部などの農村地域では，現在も男尊女卑のケースや強い男性優位の意識はみられる。

98
99

陳益元（2012）p.106
斉美勝（2009） pp.86-87
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第 2 期（1966～1978 年 11 月）
：文化大革命と男性化100された女性労働者
1966 年から 1976 年に渡った文化大革命時期では，経済の停滞と教育の崩壊に伴い，社
会全体は極めて混乱な状態に陥った。しかし，この時期に提唱されていた反封建意識は，政
治運動に参加している女性に大きく影響した。一部独立した能力のある女性たちは，すべて
の領域においても，男性に負けないといった理論を強く主張していたため，女性の政治参加
率や女性の雇用率は一時的に高かった。
企業側面からみると，当時の中国は，重工業を優先する経済発展戦略をとっていたが，文
化大革命の期間で，非科学的な指導方針によって，多くの企業は事実上，倒産や生産停止の
状態になった。一方，文化大革命時期のなかで稼働している数の少ない企業は，ほとんど製
造業に集中しているため，多くの生産工場では，従業員の能力を評価する際に，肉体的能力
が重要な評価基準になった。女性たちは，出産・育児の時期にかかわらず，男性と同じ労働
基準や労働環境の下で働いている。その結果，女性の企業への貢献は男性に比べて少ないた
め，高く評価をもらえなかった女性は当然管理職への登用ができなくなった。こうした雇用
背景に対し，中国政府は，新たな雇用制度を探らざるをえないこととなった。

第 3 期（1978 年 12 月～1987 年 9 月）：改革開放政策と女性雇用
文化大革命が終結直後の 70 年代末から 80 年代初めでは，社会全体が低迷であった一方，
社会の復活政策，企業の改革や人口問題に関する行動が盛んであった。1978 年 12 月に開
かれた中国共産党第 11 期中央委員会第 3 回全体会議（第 11 期 3 中全会）では，経済建設
を中心とする改革開放政策が採択された。その後，1981 年 11 月の第 5 回人民代表大会第 4
次会議では，経済体制改革は社会主義社会主義計画経済体制の維持を前提として，
「市場調
節」の補助的機能を発揮していくとの基本方針が決められた。その時期における「市場調節」
機能を有する大半の中国企業は依然として，国家の生産指令を遵守する国有企業であった
が，市場の変化と需要に応じて生産を行う企業も初めて現れた。
一方，社会主義市場経済改革の進展に伴い，企業の所有形態や経営形態に関する改革傾向
もみられた。1982 年 9 月の中国共産党第 12 次全国代表大会で，企業の所有形態は公有制
のほかに，私有制における私営企業や自営業も検討された。この時期，国家の発展目標は工
業・農業・国防・科学技術の現代化の実現を目指していた一方，国防工業・重工業から軽工

100

ここでの「男性化」とは，男性を中心とした労働基準や評価システムに基づいて，制定された昇進・
登用制度である。
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業や第三産業へのシフトが始められた。また，経済建設の刺激を受けて，農村部の労働人口
の都市への移動傾向もみられたとともに，中国国務院は，1984 年に「農民の城鎮への戸籍
移転問題に関する通知」を公布し，労働人口は農村部から都市への移動が認められた。
企業側面では，1982 年中国憲法が改正された憲法（別称：
「八二憲法」）のなかで，1）女
性の権利と利益を保護する，2）同じ職種における男女の給料は同じである，3）女性幹部の
育成と昇進を促進する，という方針が規定された。この時期，大半の企業はまだ国有企業で
あったため，旧社会主義計画経済体制の影響で，就職先も国家に決められた夫婦ふたりが同
じ企業で働くケース101はよくみられていた。旧国有企業は，生産を目標として作られた生産
部門のみならず，従業員の生活に関する関連部門も数多く設置された大きな組織であった
ため，企業のしたに附属される売店，食堂，旅館，病院，運輸隊（通勤バス，従業員転居用
トラックなど福祉用）ないし，保育園から中学までの教育施設も存在していた。特に，企業
附属の育児・教育施設も豊かであったため，女性は育児・家事負担が削減され，リーダーと
しても，全力的に仕事場で働くことは可能になった。
社会的側面では，この時期もっとも提唱されたのは 1979 年から始まった一人っ子政策で
あった。一人っ子政策の実施により，中国の従来的な「男尊女卑」の意識が初めて触られた。
都市部では，1980 年代から生まれた女子の比率は少し改善されたことがみられたが，中国
の農村部では，
「男尊女卑」の意識が強い一方，統計や戸籍管理などの問題が多く存在して
いたため，一人っ子政策の違反者は数多く存在していた。それについて，中国政府は経済的
処罰などの処罰制度を実行しはじめた。

第 4 期（1987 年 10 月-1992 年 6 月）：国家にコントロールされた社会主義市場経済と女性
幹部育成のバリア
1987 年 10 月に開かれた中国共産党第 13 次人民代表大会のなかで，「国家は市場を調節
し，市場は企業をリードする」という経済の発展モデルが提唱された。国務院は，重工業か
ら軽工業や第三次産業への移行方針を継続しながら，工業における「指令生産」とした品目
をさらに削減したため，市場の需要に応じる生産を行う企業が増えてきた。
一方，経済の持続的発展に伴い，増えつつあったインフレ率の問題や旧国有企業の改革に
関する人員の再配置・削減の問題は顕著化された。旧国有企業に存在していた共産党委員会
の指導を受けた経営者責任制と社会主義市場経済のギャップが現れてきており，従来の生

101

中国語では「双職工」と表記される。
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産・管理モデルは社会主義市場経済の発展に適応できなくなってきた。そのため，企業の改
革に伴って，
「経営者責任制」は企業内部の新たな指導制度として導入された。
企業側面では，女性の社会的地位や平等的な労働環境を保護するため，1992 に施行され
た「婦女権益保障法」のなかで，
「同工同賃」政策を徹底的に施行し，女性は男性と平等な
待遇を享有し，昇進昇級，専門技術職務の評価等においては男女平等の原則を堅持し，女性
を差別してはならないということを明確に規定した。1）女性は男性と平等の労働や社会保
障を享受する権利を保障されなければならない，2）従業員を採用する際に，女性に不適合
な作業や職位を除き，性別を理由に女性の採用を拒否したり，女性に対する採用基準を引き
上げたりしてはならない，3）雇用主側は，女性を採用した後，当該労働者との間に労働契
約を締結しなければならず，女性労働者の結婚や妊娠を制限するいかなる内容も入れては
ならない，4）国家が規定する場合を除き，満 16 歳未満の女性労働者者を募集・採用するこ
とは禁じられていた，と明確に規定していた。
一方，中国における女性の妊娠・出産・育児に関する福利は，旧国有企業の時代では，全
部企業側が負担していたが，改革開放政策の執行による企業の民営化に伴い，企業側は福利
厚生より，利潤追求とコスト削減に力に入れたため，女性従業員の多い企業では，妊娠・出
産・育児にかかる費用が大きな負担となり，企業福利においての高額な出費は，企業の将来
の存続問題にも顕著であった。したがって，数多くの企業は，保育園や幼稚園などの施設を
撤廃したり，あるいは市場化して，有料化したりすることになった。そのため，出産・育児
に関する責任と保障は，企業から社会へ転換することが図られており，それにつながる「出
産・育児保険」制度もできつつある。
社会的側面では，1986 年第 6 回全国人民代表大会第 4 次会議では，「中国人民共和国義
務教育法」が採択され，女児は男児と同様に教育や就学の機会（小学 6 年と中学 3 年）が与
えられた。しかしながら，急速な経済発展や完備されていない教育制度や教員制度などの理
由で，中国の内陸部の農村部では，特に西部の山間地域の子は，9 年間の義務教育を全く受
けられず，あるいは中退したケースは少なくない102。
つまり，教育制度や地域の賃金格差が存在するため，本来，男女平等意識を改善すべきで
ある農村部や山間部など経済発展レベルの低い地域における教育や指導は，なかなか行わ
れなかった。社会主義市場経済の初期においての中国は一方的に経済的発展を目指す一方，
社会的制度における不平等の問題を看過した。その結果，中国は地域格差の形成とともに，

102

張玉林（2005）p.11
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多くの女性たちの価値が正確に認識されていない。彼女らは適切な教育を受けてないまま
で都市部へ出稼ぎに行っても，結局，ワーカーとしてしか働かなく，企業における職位的地
位も当然上がることができない。

第 5 期（1992 年 7 月以後）中国に特色のある社会主義市場経済化と女性雇用への影響
1993 年の憲法改正に伴い，中国の経済体制は社会主義計画経済から社会主義市場経済へ
の体制移行が明記され，
「社会主義特色の社会主義市場経済」への全面的移行が加速された。
そして，2001 年の WTO への加盟や北京オリンピックの開催をとおして，中国 GDP はア
メリカに次ぐ世界第 2 位の経済大国になった。中国企業は国内のみならず，M&A による対
外進出や，海外の株式市場に上場したりするケースもよくみられている。統計データから見
ると，都市部における全体産業における女性就業者の割合は，2000 年から徐々に逓減にも
かかわらず，第三次産業の女性就業者の比率は，逓増したことがわかった。また，企業ガバ
ナンスの面からみると，国有企業のみならず，民間企業では，中国共産党は，企業の改革に
伴って監督・指導（政策，収益，納税に関する指導）を目的とした「共産党委員会」や「工
会」などの「共産党機関」や「国家機構」などの組織を普及する傾向もみられている。
一方，中国では，企業の改革に伴って，企業に対する評価は経済的指標のみならず，労使
関係の面におけるジェンダーダイバシティなどの実現も重要な位置にづけられてき，中国
における雇用や労働に関する法律も主にこの時期に完成された。従業員や労働者の権利や
責任に関する規定の多くは 1995 年に施行された「中華人民共和国労働法」に収められてい
たほかにも，下記のような法律法規も採択された。
（2008 年）
「中華人民共和国工会法（労働組合法）」
（1992 年・2001 年公布，2008 年改訂）
（2007 年）
「中華人民共和国就職促進法」
，
「中華人民共和国労働契約法」
，
「従業員年次有給
休暇条例」
（2004 年）
「最低賃金規定」
（2002 年）
「中華人民共和国労働安全法」
（1995 年）
「中華人民共和国労働法」
（1994 年）
「賃金支払暫定規定」
，
「企業従業員出産保険試行弁法」
それらの法律によって，国家は女性従業員に労働環境や労働強度などに関わる特別な保
護を与えている。特に，労働法のなかで，女性従業員の妊娠，出産や育児の際に，女性従業
員に特別な労働・雇用条件が付けられている。
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企業側面では，1978 年以後，鄧小平が提唱した社会主義社会主義市場経済が導入された
後，旧国有企業においても労働契約制が導入され，社会主義計画経済時代の「終身雇用」制
度は徐々に廃止された。中国は 1993 年に「公司法」を制定し，国有企業の法人化・会社化
への改革が始まった。中国企業の管理制度は現代企業制度の一般規律と基本原則を遵守す
ると同時に，中国特殊の国情にも十分に考慮された中国特色のある管理制度である。
一方，社会主義市場経済における競争原理の下で，改革されつつあった企業で働く女性は
自分自身の好みに合わせて自由に職業を選択することができるようになったが，競争的環
境を未だに経験していないこれまでの女性に対して，このような変化は大きな不安となっ
ている。特に，旧国有企業の改革に伴って，効率性の高い労働力しか配置されないため，従
来的な余剰労働者，特に産休や育児などにわけのある女性従業員は，能力の低い対象と認め
られ，自宅待機・配置転換・早期退職などの対象となった。そのなか，近年，よく議論され
ているのは「下崗」
（レイオフ）である。
「下崗」とは，全員労働契約制や契約化管理の進展
により，国有企業を中心に，利益効率を上げるために合理化を行う過程で，一部の定員を超
えた労働者が職場から外されることをいう103。これは，改革開放政策に伴う雇用構造の変化
であり，本来，性別関係なく，男性労働者にも女性従業員にも共通して適用されることであ
るが，実際的な実行のなかでは，職場から外された女性従業員の比率が男性より高くなると
いうことは，
「下崗」における性差別の問題が専門家の分析と指摘により明らかになった。
この影響を受けて，中国都市部の女性従業員，特に中高年層の女性従業員が，厳しい雇用
環境のなかで，大量な若者に比べて，学歴，報酬や肉体上の優位性による競争力がなくなっ
てしまい，
「下崗」
（レイオフ）にされてしまったケースは数多くみられている。ちなみに，
いったん「下崗」した女性従業員は再就業する際に，年齢オーバーや長期勤務できないなど
を理由として求人先に断われたことはよくある。あるいは，仕事は見つかっても，賃金は低
い，労働強度は大きい，労働条件は悪い，雇用の安定性は悪い職場の場合が多い。データか
らでも，失業した女性の再就職手段として，人間関係を利用する割合は圧倒的に多い現実が
わかった一方，そのような状況を我慢して働いても，必要となる医療保険（健康保健），養
老保険（年金）などの社会保障が女性たちに与えられないことが多い。
つまり，中国では，現在，有能な女性幹部や経営者などを積極的に採用しており，それに
関する諸制度もますます提案されつつあるが，女性雇用市場においての格差を縮小するた
め，女性幹部や経営者を生み出す一般の女性従業員に関する社会保障制度の完備は急務と

103

日本労働省（1999）
「海外労働時報」をもとに筆者作成。
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なっている。また，社会主義計画経済時代に生まれた差別的戸籍制度が存在する一方，中国
の経済の市場化に伴い，農村と都市の間に存在する社会の二元構造は，農村部と都市部の格
差，そして男女雇用の差別をさらに大きくした要因の一つであるといえる104。今後，この格
差のある労働市場における社会問題は，男性と女性の格差にもかかわらず，女性と女性間の
格差も無視してはいけない。さらに，企業の女性役員や管理職の女性がどのような位置づけ
になるかは，企業経営者の意識や女性自身の行動のみならず，結局，企業の支配権を握る権
力機構と緊密に関連している。

企業の側面からみる女性の雇用問題

4.

本章では，中国の女性雇用の歴史的変遷から見ると，中国企業における女性の雇用が，国
家の側面からみた経済・労働政策の変化，企業の側面から見た雇用制度の変化，社会的側面
からみたレイオフや「一人っ子政策」などの影響にもかかわらず，企業の雇用制度を支配す
る中国企業における統治構造により大きく左右される。とくに，改革開放以降，中国の経済
は急速に成長した一方，第二次産業，第三次産業に従事する労働者の割合が増え，雇用制度
も大きく変化した。本章で明らかになったことについては下記のとおりである。
まず，社会主義市場経済化の進展とともに，特に，国有企業の改革による人件費の低減な
どの経済的要因が，女性の雇用参加率に与える影響を大きくすることが明らかになった。契
約制度の普及に伴って，女性従業員は年齢，学歴，職歴などの要因に左右され，雇用形態も
正規雇用から，非正規雇用へ移行する傾向がみえた。旧国有企業の改革に伴い，資本主義社
会にある労働契約制度などの社会主義市場経済に応じた新たな雇用制度が徐々に導入され
たにもかかわらず，女性の平等で安定的な雇用を提供する機会はそれほど多くない。例えば，
企業は一時的に女性労働者を雇用しても，労働者の能力を問わず，短期契約を締結するケー
スが一般的である。その理由としては，企業側にとって，景気の動きや女性従業員が家庭の
事情によって労働者数を随時に調節することができ，旧国有企業のような終身雇用による
人件費を節約することからである。
つぎに，法令の面では，近年，中国は女性を特殊化して，女性の権益を保護するための法
令が相継ぐ頒布された結果，今後，女性の就業や昇進に消極的な影響を与える要因となる可
能性があることを示した。企業の雇用制度の変化に伴い，男女間の雇用形態の違い，男女間
の所得の違い，男女間の職位の違いという格差が生じてきた。

104

徐向東（2003）pp.49-51
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企業における女性役員や管理職の登用は，「男尊女卑」や「男性は外，女性は内」という
中国の伝統的な考え方に影響されるが，中国経済の市場化および中国企業のグローバル化
にもかかわらず，企業経営の主導権を握る女性の数は男性に比べて依然として大きな差が
ある。女性たちが，社会において男性と同様の機会を獲得させるために，近年，男女平等を
提唱する学者たちは，政治，経済，文化，生活で現れた新たな問題に対して，女性の権利を
訴求する結果，それに関連している法律条項が改正されたが，法律には，役員層・管理層へ
の女性の登用に対する促進効果がそれほどみられない。なぜなら，多くの企業における登用
制度は不透明で，あるいは明文化されていないため，法律は外部からの十分な監督を実行で
きないからである。換言すれば，法律は企業の権力組織の前で無力化された。
そして，法律が無力化されたもう一つの原因としては，中国企業の権力構造が国有企業の
改革と同時に完全に民営化，すなわち，企業側に企業の管理権限が渡されないことである。
女性従業員や女性幹部を登用する際，女性自身の意思や能力が十分であり，企業側の要件を
すべて満たしても，共産党組織による特別な条件，例えば共産党員であることや共産党組織
における経験などの要件を満たさなければならない。その結果，女性が企業の経営層に入っ
ても，共産党組織における多くの男性の上司や同僚から見れば，それらの女性たちはあまり
にも目立つため，中国企業の管理職に登用されている女性は「トークン」として取り扱われ
る可能性が高い。
法律が無力化された三つ目の原因は，労働紛争の問題はほとんど法律の手段を通さずに
解決されることである。このように，労働に関する法的制度は，実際的に中国企業の管理層
を監督する能力がないため，このような明文化されていないルールおよび法律を無力化し
た「権力」が除去されなければ，女性たちは自分の登用にかかわる「機会」
「権力」
「比率」
を改善したり，高めたりすることができないといえよう。
したがって，社会的側面においても，国家的側面においても，女性の登用には，時期に伴
い常に変化している企業の雇用政策および時期にかかわらず，企業の人事的決定権を支配
する企業の組織構造により決定されると言えよう。

小括
以上のように，筆者は，中国女性の雇用を取り巻く労働政策，経済移行，社会政策の歴史
的変遷を整理し，現時点における中国の女性雇用の課題を提起した。中国の経済体制の移行
に伴って，労働現場に現れた問題の分析をとおして，中国女性の雇用政策の特徴についてま
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とめておきたい。
本章の考察によると，社会主義計画経済体制における中国の国有企業において，雇用制度
は長期的雇用方針に基づいて構築されたものであるため，男女の雇用においての格差は比
較的に小さかった。そして，家事や育児の場合でも，国有企業に保有された保育施設などの
福利が充実され，女性従業員に安定的な労働環境が提供された。また，その時期における国
有企業の雇用制度は「男女平等」を提唱する国によって策定されたため，女性の雇用「機会」
と雇用の「比率」は男性とほぼ同じ水準であった。
それに対して，社会主義市場経済体制下の国有企業では，近年，先進国から企業の管理方
法を学んで，労働者の能力によって契約雇用など，より効率的な雇用モデルを採用している
が，管理職の登用制度が不透明になったため，女性の雇用比率は社会主義計画経済時期に比
べて一時的に激減した。企業における女性はいかに管理職に登用されるか，そしてなぜ登用
されないのかが明文化されていない制度が重要な問題になった。既存研究のなかで，国有企
業において，女性が個人の能力だけで企業の管理層に入ったケースがみられていなかった。
したがって，社会主義市場経済時期においての国有企業において，一体どのような管理職登
用制度が採用されるか，そして役員・管理職の登用に対する最終的な意思決定権がどの形式
をとおして行使されているかという問題をはっきりしないかぎり，女性役員・管理職の登用
の「機会」を拡大することができない。
一方，中国の経済の市場化に伴い，中国に進出している外資系企業や 100％民間資本によ
り設立した民間企業の数は，年々増えている。それらの企業においては，国有企業のような
共産党組織がなく，企業側は登用制度の支配権を持つことが可能であるため，能力主義を採
用し，年齢，性別問わず，競争力のある有能な人材なら，管理職ないし取締役に登用させる
ことが可能性である。この公平的で，透明な採用制度は能力の高い女性に対して，より早く
自身の価値を体現することができるため，国有企業のような不透明な登用制度に比べて，よ
り魅力的といえる。しかしながら，中国経済の全体的な状況を見ると，このような民間企業
は中国の国民経済のなかで，わずかなシェアしか占めていないため，現実では，民間企業を
とおして中国の女性の登用状況を大きく改善することが難しいであろう。もちろん，改革さ
れつつある国有企業でも，法律の制定や改善により，一般従業員の登用・昇進機会を徐々に
提供していくことが可能である。例えば，女性の生理においての特殊性や家庭・育児など事
情が存在しているため，中国は，
「労働法」のほかにも，
「女性従業員保護条例」や「婦女・
児童法的権益」など，数多くの条例が頒布された。このような女性を特別に取り扱った制度
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は，企業における女性労働者の「比率」を改善し，将来，能力のある女性たちにキャリア中
断せず，役員や管理職への昇進「機会」を提供しているが，管理職登用制度に潜在する権力
構造を解明しなければ，結局，組織の「権力」の影響で，女性たちにグラス・シーリングを
あてしまい，トップ管理層への昇進ができなくなる可能性が十分に存在している。
前述した問題点について，中国は近年，すでに意識しており，解決しようとする姿勢を示
した一方，現時点で，国有企業の組織構造からの改革の動向は未だにみられていない。なぜ
なら，国有企業の組織構造は民間企業に比べて，規模が大きい一方，企業の支配権を持つ共
産党組織も混在しているため，この権力組織を除去し，民間企業のような効果が見えるまで
には，かなりの時間が必要であろう。
このように，経済環境の変化に伴い，中国女性の雇用について，明文化されている政策や
制度を見る限り，年々改善しており，女性雇用「機会」と「比率」の促進に役立つが，明文
化されていない制度には，ある「権力」が女性の管理層のへの登用を排除してしまうおそれ
がある。
したがって，企業における女性管理職の登用を阻害する要因を探るためには，明文化され
ていない制度には「権力構造」がどのようなかたちで存在するのか，またそれはどれだけ女
性管理職の登用に影響するのかを明らかにするのが必要である。次章では，この問題をめぐ
って，中国国有企業における企業形態と企業制度についての変遷を説明し，女性の登用に影
響を与える企業の統治制度の特徴を把握する。
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女性雇用を影響する企業の統治構造を考察する必要性

1.

すでに第 1 章で述べたように，女性の雇用やその女性労働者数には，経済発展の各段階
に変化があることがわかった。このことから，企業における女性の登用制度に関する取り
組みが企業統治構造によって変わることが推測される。本章では，中国の国有企業にみら
れた二重化の統治構造から企業における女性役員・管理職の登用に関する影響を明らかに
する。
中国の経済システムは，1978 年に改革・開放政策の導入後，社会主義計画経済から社会
主義市場経済への移行が始まった。そして，2001 年に WTO の加盟に伴い，さらに開放さ
れた経済環境が中国の雇用構造とともに，中国の国有企業にも大きな影響を与えており，
国有企業は旧来の経営管理制度についての改革を進めなければならない状況に直面してい
る。
その問題に対して，中国政府は，1990 年代後半から，国有企業に対する株式制の積極的
な導入を促進し始める。1997 年，中国共産党第十五回全国代表大会の報告において，当時
の国家主席江沢民は株式制の中国企業への導入を次のように評価する。
「株式制は現代企
業の資本組織形態の一種であり，
（それによって）所有権と経営権の切り離しにも役立つし，
企業および資本の運営効率の向上にも役立つ。資本主義国家も社会主義国家もこれを利用
することができる。株式は公有であるか，それとも私有であるかという結論を一概にはい
えないが，その判断の要件は株式が誰に所有されるかということである。国家と集団が株
を支配すれば，
（株式制度は）明らかに公有制であり，公有制資本の支配範囲の拡大および
公有制の主体的役割の強化に役立つ105」
。したがって，現在中国における国有企業は，国有
資本が支配する株式制企業などを一般に国有企業と言われているが，そのなかには，株式
化されていない国有独資企業，株式化された国有独資企業（株式会社と称す），国有資本参
加の企業，国有持株会社などが含まれている。国有企業は株式制度を導入しても，資本主
義国のように，国家が完全に企業の支配権を放し，市場に任せることはなく，さまざまな
形式で，上場・非上場，株式化・非株式化の企業のなかで存在し，監視・支配の機能を担
105「江沢民が中国共産党第十五回全国代表大会における報告」第五節「経済体制の改革と経済発展戦

略」
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っている。
このような歴史的国有企業改革の背景の下で，国有企業は資本主義の株式制度が導入さ
れても，結局，企業の最大の株主，いわゆる江の言った国家と集団が「公有制」の名義を
借りて，国有企業の支配権をコントロールしている。すなわち，中国国有企業における支
配権は，企業の所有形態の変化とともに民間化を意味するものではない。この結果，国家
の支配権を重視し，企業の完全な民間化になかなか進めない中国企業において，国家・共
産党組織（党組織）が支配する独特の企業統治構造を生み出した。
ところで，本研究においての「支配」とは，何（1998）が定義する「内部者支配106」，す
なわち「企業財産のコントロール権 107」の意味ではなく，企業の管理層の人事登用などの
重要な意思決定に影響をあたえる権力を意味するものとする。なぜなら，前述のように，
中国企業の所有形態は「公有制」
，あるいは「全人民所有制」であり，資本主義国の企業の
「私有制」と異なるため，政府や集団所有者が国有企業の管理・監視をとおして国有資産
の流出を防ぐという問題意識に立つならば，資本上の「権力」という内部者支配の概念に
対応できるといえよう。しかし，役員・管理職の登用や意思決定に影響を与えるものは企
業を支配する国家の政策であるのか，共産党組織であるのか，あるいは企業側の管理部門
であるのかという問題にすれば，資本上の権力とは別に，企業の登用システムに影響を与
える組織上の「権力」に対する分析が必要であろう。
以上のように，市場の経済化に向かって改革されつつある中国企業のなかで，女性労働
者の雇用状況はどのように変わったか，そして導入された新たな制度はどのように女性の
雇用を阻害していたか，というのが本章で検討していくものである。本章では，まず，改
革後の国有企業における人事制度の整備状況を概観し，競争システムの導入とともに現れ
てきた新たな女性の雇用問題を提起する。そして，国有企業の管理機構における従来，そ
して改革後の状況を整理し，企業の統治構造の特徴と問題点について検討し，最後に企業
の統治制度と女性の登用との支配関係を明らかにする。

2.

国有企業の改革と女性雇用
中国における従来の国有企業は，
「全人民所有制」といった経済制度に基づいて設立され

るものであるため，その企業におけるすべての経営資源は，国民を代表する国家に所有さ
106
107

何浚（1998）pp.53-58
独立行政法人経済産業研究所（2003）「財産関係の調整を利用した私利の追求」参考
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れている。この従来の体制の下で，国家の企業に対する資産所有権と国家の行政管理の機
能は同一のものであり，企業の所有権と国家の行政管理権と企業の経営権も同一のもので
ある108。したがって，当時の国有企業は国家，すなわち中国共産党の生産工場として機能
し，自らの経営権のない付属品として取り扱われた。このように，企業の所有者はすべて
の労働人民とされるが，国家が人民の代替者として国有企業における支配・統制・管理の
権限をコントロールしている。こうしたなかで 1978 年 12 月に開催された中国共産党第十
一届中央委員会第三次全体会議（以下「第十一期三中全会」と称する）において，改革開
放の政策が打ち出された。中国は，経済発展を図り，国内において経済体制の改革を行い
ながら，外国の先進的技術や経営管理のノウハウを導入し始める。その影響で，国有企業
は管理権限と経営権限との切り離しをはじめ，株式制度の導入も徐々に進めている。

2.1 改革後の国有企業における女性雇用と問題点
社会主義計画経済時代（1949 年～1978 年）の中国社会における男女平等意識は，当時
の中国を支配している毛沢東が提唱する「婦女能頂半辺天（女性は天の半分を支える）」と
いうスローガンの影響を大きく受けている。一方，計画経済システムの下で市場や競争の
意識が存在せず，平均主義による就業政策を実施した結果，政治面とともに経済面におい
ても女性の活用率および女性の地位が著しく改善された。このように，その時期の中国女
性の社会進出は，国家の支配者の「権力」によって改善され，女性の社会的地位が男性と
対等な位置に置かれたといえよう。また，当時の女性は国家の計画に基づいて統一雇用・
配分によって就業109しているため，当時女性は工場のワーカーから専門職・技術職まで，
あらゆる職種で社会に進出しており，女性の労働参加率も比較的に高かった。
ところが，1978 年以後，改革開放政策の施行に伴い，中国の経済システムに市場経済を
取り入れることによって，中国では従来の「平等主義」や「平等意識」から「競争」とい
う意識が徐々に増えてきており，中国の国有企業においても新たな管理制度が導入され，
108
109

金山権(2000) p.98
社会主義計画経済時期においての労働人口は，都市労働人口と農村労働人口の二つにわけられてい
る。都市労働者は工業の発展に貢献するために，国有企業で働いており，農村労働者は農業の発
展，食料の生産を保障するために農作業をしなければならない。その計画的生産目標を達成する前
提として，都市と農村それぞれの労働人口を維持することである。そのため，都市人口と農村人口
間のお互いの移動も国家の計画によって実行される。都市労働人口が過剰になって国有企業に入れ
なければ，国家の「上山下郷」政策により，農村部へ配分され，農業者の農業生産を支援させられ
るが，逆に，農村人口の都市への移動が厳しき制限されている。したがって，社会主義計画経済時
期においてのすべての労働者は，このような地域別の統一雇用・配分政策によって働いていた。
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企業の改革が始まった。その影響を受けて，社会主義計画経済から社会主義市場経済への
移行過程で，従来の平等主義による安定した女性の就業状況は大きく変わっていったので
ある。
企業の改革として具体的に実施されたのは，第 1 に雇用に対する改革である。特に採算
の悪い企業を中心に，企業内に抱えた大量な余剰労働力を整理することによって，企業の
合理化と効率化を図ろうことは政府の目的であった。この余剰人員の整理の過程において，
まず，
「下崗」
（レイオフ）の問題が現れてきた。例えば， 1994 年に都市部でレイオフし
た 360 万人の労働者における 62%は女性であった110。すなわち，レイオフの対象となる女
性労働者の比率が男性より高くなるという問題がある。企業の改革に伴い，レイオフ政策
のように女性を差別した政策としては，男女別定年制度もあげられる。従来的に，女性が
50 歳，男性が 60 歳，男性より女性のほうが，定年が 10 年早まるとなっているが，1990
年代半ば以降，多くの国有企業において，実際の定年年齢が女性 40 歳以上，男性 50 歳以
上とさらに引き下げげられた。また，社会主義計画経済期において，国有企業にいったん
就職すると終身雇用が保証される「固定工」といった雇用制度が実施されていたが，国有
企業の改革が開始後，
「経営請負」制度の採用とともに，労働者の採用権限も従来の国家か
ら経営者に渡された。換言すると，国有企業の活力を高めるために，中国はレイオフ制度
などの労働者向けの政策のみならず，
「労働契約制」という経営者の経営的権限を強くする
雇用制度も導入した。
「労働契約制」の導入の結果，経営者は企業の生産効率をアップする
ため，女性より，出産・育児などの家庭負担の少ない男性労働者を好む一方，労働者が採
用されても一律に企業との間で 3 年～5 年程度の有期の労働契約を結ばれなければならず，
社会主義計画経済時期の「固定工」雇用制度の姿が徐々に消えた。この影響で，国有企業
の改革過程でいったんレイオフされた多くの女性労働者は，もとの職場に戻っても以前の
ように安定的に働いていく保障を失った。さらに，
「契約制」で雇用される女性が享受する
年金，保険などの福祉制度においても正規雇用労働者に比べてランクダウンされたため，
これらの政策は女性の継続的就業にとって大きな阻害となる。
第 2 に，賃金に対する改革である。従来の国有企業では労働者の技能レベルや能力を区
別せず，
「同工同賃」といった均一の賃金が支給されていたが，1980 年代から，職責や能
力に応じて「同工別賃」といった差を付ける賃金制度を導入するとともに，従業員の能力・
110

何燕侠（2007）前掲書 p.439
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業績・貢献によってボーナスを支給することで従業員のモチベーションをあげようとした。
上述した雇用制度の改革に加えて，このような賃金制度の改革により，企業の経営者は従
業員の収入を決定する権力も持ち，経営的権限がさらに強化された。また，その最終的意
思決定権を握る企業の経営者は男性労働者に比べて，女性労働者の能力が低い，あるいは
企業に対する貢献が少ないという意識があれば，自らの判断で女性労働者の所得をカット
する権限も持つことになった。
一方，政府がすべての企業に対して，十分な経営的権限を与えることではなかった。今
井・渡邉（2006）が 1996 年に中国の国有企業を対象として行った調査結果によると，
（1）
37％の企業に「従業員の募集・採用」に関しての権限がない，
（2）約 75％の企業に「投資」
に関しての決定権がない，（3）76%企業に「資産の処分」に関しての権限がない，という
国家側が相変わらず，企業の人事と資産に関する最終的意思決定権をコントロールしよう
とする傾向がみられる111。さらに，上述したレイオフの状況を改善するため，政府の労働
部門が，とくに大型の国有企業に対して，企業の所在地から一定数以上の従業員を雇用す
ることを義務づけているというケースもあった 112。要するに，政府側は，雇用・賃金政策
の改定によって国有企業における悪化した雇用情勢を改善するため，再度国有企業の雇用
活動に介入しているのである。
以上のように，国有企業の改革に伴い，政府側は一部の企業に経営の自主権を委譲し経
営者の権限を強める制度を実施していた。しかし，これらの改革手段をとおして，企業の
合理性と効率性が高められたとは言えない。この状況が続くと，企業は企業の経営と管理
に得意でない支配者の独断的性格に左右され，競争力と生産効率においての弊害が生じる
かもしれない。また，国有企業が株式会社に変わって，そしてグローバル化された後，企
業における共産党組織の支配と，従業員代表大会による民主的管理との関係はどう変わっ
ていくのかが従業員の死活に関わる問題である。したがって，企業における統治構造は，
中国の国有企業の経営状況のみならず，女性労働者の雇用状況に対してももっとも影響を
与える要素といえる。つぎに，経済の移行とともに，中国国有企業の企業制度の変遷およ
び企業の統治構造はどのように変化してきたのかについて説明していきたい。

111
112

今井健一・渡邉真理子(2006)
上原一慶(1995)
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2.2 企業制度と企業の統治構造の変遷
1978 年から開始した中国の経済改革の目的は，社会主義社会主義市場経済体制を確立
し，従来の社会主義計画経済体制から社会主義市場経済体制への移行を実現することであ
る。経済体制改革以来，中国政府は一連の政策をとおして，国有企業の生産性と競争性を
強めるために，企業の管理制度をめぐる改革を進めていた。国有企業の企業制度と指導体
制変化については，社会主義社会主義市場経済の発展過程によって，次のように大きく三
つの段階にわけられる113。

第 1 期：計画経済をベースに，市場整理を始める段階（1978 年 12 月～1984 年 4 月）
この段階において，中国企業制度改革の対象は，従来の計画経済管理体制に存在する「経
営権」であった。1978 年の第十一期三中全会において，中国企業における管理体制の問題
について，以下のように指摘している114。
（1）現在，我が国の経済管理体制においての大きな問題は権力の集中である。企業の経
営権限と管理権限は，国家の指導に基づいて，企業に委譲されるべきである。
（2）経済の法則と価格の法則を遵守し，経済と価格の役割を重視する。一方，政治的意
識と経済的手段を結び付け，
（企業における）幹部と労働者の生産意識を十分に高める
べきである。
（3）中国共産党独自の指導を受けて，党は行政を代替する，そして行政は企業を代替す
るという問題を真剣に解決すべきである。管理機構・管理者の権限意識と責任意識を
高めて，選考制度，賞罰制度と昇格・降格制度を採用すべきである。
上述した問題と改革方針に基づいて，中国は，
「放権譲利」制度を導入し，企業の自主的
経営権を従来の国家側から企業側に委譲し，企業の利益留保権の拡大についても認め始め
た。この「放権譲利」をとおして，国家側は社会主義計画経済体制の下で非効率な国有企
業に一定の権力を付与し，企業の経営者と従業員にインセンティブを与えるとともに，企
業の活力を高めようとした。
一方，
この時期では，企業の統治構造に関する新たな政策も打ち出された。国務院が 1984
年 4 月 1 日に発布した「国営工業企業暫定条例」によると，当時の企業の統治構造につい
て以下のように規定される。
113
114

游天龍(2015)
「中国共産党第十一回中央委員会第三次全体会議公報」第二節
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（1）企業制度について，企業は，共産党委員会指導下の工場長責任制（経営者責任制）と
共産党委員会指導下の従業員代表大会制をとることになっている 115。
（2）企業の所属と指導方針について，企業の生産および行政は，企業を管理する主管単位
（行政組織）による直接の指導を受けなければならない。企業は，共産党委員会によ
る集団指導，従業員の民主管理，経営者の行政指揮という根本原則を遵守しなければ
ならない116。
（3）最終的意思決定権について，企業の決定は，企業を管理する行政組織の決定と一致し
なければならず，企業の決定は行政組織による許可がなければ施行してはならない 117。
（4）企業幹部の人事管理権について，企業を管理する行政組織が企業の工場長，副工場長，
エンジニア，会計士などの幹部の任免，訓練，選考，賞罰を担当する 118。企業は，課
長，副課長，主任などのミドル級幹部を任免する権限があるが，任免があった場合に
は，行政組織への報告が必要である 119。
このように，
「放権譲利」制度の目的と基本的な方向は，市場経済体制への移行過程のな
かで，重要な一環となるため，決して間違ったものではなかった。しかしながら，この制
度において，不足なところも存在している。例えば，
「放権譲利」を実行する企業側と国家
側のそれぞれの責任権限についての基準が曖昧であった。
「国営工業企業暫定条例」のなか
の企業管理と統治に関する規定から見ると，その時期の企業制度に対する改革はまだ従来
の社会主義計画経済の意識が残っているため，企業は国家の統治枠から脱出し，独立する
ことができない。共産党委員会の指導を受ける「経営者責任制」と「従業員代表大会制」
には，名目上の役割しかなく，企業で働く経営者と従業員代表たちの意思決定を左右する
のは依然として国家の行政組織である。したがって，「放権譲利」の「放権」といっても，
結局国家が企業を統治する真の「権力」，例えばトップ管理層の人事の任免権などの最終的
意思決定権を企業に渡そうとする傾向はない。

第 2 期：市場経済に向けての準備期：社会主義商品経済段階（1984 年 5 月～1992 年 6 月）
1984 年 5 月 15～31 日に開かれた第六回全国人民代表大会第二次会議において，「放権
115
116
117
118
119

「国営工業企業暫行条例」第一章 第四条
上掲書 第一章 第四条，第五条
上掲書 第六章 第六十三条
上掲書 第六章 第六十六条
上掲書 第三章 第三十六条
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譲利」制度の補足として，中国政府は，国営企業において「経営者責任制」を実行するべ
きであると強調した。さらに，1984 年 10 月 20 日の中国共产党第十二届中央委员会第三
次全体会议（以下「第十二期三中全会」と称する）において，
「中共中央関于経済体制改革
的決定」
（中国共産党中央委員会の経済体制改革に関する決定）は可決された。この段階の
経済体制，国営企業と国家との関係については以下のように指摘された。
（1）経済体制について，我が国の経済体制は，完全に市場により調節されるものではな
く，計画経済体制に基づいた計画商品経済である 120。
（2）経営請負責任制について，国有企業改革の中心的な役割を占めたものは請負制であっ
た。この制度は大中型企業に適用され，ノルマ・経営目標である請負基数を守ったう
えで，上納金を超えた利益は内部留保できる。この段階では，一定限度内ではあるも
のの，政府と企業の間で所有と経営の分離がおこなわれた 121。
（3）株式制について，
「中共中央関于経済体制改革的決定」においては，
「株式」という概
念を提起せず，この段階における株式会社への取り組みも見当たらなかった。
（4）企業の管理システムについて，現代企業は統一的で，強力な，そして，効率的な生産
指導システムと経営管理システムを確立すべきである122。
（5）企業における共産党組織について，共産党委員会は，企業の「工会」や「共青団」に
対する指導を強化し，
「工会」や「共青団」をとおして，従業員の共産党への忠実度と
いう政治的意識を高めるべきである。さらに，共産党委員会の指導を受ける「工会」
は，従業員の権利を守り，
「全従業員従業員代表大会」における発言権をあげるべきで
ある123。
このように，この時期における経済体制は，依然として計画経済を中心としたものであ
った。また，国有企業の株式化に関する法律も存在していなかったため，国有企業への株
式制の導入も構想の段階に留まるといえる。つまり，この段階において改革の主な目標は，
企業の財産権と所有者を明確化にすることである。
この段階の企業において，
「経営請負責任制」といった企業制度の形成とともに，中国国
有企業の指導制度における大きな変化が現れてきた。1980 年代初期で実行した「経営者責
任制」のなかで，企業経営者，共産党組織，企業組織の三者間の関係が不明確であるため，
120
121
122
123

「中共中央関于経済体制改革的決定」第四節
松尾好治(2000) p.60
「中共中央関于経済体制改革的決定」
（1984 年 10 月 12 日可決）第三節
上掲書 第七節
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経営者個人が企業の生産経営管理を放任したり，企業の経営的責任を回避したりといった
マイナスの面がみられた。それに対して，1980 年代後半から，企業の指導体制における中
国共産党・政行管理と労働者三者の関係は「中華人民共和国全人民所有制工業企業法」に
より明確に決められている。
（1）企業経営者について，企業では工場長責任制を実行する。工場長の指導で生産経営管
理システムを作り，企業の物質文明建設（企業利益）と精神文明建設（社会主義価値
観）に全面的に責任を負う124。
（2）共産党組織について，中国共産党は，企業の基層組織において，企業が党と国家の方
針・政策の貫徹と執行に関しての監督と保証を行う 125。
（3）企業組織について，企業は従業員代表大会およびその他の方法をとおして民主的な管
理を行う126。
（4）工会について。企業の工会は，独自に企業の民主的な管理と民主的な監督を行うこと
ができ，
（工会を通じて）女性従業員および女性技術者を活用するべきである。
このように，改革開放から 1990 年代の初期までの一連の施策により，とくに「経営請
負責任制」は国有企業の所有権と経営権の切り離しを実現し，企業を活性化するとともに，
生産効率を改善しようとする姿勢がみられる。実際に，所有権と経営権の切り離しをとお
して，企業の収益を改善する企業がみられる一方，逆に，経営悪化のケースも少なくない。
その原因として，以下の 2 点を挙げられる。第 1 に，企業の所有権と経営権を切り離すと
同時に，国家が企業に対する監視・監督の方法も多様化した。第 2 に，企業における経営
層幹部の登用制度が不透明・不公平である。
「国営工業企業暫定条例」の規定によると，企
業側は，適切な工場長を登用しようとしても，企業の行政機関が最終的意思決定権を持っ
ているため，実行できなくなる可能性がある。
以上のように，1990 年代初期までの国有企業は，請負責任制が適用されても国家・共産
党組織により行政的に支配される現象が目立った。とくに，改革時期においては有能な人
材の獲得が不可欠であるが，このような統治構造の影響で，必要な人材を積極的に登用す
ることができなくなる。そのため，経済の市場化を目指す中国の企業改革では，企業経営
に対する行政的介入，すなわち，行政組織と企業の職責を切り離し，企業の所有権，経営
124
125
126

「中華人民共和国全民所有制工業企業法」第四章
上掲書 第一章 第八条
上掲書 第一章 第十条
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権，そして管理権に関して更に明確にする必要がある。

第 3 期：社会主義市場経済体制の初期段階（1992 年 7 月以後）
中国の国有企業は以上の 2 段階の改革をとおして，徐々に経営権限の拡大を図った一方，
企業の生産組織において，従来の国家指令を完成するための生産組織から，企業経営者が
指導する市場向けの生産組織に変わってきた。国家は，これらの一連の企業制度の改革を
行って，独立した商品生産者としての企業の改革をとおして，一部の企業の経営状況は改
善できたが，これらの改革の前提は依然として，「公有制」という制度である。
そこで，中国政府は 1992 年 7 月 23 日に可決された「全人民所有制工業企業経営機制転
換条例」により，国有企業に対する第三段階の改革をはじめた。この条例のなかで，企業
の所有権，経営権，および人事管理権について，以下のように規定されている。
（1）企業と政府の職責分離の原則に基づき，政府は企業にサービスを提供しながら，法律
に依拠して企業の協調，監督，管理を行う 127。
（2）企業の財産は全人民所有，すなわち国家が所有することであり，国務院が国家の代表
者として企業の財産の所有権を持つ 128。
（3）企業は国家が規定する経営形式の下で，法律に基づいて経営権を行使することができ
る。国家が規定する経営形式とは，企業と国家の責任・権力・利益の関係を規範化す
る「国有企業の請負責任制」である 129。
（4）企業の工場長は，企業の中間管理職を登用・解任することができる。副工場長レベル
（トップ管理層相当）の幹部の登用については，工場長が政府の行政部門に書類を提
出する際，行政部門の許可により登用・解任を執行するべきである 130。
このように，中国の国有企業における所有権と経営権は，1990 年代初期になってようや
く切り離すことができた。一方，
「全人民所有制工業企業経営機制転換条例」の実施にとも
ない，企業の生産手段は従来の国家所有，かつ国家経営から，国家所有，企業経営という
という形式に変更してきた。生産手段の変化とともに，
「国営企業」といった言い方が徐々
に「国有企業」に代替されるようになり，1993 年 3 月 15 日～31 日の第八回全国人民代表
127
128
129
130

「全民所有制工業企業経営機制転換条例」第五章 第四十条
上掲書 第四十一条
上掲書 第二章 第七条
上掲書 第二章 第十八条
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大会第一次会議のなかで初めて「国有企業」と正式に称された 131。
さらに，1993 年 11 月 14 日の中国共産党第十四期中央委員会第三次全体会議（第十四
期三中全会と略す）において，
「財産権が明らかである」，
「権限と責任が明確である」，
「行
政と企業（の役割）の切り離し」
，「企業管理が科学的である」の方針に基づいて，国有企
業の経営メカニズムの転換とともに，現代企業制度を導入するという国有企業改革の内容
が示された132。
中国の国有企業の企業制度は，建国以来続いてきた中央集権的な国家統制から，所有権
と経営権の明確化により請負責任制に進化してきた。以上のような経緯を踏まえて，中国
は，海外の企業管理の経験を参考にし，1993 年 12 月 29 日において，中華人民共和国会
社法（以下「公司法」と称する）を採択して国有企業に株式制度の導入を始めた。
株式会社は独立した法人として活動をしていくために，会社の最終的意思決定権を持つ
組織および，意思決定の手順を規定する政策が必要である。そして，会社の所有者と経営
者のみならず，労働者を含むすべてのステークホルダーが会社の利害関係人として存在す
るため，会社の活動が適正に行われているかどうかを監督する組織も必要である。そのよ
うな役割を担うのは，主に以下の三つである。
（1）株式会社の最高権力組織である株主総会（股東会） 133。
（2）株主総会の執行組織である取締役会（董事会）134。
（3）代表取締役を含む役員・管理職の職務の執行状況を監督する組織である監査役会（監
事会）135。
このように，企業の公司化・株式化は現代企業制度の有効な組織として導入され，株主
総会，取締役会，監事会など組織は企業の統治構造の中核になった。しかし，国有企業の
場合では，法人組織の導入とともに，公司化・株式化された国有企業における株主総会・
取締役会・監事会といった新権力組織と従来の国有企業に存在する共産党委員会・従業員
代表大会・工会（労働組合）といった旧権力組織の関係は不明であり，企業の制度は一体，
どちらの組織により支配するのかが不透明なため，企業の意思決定においての意見の統一
が困難であると予測できるであろう。そこで，次節では，新・旧権力組織それぞれの権力
131
132
133
134
135

「中華人民共和国国務院公報」(1993）pp.342-344
「中国共産党第十四期中央委員会第三次全体会議」
（1992 年 7 月 23 日付け）
「中華人民共和国公司法」第三十七条
上掲書 第四十六条
上掲書 第五十四条
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支配の実態およびその二者の関係を明確・探っていきたい。

3.

企業における二重化された統治構造
本節では，現在中国の国有企業における権力組織の紹介・検討をとおして，現代企業制

度に存在する問題について，以下の二点に関しての考察を行う。それは，第 1 に，企業の
統治構造がどのように変化したのか，第 2 に，企業の最終的意思決定権を持つ支配者らの
関係が，どのように変化したのか，という考察である。

3.1 従来の権力構造
(1)共産党委員会（党委員会，党委会，党委に略す）
第 1 節で説明したように，中国の従来の国有企業においては，すべての経営・管理権は
共産党の支配の下で行われるから，企業のなかに存在している共産党組織の役割は非常に
重要である。その支配のプロセスについて，まず権力構造から見てみよう。
「中国共産党は，すべての人民大衆の根本的な利益を代表する組織である 136」といった
規定によると，中国共産党は組織の役割および党組織の拡大について非常に重視している
ことが確認できた。この政策の影響で，中国では，すべての国有企業には規模の大きさに
応じて共産党委員会が設置されている。
先に述べたとおり，機能の面から中国企業における党委の支配力を見てみよう。社会主
義計画経済時期（1984 年 4 月まで）の中国国有企業では，「党委員会指導下の工場長責任
制」という指導体制が実施されていた。その理由は，1966 年から 1976 年の文化大革命の
なかで，企業における行政指導組織が崩壊し，文化大革命後になっても企業管理は無力だ
からである。したがって，その時期から企業における共産党指導の必要はますます重要に
なった。共産党組織は，企業により有効な管理を行うため，企業の所有権のみならず，経
営権や管理権という企業運営の各面において徐々に支配権を握った。結果，企業の生産管
理の責任を負うという経営権を持つ工場長は従業員と同じ地位になってしまい，企業にお
けるすべての決議が党委によって決められる。この統治構造は，現在中国の国民経済を支
配している国有企業において最も普遍的である。
党委以外に，工会という組織も企業における共産党の重要な権力としてあげられる。工
136

「中国共産党章程」総綱
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会，いわゆる中国企業の労働組合は党委と同様に，共産党が支配する組織であるが，工会
はとくに企業の従業員を中心にして企業における共産党の統治機能を遂行する組織である。
つぎに，企業における工会の支配力を説明する。

(2)工会（労働組合）
まず中国の工会の全国組織を紹介しよう。中国の工会の最高指導機関中国共産党に直属
する「中華全国総工会執行委員会」である。中華全国総工会執行委員会は，全国代表大会
の期間中において共産党の決議を実行し，企業における工会組織の日常の指導活動を指導
する。
法的制度から工会の役割を見ると，1992 年に規定された「中国工会法」，いわゆる労働
組合法により，中国の工会の組織，権利，義務，経費等は規定されている。中国国内の企
業(民間企業や外資系企業を含む)のみならず，その他の社会組織の中で働いているすべて
の労働者は，民族，人種，性別，職種，を問わず，中国工会全国代表大会が定めた｢中国工
会章程｣を承認すれば，自由意志により工会に加入し，工会会員（組合員）となることがで
きる。工会の主な機能は，次のように規定されている。
擁護：政府部門と協力し，社会主義国家政権および共産党の指導権を擁護する機能 137。
教育：労働者を教育し，価値観と政治的立場を固め，科学意識と労働技能を高める機能
138。

建設：労働者を組織して社会建設に参加させる機能 139。
管理：国家・社会の運営，経済・文化の発展，企業の民主管理に参加させる機能 140。
「中国工会法」や「中国工会章程」の内容によると，中国工会は，一見従業員が自主的
に組織し，活動を行う団体とみられるが，実は資本主義先進国の労働組合のような自主性
が与えられておらず，
「自主的な団体」といえない。なぜなら，中国企業の工会メンバーの
構成自体に問題があるからである。
「中国工会章程」のはじめに「中国工会は中国共産党の
指導する従業員の自由意志によって結成された労働者階級の人民組織である」と明記され
ている。つまり，経営者や管理職も，中国企業の工会に入ることができるというのも大き
な特徴の一つである。
137
138
139
140

「中華人民共和国工会法」第一章
同上
「中国工会章程」総則
「中華人民共和国工会法」第一章

第四条，第五条

第五条,
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一方，従業員の意思はいくら自由といっても，
「中国工会章程」を承認し工会のメンバー
になると，党組織の支配権を認めるということも意味しているから，中国共産党の指導を
受けない自由はなくなる。その結果，工会は党の組織として，経済の市場化や企業の株式
化にかかわらず，共産党の支配権の下で迅速に拡大することができた。
現在，中国における工会組織の状況について，中国国家統計局が公表した『中国統計年
鑑』によると，2003 年から 2013 年までの基層工会の組織数は年々逓増で，特に 2010 年
以後，就業者全体の三割を上回っている（表 2-1「工会会員割合 1」に参照）。さらに，工
会組織設置企業における工会会員割合（表 2-1「工会会員割合 2」に参照）および専従者数
が増加している傾向がわかる。
1990 年代後半，社会主義市場経済化の進展にともなう国有企業改革の本格化や労働者
の就業・雇用の透明化の影響で，2001 年 10 月 27 日に「新工会法」が採択された。
「新工
会法」のなかで，
「中国の領土内にある企業，事業体，機関において，賃金収入を主要な生
活の源泉とする肉体労働者及び頭脳労働者(専門技術者や管理職などを指す)は，民族，人
種，性別，職業，宗教，教育レベルに関係せず，誰でも法により工会に参加したり，工会
を組織したりする権利がある」と規定している 141。その目的としては，社会主義市場経済
化に伴うレイオフなどの労使関の問題の急増に対して，中国政府は工会の機能強化をとお
して企業における労使関係を安定させる目的を図っていることである。この規定の影響で，
企業における女性労働者の男性と対等な地位がようやく明文化されてきた。

表 2-1

工会組織数・工会会員数・工会会員割合の推移（2003-2013 年）
（A)

（B)

（C)

（S)
工 会 を A の労働者

A の工会会員

持 つ 企 総数(万人)

数(万人)

就 業者
年
総数(万

（D)

工会会

工会会

工会

員割合

員割合

専従者数

1

2

(万人)

(C/S)

(C/B)

業数
人)

女性

女性

（万）
2003

73736

90.6

13301.6

5079.3

12340.5

4601.2

46.5

16.7%

92.8%

2004

74264

102.0

14436.7

5502.6

13694.9

5135.3

45.6

18.4%

94.9%

2005

74647

117.4

15985.3

6016.3

15029.4

5574.8

47.7

20.1%

94.0%

141

「中華人民共和国工会法」第三条
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2006

74978

132.4

18143.6

6719.3

16994.2

6177.8

54.3

22.7%

93.7%

2007

75321

150.8

20452.4

7494.5

19329.0

7042.2

60.2

25.7%

94.5%

2008

75564

172.5

22487.5

8168.8

21217.1

7773.8

70.5

28.1%

94.4%

2009

75828

184.5

24535.3

8652.6

22634.4

8248.4

74.6

29.8%

92.3%

2010

76105

197.6

25345.4

9288.1

23996.5

8871.5

86.4

31.5%

94.7%

2011

76420

232.0

27304.7

10211.2

25885.1

9763.6

99.8

33.9%

94.8%

2012

76704

266.3

29371.5

11014.5

28021.3

10611.0

107.9

36.5%

95.4%

2013

76977

276.7

29946.2

11227.6

28786.9

10886.0

115.6

37.4%

96.1%

（出所）中国国家統計局『中国統計年鑑（各年）』，『中国労働統計年鑑（各年）』より筆者
作成

要するに，中国の工会は表面的には労働者たちの自由意思で形成され，労働者の権利を
擁護し，企業発展を図る組織と見える。しかし，実際には，企業における労働者の権限が
少ない一方，工会組織の権力構造としては，共産党組織は工会を指導する立場にある。す
なわち，中国企業における工会組織は，資本主義国の企業における労働組合と異なって，
独立でない特徴がある。

(3)職工代表大会（従業員代表大会）
国有企業の従来的な統治構造における三つめの権力組織は従業員代表大会である。「工
会法」によると，従業員代表大会は，国有企業が民主管理の基本的な形式であり，従業員
代表大会の常設活動機関は工会であると規定されている 142。そして，従業員代表大会の権
限について，
「中華人民共和国全人民所有制工業企業法」のなかで次の五つの権限が規定さ
れている143。
①

工場長が提出した企業の方針，長期計画，年度計画，基本建設の方案，重大な技術
革新に関する方案，従業員訓練計画，企業利潤の分配・使用に関する方案，経営の請
負責任制度に関する方案を聴取・審議し，また意見と提案を出す。

②

企業の賃金調整の方案，ボーナス分配の方案，労働保護措置，奨励懲罰の制度など
の重要な企業管理に関しての制度を審査し，可否の評価を行う。

142
143

上掲書 第三十五条
「中華人民共和国全民所有制工業企業法」第五十二条
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従業員の積立金の運用制度，従業員住宅の配分制度など，従業員の生活に関わる事
項について審議し決定する。

④

企業におけるすべての行政指導幹部（党幹部）に対しての評価と監督を行い，奨励
懲罰あるいは任免の提議・推薦を行う。

⑤

党組織の行政部門の決定により工場長を選出し，あるいは企業が登用したい工場長
を行政部門に報告して許可を求める。

これらの制度によれば，党委が従業員代表大会を工会のように重視することもなく，従
業員代表大会の権限は企業の工会に強くコントロールされることが確認できた。その結果，
本来従業員代表大会で審議される従業員の労働問題は，従業員が参加できない党組織の会
議で審議・決定されることになった。

3.2 新設された権力組織
中国現行の公司法によると，株式化された企業においての組織機構は，主に権力機関，
決議機関，監督機関という三つの権力機関により構成されている。それぞれの権力機関の
役割については，以下とおりである。

(1)企業の権力機関：株主総会
中国の「公司法」によれば，
「公司の株主総会はすべての株主によって成り立っている。
株主総会は公司の権力機構であり，本法によって職権を行使する144」というふうに規定さ
れる。つまり，中国の公司法は企業の株主総会に最高の意思決定権を付与しているため，
株主総会は公司の経営戦略を決定したり，役員や管理層を審議したりする権限があるわけ
である。

(2)企業の議決機関：取締役会
取締役会は，株主総会により選出され，企業のすべての株主を代表する企業経営の執行
機関である。
「公司法」によると，取締役会は株主総会に対して責任を負い，株主総会の決
議を執行する。そして，取締役会は株主総会を召集し，株主総会に対して報告を行う義務
がある。また，取締役会は企業の経営決議機関として，法律や企業の規定に基づいて企業
144

「中華人民共和国公司法」第三十七条

第九十九条
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の経営管理に関する決議権を持つている。

(3)企業の監督機関：監事会
公司法によると，監事会は株主代表と職員代表によって組織され，取締役と経理の経営
管理行為および公司の財務に対して監督する権力機構である。監事会における職員代表の
割合は全体の３分の１以上に維持するべきである 145。
このように，中国の企業は株式化により，企業の支配権は従来の行政組織から株主へ分
散し，企業管理における透明度と公平性を高めることを図った。中国企業の株式化の進展
に伴い，中国の株式市場は 1990 年の上海証券取引所開設および 1991 年の深セン証券取
引所開設により開始されてから，ほぼ毎年 100 社から 200 社の企業が新規上場を実現し
た。さらに，表 2-2 で示したように，2013 年における上場企業の数は 2000 年に比べて 2
倍以上の規模に達し，中国株式市場の規模は急速に拡大していることが確認できた｡

表 2-2
年

145

上掲書

中国上場企業の推移

(単位：社)

全国
上海証券所

深セン証券所

2000

1,088

572

516

2001

1,160

646

514

2002

1,224

715

509

2003

1,287

780

507

2004

1,377

837

540

2005

1,381

834

547

2006

1,434

842

592

2007

1,550

860

690

2008

1,625

864

761

2009

1,718

870

848

2010

2,063

894

1,169

2011

2,342

931

1,411

第五十二条
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2012

2,367

938

1,429

2013

2,489

953

1,536

（出所）中国証券監督委員会編『中国上場会社年鑑（各年）』，中国国家統計局編『中国統
計年鑑（各年）』より筆者作成

表 2-3
証券所
上海

深セン

中国上場企業の株式所有割合

年
1998
1999
2000
1998
1999
2000

国家株
31.52
28.6
29.48
31.12
31.73
31.46

国有法人株
29.02
28.31
27.99
29.08
25.8
27.19

（単位：%）

流通株
20.0
29.28
31.26
26.84
30.79
34.22

従業員株
1.78
1.61
0.9
3.72
1.84
0.93

外国人株
4.44
4.76
4.74
3.77
3.66
3.8

（出所）鄭・沈・張（2003）『股権結构的理論，実践与創新』p.104

上場企業の所有形態に関する統計によると，中国の企業において，上場企業の株式所有
は国家株や国有法人株において極めて集中度が高く，国家株主や国有法人株主が会社に対
して支配的地位を占めていることが一つの特徴としてあげられる（表 2-3）
。
したがって，国家，あるいは共産党が中国の株式会社においての地位は，企業の株式化
をとおして，従来の曖昧な所有者から，持ち株の比率によって徐々に明確な所有者や明確
な管理者にかわってきた。

4.

企業の権力機構と女性雇用
上記のように，中国国有企業の支配・統治構造の変遷をみると，現代企業制度下での国

家は計画経済時期のように企業を直接管理することが減ってきたが，国家に所属する投資
機関は現在最大の株主として企業の所有権を維持している。株式制度の影響で，企業のな
かで新たな権力組織が形成してきたため，国家は一部の企業に対して従来のように法律・
市場を無視することは不可能となった。しかし，企業の最大の株主として，国家の企業に
おける支配力を相変わらず発揮しつづけている。

4.1 就業制度の変遷による女性雇用への影響
中国の計画経済時期の就業制度はすべて国家により支配されている。国家は，すべての
73
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労働者を統一された採用計画により配分したり，調節したりする。そのときの国有企業は，
自由に従業員を選択・雇用する権限もなく，企業における従業員の数と給料に関しての決
定権もなかった。一方，従業員は国家の配分政策により「固定工」として配置されたため，
自由に転職，退職，昇進する権利がなかった 146。この時期の従業員はすべて国家により雇
用され，国有企業で働いているが，それぞれの身分は同じではなかった。計画経済時期の
国有企業においての従業員は，身分別で幹部と従業員という二種類にわけられて，別々の
賃金制度や人事制度により管理されていた 147。また，幹部の養成について，企業は能力主
義を重視せず，党に忠誠度の高い人，すなわち共産党員，あるいは共産党組織に加入した
い人に養成の機会を与え，要職に登用する 148。
その配分制度による就業制度の影響で，この時女性の就業率が高かったが，職業を選択
する自由もなく，昇進することも容易ではなかった。とくに，共産党員でなく，あるいは
共産党組織に接近できない女性にとって，幹部としての登用はほぼ不可能であった。その
ほか，産業別における女性の就業の問題について，李（2001）は以下のように指摘してい
る。
「女性労働者全体の 78.68%は第一産業に就労し，13.1%は第二次産業に就労していると
いう状況に対して，第三次産業に就労している女性の割合はわずか 8.32%であった。
一方，頭脳労働者，専門技術者及び公務員として働いている女性は，女性労働者全体
の 5.5%にしか達していなかった149。
」
したがって，計画経済時期の就業制度は，配分の時点から，女性労働者に対する差別を
形成した。そして，女性の自由な昇進や転職も制限されているため，計画経済時期の中国
企業の管理層における女性は非常に少なかった。
一方，社会主義計画経済から社会主義市場経済への移行に伴い，中国企業の経営権は従
来の国家から企業への委譲が開始された。経済制度と企業制度の変化の影響で，女性の就
業制度も従来の「国家配分制」から「自由選択，競争就業」の形に変わった。労働の市場
化により一部の女性が自由に職業を選択するとともに，企業における女性幹部も現れてき
た。ところが，この期間における女性の就業は依然として，二つの厳しい問題に直面して
いる。
146
147
148
149

張明龍（2000）pp.11-16
盧美芬・兪徳鵬・方燕・徐燕萍(2002)
郁貝紅(1997) p.62
李秋芳(2001) pp.32-33

p.111
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一つ目は，管理職における女性の割合が低いことである。これは，計画経済時期から未
だに解決できていない問題である。たとえば，改革開放政策が実行してからおよそ 10 年
後の状況について，
「公務員，共産党組織，企業の管理職・責任者」に就く女性の合計数は，
労働者全体の 11.5%にすぎなかったという指摘がある150。したがって，改革開放後，労働
の市場化の導入にも関わらず，企業の管理職などの要職に就く女性の状況はほとんど改善
されず少ないままである。
二つ目は，企業や国家を支配する権力者が，女性の価値に対して正確に認識していない
ことである。例えば，2001 年において，法律を制定する部門における一部の有権者は依然
として「女性回家」論を支持し，女性就業率の低減をとおして現在の中国における労働力
過剰の状況を緩和すると主張している 151。
以上，中国企業における就業制度の変遷と女性雇用への影響について，社会主義計画経
済時期と社会主義市場経済時期をわけて概観・検討を行った。中国企業では，女性の雇用
についてより公平的で透明な登用制度がなければ，女性の管理職への登用機会は非常に少
ないといえよう。つぎに，企業の管理職登用制度を決定する選考者や権力機構についての
説明・検討を行いたい。

4.2 権力機構による人事管理制度への影響
(1)

新・旧権力機構の支配関係

中国の会社法のなかで，共産党委員会などの共産党組織の活動内容や役割についての規
定は明記されていないが，「企業は，中国共産党章程に従って中国共産党の組織を設立し，
党の活動を行うべきである。企業は，党組織の活動に必要な条件を提供するべきである 152」
という表現によって，党組織の企業における支配地位が示される。ところで，共産党章程
では，国有企業において企業内党組織は政治的中心の役割を発揮し，党と国家の方針・政
策の徹底的な執行を保証・監督し，企業の重大問題の決議に参加することなどを規定して
いる153。そのほかにも，
「中国共産党章程」では，「企業，機関，学校，研究機構，軍隊や
市町村などのすべての組織で，中国共産党員が 3 人以上いれば，党の基層組織を作るべき
150
151
152
153

盧美芬・兪徳鵬・方燕・徐燕萍(2002) 前掲書
同上
「中華人民共和国公司法」総則 第十九条
「中国共産党章程」第三十二条

p.113
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である154」と明確に定められている。
このように，中国共産党は，中国本土の企業に対し，共産党組織の設置により企業の経
営管理を監督し，共産党の指導力を強制的に押し付ける慣行が社会主義計画経済時期の企
業から社会主義市場経済の企業に継続されている。とくに，近年中国の社会主義市場経済
化や国有企業の改革に伴って，ますます顕著化しつつある労使間の摩擦を緩和するため，
中国共産党は企業の工会組織や工会会員の大幅な増加をとおして，企業における一般従業
員に対しても，共産党の指導力を一層強化していく姿勢がみられる。つまり，中国企業の
権力行使の基本方針について，
「会社法」と「中国共産党章程」が並行する一方，中国企業
の権力行使の権力機構について，
旧権力機構は新権力機構を支配するという特徴が窺える。

(2)管理層の人事制度に対する党組織の権力
つぎに，党組織が企業管理層の人事制度に対する支配の状況についてみることにしたい。
第 2 節で取り上げた「中華人民共和国全人民所有制工業企業法」および「中共中央組織部
関与加強股分制企業中党的工作的幾点意見 155」（株式制企業における党活動の強化に関す
るいくつかの意見）によると，取締役会が登用予定の中間管理層の幹部の人選に対し検討
を行い，推薦意見や採用意見を党組織に報告するという規定がみられる。しかし，党組織
がどのような基準で登用予定の幹部を評価するのか，そして，規定されていない取締役や
監査役などの管理層幹部についてどのような方針・基準で評価や選考を行うかを一切明文
化していない。
会社の管理層の人事の意思決定に対する党組織の影響力について検証するデータが極め
て少ない。上海証券取引所の調査では，250 社の役員・管理層に対して党組織の役割につ
いて調べている。党組織は企業の経営管理においてどの分野で意思決定権を持っているか
という質問に対する回答は表 2-4 のとおりである。

表 2-4

党組織はどの分野で役割を発揮するか

経営上の意思決定
人事の登用
取締役や経理に対する監督
従業員のモチベーションを上げる
154
155

発揮していると思う
98.8
99.7
99.5
99.9

「中国共産党章程」第二十九条
1994 年 4 月 23 日公布

76

（単位：%）
発揮していないと思う
1.2
0.3
0.5
0.1

第2章

99.8

管理層と従業員層の関係を調節する

中国国有企業の統治構造と女性雇用

0.2

（出所）上海証券取引所（2000）
「上場企業の企業統治に関するアンケート 156」

（出所）
「中華人民共和国工会法」，中華全国総工会ウェブサイト，中華人民共和国中央政
府ウェブサイトおよび筆者の企業調査資料より筆者作成

したがって，このような統治構造により，党組織は企業の重要な問題に関する意思や決
定を会社の新権力機構に伝達し，新権力機構の考え方や最終的な行動を党組織が向かう方
向と一致させることができる。

小括
以上，中国国有企業の統治構造，そして企業の権力機構は女性雇用に与える影響につい
ての説明・考察を行ってきた。
本章の第 2 節では，中国の経済システムの移行と中国国有企業の改革過程に伴い，改革
後から現在までおよそ 20 年間の企業制度，統治構造の状況を 3 期に分けて概観し，企業
における女性従業員の割合が企業経営権の委譲とともに低下したことを確認できた。そし
て，社会主義市場経済時期における国有企業の統治構造の特徴を考察し，女性たちは企業
の管理層への登用が容易ではないことを認識した。女性の雇用状況に影響する各段階の企
業の統治構造を見ていくと，以下の諸点が明らかになった。
①改革開放の初期段階（1978 年 12 月～1984 年 4 月）では，国有企業は「放権譲利」政
策のより一部の経営権を持つことになったが，企業の統治構造が社会主義計画経済時期の
国有企業のままで続けられる。
②社会主義商品経済の段階（1984 年 5 月～1992 年 6 月）では，
「経営者請負責任制」の
導入により，企業は経営上の責任を負うことになったとともに，従業員を雇用・解雇する
決定権を持つことになった。
③社会主義市場経済体制の初期段階（1992 年 7 月以後）では，株式制度の国有企業への
導入に伴い，国有企業において，
「共産党委員会」
「従業員代表大会」
「工会」という旧権力
機構が株式制度に基づいた「株主総会」「取締役会」「監事会」という新権力機構と並存す
ることになった。この二重化された企業の統治構造により，女性たちが自分の能力や業績
156

人民網 (2016 年 2 月 3 日)参考
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をとおして管理層に入る「機会」が少なくなった。
第 3 節では，企業における新・旧権力機構について，それぞれの特徴を説明し，新権力
機構の権力は旧権力機構の支配により無力化されたことを示した。
第 4 節では，中国の国有企業における就業制度の変遷を概観し，企業における女性の登
用比率は女性個人の意思や能力に比べて，企業の登用制度の重要性を明らかにした。

本

章をとおして，女性役員やトップ管理層女性の登用に阻害する制度的要因をまとめる。
まず，中国企業発展の各段階におけるほとんどの明文化されている登用制度は，企業の
中間管理層幹部の登用を対象としたものである。企業側は，中間管理層までの人事登用を
決定する権力があるが，企業の役員や管理層の登用についての意思決定権がない。
つぎに，明文化されていない登用制度について，管理層人事の決定権を持つ党組織にと
って，企業の役員・管理職は党幹部の要件を満たすことで，信頼感が高い人間と認められ
るため，人事権力者により評価されやすくなる。
近年，中国政府は，様々な政策をとおして女性の就業および女性の社会福祉の改善を努
める結果，企業における一般従業員の女性の就業率や職業的地位が改善されつつある。こ
れらの成果からみると，中国政府の権力，あるいは企業における党組織の権力は一般従業
員の女性の雇用を促進する効果があると評価すべきである。その一方，企業の役員層やト
ップ管理層における女性の登用において，国家の男女平等政策や就業促進政策の実施によ
る効果がなかなか見えない理由も，企業の登用制度が存在するからである。つまり，二重
化された中国企業の統治構造は，女性従業員や女性の中間管理職への採用・登用を促進す
るとともに，女性のトップ管理職への登用を排除してしまう傾向があるといえよう。
次章では，データをとおして中国上場企業の女性役員・管理職の登用問に関する制度的
要因を見ることにしたい。
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女性役員・管理職の登用問題をデータ分析する必要性
前章ですでに述べたように，歴史的視点から見ると，中国国有企業の独特な統治構造の形

成は，以下の二つの基本的条件が必要となる。一つ目は，企業の所有形態にかかわらず，企
業の最終的意思決定権を持つ共産党組織の圧倒的な存在である。この強力な組織の権力を
うけて，現代企業制度下の中国国有企業における「株主総会」，
「取締役会」，
「監事会」がう
まく機能できていない。一方，企業の管理層に入った役員・管理職の管理・監督の役割が「党
委」
，
「工会」などの党組織に強く制限されている。二つ目は，共産党組織内部の制度が企業
の管理層の登用制度を支配したり，法律の監督を無力化にしたりするということである。
このような現実から，中国企業における女性役員・管理職の登用プロセスが企業の権力組
織によって強く影響されていることが推測される。
本章では，まず，中国における職務の分類を概観・説明する。この作業をとおして，現行
の職務分類の方法における問題点を明確にするとともに，企業の権力組織のなかで，誰がど
のような身分を有すれば，企業の意思決定権を支配することができるかという権力の所有
者を特定することもできる。
つぎに，筆者が収集してきた中国上場企業の役員・管理職に関しての統計データに基づい
て，中国上場企業における女性役員・管理職の登用状況を明らかにする。この統計的作業を
行うと同時に，筆者は上場企業における管理層女性の登用に関する既存の研究のなかで，役
員・管理職の区分と権限が不明確であるという問題点を指摘し，企業の管理層における意思
決定権を持つ女性の比率について再検討を行う。
最後に，筆者が統計した結果を参考にし，上場企業の役員層・管理層における意思決定権
の曖昧な職務の存在を示す。一方，企業の統治構造に焦点をあて，企業における明文化され
ていない管理職の登用制度がグラス・シーリングとして，女性の役員・管理職への昇任を阻
害しているという特徴を明らかにする。

2.

中国企業における職務157の分類
現在の中国企業では，社会主義計画経済時期における国有企業の管理制度と同様に，企業

157「職業」
，
「職種」および「職務」という言葉の定義は統計書により多様であるが，本研究では，職位

的地位における意思決定権に焦点をあてて，企業の統治構造の中での支配権力を考察する目的となる
ため，その三者間の関係や相違点を特に区別していない。
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の各部門の従業員や管理職の職務が明確に決められてきた。国家は職務の設定をとおして，
企業における各部門の責任者を確定するうえで，各職位の権限も明確にした。中国企業にお
ける現行の職務の分類は，労働社会保障部が 1999 年 5 月に施行した『中華人民共和国職業
分類大典』
（以下『職業分類大典』と略す）に基づいて作られたものである。
『職業分類大典』
の分類基準によると，中国の職業は次のように大きく 8 職種にわけられている。
（1）第一種：国家機関，党組織，企業，各種の事業体における責任者である。
（2）第二種：専門技術者である。
（3）第三種：事務員である。
（4）第四種：商業，サービス業における被雇用者である。
（5）第五種：農業，林業，牧畜業，漁業，水産業における生産労働者である。
（6）第六種：生産設備や運輸設備を運転する被雇用者である。
（7）第七種：軍人である。
（8）第八種：その以外の被雇用者である。
以上のように，現在の中国企業では，職業の特性によって区別すれば，管理者（第一種）
と技術者および一般労働者により構築された非管理職（第二種～第八種）という二つのグル
ープに分けられる。そして，政治的身分によって区別すれば，共産党員と非共産党員という
二つのグループにわけられる。したがって，中国の職場において，「責任者」としてより大
きな意思決定権を持つために，管理層の人間であり，かつ共産党組織の人間であるという前
提がなければならない。
一方，この職業分類により，企業においての女性たちは，昇進の機会を高めるために，企
業のある部門の責任者という身分にあがる必要がある。具体的に，どの職務になれば，女性
が企業の管理層の人間として認められるかについて，ここでは，
『職業分類大典』
「第一種」
のなかの企業にかかわる規定を詳しくみよう。
「第一種」の「第五中分類」
（GMB0-5）は，
「企業の責任者」を「企業およびその職能部
門の中でリーダーとしての職務を担い，かつ決定権と管理権がある人間」と規定している。
そして，
「企業の責任者」
，すなわち管理層として取り扱われる職業は，「企業取締役」以外
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に，
「総経理」
，
「部門経理」
，
「部門主管者」
，
「その他の企業責任者」158など，企業の意思決
定権を持たない職業や定義の不明な職業が存在している。こうした曖昧な定義がもたらす
結果について，筆者は次の 3 点を指摘したい。第 1 に，本来，企業の意思決定権のない中
間管理層は，中国企業において意思決定権を持つトップ管理層として取り扱われる可能性
が極めて高い。この概念上の間違いによって，中国企業の役員・管理層に就く女性に関して
の統計や分析の結果に誤差が存在する可能性が大きい。
そこで，本章では，このような誤解を生まないため，意思決定権のない管理層を「管理層」
というふうにカッコをつけて表示する。意思決定権のある，すなわち本当の管理層を，カッ
コをつけず表示する。
第 2 に，中国の「公司法」で規定される株式会社に不可欠である「監事」が『職業分類大
典』のなかで提起されないため，現実では，「監事」の役割は「株主総会」や「取締役会」
と同じレベルで重視されていないことが窺える。
第 3 に，企業の意思決定権の所有者が明確にされていないという問題である。
「企業取締
役」の項目のなかで，企業の意思決定権について，
「企業の取締役は，株主総会により選出
された最終的意思決定権を持つ組織である159。」と明確に規定される一方，「その他の企業
責任者」のように明文化されていない職業は企業の「管理層」としての存在も認められると
いう矛盾点がある。とくに，前章で考察した結果に合わせてみると，党委や工会などの共産
党組織は「ある組織」として企業を支配する可能性が大きい。この問題を解決しないと，そ
の明文化されていない「ある組織」は企業の意思決定権を支配したり，企業の役員・管理職
の登用環境を変えたりすることが可能になる。例えば，
「工会責任者」に関しての規定160に
よると，共産党支配下の工会責任者の業務内容は企業の経営的意思決定権との関係は一切
ないが，現行の職業分類の基準により「管理層」として取り扱われる。
つまり，中国企業において管理層職務の分類の基準は，依然として国家の統治構造に基づ
いて作られたものという特徴がみられる。
『職業分類大典』のなかで，
「企業取締役」，
「総経
158『中華人民共和国職業分類大典』第

1-05-01-99 項
上掲書 第 1-05-01-01 項
160「工会責任者の業務内容は（1）共産党が提唱する路線，方針，政策に基づいて活動する。
（中略）
（4）従業員を組織し，企業に対して民主的管理活動を行う」
（出所）上掲書 第 1-03-02-01 項
159
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理」
，
「部門経理」
，
「部門主管者」
，
「その他の企業責任者」という五つの職業が管理層として
認められるが，意思決定権のある職業は「取締役」のみ明記されているため，株式化された
中国企業において，
「取締役」以外のすべての職業は意思決定権を持つことができない。よ
って，中国企業における管理層と「管理層」の関係は，図 3-1 のように示すことができる。
このピラミッド形の上端は企業を支配する「取締役」であり，そして「取締役」に雇われる
「総経理」
「部門経理」
「部門主管者」などの企業の意思決定権のない職務はピラミッドの下
部に位置づけられる。さらに，女性の管理職への昇進を左右するものは，
「明文化されてい
ない」組織として管理層と「管理層」の間に存在しているため，従来の企業「管理層」にお
ける一部の女性は，実際に中間管理層としての役割しか果たしていない。

図 3-1 職業別中国企業における管理層と「管理層」の関係

意思決定
権のある
責任者：
取締役

明文化されていない
「その他の企業責任者」

意思決定権のない「責任者」：
「総経理」「部門経理」「部門主管者」など

（出所）筆者作成

一方，明文化されていない「その他の企業責任者」は，前述のとおり，企業の意思決定権
を持つ「党委」などの形で存在する可能性もあるし，ほとんど重視されていない「監事会」
などの形で存在する可能性もある。換言すれば，この未知のものが持つ権力によって，女性
に企業の意思決定権を握らせたり，失ったりさせることができるため，企業の管理層に潜在
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する「明文化されていないもの」は，企業の管理層における女性の比率を大きく左右する可
能性がある。このような影響を受けて，現在中国企業の管理層及び「管理層」において，職
種にかかわらず，人びとが「明文化されていない」党組織の権力と役割を認識しながら企業
の管理を行っている組織といえよう。その結果，企業の管理層に昇進・登用したい一部の女
性は，明文化されていない昇進・登用制度により，企業の「管理層」までしか上がれなくな
る可能性がある。換言すると，この「明文化されていない」というものが，中国企業におけ
る女性の昇進を阻むグラス・シーリングといえるであろう。
したがって，中国企業における役員・管理職に就く女性の登用状況を見る前に，企業の管
理層に対する正しい理解が重要な前提である。
「管理層」の女性を管理層として統計してし
まうと，中国企業における女性役員・管理職の正確な登用状況を把握することができなくな
る。
また，企業側にとっては，
「管理層」と管理層の役割を明確にするうえで，女性を登用す
るべきである。さもないと，本来，能力のあり，管理層に入りたい女性が最終的に「管理層」
に昇進・登用されてしまい，女性のモチベーションが下がるないし，流出するリスクを生じ
る可能性がある。

3.

上場企業における管理層女性の登用状況
つぎに，本節では，中国で発表された調査研究の紹介・検討を行うとともに，筆者が収集

したデータを分析し，中国の上場企業における管理層女性の登用実態と問題について論述
することにしたい。

3.1 既存研究における問題点
まず，女性役員・管理職を登用する中国の株式上場企業数の推移について見てみよう。表
3-1 で示したように，中国の本土，すなわち上海と深セン市場には，2004 年時点では 1377
社しか上場していなかったが，2005 年から年々増加し，2013 年には約二倍近くの 2489 社
にまで増えてきた。そして，上場企業数の増加に伴い，上場企業における国有企業の数は，
国家が 2005 年から実施した国有株や非流通株の改革をとおして，2006 年の約 66％から
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2013 年の 41％まで下がってきた。しかしながら，上場企業における国有企業の割合の減少
にもかかわらず，株式市場の純資産における国有企業の比率は 8 割以上のままで維持され
ている（表 3-2）
。

表 3-1
年

2005 年以後中国上場企業の推移

(単位：社)

全国
上海証券所

深セン証券所

2004

1,377

837

540

2005

1,381

834

547

2006

1,434

842

592

2007

1,550

860

690

2008

1,625

864

761

2009

1,718

870

848

2010

2,063

894

1,169

2011

2,342

931

1,411

2012

2,367

938

1,429

2013

2,489

953

1,536

（出所）中国証券監督委員会編（各年）
『中国上場会社年鑑』，中国国家統計局編（各年）
『中
国統計年鑑』より筆者作成

このような結果からみると，株式市場における国有企業は，企業の数が減少すると同時
に，企業の規模が徐々に巨大化になっていく傾向がある。また，中国の国民経済にとっ
て，株式市場において 8 割以上の純資産を握っている国有企業は，株式化の導入にかかわ
らず，依然として絶対的な影響力を持っている。さらに，一部の独立した民間企業は，地
方政府の介入により強制的に国有企業と合弁されたため，企業の意思決定権は再び国家や
地方政府に支配されることになった161。すなわち，持株の比率からみると，国有企業の数
は減っているが，企業の統治構造や行政的支配率からみると，国有企業の指導的地位と絶

161『中国上場企業年鑑』pp.25-26
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対的な影響力は変わっていないという特徴がみられる。

表 3-2 株式市場の企業数・純資産における国有企業の占める割合（単位：％）
株式市場の企業数における

株式市場の純資産における

国有企業の比率

国有企業の比率

年

*

2006

65.9

84.5

2009

56.5

88.7

2011

70.5*

86.7*

2012

40.3

N/A

2013

41.0

83.0

深セン証券所のデータが公開されていないため，上海証券所のデータに基づいて算出し

たものである。
（出所）同上

中国上場企業が激増している理由については，すでに第 2 章で述べたように，国有企業
の株式化の導入や社会主義市場経済のグローバル化をあげることができる。しかし，上場企
業数の増加により，必ずしも女性役員・管理職の登用が多くなるとはいえない。そこで，つ
ぎに，中国の研究者が行った調査研究をとおして，女性役員・管理職の登用状況を見ること
にしたい。
中国華南師範大学の康宛竹は，2004 年上海と深センの株式市場の A 株162に上場している
1377 社のなかから 278 社のサンプルを抽出163し，女性役員・管理職の登用状況を（1）管

162

163

中国本土の上海・深センの両証券取引所には，外国人の取引を制限され，中国国民だけが取引を認め
られている株は A 株と，外国人が取引できる株は B 株として区別されている。
康は系統抽出の方法を用いて，深セン市場の 505 社から 104 社，上海市場の 840 社から 174 社，合
計 278 社を対象として分析している。データは統計ソフト SPSS13.0 により処理される。業種でみ
るサンプルの分布は，農林漁業（2.5％）
，鉱業（1.1％）
，製造業（60.8％）
，エネルギー（6.1％）
，
建築（1.1％）
，運輸倉庫（2.5％）
，IT（6.4％）
，卸売（3.9％）
，金融（1.1％），不動産（5.4％）
，社
会サービス（2.2％）
，放送（1.1％）
，総合サービス（5.8％）である。地域でみると，甘粛省以外の
すべての中国大陸の省・直轄市・自治区がサンプルに包括されている。企業の規模別でみるサンプ
ルの分布は，大型企業（51.1％）
，中小企業（48.9％）である。
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理層に就く女性の数による企業の分布状況，（2）企業の管理層における主たる職務をわけ
て，それぞれの登用数について統計分析を行っている164。そして，
「管理層」の役割と権限
について，康はトップ管理層165という言葉を使用し，取締役，経理や監事を含める階層とし
て取り扱うが，企業の意思決定権との関係を説明していない。そこで，まず，トップ管理層・
役員層における女性の統計結果を見ることにしたい。

表 3-3 企業における管理層女性の分布状況（2004 年）
トップ管理層の女性数（人）

企業数（社）

割合（%）

0人

33

11.87

1人

62

22.30

2人

61

21.94

3 人以上

122

43.88

合計

278

100.0

（出所）康宛竹（2007）p.26 より筆者加筆

表 3-4 企業における役員層女性の分布状況（2004 年）
役員層の女性数（人）

企業数（社）

割合（%）

0人

99

35.61

1人

85

30.58

2人

62

22.3

3 人以上

32

11.51

会社数合計

278

100.0

（出所）同上

164
165

康宛竹（2007）pp.23-29
中国語：高層管理人員
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表 3-3 及び表 3-4 の結果によると，トップ管理層に就く女性の増加とともに，企業の数は
増えていることがわかった。一方，役員層における女性の増加にともない，企業の数は徐々
に減っているという特徴も現れた。とくに，役員層に女性がいない企業（99 社，全体の
35.61％）は，トップ管理層に女性がいない企業（33 社，全体の 11.87％）の三倍であるこ
とが目立つ。この結果から，278 社のなかで約 24％（66 社）の女性は企業のトップ管理層
に入ってはいるが，企業の役員層に入ることはできていないことが確認できた。

表 3-5 職務別トップ管理層女性の分布状況（2004 年）
職務名

役員層

男女計（人）

女性（人）

女性比率（%）

代表取締役

277

16

5.78

副代表取締役

220

20

9.09

取締役

1777

165

9.29

独立取締役

931

115

12.35

取締役会秘書

275

40

14.55

総経理

272

9

3.31

副総経理

885

74

8.36

監事会主席

264

53

20.08

監事

909

200

22.00

財務部責任者

247

60

24.29

その他

65

6

9.23

6122

758

12.38

「管理層」

計

（出所）康宛竹（2007）p.27 より筆者加筆

つぎに，職務別でトップ管理層における女性の分布状況についてみることにしたい。トッ
プ管理層における女性の割合の平均値は 12.38％であるが，その一方で，「代表取締役」
（5.78％）
，
「副代表取締役」
（9.09％），
「取締役」
（9.29％）のいずれも一割を超えていない。
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それに対して，女性が比較的に多い職務は「財務部責任者」
（24.29％），
「監事」
（22％），
「監
事会主席」
（20.08％）であるが，いずれも企業の意思決定権を持つ部門ではない。とくに，
前節で指摘したように，
「監事」と「監事会主席」という中国企業のなかでほとんど役に立
たない職務における女性の比率が最も多い。また，中国企業における「独立取締役」の役割
について，独立性が不十分であることや選出制度が不健全であることなどの指摘が多数み
られるため166，現実には，
「独立取締役」は企業の意思決定権を持つ取締役として取り扱う
ことが難しい。ところが，康は，
「独立取締役」
（12.35％）と「取締役会秘書」
（14.55%）を
企業の意思決定権のある職務として取り扱っているため，この基準に基づいた「役員層」に
おける女性の比率（10.23%）167は実際的な数値（8.84％）168より高くなるわけである。
つまり，康が行った中国の上場企業における女性役員・管理職の登用についての統計にお
いて，
（1）役員，管理職に対する取り扱いが曖昧である，
（2）分析されたサンプルの数は全
体の上場企業に比べて少ないという問題がある。その影響を受けて女性役員・管理職の登用
についての統計結果には誤差が生じる。
康のほか，中国の上場企業における女性役員・管理職の登用状況について，もう一つの研
究がある。張娜・関忠良は， A 株に上場する 1320 社の企業を選出169し，2007～2009 年に
おける女性役員・管理職の登用状況についての統計を行うと同時に，代表取締役の性別と女
性取締役の登用率との関係についても示している 170。この研究は康の研究に比べて以下の
2 点を改善している。一点目は，
「独立取締役」と「取締役」を区別していることである。
この手続をとおして，企業の役員層における女性の比率をより正確に把握することができ
る。二点目は，時系列データを用いて，女性の登用状況の変化を観測していることである。
このような連続的データをとおして分析する方法は，今後女性の登用傾向を予測すること
に役を立つ。

166
167
168

169
170

馬馳騁（2010）pp.24-26
表 3-5 に基づいて，「独立取締役」と「取締役会秘書」が「役員層」に含まれる場合。
表 3-5 に基づいて，「独立取締役」と「取締役会秘書」が「役員層」に含まれていない場合。
張・関は「巨潮資訊網」および CSMAR より，深セン市場の 474 社，上海市場の 846 社，合計 1320
社を対象として分析している。データは統計ソフト STATA 11.0 により処理される。
張娜・関忠良（2010）pp.40-44
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まず，役員層171における女性の数と企業の分布状況を見ることにしたい。取締役会におけ
る女性の増加に伴い企業数が減っていくという現象は，上記康の結果と同じであるが，取締
役会における女性登用の推移の状況からみると，2007 年から 2009 年までの変化はほぼな
かった。そして，3 人以上の女性を登用する企業は三年とも 8%以下となったことから，企
業の役員層に登用されている多くの女性はトークンとして取り扱われる可能性が高いとい
えよう（表 3-6）
。

表 3-6 企業における女性役員数の分布状況（単位：％）
年

0人

1人

2人

3 人以上

2007

39.32

37.80

16.29

6.59

2008

37.42

37.58

17.95

7.05

2009

37.20

37.88

17.27

7.65

（出所）張娜・関忠良（2010）p.41

表 3-7 中国の上場企業における女性取締役などの比率（単位：％）
2007 年

2008 年

2009 年

女性取締役

10.02

10.61

10.71

女性代表取締役

4.01

4.09

4.01

女性独立取締役

11.79

13.01

13.34

女性監事

22.91

23.93

24.68

（出所）同上，筆者加筆

つぎに，取締役会における女性の登用状況を見ることにしたい。前項の結果に比べて，
2007 年から 2009 年までの「女性取締役」と「女性代表取締役」の変化は一層小さくなっ
た。とくに，
「女性代表取締役」の登用率について，0.1%を超える変動もなかった。この安

171

ここの「役員層」においては，
「独立取締役」と「取締役会秘書」のいずれも含まれていない。
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定した状況に比べて，
「女性独立取締役」と「女性監事」の変化は大きいといえる。2009 年
の「女性独立取締役」の比率は 2007 年に比べて 1.55 ポイント，そして，
「女性監事」の比
率は 2007 年に比べて 1.77 ポイントの増加が確認できた（表 3-7）
。
この結果によると，中国の上場企業における女性登用の状況について，企業の意思決定権
のない職務においてある程度の改善がみられるが，取締役会における改善がほぼないとい
う特徴がある。

表 3-8 トップ管理層における女性比率（都市部）（単位：％）
（出所）中国国家統計局共編（各年）『中国労働統計年鑑』より筆者作成
年

職場責任者（Unit Head）

2010

2.1

2011

1.9

2012

1.9

さて，2009 年以後企業において，女性役員・管理職の登用状況にはどのような変化があ
るのか。それに関して，以上のような統計や調査研究が未だにみられていない。ここでは，
中国国家統計局が公開した最新のデータ172を用いて検討することにしたい。表 3-8 で示し
たように，2010 年から 2012 年までの全体の女性就業者のなかで，
「職場責任者」の女性の
比率は，いずれも 2%前後で小幅に変動していることが確認できた。ここで示された結果は，
上述した研究のなかで統計された「代表取締役」
（表 3-5，表 3-7）の結果の半分にも達して
いない。
この結果に至る原因について，一つは，データの種類がことなることである。『中国労働
統計年鑑』では，上場企業にかぎらず，都市部におけるすべての中国企業を対象として統計
を行っているため，企業の規模や業種により女性役員・管理職の登用に差が生じる可能性が
ある。二つ目は，
「職場責任者」についての定義および含まれる職務が説明されていないこ
とである。この定義上の理解の違いにより，「職場責任者」を意味しているのは「代表取締

172『中国労働統計年鑑』のデータに基づく。
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役」であるのか，あるいはある部門の責任者であるのかという判断基準が確認できない。
以上のように，中国企業における女性役員・管理職の登用状況についての既存の研究にお
いて，
（1）上場企業の取締役会および「管理層」における女性の登用比率は，男性に比べて
低い，
（2）上場企業の「管理層」における女性の登用比率は，改善される傾向にある，
（3）
取締役会における女性の比率は，
「管理層」における女性の増加との連動関係がない，とい
う特徴が読み取れる。
それとともに，
（1）役員層，管理層および「管理層」に対する定義が統計者により変わる
から，意思決定権のない職務を意思決定権のある職務として統計されてしまう，
（2）取締役
会における女性の登用率が低いという事実が確認されているが，その原因についての考察
が不十分なため，女性役員・管理職の登用を阻む根本的な原因が示されていなかった，
（3）
「監事」や「独立取締役」における女性の比率は比較的高く，取締役会における女性の比率
が低い，というグラス・シーリング現象を起こす要因について探求されていない，
（4）中国
の上場企業，とくに国家が最大の株主として支配している多くの国有企業において，国家は
どのような役割を果たしているのか，そして国家と取締役会の関係，国家と女性役員・管理
職の関係については看過されている，という問題点も存在している。これらの問題を解決し
なければ，中国企業における女性役員・管理職の登用の真実を明らかにすることができない。

3.2 データで見る女性役員・管理職の登用の実際
中国の上場企業における女性役員・管理職の登用状況について，筆者は 2006 年 12 月 31
日時点で上海と深センの株式市場に上場している 1434 社を対象として分析を行った173。つ
ぎに，2 万 5982 人の「管理層」における 3513 人（全体の 13.52%）の女性についての考察
を行うことにしたい。
まず，
「管理層」における女性の人数による企業の分布状況をみると，
（1）半数以上の企

173

中国の非流通株の改革（2005 年 9 月～2007 年 12 月まで）に伴い，CSMAR では，上場企業におけ
る役員・管理職の登用状況に関する情報が公開されず，2007 年 1 月 1 日以後のデータの閲覧ができ
なくなった（2016 年 5 月 3 日確認）
。また，筆者はサンプルの抽出時に生じる誤差をなるべく回避
するため，本節では，すべての上場企業が包括される 2006 年 12 月 31 日時点のデータを取り上げ
て分析を行う。最新の上場企業における役員・管理職の登用状況について，筆者は，次章（第 4
章）において，女性役員・管理職を積極的に登用する企業を事例として取り上げて分析する。
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業の「管理層」において，2 人の女性がいる，（2）
「管理層」に女性がいる企業は全体の約
9 割を占める，という現状が確認できた（表 3-9）
。
つぎに，取締役会における女性の人数による企業の分布について，
（1）半数以上の企業の
取締役会において，女性がいない，
（2）取締役会における女性が 3 人以上の企業は，全体の
1%にも達していない，という大きな格差が存在していることが目立つ（表 3-10）
。
このように，
「管理層」と取締役会におけるそれぞれの女性の登用状況によれば，女性が「管
理層」から役員層への登用過程においてグラス・シーリング現象が存在していることが観測
できる。そして，ほとんどの企業の取締役会において女性の登用人数が 3 人以下であるた
め，取締役会において女性が同僚の男性に同化され，すなわち，トークン化されてしまう傾
向があることも予測できる。

表 3-9 「管理層」における女性の数による企業の分布状況（2006 年）
「管理層」の女性数（人）

企業数（社）

割合（%）

0人

158

11.02

1人

220

15.34

2人

725

50.56

3 人以上

331

23.08

会社数合計

1434

100

174，
（出所）China Stock Market Accounting Research
（CSMAR）
中国上場企業年鑑（2007）

より筆者作成

表 3-10 取締役会における女性の数による企業の分布状況（2006 年）

174

取締役会の女性数（人）

企業数（社）

割合（%）

0人

779

54.32

1人

531

37.03

2人

110

7.67

3 人以上

14

0.98

http://hk.gtadata.com/p/sq/

2016 年 5 月 11 日閲覧・確認
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1434

会社数合計

100

（出所）同上

つぎに，企業の管理層および「管理層」における女性の割合を職務別で考察することにし
たい。役員層，
「管理層」
，および，元データのなかで「その他の企業責任者」として取り扱
われる「明文化されていないもの」の主たる職務については，表 3-11 の左欄のように区別・
表示されている。

表 3-11 職務別管理層・「管理層」の女性の割合（2006 年）
職務名

役
員
層

「
管
理
層
」

い
な
い
も
の

明
文
化
さ
れ
て

男女計（人）

女性（人）

女性の割合（%）

代表取締役

1448

58

4.01

副代表取締役

1553

61

3.93

取締役

6526

674

10.33

総経理

150

7

4.67

副総経理

2764

215

7.78

独立取締役

4944

588

11.89

監事会主席

1120

178

15.89

監事

4243

1007

23.73

財務部責任者

645

177

27.44

「工会」幹部（兼任）

1219

250

20.51

「党委」幹部（兼任）

149

25

16.78

「紀委」幹部（専任）

8

0

0

1221

273

22.36

25982

3513

13.52

その他 25 職務
計

（出所）CSMAR および『職業分類大典』より筆者作成

女性の登用状況を役員層・
「管理層」
・明文化されていないものにわけ，それぞれの結果に
よると，以下のような三つの特徴がある。第 1 に，管理層，すなわち役員層における女性の
登用率について，代表取締役には約 4%，取締役には約 10%で，前述した張・関（2010）の
研究結果とほぼ一致であり，2006 年の副代表取締役における女性の登用率は 2004 年の半
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分以下に下落したことが目立つ。
第 2 に，
「管理層」
，すなわち企業の意思決定権を持っていない機構においての女性の登
用率について，
「独立取締役」
，
「監事」
，
「監事会主席」や「財務部責任者」の比率は，康（2007）
および張・関（2010）の研究結果との大きな差が見当たらない。
第 3 に，今までの諸研究のなかで取り上げられていなかった「明文化されていないもの」
における女性の登用状況について，①「工会」および「党委」における女性の登用率はほか
の「明文化されていない職務」に比べて高い，②「工会」および「党委」に就く女性の半分
以上は「役員層」の職務を兼任している，③明文化されていない職務」のなかで，
「紀委175」
という共産党の要職が存在しているが，その機構に就く女性が 1 人もいなかった，という
特徴が観測できた。

女性役員・管理職の登用に関する制度的要因の検討

4.

つぎに，中国の上場企業における管理層と女性の管理層への登用の現実から，企業の統治
構造の側面に焦点をあてて中国企業における女性登用の阻害要因を考察することにしたい。
中国の「公司法」によれば取締役は企業の所有者の代表であり，代表取締役は会社を代表
する者である。一方，企業の社長（総経理）は，取締役会に雇われて来た能力の高い企業の
経営管理の専門家として，取締役会の指示により会社の生産経営を行う人である。取締役会
（役員層）と経理（
「管理層」
）間にはこのような権力構造によって監督メカニズムが形成さ
れるわけである。しかしながら，本章の統計結果では，8 割以上の企業では取締役と経理（総
経理・副総経理）を同じ人が兼任したにも関わらず，共産党幹部と取締役を同じ人が兼任し
たケースも多数存在している。企業の管理層登用制度の制定者は，企業の役員・管理職兼任
をとおして，徐々に政治監督者（党組織）と企業管理者（取締役会）の身分を一体化した。
さらに，企業における監事会の役割がまだ重視されていないため，企業の役員・管理職の登
用については，登用制度の透明性のほか，公平性の問題も疑われる。それはつぎの諸点から

175

「紀委」の全称は，中国共産党中央紀律検査委員会であり，
「中紀委」と略称される場合もある。
「紀
委」は中国共産党の路線の実行や共産党紀律の整頓，党員の汚職などを防止・監督・調査する機関
である。
「紀委」における最高幹部は中国共産党全国代表大会により選出され，企業における幹部
（ミドル管理層以上のトップ管理層と役員層）の行為を監視・調査・判断する権限がある。共産党
にとって，重要な権力部門である。また，
「紀委」は中央のみならず，地方にも存在しており，
「○
○省紀委」や「○○市紀委」と略称される。
「紀委」は中国共産党中央委員会（
「党中央」
，
「中共中
央」の略称）の指導を受けて政府の監察部門と合同で活動を行っている。
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うかがわれる。
（1）法律の不備による管理者の権限が不明確である。
現行の「公司法」および，
『職業分類大典』のなかで，企業における意思決定権を持つ
部門はだれか，そして各部門における意思決定権を持つ責任者はだれかを明確にする項
目が存在していない。
（2）企業の権力構造により監視機能を喪失した。
監事会の職権は不完全で，しかも重視されていない。表 3-11 のなかで示した株主総会
が任用する監事や監事会主席は，実は公司管理層に属する職員に過ぎない。そのため，本
来，独立性の高い監事は企業の管理層との間に支配関係が生じて，もともとの企業を管理
する機能を徐々に失った。したがって，現在中国の上場企業における監事は，実際は企業
の管理層から「管理層」に降格され，正常な監事資格を失った組織である。
（3）企業の労働者からの声が反映されず，労働者監督の機能がしていない。
現行の「工会法」によれば，企業におけるすべての従業員は自分の権利を維持するため
に，工会をとおして経営管理者と交渉するべきであるが，しかし現実には，企業における
各部門の責任者の就任あるいは評価の権限が民主的な手続きを経ても，最終的な決定権
は企業の幹部に握られる。とくに，管理層に対する任免権も党組織にあるから，選考・評
価の決定権は事実上やはり党組織にあり，個人が持つ能力，業績や「管理層」部門の選考・
評価の効果はあくまでも参考とするものに変わったのである。
（4）人材市場の競争による管理層への登用制度が存在しない。
市場に上場する株式会社の管理層における要職は，ほとんど兼任の形で企業の意思決
定権を持つ職務についたため，人材市場で競争によって選任された経営管理の専門家で
はなく，企業の管理職の登用制度に認められた人間である。女性たちは，専門知識を高め
たり，経営業績をあげたりすることをとおして昇進する結果，企業の財務部，工会や監事
などの意思決定権のない「管理層」までしか上がらない可能性が大きい。すなわち，この
ような登用制度の選考基準は能力や競争ではないという大きな問題が存在している。今
後中国企業における女性の昇進・登用にとって，この問題を解決しなければ，女性たちは
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「管理層」から役員層への登用過程において，グラス・シーリングを突破することができ
ない。

小括
本章は中国上場企業における女性管理職の登用に着目し，2006 年における 1434 社の上
場企業の職務別女性の登用実態を統計することによって，企業における女性役員・管理職へ
の昇任・登用プロセスに存在するグラス・シーリング現象を明らかにした。そして，女性役
員・管理職への昇任・登用を阻害する制度的要因を析出できた。また，法律の面から，企業
の職務や権限についての規定が曖昧である事実をとおして，法律上の不備により女性の役
員・管理職の登用実態が正しく認識されてないことを明らかにした。
企業の取締役会に就く多くの管理者は，企業の各部門や外部登用による企業の役員にな
ることではない。多くの場合，まず，工会や党委などの党組織に入って企業の支配者の信用
を得てから，党幹部として企業の役員の兼任を経て，取締役会に入るケースが多い。
一方，本章の統計結果から見ると，多くの女性は，①をとおして，企業の工会や党委に入
ったが，②の段階を突破して取締役会に入ることができない，とくに，党組織の職務を兼任
していない女性取締役はさらに少ないという現象から，今後，中国企業における女性の役
員・管理職への登用と党組織の関係は，以下のようにまとめることができる。
第 1 に，意思決定権のない職務を担う「管理層」の女性は意思決定権の持つ管理層に昇
進・登用するプロセスにおいて，明文化されていない「企業責任者」が決めた昇進・登用制
度や昇進要件を満たさなければならない。
第 2 に，女性は企業の役員・管理職への昇進・登用意欲があっても，
「明文化されていな
い昇進・登用制度」の影響で，企業の意思決定権のない監事などの職務に就く可能性がある。
第 3 に，女性の役員・管理職への昇進プロセスのなかで見出されたグラス・シーリング
は，第 2 の段階に存在している。現実では，多くの女性は「明文化されていない昇進・登用
制度」を経て党組織に入っても，そのグラス・シーリングを容易に突破することができない。
結局，大半の女性は役員層の予備軍として，長期的に意思決定権のない「管理層」で待機せ
ざるを得ない。
以上のように，明文化されていない昇進・登用制度による工会や党組織などの共産党組織
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は企業の役員・管理職の登用に影響を与えている。女性の場合では，党組織に入ることは難
しくないが，より不透明な昇進・登用制度の影響で，彼女たちは，役員・管理職への昇進・
登用がなかなか実現されていない。
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国有企業における女性役員・管理職の登用を調査するねらい

1.

本章では，企業における女性役員・管理職の登用状況について，統計データから実在の企
業に視点を移し，統計データで見えない女性役員・管理職の登用実態を把握するとともに，
企業の登用制度が女性の役員・管理職の登用に与える影響を明らかにする。
中国の上場企業における女性役員の登用状況について，アメリカの経済誌『フォーブス』
の報告によると，近年，中国の上場企業における女性社役員の割合は 1999 年の 9.2%から
2010 年の 11.7%まで上昇した。その中で，国有企業での女性役員の割合は 1999 年の 8.5%
から 2010 年の 10.0%となり，非国有企業における女性役員の割合は 1999 年の 10.4%から
2010 年の 13.7%となった176。しかしながら，すでに前章で述べたように，中国において，
「役員」に対しての取り扱いが曖昧であるため，『フォーブス』の報告における女性役員・
管理職の登用数は，実際の登用状況を反映するものではないことを否定できない。
一方，2010 年 5 月 20 日から 22 日にかけて，北京で開かれた世界女性サミットのなか
で，女性は，取締役会に入るのはとても困難でありながら，企業における女性の職業的地位
の上昇スピードも徐々に低下していく傾向があると指摘された177。将来，高齢少子化の時代
に入る中国にとって，こうした厳しい男女登用の格差をいかに縮小し，企業の女性を活用す
るかは目下の急務である。
その問題を解決するため，中国政府は，
「中国女性発展綱要（2011-2020 年）」
（2011 年 7
月 30 日国務院決定，以下「綱要」と略す）を策定し，これに基づき今後の中国社会におけ
る女性の社会的地位の改善に向けて関連施策を推進してきた。そのなかで，「女性の意思決
定と管理への参画」
（第四条）では，
「企業の取締役会，監事会および管理層における女性の
比率を徐々に引き上げる」
（第 5 項）
，
「従業員代表大会，教職員代表大会における女性代表
の比率を徐々に引き上げる」
（第 6 項），という企業における女性の職業的地位の改善策が
明示されている。
このように，2011年より，政府は女性役員・管理職の登用の促進について，明確な意思
を示し，積極的な政策を打ち出した。では，このような政策を実施する中国企業はどのよ
うに行動し，そして女性役員・管理職の登用状況がどのように変わったであろうか。

176
177

石錚（2014）pp.67-90
張娜・関忠良 (2010) p.40
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2014年中国国家統計局の統計結果によると，企業の管理に参画する女性の比率は明らか
に上昇したと報告されている178。例えば，2014年では，取締役会における女性従業員取締
役が，全体の従業員取締役の40.1％を占め，2010年より7.4ポイント上回っている。また，
監事会における女性従業員監事が，全体の従業員監事の41.5％を占め，2010年に比べて6.3
ポイントを増加している。これらの結果により，取締役会における女性の比率が上昇したこ
とを否定できないが，企業の意思決定権を持つ女性の比率の改善は依然として窺えない。
一体，企業において，なぜ女性役員・管理職の改善の兆しは見えないのか。企業の役員・
管理職の登用に関する決定権は企業の権力組織が持つため，「女性の意思決定と管理への参
画」政策が企業の役員・管理職登用制度に無力化されてしまうのではないか。これまでの研
究は企業の意思決定権の有無を区別せず，女性役員・管理職の登用数について大雑把な統計
だけを行うものが多かったが，企業における登用制度や統治構造の影響を加味して分析し
なければ，上記の問いに答えることができない。とくに，高齢少子化の到来により労働力を
確保しなければならない現状の下，能力の高い女性を役員・管理職として登用する人事制度
が積極的に検討される必要がある。このため，女性役員・管理職の登用制度や選考制度が企
業のどの組織に支配されるか，なかなか見えない「明文化されていない」管理職の登用制度
がどのようなものであるか，そしてそれらが女性役員・管理職への昇任プロセスにどのよう
な影響を与えているのかについて，詳しく検討しなければならないのである。
本章の構成は，以下のとおりである。第 2 節では，女性役員の登用が進んでいると報告さ
れる中国企業を取り上げ，それらの企業における女性役員登用の状況について，統計データ
だけで発見できない女性役員・管理職の登用問題を指摘する。第 3 節では，女性役員・管理
職の登用制度が明文化されていない国有企業（2 社）への調査をとおして，明文化されてい
ない登用制度の内容を明らかにする。そして，そのような登用制度の実施過程および影響を
考察し，国有企業における権力組織は女性役員・管理職の登用に影響するかについての検討
を行う。第 4 節では，国有企業 S 社と T 社の結果をもとに，女性役員・管理職登用に影響
する根本的な原因について，企業の構造的側面から，「機会」「権力」「比率」という三つの
要因を検討する。

178「2014

年「中国女性発展綱要（2011-2020 年）
」の実施状況の統計報告」第四条 第三項
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女性役員の登用が進んでいる中国企業の登用現状

2.

2010 年第 5 期の『中国企業家』では，中国 A 株に上場している企業のなかでは，女性役
員あるいは女性管理職がいる会社は 1107 社であり，全体の企業の約 67％を占めている一
方，登用されていた女性役員・管理職は 1980 人にとどまった。そして，職位が公開された
776 人の女性のなかで，経営意思決定権を有する「取締役兼総経理」は 10 名（1.29％），
「取
締役」は 54 名（6.96％）
，合計 64 名（8.25%）となっている。一方，女性役員・管理職の
登用を業種別でみると，女性役員・管理職を登用している最も多い業種は，
「不動産」93 社
（8.4％）であることがわかった179。
表 4-1 によると，2010 年において，取締役会の女性が 5 人を超えている上場企業は 7 社
であった。企業を業種別でみると，そのうちの 6 社は，サービス業であり，とくに不動産業
に集中している特徴がみられる。また，企業の所有形態をみると，民間企業が 6 社，国有企
業が 1 社となっている。全体的に民間企業のほうが女性役員の登用率が高いといえるが，
国有投資機構が最大の株主として民間企業に進出することは無視できない。
2011 年以後，
「綱要」の実施に伴い，中国企業における女性役員・管理職の登用が推進さ
れるはずであるが，一体，当初女性役員の登用が進んでいる上位 7 社の登用現状はどうな
っているか。ここでは，2010 年に取り上げられた女性役員比率のもっとも高い 7 社の上場
企業について，最新のデータ（表 4-1）をとおして，女性役員の登用の変化をみてみよう。

表 4-1 女性役員が最も多い上場企業の登用現状（2010，2016）

179
180
181

企業名
（現在名）

2010 年取
締役合計
（人）

2010 年女 2016 年女
性取締役 性取締役
180 （人）
（人）

2016 年
実際の女性取締役
181 （人）

深セン世紀星
源

15

6

5

代表取締役 1 人
取締役 2 人

西安開元
（国際医学）

9

5

4

代表取締役 1 人
副代表取締役 2 人

青島双星

9

5

1

0

注

外国キャリア女性役員
2名
独立取締役
（会計士）

施星輝・曾蘭（2010）pp.92-94
2016 年 6 月 16 日に確認された最新の結果である。企業の意思決定権にかかわらず，取締役会につく
すべての女性を対象として取り扱う。
この取締役は，意思決定権のある取締役を指す。
「独立取締役」
，
「外部取締役」
，
「取締役会秘書」
，
「施行役員」
，
「監査役」などの企業の意思決定権を持たない職務は含まれていない。
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上海聯華合繊
（国新能源）

11

5

0

0

ハルビン工大

9

5

5

取締役 3 人

銀川新華百貨

9

5

4

取締役 2 人

ST 華控

9

5

1

0

国有企業

独立取締役 2 人は女性
役員外国留学・キャリ
ア経験がある。
独立取締役
（会計士）

（出所）
『中国上場企業統計年鑑』
（2010），巨潮資訊ウェブサイト，鳳凰財経ウェブサイト
より筆者作成。

第 1 に，女性役員の登用数の変化について検討することにしたい。2010 年の「女性取締
役」の数は 7 社合計で 36 人であったが，2016 年では，その 6 割にも達していない 20 人ま
でに減ってきた。ハルビン工大以外のすべての企業における女性役員の人数は，2010 年に
比べて減少している。とくに，上海聯華合繊（国新能源）は，5 人から 0 人，青島双星と ST
華控は 5 人から 1 人，という女性役員の激減現象が目立つ。この結果によると，中国企業
における女性役員・管理職の登用状況は，国家の促進政策の施行にかかわらず，現実では急
速に悪化しているといえる。
第 2 に，女性役員の職位についての検討を行うことにしたい。20 人の女性役員のうち，
意思決定権のある取締役は 11 人，意思決定権のない独立役員や財務責任者は 9 人となって
いる。上述した女性役員が激減した 3 社において，意思決定権のある女性取締役が存在し
ていない。すなわち，女性が役員層に登用しても，企業の意思決定権を持つというわけでは
なく，意思決定権のない職務，例えば監査役などに就く可能性がある。
第 3 に，企業の所有形態により女性役員の登用の変化をみてみると，2010 年女性役員 5
人以上を登用する国有企業は 2 社であったが，現在では 1 社しかない状況となっている。
国有企業は本来，国が推進する様々な政策を積極的に実行しなければならないが，現実から
みると，かえって国有企業が女性役員の登用政策を違反・無視しているのである。この問題
が起こった原因として，一つ目は，国有企業において，誰がどのような基準に基づいて女性
の役員・管理職の登用を判断するという登用制度が明確されていないため，女性がこの不透
明，かつ差別のある基準により落とされるからである。二つ目は，「綱要」のなかで，目標
だけ明示され，ペナルティーについての規定がないため，女性役員・管理職の推進政策が企
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業の管理層に重視されていないからである。
第 4 に，企業の取締役会における女性取締役と企業の統治構造との関係について検討を
行うことにしたい。
（1）政治的身分を重視する企業
表 4-1 で示したように，現在，7 社のうち，意思決定権のある女性役員は合計 11 名であ
るが，少なくとも 6 人が共産党員の政治的身分を有している。また，共産党員の女性を役員
として登用した 2 社の民間企業は，いずれも社会主義計画経済時期の国有企業の改革をと
おして設立した株式会社であるため，企業の統治構造は従来の旧国有企業のままで，企業側
は共産党員という政治的身分を前提として役員を登用した可能性が高い。
（2）キャリア・能力を重視する企業
上述のように，女性たちは企業の取締役会に登用する際，政治的身分という要件が重要で
あるが，一方，その基準を採用せず，役員のキャリアや能力に基づいて女性役員を登用する
1 社の民間企業182もある。例えば，
「西安開元」の現役取締役 A は，アメリカ企業 ALL
LIFE.INC，香港企業 EAST MILE INVESTMENT LIMITED においてキャリア経験をし
たゆえに，
「西安開元」社の代表取締役として登用された。また，共産党員でない「銀川新
華百貨」の女性独立取締役 C（1987-1991 年立教大学の経済学修士学位を取得している）及
び M（イギリスのバーミンガム大学の会計学修士学位を取得している）のケースから，中
国のほとんどの企業において，個人能力やキャリア経験で取締役会に入ることが可能であ
る。
上記の分析によって，中国の上場企業における女性役員の登用の促進要因について，以下
の諸点にまとめることにした。第 1 に，国家が推進する政策は，ミドル管理職においての効
果はあるが，意思決定権の役員層においての効果はない。第 2 に，能力主義に基づいた一部
の民間企業の登用基準は，技術者の女性を独立取締役として登用する可能性は高いが，意思
決定権の取締役として登用する可能性は低い。第 3 に，企業の意思決定権を持つ女性役員
にとって，政治的身分が重要である。第 4 に，国有企業，あるいは国家資本がある民間企業
の支配権は，国家にコントロールされるため，明文化されていない役員・管理職の登用制度
が党幹部の登用基準に強く影響される。つぎでは，中国の国有企業における女性役員の登用
の実態について，実際のインタビュー調査をとおして説明・明らかにすることにしたい。

182

「西安開元」の株主は，すべて民間企業や個人である。
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国有企業における役員・管理職登用制度の実際

3.

3.1 調査対象企業の概要

表 4-2 国有企業の調査概要
女性役員・管理職

取締役への

人事担当者への

の登用数

インタビュー調査

インタビュー調査

全従業員数

S社

3 万人未満

0

男性 1 人

男性 1 人

T社

2000 人未満

2

なし

女性 1 人

（出所）S 社，T 社の調査資料より筆者作成

S 社について，筆者は現地ヒアリング調査を 2 回，電話によるヒアリング調査を 1 回行
った。1 回目の調査は S 社の党委書記・代表取締役・副総経理と面会し，約 2 時間のインタ
ビューを行い，そして人的資源管理部部長に対して電話でのインタビューを行った。2 回目
の調査は人的資源管理部に所属する幹部管理課課長と打合せ，約 1 時間のインタビューを
実施した。
T 社について，筆者は人事部の担当者（女性）に約 2 時間のインタビュー調査を実施し
た。表 4-2 に調査対象企業の概要として，企業の設立日，所有形態，全従業員数，インタ
ビュー調査の対象とした取締役・人事担当者の人数・性別をまとめた。S 社と T 社のガバ
ナンスシステムについての特徴は，以下のとおりである。

（1）S 社のガバナンスシステム
中国の国有企業に対するガバナンスシステムについては，中央政府や地方政府に属する
国有資産監督管理委員会（略称：
「国資委」）が国有株主として，中央企業や地方企業におけ
る資産管理，人事管理，財政管理などを全面的にガバナンスすることが特徴である。つまり，
中国の国有企業の管理権限は，
「国資委」
（株主），
「共産党委員会」
（監督者），
「財政部」
（予
算）の三つに分散され，多重構造になっている。
S 社は，上述した多重構造のガバナンスシステム下の国有企業である。国有企業の改革に
伴い，S 社は省人民政府国有資産監督管理委員会（略称：
「省国資委」
）が所有する地方の国
有のグループ企業 M 社の子会社として設立183した鋼鉄メーカーである。ところで，M 社の

183

S 社は，社会主義計画経済時期の国有企業により改革・整理・再編をとおして設立されてきたもので
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傘下には，S 社のほかにも，10 社の子会社（国有地方企業），専門学校 1 校，ホテル一つが
存在している。

図 4-1 S 社の組織図と統治構造

省国資委

M社
（親会社）

党群工作部
（党委）
（工会）
（紀委）
（党校）

党委組織部
（党幹部管理部門）

人的資源部

財務部

S社
（子会社）

福利厚生施設

（出所）S 社の調査資料により筆者作成

図 4-1 のように，
「省国資委」は，国有企業 M 社における経営者の人事権や資産の処分権
を支配し，管理と監視の責任を持っている。S 社における企業の共産党幹部の登用制度はも
ちろん，企業の役員・管理職の登用制度も「党群工作部」および「党委組織部」に管理され
る。また，M 社に設置される「党群工作部」では，中国共産党の考え方や政策を企業内で宣
伝し，党が主張する理論や方針を確実に執行したり，共産党員の拡大や共産党の指導地位を
高めたりする共産党学校（略称：
「党校」）も設置・管理している。

（2）T 社のガバナンスシステム
T 社は，S 社と同様に，中央人民政府国有資産監督管理委員会（略称：
「中央国資委」）が
設立・上場した国有のグループ企業 N 社の子会社として設立し，1993 年中国 A 株に上場
ある。
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した石油製品の販売及び卸売・小売サービスを提供する国有企業である。

図 4-2 T 社の組織図と統治構造
中央国資委

N社
（親会社）

党群工作部
（党委）
（工会）
（紀委）

党委組織部
（党幹部管理部門）

人的資源部

財務部

T社
（子会社）

営業所

（出所）T 社の調査資料により筆者作成

図 4-2 のように，
「中央国資委」は，中央企業 N 社の全ての人事権や資産の処分権を支配
しているため，S 社は上述した T 社と同様に，企業の共産党組織が企業の役員・管理職の登
用制度を管理している。一方，M 社と異なり，T 社はサービス業の企業であるため，T 社の
下に約 50 店舗の営業所が設置され，T 社に管理されている。したがって，T 社で働いてい
る一般従業員は個人の能力や努力をとおして，T 社のミドル管理層まで，T 社の登用制度に
従って昇進することが可能である。しかしながら，役員・管理職への登用に関しての選考制
度などについては，S 社と同様に，国家の党組織部門が管理権を持っている。

3.2 女性役員・管理職登用の実態
（1）S 社
S 社では，全体的に，女性の正規従業員の比率は 29%を占めるが，管理職の女性比率は
11%をしめる一方，部長レベル以上の管理職に登用された女性はいない。また，旧国有企業
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の時代から，役員の女性を登用したケースはなかった。現在，S 社における性別での役員・
管理職の登用について，S 社の取締役の 9 人と管理職の 7 人はすべて男性であることが目
立つ。女性役員・管理職がゼロになった主な理由について，現役の男性代表取締役が以下の
4 点を述べる。

一つ目は業種の制限である。S 社は工業の企業であるため，企業の生産技術や製品の販売
に興味を持つ女子大学生は非常に少なく，新入社員の約 90％は男性である。そして，女性
社員が入社しても，ほとんど財務課や工会など，トップ管理層に昇進する可能性が微小であ
る部門に配置されたため，現在 S 社では，管理職を希望している女性社員がみられない。
さらに，S 社においては，管理職を採用する際は，前述した企業の意思決定部門に報告し，
上級部門の判断に従わなければならないため，上級部門の指示がないと，企業側は自ら女性
従業員に対するキャリアアップ研修や管理職候補の女性従業員の意識・スキルの向上に関
する教育を実施する権限がない。したがって，S 社の管理職を希望する女性従業員がいても
自身の努力や自身の能力にかかわらず，結局上級部門の登用指示を待たなければならない。
二つ目は作業内容と出勤制度の制限である。S 社では，女性社員に対して特別な短時間勤
務制度や共同勤務制度などはないため，従業員は男女差別なく，同一の勤務時間で働いてい
る。S 社の生産工場では，24 時間運転のため，管理者は残業，休日出勤や夜勤をすること
が当然であるが，それらの問題を克服し，一般社員から管理職への昇進を希望する女性は未
だにみられていない。
三つ目は家庭の要因である。S 社では，『女性従業員の労働保護規定』で規定された内容
に基づいて妊娠や育児中の女性社員に対して，産休休暇を与えている。しかしながら，女性
は復職後，賃金は休職時点レベルのままである一方，休職による全年度の勤務業績（企業例
会の参加，政治・工作感想文の提出，定期出勤報告書の提出など）は全くないため，産休を
とった女性従業員は，同期の男性従業員に比べて，キャリアアップのチャンスを失った。数
年後，その女性たちは再び昇進したいという意識があっても，年齢差のため，若い後輩たち
に比べて，競争力はさらに低下した。
最後は，福利制度の要因にある。S 社では，もともと企業に附属している保育園や幼稚園
などの福祉施設は充実していたが，企業の改革に伴ってそれらの福利施設はすべて民営化
されたため，その利用料は以前の数倍に高騰した。したがって，一部の女性社員は，出産後，
高額の入園費用や老人施設の利用料を節約すると同時に，自宅で子供や年配の両親の面倒
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をみる必要もあるため，休暇期間を 1 年間までに延長したり，そのまま退職して専業主婦
になったりするケースもある。つまり，中高年層の女性社員のなかで，管理職への昇進意欲
があっても充実していない社会福利制度の影響により，仕事する時間のほとんどを家事に
とられるため，結果として昇進にあきらめることになった。

（2）T 社
T 社では，取締役 6 名（うち男性 4 名，女性 2 名）
，トップ管理職 7 名（うち男性 5 名，
女性 2 名）が登録されていた。役員の政治的身分について，S 社は T 社と同様に，役員 6 名
がすべて共産党員である。一方，T 社が公開した管理職の 7 人の職務は，いずれも，
「経理」，
「監事」や「独立取締役」などの意思決定権のないミドル管理職である。ミドル管理職の政
治的身分は役員と同様，すべて共産党員である。職務別・性別についての統計結果は下記の
通りである。
男性取締役 4 名（うち「党委書記」兼「取締役」2 名，
「党委委員」兼「取締役」1 名，一
般党員 1 名）
女性取締役 2 名（うち「党委委員」兼「会計士」兼「取締役」1 名，「会計士」（党員）
兼「取締役」1 名）
男性ミドル管理職 5 名（うち「取締役会秘書」
（党員）1 名，
「党委委員」兼「経理」3 名，
一般党員 1 名）
女性ミドル管理職 2 名（うち「党委委員」兼「副総経理」2 名）
T 社が管理している営業所において，一般の女性従業員は全体の女性従業員の約 7 割を
占めるが，その大半は契約社員や非正規雇用で働いている従業員であるため，彼女たちは昇
進しても，担当する地域販売店（小売）の店長（ロア管理職）までしか上がれないケースが
ほとんどである。それ以上の職位へ登用する際には，S 社の考課制度と同様，女性従業員の
学歴，政治的身分（共産党員であるか），業績や年齢などの制限条件が多く存在している。
さらに，T 社の役員・管理職は国家の党組織により T 社の上部行政組織や親会社から選出
されるため，現時点では，T 社における女性は，一般職から社内昇進で T 社の管理職にま
で昇進したケースはない。
以上のように，国有企業 M 社の子会社 S 社および，中央企業 N 社の子会社 T 社におい
て，役員・管理職の選出についての最終的意思決定権が，国家の党組織により握られている
ことがそれぞれの調査結果から確認できた。
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3.3 役員・管理職登用制度の実際
（1）S 社における管理層の考課制度
S 社のような中国国有企業のなかでは，従業員の身分は，職種別で，普段「行政職」と「一
般職」の二つに分けられる一方，職位別で，党に関係する組織・部門での幹部は「党幹部」，
企業部門での幹部は「企業幹部」と「従業員」に分けられる方法もある。
S 社において，企業の意思決定権を有する役員・管理職に就いている人はすべて「行政職」
に属し，取締役 9 名のうちの 4 名は「党幹部」
（党委主席 1 名，党委常委 1 名，党委副書記
2 名）であり，管理職 7 名のうちの 2 名は「党幹部」
（党委副書記）である。
「党幹部」は企
業の取締役として任命される一方，管理職を兼職する場合が多い。また，行政職における「取
締役」と「管理職」
（トップ管理層）のほかにも，「処級リーダー」（ミドル管理層）や「科
級リーダー」
（ロア管理層）という職位も存在している。
S 社の「企業幹部」
（ミドル管理者）までの昇進について，企業側は「職称考課制度」を
評価基準として採用し，段階的（1 年ごと）に考課を行っている。一般職は職能レベルによ
って，
「正高級」
，
「副高級」
，
「中級」
，
「初級」との四つに分けられている。そして，社内昇
進の場合では，毎年要求される学歴条件や外国語試験の条件を満たすほかに，日常において
政治に対する関心や学習も不可欠な条件であることは，資本主義国家の企業にみられない
中国国有企業の特有なものである。
さらに，各上位の職位へ昇進する際には，下位職位で勤務する「最短期間」も決められた
ので，従業員にとっては，個人能力のみならず，在職の期間も重要であることも特徴である。
すなわち，ある人材はいくら優秀で，能力が高くても，飛び級のように早く昇進することは
不可能である。この「最短期間」の年数設定の理由について，上述した「資格条件」におけ
る年齢設定と同様，明確にされていなかったため，S 社の一般職においても，合理性が欠け
る人事制度は上位の職位へ昇進する女性たちに対して不利な影響をあたえる。

（2）T 社における管理層の登用制度
つぎに，T 社における管理職の登用制度およびそれが女性の役員・管理職への昇進プロセ
スに与える影響を見ることにしたい。
T 社は親会社 N 社の役員・管理職の登用制度をそのまま採用している。T 社の役員・管
理職の考課制度は，
「幹部管理制度」の第一条および第二条に規定されている。T 社におけ
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る役員・管理職の考課制度により，候補者の選出要件と必須資格における重要な項目は，企
業の業績や管理と全く関係しないものばかりである。さらに，役員・管理職の選出プロセス
のなかで，候補者を審査，判断するのは，すべて「党委」や「党委組織部」である一方，
「人
的資源部」や企業を監督する機能を持つ「監事会」の役割は施行することだけである。

4.

女性役員・管理職への登用要因の検討
本節では，中国国有企業における女性役員・管理職の登用制度の特徴，および前節で確認

した女性役員・管理職の登用要因について，企業における女性の「比率」
「機会」
「権力」の
側面から，検討を行うことにしたい。
第 1 に，女性であることが役員・管理職への昇進に影響を及ぼすことについて，現状分析
における女性管理職の割合は，S 社が 0 人（管理職全体の 0%）
，T 社が 2 人（管理職全体の
33.3%）である。したがって，男性ばかりの取締役会のなかで，女性の価値が正確に認識す
ることは難しいため，国有企業の取締役会における女性がゼロという「比率」は，今後の女
性取締役の登用に大きな阻害要因となる。
第 2 に，女性の役員・管理職への昇進の「機会」について，女性に関しての社会的認識，
職務の分類，昇進に関する法律・制度による影響を検討することにしたい。まず，社会的認
識について，S 社の代表取締役の回答によると，女性に比べて，男性のほうが業務能力とと
もに，接待などの能力も高いため，男性の役員・管理職に昇進の可能性の認識が強いと確認
できた。すなわち，取締役会における男性取締役の判断だけで，女性の能力が低く評価され
たため，役員・管理職への昇進「機会」は少なくなった。そして，職務の分類について，T
社の取締役会における女性はふたりとも「会計士」であり，企業を経営・管理する専門知識
がないため，彼女たちの管理能力は企業における既存の管理層に認可される可能性が低い。
つまり，女性の職務分類の状況でみると，役員・管理職への昇進の可能性が低い。最後に，
女性の昇進にかかわる法律・制度において，S 社も T 社も女性を特別に取り扱う登用制度
や考課項目がない。また，国有企業の改革に伴い，人事制度以外の福利厚生制度も，女性の
役員・管理職への登用に不利な影響をもたらすことがある。とくに，国有企業に株式化が導
入された以後，企業の経営コストをさげ，収益を黒字化に求めるため，あらゆる改革案を実
施していく方針が固まってきた。しかし，企業に関連する福利厚生制度が改善されていない
ため，女性に過度な家庭的負担を担わせる。例えば，S 社の下に所属する各福利施設は民営
化の推進とともに，本来，福利を目的とした保育園，幼稚園や病院は改革後，利益優先とい
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う経営方針になってしまった。
その結果，一部の女性は，役員・管理職への昇進が可能であっても，育児と介護の家庭責
任が徐々に増えていくため，その意欲を断念するケースもある。さらに，男女差別のある定
年制度の影響で，女性たちは役員・管理職への昇進「機会」は一層少なくなった。すなわち，
国有企業の改革に伴い，民営化された福利厚生の権限は，民営化されていない役員層・管理
層の人事の権限とともに，女性役員・管理職の登用に不利な影響をもたらす。
最後に，女性の役員・管理職への昇進と「権力」の関係についての考察を行うことにした
い。本来，女性は企業の管理層に登用されるため，自身の努力や，同盟の支持などの方法を
とおして，経営資源をとる能力，いわゆる権力を獲得する184。しかし，このような方法は，
中国国有企業に適用できない。なぜなら，企業の統治構造により，中国国有企業における登
用制度の支配者は個人ではないため，女性個人が支配する権力は，企業の組織を支配する
「権力」に比べて，非常に弱いものである。この「権力」の影響で，企業における役員・管
理職の登用の効果基準は，従来の個人能力から政治的身分に変わりつつある。極端にいうと，
党組織が持つこの「権力」は，企業の組織構造に浸入しており，女性の登用制度より強力な
パワーである。さらに，このパワーは，先述した女性の役員・管理職登用にかかわる「比率」
と「機会」に対しても，絶対的支配力を有する。この「権力」が要求した条件を満たさなけ
れば，女性が党組織に信用されず，企業の意思決定権のある組織に昇進・登用できない。す
なわち，この見えない組織上のパワーは，女性の役員・管理職への登用を阻害するグラス・
シーリングである。

小括
本章では，中国国有企業における女性役員・管理職の登用実態について確認・検討を行い，
国有系企業における女性役員・管理職の登用割合が非常に低い現実を明らかにした。また，
中国国有企業の支配権は特有なガバナンスシステムによって「党組織」，
「国有企業の親会
社」，
「共産党出資機構」に分散されたため，女性たちは自身の努力をとおして S 社の内部
昇進制度を利用しても，その昇進・考課制度において女性の昇進を阻害する要件が存在する
ため，女性の内部昇進の困難を把握することができた。
最後に，S 社の事例から，現在多くの男性幹部には女性の能力と認識について，依然とし
て偏見やギャップが存在している事実が確認された。彼らは，女性が細かい統制能力と高い

184

Rosabeth Moss Kanter（1977）
（＝1995, 高井葉子訳, pp.142-143）
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コミュニケーション能力を認識するにもかかわらず，女性が企業を代表する人間としては
認めていない。さらに，中国特有な背景を有する共産党員であることが昇進に及ぼす影響が
顕著である。S 社と T 社についての考察では，企業の管理層において，共産党員であること
は，役員・管理職への昇進の重要な条件であるが，女性にとつては不利になるような影響を
及ぼす。
こうした差別意識や登用制度の影響で，S 社や T 社のような国有企業においての女性は
能力があっても，強い昇進意識を持っても，結局，企業の登用制度に潜在する「権力」に阻
まれるため，ミドル管理職までしか昇進できず，一生補佐的な役職にとどまっている傾向が
強い。

111

第5章

事例でみる民間企業における女性役員・管理職の登用の実態

第5章

1.

事例でみる民間企業における女性役員・管理職の登用の実態

民間企業における女性役員・管理職の登用を調査するねらい
本章では，民間企業の取締役を対象としたインタビュー調査結果から，女性役員・管理

職の登用の実際および企業における役員・管理職の登用制度を明らかにすることを目的と
する。
前章で行われた女性役員が最も多い上場企業の登用現状の調査結果をみると，女性役員
の登用率でみると，2016 年民間企業における女性取締役の登用率（75％）は 2010 年（69％）
より上昇したが，
登用の人数をみると，女性の登用数は逆に減っていることが確認できた。
一方，中国の民間企業において，その所有形態は国家と一般の株主により共同で所有する
形であるが，国家や地方政府は民間企業の株主として存在しているため，国有資本のある
民間企業における国家や党組織の影響を無視できない。
したがって，現在中国民間企業の取締役会への登用について，国有株がある民間企業の
役員・管理職の登用制度において，国家や党組織の影響を受けて政治的身分を重視する可
能性が高い。国有企業のなかで，女性たちは，自分の信頼性を高めるために，共産党員の
身分や共産党組織における勤務経験を獲得することが必要であるが，民間企業，とくに，
国家資本のない民間企業において，政治的身分は信頼性を高める方法はではない可能性が
ある。共産党員でなくても，国有企業の管理層に入っていなくても能力が高い女性の人材
を民間企業の役員・管理職に登用できると考えられる。そのため，有能な人材を身分・性
別なしで登用するという観点から，民間企業における女性役員・管理職の登用制度及びそ
の登用のプロセスを検討する必要がある。
本章は，中国の民間企業を対象として，まず，国有資本の有無により A 社を取り上げ，
企業の人事担当 A1 のインタビュー調査結果を通じて，役員・管理職の登用プロセスを論
じ，そのうえで現在 A 社における女性取締役の登用状況を提示し，女性取締役の登用の実
態を述べる。そして，国有資本がない B 社，C 社，及び外資系企業の K 社における女性役
員・管理職の登用プロセスについて，
それぞれの取締役のインタビュー調査結果をもとに，
中国の民間企業において，女性役員・管理職の登用制度に影響を与える要因を分析する。
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民間企業における役員・管理職登用制度の実際

2.1 調査対象企業の概要と選定理由
本章において，A，B，C，K 四社を事例として取り扱う理由は，表 5-1 をとおして説明
する。

表 5-1

民間企業の女性役員・管理職の登用状況（2011，2016）

国有資本の割合

取締役男女計

女性取締役
（2011 年）

女性取締役
（2016 年）

A社

20％

6人

2人

1人

B社

なし

7人

2人

2人

C社

なし

9人

2人

2人

K社

なし

3人

1人

1人

（出所）各社の資料により筆者作成

第 4 章で示したように，中国政府は 2011 年から，
「中国女性発展綱要（2011-2020 年）」
（以下「綱要」と略す）を実施したが，2016 年の上場企業における女性役員・管理職の登
用状況は 2010 年に比べて逆に悪化した。とくに，女性取締役を 5 人以上登用した一部の
企業は，現在女性取締役の登用が 1 人ないしゼロ人であることがわかった。民間企業であ
る A 社は，上述した状況と同様に，2016 年における女性取締役の登用数が 2011 年と比較
して減少したことを示している。
企業の所有形態が国有企業と異なるわけであるにも関わらず，A 社はなぜ国有企業と同
様な動きがあるのであろうか。A 社において女性取締役はどのようなルートで登用できた
のか。また，企業の出資者についてのデータ調査から，A 社が発行した株式のなかで，地
方の民間企業 E 社は 26.3%，国家・地方政府の投資機構 F 社は 20％の株を所有している
ことを確認できた。すなわち，民間企業として上場した A 社の株主のなかで，国家の地位
を無視できない。A 社において女性取締役の登用は投資者とどのような関係があるのか。
ここで A 社における女性取締役の登用プロセスの実態を明らかにすることは，中国民間企
業の女性役員・管理職の登用の阻害要因を検討する際に重要な示唆を与えうると考えられ
る。以上の理由から，本研究では A 社を選定した。
それに対して，B，C，K 三社の株主はすべて国家の資本を持っていない民間企業や個人
により構成されることを確認できた。B 社は，A 社と同じ旧国有企業により再編・改革を
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とおして設立された企業であるため，企業の代表取締役は，もとの旧国有企業出身の男性
により担当されることが一般的である。そのため，A 社と B 社の代表取締役が女性の価値
に対する認識について，
前章で述べた S 社の男性代表取締役と同じ態度を持つはずである。
C 社は，旧国有企業の整理・再編を経て上場した企業ではなく，完全に個人の投資によ
り設立・上場した株式会社である。そのため，C 社のガバナンスシステムについて，株式
制度に基づいた「株主総会」
「取締役会」「監事会」が主な権力機構である。一方，B 社と
C 社において，
「党支部」や「党委」などの共産党の基層組織が存在しているが，国家は B
社と C 社の株を持っていないため，共産党組織は党組織をとおしてこの二社の取締役会を
支配することができない。また，B 社と C 社において，工会という組織も設置されたが，
工会に入るメンバーは企業のミドル管理職の数人しかいない。つまり，国有資産のない民
間企業において，党組織による支配は少ないため，工会や党委は形式的な組織として存在
している。そのため，B 社と C 社の役員・管理職の登用制度は党組織による影響が少ない
と考えられる。このようなガバナンスシステムの下で，一体，この二社における役員・管
理職の登用制度の最終的意思決定権が誰に握られるか。そして，女性の登用と企業の権力
機構・権力者との関係はどのようになっているのか。これらの点を明らかにするために，
B 社と C 社を選定した。
また，K 社は，C 社と同様に，民間資本により設立された民間企業であるが，K 社の登
録地は，中国本土ではなく，香港であるため，厳密でいうと，K 社は中国本土における外
資系企業である。今まで，中国の外資系企業を取り上げて，女性取締役についての調査・
研究は存在していないため，K 社における女性取締役の登用の実態を明らかにすることは，
中国の外資系企業の女性役員・管理職の登用制度を検討する際に重要な示唆を与えうると
考えられる。また，K 社を含む外資系企業にとって，女性管理職の登用に影響をあたえる
要因は「綱要」など中国政府の法令であるか，あるいは企業の権力機構・権力者であるの
かについて明らかにするために，K 社を選定した。
各社に対してのインタビュー調査の実施日について以下のとおりである。
A 社について，筆者は A 社の人事担当者と面会し，約 2 時間のインタビューを行った。
C 社と K 社について，筆者はそれぞれの女性取締役と打合せ，約 1 時間の半構造的インタ
ビュー調査を実施した。B 社について，筆者は B 社の本社に訪問し，男性の取締役に約 2
時間のインタビュー調査を実施した。

114

第5章

表 5-2

A
社
B
社
C
社
K
社

国有資本
の割合

取締役
男女計

20％185

6人

なし

7人

なし

9人

なし

3人

事例でみる民間企業における女性役員・管理職の登用の実態

国有企業の調査概要

女性取締役
（201１年）

女性取締役
（2016 年）

取締役１人
独立取締役 1 人

独立取締役 1 人

取締役会秘書 1 人
独立取締役 1 人
取締役 1 人
独立取締役 1 人

取締役会秘書 1 人
独立取締役 1 人
取締役 1 人
独立取締役 1 人

取締役 1 人

取締役 1 人

女性「管理職」
（2016 年）
総会計士 1 人
副総経理兼党支部186書記 1 人
副総経理兼部長 2 人
なし
なし
なし

（出所）各社の資料により筆者作成

つぎに，A 社，B 社，C 社，K 社それぞれの企業の概要として，企業の設立年，全従業
員数，国有資本の割合，取締役の登用状況および女性取締役・
「管理職」の職務を表 5-2 の
とおりにまとめた。各社の特徴は，以下のとおりである。
（1）A 社は，2009 年 8 月から 2013 年の 8 月まで，女性取締役 1 人と独立取締役 1 人，
合計 2 人の取締役を登用していたが，2013 年 8 月以降の取締役会においての女性は，
独立取締役 1 人しかいないことになった。また，企業のガバナンスシステムについて，
A 社において，株式制度に基づいた「株主総会」「取締役会」「監事会」という新権力
機構が「共産党委員会」
「従業員代表大会」
「工会」という旧権力機構と並存している。
（2）B 社は，A 社と同様に，旧国有企業 G 社により株式化・民営化された醸造機械を製
造・販売する株式会社である。B 社の男性代表取締役がもとの G 社において中間管理
職であったが，1990 年代後半の国有企業改革・株式制度の導入にともない，G 社から
分離した B 社の 31.6％の株を購入し，現在 B 社の最大の株主となっている。B 社の
取締役会におけるすべての役員と管理職は旧国有企業 G 社の出身者である。
（3）C 社は機械を全国で生産・販売する民間株式会社である。C 社の株式はすべて個人で
所有している。取締役会にはドイツの大学院修了者（男性独立取締役 1 人）もいた。
（4）K 社は，香港籍の華人投資の医療機械の販売・保守サービスを提供する企業である。

185
186

ここの「割合」とは，国家の投資機構の直接出資比率である。
党支部とは，共産党の基層組織の一種類である。「中国共産党章程」第五章の規定によると，中国本
土における企業，学校，軍隊，研究機構などすべての組織のなかで，共産党員三人以上が存在する
場合には，党支部などの共産党の基層組織を設立するべきである。党支部は上級「党委」により指
導を受けて共産党の企業における活動を行う。また，国有企業との合弁による合弁会社や外資系企
業においても，その設立当初から党支部が会社内に設置され，党支部が共産党指導により各種の活
動を行っている場合がある。一方，中国の会社法は，党組織活動に対する支援を会社に対して求め
ており，党支部の設立・活動は，会社の運営とも関係することになる。
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2.2 女性役員・管理職への登用プロセス
（1）A 社における女性役員・管理職の登用プロセス
A 社の取締役会に登用する取締役候補者は，基本的に，A 社の最大の株主 E 社により指
名された人間である。指名された候補者は，A 社の株主総会をとおして可決された後，A
社の取締役として正式的に A 社の取締役会に登用される。換言すると， A 社における取
締役の登用については，A 社の内部から昇進することではなく，A 社の株主，すなわち E
社の指名により登用するというプロセスである。つまり，A 社の「株主総会」「取締役会」
「監事会」という権力機構は，取締役の選考・登用についての最終的意思決定権を持って
いない。A 社が採用したい候補者がいても E 社の権力機構に認められなければ，A 社の取
締役として登用されることが不可能である。一方，A 社の管理層における女性の登用状況
について，合計 3 人が登用されるが，彼女らの職務をみると，いずれも企業の意思決定権
を持っていない会計士，経理，各部門の部長などのミドル管理職である。
そして，A 社の管理層では，女性の取締役への登用に対してどのような意識を持ってい
るのか。筆者は A 社の人事担当者 A1 に対して，目的や質問内容は訪問前に予め説明し，
半構造的インタビュー調査を実施した。インタビュー調査については，主に以下の二つの
質問をめぐって行った。
①A 社の取締役の昇進，あるいは登用のプロセスについてお聞かせください。
②A 社の取締役会における女性が減少する理由についてお聞かせください。
回答内容は主に以下 5 点である。
第 1 に，A 社および E 社において，意図的に女性を管理職へ登用する・登用しない政策
はなく，
「綱要」に関しての告知や宣伝も行われていない。第 2 に，A 社の取締役につい
て，E 社における候補者の指名，E 社の株主総会への推薦，そして株主総会における決定
権はほとんど E 社の取締役会に握られるため，指名された候補者はある程度の能力があれ
ば，A 社はその人の登用を断ることができない。第 3 に，A 社の取締役会は，A 社の中間
管理職の登用に対する決定権を持つが，それ以上の職位は結局 E 社と F 社が支配権を持
つ。ちなみに，A 社の中間管理職の選考基準について，業績と能力が重視されるが，政治
的身分の有無は昇進との直接的な影響はない。第 4 に，E 社は役員登用制度を A 社の人事
担当者 A1 に公開していない。また，E 社の男性代表取締役 E1 は，同時に A 社の代表取
締役を兼任しているため，E 社により指名された A 社の取締役の候補者は，内定者とほぼ
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同じである。第 5 に，E 社と F 社の関係について，国有企業である F 社は，E 社と同じ A
社 20%以上の株を所有しているが，直接 A 社の管理に介入することがなく，A 社の人は F
社の人と会うこともない。
本調査結果から得られた知見は次の 2 点にまとめられる。
第 1 に，女性役員・管理職登用の促進政策の無力化である。A1 がいうように，A 社にお
ける役員・管理職の登用の意思決定権を持つのは A 社の取締役会でもなく，国家が実行し
た「綱要」でもなく，A 社の最大の株主 E 社の権力機構である。もちろん，企業側の判断
により，A 社の取締役会にふさわしい女性取締役，管理職の候補者が少ないかもしれない
が，A 社が自主的に役員・管理職の推薦や登用ができないという選出プロセスは，A 社の
ミドル管理職に就く有能な女性の役員・管理職への登用の困難さを上げる事につながると
考えられる。
第 2 に，取締役・管理職の出身や政治的身分が重要である。E 社における役員・管理職
の登用制度は，共産党組織と緊密につながっている国有企業 F 社の選考基準に影響され，
あるいは F 社の指導方針に支配されるため，前章の国有企業に対する分析によると，この
ような選考基準を採用することが，将来，女性の役員・管理職への登用の低下につながっ
てくる。
このように，A 社の人事担当者へのインタビュー調査をとおして，A 社における女性の
役員・管理職への登用促進政策は存在せず，国家が実行した登用政策が確実に執行されて
いないことを確認できた。また，A 社の所有形態は，持株率からみると，確かに国家が半
数以下の株しか所有していないため，民間企業と呼ばれることが多い。しかし，A 社は民
間企業であるにもかかわらず，実際に，企業の経営管理に関わる最終的意思決定権がすべ
て最大の株主である国有企業 E 社と F 社にコントロールされていることがわかる。このよ
うな統治構造の影響を受けて，先行研究で指摘されてきた女性役員・管理職の登用にかか
わる組織の「権力」という根本的な阻害要因は改善されていないと考えられ，女性の役員・
管理職への登用の機会および比率が削減されていく傾向にある。

（2）B 社，C 社における女性役員・管理職の登用プロセス
上述したように，A 社における女性役員・管理職の登用に関する調査をとおして，筆者
は民間企業である A 社の統治構造に潜在する支配力の存在を明らかにした。そして，この
ような権力組織は国有資産のない B 社と C 社においても存在しているのか，それとも存
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在していないのか。もし存在しないとすれば，企業の役員・管理職の登用制度や選考基準
について，企業側が最終的意思決定者として，女性の役員・管理職への登用に影響を与え
たことが指摘できるのではないか。上記の問題意識に沿って，筆者は B 社の男性取締役 B1
および C 社の男性取締役 C1 に対してそれぞれのインタビュー調査を実施し，結果は以下
のとおりにまとめた。
第 1 に，企業の所有者について，企業の株主には，国家や地方政府が存在しておらず，
すべて個人や民間の投資機構により構成される。企業の持株率が高い株主は，すべて企業
の取締役である。
第 2 に，企業の権力機構について，企業の取締役会が最高の意思決定機構である。企業
の役員・管理職の登用に関しての指名，選考，決定などの手続きは，すべて取締役会によ
り行われる。代表取締役が取締役会における最終的意思決定権を持っている。また，企業
の規模は国有企業に比べて小さいため，企業において意思決定権のある管理層は取締役会
のことを意味する。
第 3 に，党組織について，
「党委」と「工会」が設置されたが，それぞれの組織における
メンバーは共産党という政治的身分のある役員だけである。
「党委」幹部や「工会」幹部は
すべて代表取締役や取締役を兼任するため，国有企業のような強力的な支配力がない。な
ぜなら，党組織の所有者，いわゆる国家は企業の株主ではないため，取締役会における発
言権がないからである。
第 4 に，役員・管理職の選考基準について，役員・管理職の登用制度が明文化されてい
ない。役員・管理職の候補者を選出する際，日常の業績や個人能力により総合的評価が行
われるが，取締役会の信頼を獲得することがもっとも重要な要件である。役員・管理職の
登用の可否が代表取締役により判断される。代表取締役以外の役員・管理職は最終的意思
決定権を持っていない。
第 5 に，女性役員・管理職を意図的に育成し，登用する・登用しない制度がない。国家
が実行した各種の女性役員・管理職登用の推進政策について，取締役会で議論したことが
ない。
以上の内容から，国家資本のない中国の民間企業において，役員・管理職の登用に関し
ての最終的意思決定権が企業の最大の株主，すなわち代表取締役に握られていることがわ
かった。
そして，企業の役員層における人々の信頼関係ついて，筆者は，株主の持株率，株主の
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職務，株主の関係者（以下「関係者」と略す），関係者と株主の関係，関係者の職務，を下
記の表に整理した。

表 5-3

B 社の取締役会における人的ネットワーク

持株率
順位

株主

持株率（%）

株主の職務

関係者

関係者との関係

関係者の職務

1

B00

31.6

代表取締役

B01（女）

B01 の夫

取締役会秘書

2

B1

5.7

取締役兼総経理

なし

（出所）B 社の調査資料により筆者作成

表 5-4

C 社の取締役会における人的ネットワーク

持株率
順位

株主

持株率（%）

株主の職務

関係者

関係者との関係

関係者の職務

1

C00
（女）

38

取締役

C01

C01 の妻

代表取締役

2

C1

15

取締役兼総経理

C11
（女）

C11 の夫

監事会主席

3

C22

2.6

取締役

C01

C01 の妹の夫

代表取締役

4

C02

不明

取締役兼副総経理

C01

C01 の息子

代表取締役

（出所）C 社の調査資料により筆者作成

以上の調査結果によると，B 社の取締役会において，代表取締役 B00 の配偶者 B01 が
取締役会秘書として B 社の取締役会に登用されたことがわかる（表 5-3）。同様に，代表取
締役 C01 の配偶者 C00 が取締役，C01 と C00 の息子 C02 が取締役兼副総経理，C01 の
親戚 C22 が取締役として，それぞれに C 社の取締役会に登用されたことがわかる。さら
に，C01 と血縁関係のない C1 も，妻の C11 を監事会主席として C 社の管理層に登用した
ことがわかる（表 5-4）
。
以上のように，B01，C00，C11 は企業の取締役会における人的ネットワークというル
ートをとおして，B 社と C 社それぞれの役員層・管理層への登用ができた。すなわち，国
家資本のない民間企業において，女性の役員・管理職への登用の最終的意思決定権は，取
締役会における企業の株主により握られることがわかる。その場合，候補者と取締役との
家族関係や血縁関係は役員・管理職の信頼性を評価する上での重要なものといえよう。ま
た，国家が公布・実行した女性役員・管理職登用の政策は，企業の営利に貢献がなければ，
企業に対する意味がないため，企業取締役会により執行される可能性は極めて低い。
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（3）K 社における女性役員・管理職の登用プロセス
つぎに，女性役員・管理職の登用について，今まで注目されていない外資系企業の状況
を見ることにしたい。K 社の女性役員・管理職の登用プロセスを明らかにするために，筆
者は K 社女性取締役に対して半構造的インタビュー調査を実施した。インタビューの質問
項目は主に「K 社に入社する前の仕事」，
「K 社の取締役になったきっかけ」，
「K 社の役員・
管理職の選考基準」，に関するものである。調査の内容は以下の諸点にまとめた。
第 1 に，K1 の元の仕事について，K1 は，K 社に入るまえ，大手国有企業 P 社の中間管
理職として 10 年以上勤めていた。しかし， P 社の昇進制度や選考基準が不透明であり，
かつ複雑な人間関係および利害関係が存在しているため，業務能力の高い K1 は，P 社の
管理層への昇進ができない。
そのため，K1 は友人の紹介で P 社から K 社に転職してきた。
第 2 に，取締役に登用されるきっかけについて，K1 は K 社に入社した当時，取締役で
はなく，一般従業員であったが，彼女は仕事と家庭を両立しながら努力して，わずか 5 年
間で自分の能力を証明した。K の業績と業務能力は K 社の代表取締役（兼社長）に高く評
価され，彼女は企業の取締役として登用されることになった。
第 3 に，役員・管理職の評価・選考基準について，K 社は，すべて中国本土以外の民間
投資により設立された企業であるため，企業の役員・管理職の登用は，代表取締役社長と
いう最大の株主により決定される。一方，従業員や役員の評価や昇進・昇給についても，
毎年 1 回，本人と社長直接に相談・交渉したうえで決定する。つまり，K 社の登用や評価
の基準については，すべて能力主義に基づいた評価制度を採用したものである。
このように，K 社において，能力主義を中心とした役員・管理職の登用基準が上がり，
K1 に役員・管理職への登用機会を与えたことが確認できた。K1 は，国有企業の登用制度
の下で中間管理層までしか登用できない状況であったが，K 社において，K1 の能力と価
値が高く評価された。さらに，K 社では，役員・管理職の給与は能力と緊密につながって
おり，従業員は誰でも直接上司と交渉する機会が与えられるため，能力が高い K1 にとっ
て，このような公平・透明な制度は，彼女が管理職への道を選んだ重要な理由である。こ
のことから K 社の役員・管理職を登用する際に採用される能力主義，交渉主義という基準
は，女性の登用に有利であることがうかがえる。
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女性役員・管理職への登用要因の検討
以上のように，中国の民間企業における女性の役員・管理職への登用の特徴を確認した

女性役員・管理職の登用要因について，民間企業の権力機構はどのような役割を果たして
おり，役員・管理職における女性登用の「比率」「機会」「権力」という三つの要因に影響
を与えたのか。つぎではこの点について検討を行う。
第 1 に，企業の役員・管理職における女性の登用の「比率」について，A 社が 1 人，B
社が 2 人，C 社が 2 人，K 社が 1 人である。登用人数だけみると，B 社と C 社の女性管理
職の割合は比較的に高い。しかし，B 社と C 社において，2 人の女性取締役の 1 人は独立
取締役であるため，企業の最終的意思決定権を持っていない。その結果，本章で取り上げ
た 4 社の取締役会において，登用された女性は，いずれも 1 人しかいない。したがって，
男性が多い取締役会において，女性がトークンとして取り扱われる可能性がある。一方，
民間企業における女性にとって，自分の能力を高めることと共に，いかに企業の取締役会
の信頼を得て昇進・登用の「機会」を増やすかが重要である。
第 2 に，企業の役員・管理職における女性の登用の「機会」について，女性に関しての
社会的認識と昇進・登用の促進に関する政策による影響を検討することにしたい。女性の
価値や女性の能力に対する認識について，A 社の人事担当者および，B 社，C 社，K 社の
取締役の回答によると，民間企業では，国有企業 S 社の代表取締役のように女性差別の意
識を持つ役員・管理職は少ない。すなわち，民間企業の役員・管理職が女性の能力や価値
を判断する基準は，国有企業でみられた身分や出身というものに比べて，公平であると言
える。しかし，民間企業において，国家が提唱した「綱要」などの女性役員・管理職登用
の促進政策は，企業の取締役に収益と直接関係していないものとして認識されたため，実
施せず放置される。つまり，国家が実行した福祉的特質のある女性役員・管理職登用の促
進政策は，競争主義に基づいた民間企業の登用慣習と矛盾しているため，女性の役員・管
理職への登用「機会」は，最終的に企業側の登用基準によりコントロールされる。
第 3 に，女性の役員・管理職への昇進と「権力」の関係についての考察を行うことにし
たい。国有企業と同様に，中国の民間企業において，女性の登用を決定する権力は企業の
権力機構，すなわち取締役会に存在している。株主の持株率が株主の取締役会における支
配力を決定するものである。したがって，企業の所有形態は民間企業といっても，国家・
地方政府が企業に投資し，企業の主要な株主になった場合では，当該企業を国有企業のよ
うに支配する可能性がある（A 社の事例）。その影響で，企業における女性役員・管理職の
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登用基準は，すべて株主の国有企業に支配されてしまう。
国有資本のない民間企業における女性役員・管理職登用の選考基準について，企業の取
締役会により様々な選考方法があるが，最終的に，（1）候補者の女性は企業の収益に役立
つのか，
（2）候補者の女性は信頼できる人間であるのか，という二つの条件は女性登用の
可否を決定する根本的な要因である。
B 社と C 社において，企業の資本の流出を防止し，経営管理を徹底するため，代表取締
役は，自分の配偶者や子ども，ないし親戚を取締役会に登用する方法を採用する。この場
合，女性の役員・管理職への登用に影響する「権力」は，代表取締役との人的ネットワー
クであるといえる。女性の業務能力，政治的身分，企業に設置された党組織における職務
経験に関係せず，企業の代表取締役が最終的意思決定権を持つわけである。換言すると，
B 社や C 社では，女性が企業の所有者・支配者との家族関係・血縁関係の構築を通じて，
役員・管理職への登用「権力」を獲得した。しかしながら，このような「権力」は，企業
の支配者との家族関係・血縁関係がない女性の人材にとって，役員・管理職への昇進の大
きな阻害要因となる。
B 社・C 社に対して，K 社の女性取締役 K1 は，自身の努力をとおして，K 社における
昇進の信用を獲得した。また，K 社の役員・管理職の選考基準においては，性別，年齢，
身分・出身，血縁に関係なく，完全に能力主義による登用を行っている。このような登用
制度において，女性の役員・管理職への登用に影響する「権力」は，女性の昇進を阻害す
るものではなく，女性の能力を引き出す有益な「権力」といえる。

小括
本章では，中国民間企業における女性役員・管理職の登用実態について確認・検討を行
い，民間企業における女性役員・管理職の登用率が低いこと，および，女性の登用人数が
ほとんど 2 人以下であることについて明らかにした。
民間企業 A 社における登用制度についての考察をとおして，明文化されていない A 社
の役員・管理職の選考基準は，事実上，A 社の最大の株主である国有企業により決定され
たものであることがわかる。また，B 社と C 社において，取締役会が役員・管理職の登用
について最終意思決定権を持つが，実際の登用状況からみると，代表取締役との人的ネッ
トワークのない女性の登用可能性が低いと判断できる。
第 4 章及び第 5 章の内容をとおして，筆者は中国企業における役員・管理職の登用プロ
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セスについて以下のようにまとめた。第 1 に，企業の事実的支配者，いわゆる企業の最大
の株主は，企業の取締役会における指導的な地位を獲得するとともに，役員・管理職の登
用の意思決定権を支配している。
第 2 に，企業の支配者はそれぞれの登用基準に基づいて，
役員・管理職の候補者の信頼性を確認する。支配者は国家・政府の場合では，候補者の信
頼性を確認する基準は「政治的身分」「出身」「党組織における職務経験」などが挙げられ
る。支配者は個人の場合では，
「人的ネットワーク」，
「家族関係」や「血縁関係」を採用す
る民間企業が多いが，能力主義を採用する民間企業もみられる。第 3 に，企業の支配者は，
企業のガバナンスシステムをとおして，上述した役員・管理職の登用制度を実施するが，
実施の過程が公開されないケースもある。最後に，選出された候補者が企業の役員層，ト
ップ管理職，あるいはミドル管理層に配置される。それについて，候補者の意思より，企
業の支配者の判断で職務に配置されることが多い。
これらの事例を総合すると，中国企業における女性役員・管理職の登用について，カン
ターの理論を適用したのは民間企業のわずかな一部としかいえない。とくに，企業の最終
的意思決定権を持つ役員・管理職の登用の実際を見ると，企業の権力構造は女性の昇進・
登用の過程で大きな阻害要素として存在していることは否定出来ない。
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終

章

本研究は企業における「役員・管理職の登用制度」と国家が実施した「労働政策」という
二つのファクターを組み入れた女性役員・管理職の登用制度の分析枠組をもとに複数の企
業調査を実施し，企業の統治構造の特徴および女性の役員・管理職登用の実態を明らかにし
た。以下，本研究の結論と今後の研究課題を述べる。

1.

各章の要約
論文は全体 5 章で構成している。
第 1 章では，中国女性の雇用における経済・制度の歴史的背景および各段階における経

済制度，労働制度，女性の雇用に影響する社会政策を説明し，中国経済の発展に伴う女性の
管理職への登用に影響する要因を検討した。具体的には，まず，中国建国後の女性労働を「建
国時代」
，
「文革時代」
，
「改革開放時代」，
「社会主義市場経済時代」，
「企業改革時代」という
5 期に分け，企業の側面と社会的側面から女性の雇用状況を概観し，女性の雇用環境が経済
システムや社会制度により大きく影響されること，中国の国有企業の改革により激減した
ことを明らかにした。中国企業の女性管理職の登用制度を細かく見ていくと，①社会主義計
画経済時期の登用制度，②社会主義市場経済時期の登用制度，という 2 種類の登用制度が
存在している。つぎに，女性の雇用と緊密につながっている企業の従業員の雇用政策や役
員・管理職の登用制度に焦点をあてて，企業の統治構造は女性の雇用制度に影響を与えるこ
とを解明した。最後に，女性の登用に影響する「比率」
「機会」
「権力」という三つの要因に
ついて，企業の統治構造との関係に焦点をあて，企業の権力組織が持つ「権力」は，女性役
員・管理職の登用にかかわる三つの要因を左右することを指摘した。その「権力」は，企業
の所有形態や統治構造による女性役員・管理職の登用に関係することが判明した。
第 2 章では，中国国有企業の統治構造の特徴を検討し，企業における権力機構の役割お
よびそれが女性従業員の雇用や女性役員・管理職に対する影響を明らかにした。具体的には，
まず，中国国有企業の改革の段階を分けて，各段階において，企業の経営権と所有権は明確
であるにもかかわらず，企業の管理権はあまり明確にされていないことを明らかにした。つ
ぎに，国有企業における「旧権力機構」（党委，工会，従業員代表大会）と「新権力機構」
（株主総会，取締役会，監査役会）に焦点をあて，旧権力組織における「党委」や「工会」
などの党組織の役割および，新権力機構の普及状況を分析した。現代的な企業制度において
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も新権力機構の権限が大きいが，現状としては旧権力機構は依然として国有企業における
管理層人事の任免などに最終的意思決定権を持つことを明らかにした。最後に，中国におけ
る就業制度の変遷をとおして，中国企業や中国の法律部門における権力者は，男女平等の意
識が乏しいのが現状であるとともに，企業のなかで「明文化されていない」役員・管理職の
登用制度が女性の役員・管理職への登用に与える影響を明らかにした。とくに，新・旧権力
機構という二重構造の企業統治システムが女性の役員・管理職への登用に影響を与えるこ
とを明らかにした。
第 3 章では，まず，中国企業における職務の分類を説明・検討し，中国企業における曖昧
な「管理職」と「明文化されていない」制度が生じる原因は企業における二元化された統治
構造であると示し，それが女性の意思決定権のある職位への昇進を阻害するグラス・シーリ
ングであることを指摘した。つぎに，女性役員・管理職の登用に関する既存の研究・分析に
おいて，企業のなかで意思決定権のない職務が意思決定権のある職務として取り扱われる
ことを示した。また，多くの女性は，政治的身分を獲得したうえで，「工会」などの共産党
組織に入ったが，それ以後の役員層への昇進・登用ができず，管理職の予備軍として企業の
なかで意思決定権のない「管理層」に置かれたことを明らかにした。最後に，企業の統治構
造と女性役員・管理職の登用制度との影響を検討し，女性の登用を阻害する要因は①法律の
不備により管理者の権限が不明確である，②企業の権力構造による監視機能が喪失した，③
企業の労働者からの声が反映されず，従業員監督の機能が動いていない，④人材市場の競争
による管理層への登用制度が存在しない，ということを指摘した。
第 4 章では，まず，女性役員の登用が進んでいる中国企業の現状について，2016 年の女
性の登用状況が 2010 年と比べて悪化し，当初女性役員を 5 人以上登用した企業において，
現在の女性役員は大幅に減少したことを示した。つぎに，国有企業 S 社の男性の代表取締
役へのインタビュー調査から女性役員・管理職の登用を促進するような考課制度は存在し
ないことを示した。一方，取締役会における男性役員は女性の人材に対する正確な認識がな
いこと，国家が実行した女性役員・管理職の登用の促進政策が無視されることが判明した。
第 5 章では，まず，国有資本がある民間企業 A 社における女性役員・管理職の登用の実
態を明らかにし，筆者は，A 社において，その大きな株主である国有企業の E 社と F 社の
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登用基準に従う登用制度の特徴を分析した。企業の所有形態，上場したかどうか，株主の数，
女性の人材自体の能力といった要素に比べて，企業の持株率が企業の支配権の分配にとっ
てもっとも重要なものであることと，大株主が企業の管理職人事の任免権を持つことを明
らかにした。つぎに，国家資本のない B 社，C 社の男性取締役へのインタビュー調査から，
女性役員・管理職の登用プロセスを示し，企業の所有者，すなわち男性代表取締役は女性役
員との人的ネットワーク，家族関係，血縁関係が存在し，それらの関係は企業の所有者の信
頼感を獲得するうえでの重要なポイントになったことが窺えた。最後に，外資系企業 K 社
の女性取締役へのインタビュー調査をとおして，完全な能力主義に基づいた登用制度およ
び企業の統治構造は，女性の役員・管理職への登用に有益な「権力」であることを指摘した。

2.

本研究の結論
本研究の結論は以下のとおりである。
第 1 に，女性役員・管理職の登用要因および登用制度の形成について，
「国家の労働政策」

と「企業の登用制度」という二つのファクターを組み入れた分析枠組をもとに体系的に解明
できたことである。
これまで，女性役員・管理職の登用に関する先行研究では，図 6 の外円における国家の雇
用促進政策の部分を検討したものが多い。しかし，既存の女性雇用の促進政策は一般従業員
を対象としたものであり，企業の役員・管理職むけの女性登用の促進政策「女性発展綱要」，
女性の雇用とかかわる定年制度や福利厚生制度に対する検討は十分に行われていない。筆
者は，この点を指摘し，経済システムの移行や企業制度の変革とともに，不備のある社会政
策や雇用制度も女性役員・管理職の登用を阻む要素になっていることが明らかになった。ま
た，本研究は外円における「労働契約制」の形成の歴史的背景に着目したことによって，国
家の労働政策は，直接女性役員・管理職の登用に影響を与えることではなく，企業の登用制
度をとおして効果を果たすというプロセスを明らかにした。換言すると，女性役員・管理職
の登用を促進する「女性発展綱要」が，企業の登用制度に採用されていないため，企業で働
く女性は役員・管理職として登用する「機会」を獲得することができず，そのうちに，役員・
管理職への昇進意欲も低下するようになる。
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図 6. 女性役員・管理職の登用制度の形成
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一方，企業の登用制度の先行研究では，図 6 の中円における「企業の所有形態」の検討が
多いが，筆者は，それ以外に，企業における党委や工会などの党組織の重要性を指摘し，ま
た役員・管理職の考課制度・選考基準における資格要件も明示した。本研究は中円である「管
理職考課制度・選考基準」を合わせて検討することによって，企業の権力機構がどのように
して女性役員・管理職の登用に影響を与えたかを解明した。国有企業の場合，「管理職考課
制度・選考基準」の資格要件には主に「政治的身分の制限」，
「党組織における勤務の経験」，
「党組織における職位」がある。国有資本のない民間企業の場合，「管理職考課制度・選考
基準」の資格要件には主に「取締役との人的ネットワーク」，
「家族関係」，
「血縁関係」があ
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る。また，数少ない民間企業において，女性役員・管理職の登用に積極的な影響を与える要
因である「能力主義」という登用制度が企業の取締役会に採用され，女性は企業の経営者と
の「交渉」という形をとおして，役員・管理職として登用された。
中国の経済システム，社会政策，労働制度の変化にともない，企業の所有形態がかわり，
企業における女性の役員・管理職への登用の決定権が国家から企業に委譲されていく。この
ように，
「女性の役員・管理職への登用要因」，
「企業の登用制度」，「国家の労働政策」とい
う三者は内円－中円－外円という包括的な関係であるといえる。
第 2 に，
「女性発展綱要」などの女性管理職登用の促進政策が女性の役員・管理職への登
用にどのような役割を果たしているかである。役員層・管理層における候補者の確保という
視点から，中間管理職の女性や外部の女性役員・管理職を積極的に登用することが必要であ
る。しかし，筆者が調査したすべての企業において，実際にはこのような政策だけでは実効
性がなく，あるいは政策の具体的な内容は現場に取り入れられていない状況である。一方，
一部の国有企業の取締役は女性の役員・管理職への登用について，依然として偏見があり，
彼らの女性を消極的に登用する姿勢・意識により，女性の役員・管理職への登用が一層難し
くなっている。
第 3 に，企業の役員・管理職の登用制度において「構造的要因」が存在する点である。企
業の統治構造に関する従来の研究において，女性が役員・管理職の対象として取り扱われて
いないため，企業に存在する男性中心の登用制度が女性に不利であるという「構造的要因」
が看過されている。中国における少数の経済学者は，企業の支配権と企業の統治構造の関係
について検討しているが，女性の役員・管理職への登用の阻害要因が企業の統治構造との関
係，すなわち，
「構造的要因」にあるという視点は言及していない。そのため，
「構造的要因」
は企業のどのような組織により形成されたのかについての検討と，役員・管理職の登用制度
のどの段階でどのように影響を与えているのかについての分析が必要となる。
先行研究では「構造的要因」は企業のエリート層に存在していることが指摘されているが，
その具体像が明示されていない。本研究の結論としては，この「構造的要因」はまず，役員・
管理職の選考基準にあり，候補者の信頼性の形成に影響を与える。一方，
「構造的要因」は
役員・管理職の考課制度にもあり，候補者の能力の評価に影響を与える。例えば，企業によ
っては「交流（配置）の期間」を役員・管理職の登用制度の一環とした場合，5 年間の単身
赴任が難しい女性候補者が実際に役員・管理職層への登用を排除されている（例えば，T 社）。
また，意図的に女性を役員・管理職に登用しないという制度がないにもかかわらず，役員・
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管理職の決定権は，女性の能力に偏見を持つ取締役に支配され（例えば，S 社）
，あるいは
女性との縁故関係などがある取締役に支配される（B 社と C 社）ため，このような影響に
よって，実際に女性の公平的な登用が制限されてしまう。
第 4 に，上記の「構造的要因」における組織の権力は，先行研究のなかでカンターが指摘
した女性登用の「機会」
「比率」
「権力」という要因に対して，支配的なものである。K 社以
外の企業において，女性役員・管理職の登用「機会」と「比率」が企業の権力機構に支配さ
れる点に注目すべきである。企業の株式化や新権力機構は現行の登用制度にある「構造的要
因」を回避するための存在であるが，旧権力機構が実際に企業の人事管理の最終的意思決定
権を持つ限り，
「構造的要因」という阻害要因は今後も続くであろう。
つまり，中国企業の統治構造が資本主義国家の企業と異なるため，カンターが指摘した組
織の「権力」という要因の機能，役割，形と中国企業との間に大きな差が存在している。本
研究で明らかにした二重構造の中国企業のガバナンスシステムは，カンターの分析枠組み
の空白領域を補填し，中国企業における女性の登用問題に新たな研究方法を示唆している。

今後の課題

3.

本研究は 6 社の企業調査をとおして，中国企業における女性役員・管理職登用の促進政
策の運用実態，役員・管理職の登用プロセスの特徴および役員・管理職の登用政策の形成を
明らかにした。つぎに，本研究では明らかにできなかったことと今後の課題について指摘す
る。
第 1 章と第 2 章で述べたとおり，企業の所有形態によって役員・管理職の登用制度は多
様である。本論文はそれぞれの特徴を持つ六つの企業に対して，見解を提供したが，すべて
の企業の制度や政策の実施状況を包括できない状況である。例えば，第 4 章で取り上げら
れた国有企業の取締役会における女性の登用は，実際にゼロ人であることが明らかになっ
た。しかし，女性役員・管理職を登用している国有企業も存在している。それらの企業おい
て，
「構造的要因」が存在していないのか，その女性たちがどのように役員・管理職の登用
要件をクリアしたのか，これらの企業に対する分析によって，役員・管理職の登用制度に存
在する「構造的要因」を改善するヒントを得られる可能性があり，今後の課題の一つとする。
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