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Ⅲ．１  ワーク・ライフ・バランス施策導入の目的・狙い 

＜この節のポイント＞ 

 企業がワーク・ライフ・バランス施策を導入する目的・狙いのほとんどは、「より優秀な人

材の確保」と「現有する人材の質の向上」からなる「人材力の向上」であった。 

 「より優秀な人材の確保」という狙いにおいては、「経験を積んだ優秀な女性人材を維持す

る」という考え方が最も一般的であった。 

 「現有する人材の質の向上」という狙いにおいては、「働きやすい職場づくり」によって従

業員の能力を最大限に引き出すという考え方と、人材の「多様性」（ダイバーシティ）を導

入して組織力を向上しようという考え方があった。 
 

国が法律など（例えば育児・介護休業法）によってワーク・ライフ・バランス施策を定める

のは、公的・社会的な目的（例えば労働者などの福祉の増進や経済・社会の発展への寄与1）の

ためである。これに対し、民間企業が法の定めを超えるワーク・ライフ・バランス施策を講じ

る場合には、それぞれの企業経営に関係する私的な目的があるはずである。 

本調査研究で行った企業インタビューをまとめると、ワーク・ライフ・バランス施策を導入

した経営上の目的は、ほとんどが「人材力の向上」と分類できるものであり、加えて「企業イ

メージの向上」を挙げるところもわずかにあった。 

 

Ⅲ．１．１  人材力の向上 

企業が人材力を高めるということは、すなわち「より優秀な人材を、より多く擁する」とい

うことである。そのための方法は、図表Ⅲ－１のように整理できる。 

ワーク・ライフ・バランス施策は、このような多様な方法において同時・多面的に機能し得

るものである。ただ、どの面を意識・強調するかは企業によって異なる。 

                                                 
1 育児・介護休業法（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律）

の第 1 条は、同法の目的を次のように定めている。「この法律は、育児休業及び介護休業に関す

る制度並びに子の看護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易に

するため勤務時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行

う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等

の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄

与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資する

ことを目的とする。」 
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図表Ⅲ－１ 人材力向上の方法 

　企業全体の人材力を高める＝より優秀な人材を、より多く擁する

　より優秀な人材を採用する

　より優秀な人材を維持する（働き続けてもらう）

　現有する人材の質を高める〈動態的な人材力向上〉

　より優秀な人材を確保する〈静態的な人材力向上〉

　個々の能力を最大限に引き出し、さらに成長を図る

　組織の多様性（ダイバーシティ）を高める

 
（資料）みずほ情報総研作成。 

 

（１）優秀な人材の確保 

「より優秀な人材の確保」とは、より優秀な人材を採用し、さらに働き続けてもらう（維持）

ことである。これに該当すると思われる目的を挙げた企業は、インタビューした 20 社のうち

15 社であった。このうち 14 社が「人材の維持」に該当する目的を、6 社は「人材の採用」に

該当する目的を挙げた（両方を挙げた企業は 5 社）。 

 

◆「経験を積んだ優秀な女性人材を維持する」という目的が最も一般的 

最も多くの企業が挙げる「人材の維持」という目的の中でも前面に出てくることが多いのが、

「女性人材の維持」である。 

ワーク・ライフ・バランス施策の制度自体は、妊娠・出産に関するもの以外、当然のことな

がら男女関わりなく利用できるとしている。実際に施策導入の主目的を女性の雇用維持に焦点

を当てて説明した企業は 10 社で、インタビューした企業の半分に上った。わが国において男

性従業員が家庭責任を理由に退職することはほとんどなく、現実として夫婦が共働きか否かに

関わらず育児の大半を女性が担っていることを踏まえれば、企業として率直で現実的な考え方

だといえよう。 

出産・育児などの家庭責任を理由に退職する女性が多いという現実を前提に、女性従業員の

雇用維持が特に必要な理由としては、次のような点が挙げられた。 

 

① 採用人数も仕事内容も男女で差がない。（福島印刷、WOWOW） 

② 人材育成には時間もコストもかかっており、経験を積み生産性の上がった人材を雇

用し続ける方が、新人を採用し育成するより合理的である。（河村電器産業、イノス） 

③ 女性従業員の能力は高く、戦力として重要である。（ふくや） 
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このように女性の雇用維持をワーク・ライフ・バランス施策の主目的として挙げる企業は、

本調査研究でインタビューした範囲では、相対的に小規模なところに多かった。上記 5 社の従

業員数は、河村電器産業が 1,000 人を若干超えるが、他はふくやが 600 人台、福島印刷が 300

人台、WOWOW が 200 人台、イノスが 100 人台である。従業員規模が小さいため、1 人の従業

員のもつ価値、1 人の従業員を交換する（退職を受けて新規採用する）コストが相対的に大き

いことに因ると考えられる。 

 

 
●女性従業員に高いモティベーションで働き続けてもらうことで、従業員全体の

レベルアップを図る（福島印刷） 
新卒採用は総合職に一本化され男女ほぼ半々、仕事内容も待遇も男女同じであ

り、子どもを産んだ後も働きたいと思っているレベルの高い女性従業員を雇用し

ている。経験を積んだ優秀な人材が育児などの理由で辞めるのは会社にとって大

きな損失であり、女性従業員が結婚後・出産後も高いモティベーションで継続的

に働けるサポート・制度が必要と考えた。 
優秀な女性に働き続けてもらうことで、従業員全体のレベルを上げ、さらには

新たに入社してくる従業員のレベルも上げることを意図している。 
●女性がハンディキャップを背負いがちな現実の中で、女性従業員のキャリア志

向に応えられる労働環境を整備（WOWOW） 
新規採用は意図的に男女ほぼ半数としており、業務内容にも差はない。テレビ

放送という業務において女性の感覚は大切であり、長く働いてもらいたい。女性

ばかりが出産・育児などでハンディキャップを背負いがちであるという現実の中

で、女性従業員のキャリア志向に応えられる労働環境を整備したい。 
●広範な商品ラインナップを把握している女性営業事務職の育成には時間がかか

り、退職されるのは損失（河村電器産業） 
ほとんどが女性である営業事務職は、1 万種以上ある商品ラインナップを把握

している必要があるため育成に数年かかり、キャリアを積んだ従業員に辞められ

るのは損失である。 
2006（平成 18）年度の人事戦略のトップ項目にはポジティブ・アクションが掲

げられており、女性従業員を積極的に育て、女性管理職を増やすことに取り組ん

でいく。 
●経験を積んで生産性の上がった女性従業員を、労働時間の制約があっても雇用

し続ける方が、新人を採用するより合理的（イノス） 
従業員の 97％を占める技術職は、入社後すぐに 1 人で仕事ができるわけではな

い。その育成には、長い時間と、初年度だけでも 300～400 万円というコストがか

かる。また、顧客との付き合いは 10 年以上にわたることもあり、担当が短期的に

入れ替わるのは好ましくない。 
女性従業員が結婚、妊娠、出産を迎えるのは大体 30 歳前後であるが、8 年近く

キャリアを積んできた人材に辞められてしまうのは会社にとって損失である。休

業や短時間勤務といった労働時間の制約があっても、キャリアを積んだ人材は新

人よりもはるかに生産性が高く、その雇用を継続する方がよい。 
 
 

事例
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●女性従業員の能力、戦力としての重要性を実感しており、彼女たちが結婚・出

産後も気持ちよく長く働ける環境を整備（ふくや） 
中小企業であるため人材確保は常に大きな課題であり、女性の採用を積極的に

行ってきた。 
従来から人材を大切にするという信念をもっていたが、女性の能力の高さや戦

力としての重要性、粘り強さを身をもって感じたため、従業員が結婚、出産、育

児などを経ても気持ちよく長く働くことができる環境整備をしていこうと努めて

きた。 
 

 

一方、その業種の特性から女性従業員の比率が高く、業務的にも重要で専門性の高い役割を

担っているために、その雇用維持が非常に重要であるとする企業もあった（資生堂）。 

 

 
●全体の 7 割超を占める女性従業員のワーク・ライフ・バランス支援が重要と経

営トップが伝統的に認識。女性の活躍こそ自社の競争力の特長（資生堂） 
従業員の 7 割超を占める女性従業員の仕事と家庭の両立を支援することが重要

であるとの思いが、伝統的に経営トップにある。店頭で活躍する美容職従業員は

専門職であり、育児などで退職を余儀なくされることは大きな損失である。女性

の活躍が資生堂の競争力の特長ともいえる。 
 

 

● 包括的な女性活用・男女共同参画プロジェクトの一環として女性人材維持を図る例も 

女性人材の維持を主目的とするワーク・ライフ・バランス施策を、より包括的な女性人材活

用ないし男女共同参画の取組・プロジェクトの一環に位置付けて推進している例もあった。 

2001（平成 13）年から 3 年間にわたって「男女共同参画プロジェクト」を推進していた髙島

屋は、1990 年代以降の不況期における採用縮小と女性従業員の退職の減少、また今後における

団塊世代の男性従業員の大量退職により、女性従業員の重要性が量的にも質的にも一層高まる

という構造的変化の認識を踏まえて、女性人材の維持を図っているという点で、とりわけ興味

深い。 

 

 
●積極的な女性登用を目的とする「ウィメンズ・リーダーシップ・プロジェクト」

の一環として事業所内託児所を設置（新生銀行） 
「ウィメンズ・リーダーシップ・プロジェクト」は積極的な女性登用を目的と

するもので、具体的には①研修（女性管理職対象のリーダーシップ研修及び女性

の部下をもつ管理職対象の研修）②イブニングセミナー（女性従業員間のコミュ

ニケーション促進・意識向上を目的とした月 1 回のフリーディスカッションの場）

③本社の事業所内託児所「ひびや Kids Park」――が 3 本柱となっている。 
 

事例

事例

事例



Ⅲ ワーク・ライフ・バランス施策先進事例の分析 

 57 

 
 

●不況などによる採用縮小を踏まえ、また団塊世代の大量退職に備えて、女性の

少数精鋭採用・長期雇用、「男女共同参画型企業」を目指す（髙島屋） 
1990 年代以降、雇用情勢の悪化などによる女性退職者の減少、不況による百貨

店の営業環境自体の悪化を受け、必然的に採用を絞ることとなったため、女性従

業員についても、より質の高い人材を採用し（1999〔平成 11〕年以降は女性の新

卒採用も大卒者に限定）長期間働いていてもらう流れとなった。 
2001（平成 13）年からは、今後 10 年間に団塊世代が大量退職することによって

男性従業員が半減し、例えば 40 歳代以上では男女比が 5 対 1 から 2 対 1 となるこ

とを見越して「男女共同参画プロジェクト」を開始、性差のない能力主義による

人材管理を行う「男女共同参画型企業」を目指している。 
●女性従業員の短い勤続年数、高い離職率を受け、経営刷新活動「教育改革・構

造改革」の中で女性人材活用に努める（大福信用金庫） 
男女雇用機会均等法の施行を受け、女性従業員の採用強化に取り組んできたが、

女性従業員は事務作業と雑務が中心であり、男女間で仕事内容・昇進に格差があ

った。そのため、仕事に対する満足感や達成感が希薄となり、女性従業員の勤続

年数が短く、離職率が高いという状況にあった。また、40 歳代～団塊世代の従業

員が少ないという人員構成から、早急に若手の人材育成を図る必要性があった。

2001 年度から経営刷新活動として「教育改革・構造改革」に取り組み、女性従

業員の潜在能力を引き出し、活性化を図って経営参画できる組織への転換を図っ

てきた。女性の管理職への登用を図るとともに、各営業店に女性の事務リーダー

を起用し、男性管理職が行っていた業務を担当するなど改革を積極的に進めてい

る。 
 

 

◆女性に限らず優秀な人材を維持するためのワーク・ライフ・バランス施策 

特に女性には焦点を当てずに、優秀な人材維持という目的を挙げる企業も少数ながらあった。

インタビューした企業の中では太陽商工とカミテであり、従業員が数十人と小規模であること

が共通している。これらの企業では、上述したふくや、福島印刷、WOWOW、イノスといった

従業員数百人規模のところ以上に、1 人の従業員のもつ価値や交換コストが大きく、男女問わ

ず人材維持が重要となっていることが表れているものと考えられる。 

 

 
●中小企業がノウハウを蓄積して発展するためには、優秀な人材の定着が不可欠

（太陽商工） 
中小企業がノウハウを蓄積して発展するためには、優秀な人材の定着が不可欠

である。以前より、「人は財産」であり、従業員の能力に男性も女性も関係ないと

いう考え方の下、若い人が働きやすい環境整備、男女に関わらない人材の育成・

活用を積極的に図ってきた。 
 
 

事例

事例
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●育成コストのかかる「多能工」戦略を採っているため、人材維持が重要 

（カミテ） 
人材育成に力を入れて少数精鋭主義をとっており、優秀な人材には辞めてほし

くない。 
質の高いモノづくりに必要な「チーム力」を発揮するため、各従業員が工程全

体を知っている「多能工」戦略を採っているが、多能工の育成にはコストがかか

るので、退職されては損失が大きく、人材維持が重要となる。 
 

 

◆「採用上の目的」を事前的・意識的にもっていた企業は比較的少ない 

以上のような「優秀な人材の維持」とともに、「優秀な人材の採用」も、優秀な人材の確保

に資するものである。しかし、ワーク・ライフ・バランス施策を導入する際に、採用上の目的

を事前的・意識的にもっていたとする企業は、前述の通り 6 社と比較的少ない（後述するよう

に、採用上の効果が出ていると事後的に認識している企業の方がわずかに多い）。 

6 社の中では中小規模の企業が多く、拓新産業やふくやは中小企業であるがゆえの採用難の

解消のため、カミテは「採用は地元からがほとんどなので、より魅力ある企業になることが重

要である」こと（カミテの所在地は秋田県鹿角郡小坂町）を、ワーク・ライフ・バランス施策

導入の狙いとして挙げた。 

大企業としては、日本 IBM が、人材の多様性を重視し受け容れることで優秀な人材を確保す

るという狙いを挙げた。また、東京都心の本社に事業所内託児施設を設置している新生銀行は、

新卒採用では男性よりもむしろ女性を重視している。 

 

 
●人材の活性化を図るための新卒の採用活動の展開（拓新産業） 

地方の中小企業であり、会社設立からしばらくの間は新卒の採用を行ってこな

かったが、人材の活性化を図るために、16～17 年前から新卒の採用活動を始めた。

しかし、当時採用活動に大学などを回っても普通の中小企業では相手にされなか

ったために、学生にとって魅力的な企業となるよう、完全週休 2 日制や年次有給

休暇の完全消化を積極的に展開してきた。 
●多様性を受け入れることで優秀な人材を維持（日本 IBM） 

日本 IBM では、少子化対策、次世代育成支援の観点から各種施策を実施してき

たわけではなく、人材の多様性という観点から様々な施策を導入してきた。 
人材の多様性を重視するのは、優秀な人材を引きつけ、動機づけて確保し続け

ることを意図したためであり、従業員の満足度を向上させることでビジネスへの

高い貢献を示してもらうことを目指している。 
 
 
 

事例

事例
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●新卒採用では、中途で採用しやすい男性よりも、むしろ女性を重視（新生銀行） 

もともと転職率の高い職場であるため、結婚・出産ゆえに女性の離職率が特別

に高いという感覚や、そのため女性の採用を抑えたいという発想はもっていない。

採用においては、転職市場に多い男性は中途採用でも確保できるので、新卒では

むしろ女性で優秀な人材を確保したいと考えている。 
 

 

（２）現有する人材の質の向上 

企業の「人材力の向上」（より優秀な人材を、より多く擁すること）を図る第二の方法は、「現

有する人材の質の向上」である。これに該当すると思われる目的を挙げた企業は 20 社のうち 9

社で、第一の方法「より優秀な人材の確保」の 14 社よりは少ないが、全体の半数近くに上っ

た。 

 

◆「働きやすい職場づくり」により従業員の能力を最大限に引き出し、さらに成長を図る 

これらの企業のうち 3 分の 2 は、ワーク・ライフ・バランス施策の狙いとして、おおよそ次

のようなものを挙げた。 

① 従業員にとって働きやすい環境、明るく楽しい職場を提供する。 

② 従業員にやる気をもっていきいきと働いてもらう。 

③ 従業員の士気・モティベーションを上げる。 

④ 従業員個人の保有能力を最大限に発揮してもらう。 

⑤ 従業員個人に自己を律しながら成長してもらう。 
 

比較的シンプルで素朴な狙いとはいえるが、やる気をもっていきいきと働き、士気・モティ

ベーションが高い従業員こそ、もてる能力を最大限に発揮し、さらに成長していくことで、全

社的な人材の質の向上に寄与する可能性の高いことは、いかなる企業においても異論のないと

ころであろう。実際、こうした狙いを挙げた企業には、大企業から中小企業まであり、外資系

企業も含まれ、業種も様々であった。 

なお、ワーク・ライフ・コンサルタントであるパク氏は、ワーク・ライフ・バランス施策に

よる個々の従業員の能力最大化について、以上のような士気・モティベーション向上の効果の

他に、施策によって確保できる会社以外の時間において各自が自己研鑽に努め能力を高めるこ

とができる点を指摘したが、そのような狙いを明確に語った企業はなかった。 
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●従業員一人ひとりがやる気をもっていきいきと働くことで、個人の保有能力が

最大限に発揮される（住友商事） 
人材活用の考え方として、個人の保有能力を最大限に発揮し、「豊かさ」と「夢」

を実現してもらうことを目指す。自分自身が成長したいという気持ちをもち、そ

れを上司がサポートすることが、能力の最大発揮につながる。そのことが企業と

しての持続的な成長戦略を支えていくと考えている。 
ワーク・ライフ・バランスの推進は、従業員一人ひとりがやる気をもっていき

いきと働きながら個人の成長が図られ、それが企業の成長につながることを目指

すものである。 
●従業員自身がいきいきと楽しめる「おもしろい」企業を目指す 

（富士ゼロックス） 
富士ゼロックスの考える良い企業として、「強い」（財務面の強さ）、「やさしい」

（環境や地域への配慮）、「おもしろい」（従業員自身がいきいきと楽しめる環境）

という三つのテーマを掲げている。ワーク・ライフ・バランス施策については、

この三つ目の考えに基づいて推進されてきた。 
●若い従業員の間で強い「家庭生活重視」の考え方に会社として応えることで、

士気・モティべーションを高める（カミテ） 
従業員一人ひとりが十分に能力を発揮するには、働きやすい環境、明るく楽し

い職場が必要である。今の若い世代（注：カミテの従業員の平均年齢は約 32 歳）

は男女とも家庭生活を重視する考えが強く、それに会社として応えることにより、

士気、モティベーションが上がる。 
●多様性を受け入れることで優秀な人材を維持（日本 IBM：一部再掲） 

人材の多様性を重視するのは、優秀な人材を引きつけ、動機づけて確保し続け

ることを意図したためであり、従業員の満足度を向上させることでビジネスへの

高い貢献を示してもらうことを目指している。 
●会社は従業員を成長させる器である（ミツカングループ） 

会社の考えとして「自立」や「主体性」を尊重する傾向があり、個々の従業員

に対しても「会社は従業員を成長させる器である」といった考え方が強い。すな

わち、会社を活用して個々人が自己を律しながら成長してほしいという考え方が

諸施策の根底にある。 
●バブル崩壊後の構造改革の中で「人財」に改めて着目（ニチレイグループ） 

バブル経済の崩壊後、厳しい競争の波に晒され構造改革の必要に迫られた中で、

会社の資産としての「人財」に改めて着目した。業績の回復を目指すために、「人

財」による価値を最大限に生み出すことを目指し、成果主義の導入を中心とする

構造改革に取り組んだ。 
 

 

◆「多様性」による組織力の向上 

以上は、基本的に従業員一人ひとりの能力の最大化によって全社的な人材の質の向上を図ろ

うという考え方といえるが、これに対し、ワーク・ライフ・バランス施策によって人材の「多

様性」（ダイバーシティ）を導入し、それによって組織・チームとしての会社の力や質を高め
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ようという考え方もあった。 

このような考え方を挙げたのは、全インタビュー企業 20 社のうち 4 社で、全てが大企業、

また外資系企業も含まれた。外資系企業に「多様性」重視の考え方が多いのは、これら企業の

「多国籍性」が強く、様々な国民・民族を雇用し活用しながらグローバル・マーケットで競争

していかなければならないことの必然的な帰結と考えられる。 

「多様性」重視の考え方は、個々の従業員の能力や質だけに着目するのではなく、多様で異

質な考え方をもつ人材が協働することを重視し、そこでは均質な人々だけでは思いつかなかっ

たような発想や工夫が生まれ、それが組織全体としての質と競争力を高めるとするものである。

また日産自動車は、顧客・市場自体が多様であるので、そのニーズに応えていくためには会社

自体も多様でなければならないという点を指摘した。 

そしてワーク・ライフ・バランス施策は、社内の人材の多様化を、次の二つの方法を通じて

もたらすと考えられる。 

 

① 多様な働き方を望む人材（そうした人材は性別、民族、考え方においても多様であ

る）を受け入れ、働き続けてもらう。〈多様な人材の確保〉 

② それぞれの従業員に、会社以外で過ごす時間を十分にもたせ、家庭や地域などにお

いて多様な価値観を吸収してもらうことで、互いに非均質的な人材に育てる。〈現有

する人材の多様化〉 
 

日産自動車は、人材多様性推進の第一ステップとして女性の能力活用に取り組んでいるが、

それは上記の①に着目したものといえる。また、以下の事例で示す、資生堂の「ワーク・ライ

フ・バランス・サイクル」や、ニチレイグループの「社会人間」（「会社人間」の皮肉である）

という考え方は、上記の②に沿ったものである。 

 

 
●多様な従業員がもたらす異なった視点が製品開発や企業価値の向上に貢献する 

（日産自動車） 
社内の多様性を推進しなければならない理由としては、顧客・市場自体が多様

でありその多様なニーズに応えていくものであるということ、多様で優秀な人材

を確保することが企業の強みとなることなどが挙げられる。 
そもそも、日産とルノーが提携したこと自体が多様性の受容であった。提携に

より、それまでの日産ではなくなり、ルノーという違う要素を受け容れたのであ

る。実際に提携を始めてみると、日産とルノーの長所が融合し、その多様性が業

績向上につながったと考えている。 
性別や国籍の違う多様な従業員がもたらす様々に異なった視点が、製品開発や

企業価値の向上に貢献している。 
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●メリハリをつけて働くことで生まれる自由裁量時間において多様な価値観に触

れ、それを仕事に活かすことで、仕事の価値創造力・生産性を高める（資生堂） 
ワーク・ライフ・バランスの推進は企業戦略であり、①メリハリをつけて働き

個人の自由裁量時間を創出→②その裁量時間を地域・家庭・社会などに投資し多

様な価値観に触れる→③多様な価値観を取り込んで仕事に活かす→④仕事の価値

創造力・生産性を高める――というサイクルを描くことによって「従業員の成長

と会社の業績アップ」を目指すものである。 
グローバル化の下での今後の企業経営において、仕事しか知らず、その他の価

値観に触れることのない従業員は、十分に貢献し得ない。従業員一人ひとりが仕

事以外の生活で何を得るかが大切である。時間生産性の向上が仕事以外の生活時

間を作り、また仕事以外の生活が時間生産性を向上させる、ワーク・ライフ・バ

ランス・サイクルの定着を図る。 
●家庭・趣味・地域などでも活躍できる「社会人間」こそプロフェッショナルな

「人財」（ニチレイグループ） 
かつては「人」を単なるオペレーターとして捉えていたが、家庭・趣味・地域

などでも活躍できる「社会人間」と呼べるようなプロフェッショナルな「人財」

を求める風潮に変わってきた。 
●従業員それぞれの考えや生活を尊重することで多様な個人の発想が生まれ、そ

れが企業の新しい価値・競争力を生む（富士ゼロックス） 
1988（昭和 63）年に経営刷新運動としてトップから提言された “New Work Way”

は、会社に個人を埋没させるのではなく、従業員それぞれが自分の考えや生活を

尊重しながらいきいきと働けてこそ、多様な個人の発想（「個発想」）が生まれ、

それを企業活動に還元してもらうことで、企業としての新しい価値・競争力が生

まれるという考え方である。 
1998（平成 10）年には、企業の共有価値である “Mission Statement & Shared Values”

として「多様性の尊重」を明示した。 
 

 

（３）人材力の向上と経営戦略 

以上で見てきたように、各社のワーク・ライフ・バランス施策は様々な考え方で「人材力の

向上」を目指すものであったが、「人材力の向上」と企業の「経営戦略」はどのように結びつ

いているのだろうか。 

「企業は人なり」というように、企業経営において人材が重要であることは言を俟たないが、

特に、今日の経営戦略における人材力向上の意味、そのためのワーク・ライフ・バランス施策

の意義について説明があった事例としては、次のようなものがあった。 

 

 

 

 

 

事例



Ⅲ ワーク・ライフ・バランス施策先進事例の分析 

 63 

 

 
●製造拠点の海外移転が進む中、国内製造業が目指さなければならない質の高い

モノづくりには、優秀な「多能工」のチームが必要（カミテ：一部再掲） 
低賃金の中国などに製造業の拠点が移る中、日本国内でのモノづくりは「量よ

り質」を目指さなくてはならず、質の高いモノづくりには各従業員が工程全体を

知っていることによる「チーム力」が重要である。これを可能にするのが、一人

の従業員に様々な作業工程の知識・担当能力がある「多能工」である。多能工の

育成にはコストがかかり辞められては損失が大きいので、ワーク・ライフ・バラ

ンス施策が必要となってくる。 
●人の生み出す知恵が競争力に直結（福島印刷） 

印刷業においても、人の生み出す知恵が競争力に直結している。自社ならでは

の知識、情報、プロセスを付加価値として、差別化を図らなければならない。 
●顧客・市場の多様化に対応しうる人材・組織が必要（日産自動車：再掲） 

顧客・市場が多様化しており、そのニーズに応えていくためには多様な人材力

が必要である。 
●持続的成長を目指す上で「人材」がボトルネックとなりうる（住友商事） 

企業として持続的成長を目指す上で「人材」がボトルネックになりうると捉え

ている。2005（平成 17 年）～2006 年度の新中期経営計画では、成長戦略に即した

「人材の確保・育成・活用」を最重要課題と位置付けており、これに関わる施策

を多面的に実行に移しつつある。 
 

 

Ⅲ．１．２  企業イメージの向上 

今日の企業経営において、消費者のイメージや投資家の評価は重要である。しかし、こうし

たイメージ・評価の向上を狙ってワーク・ライフ・バランス施策を導入した例は、インタビュ

ーを行った企業の中では、次の資生堂の事例のみであった。同社の場合、商品・顧客の特性と

ワーク・ライフ・バランス施策による企業イメージ向上とが密接な関係にあることは、いうま

でもないことである。 

 

 
●女性に受け入れられることが絶対命題の会社（資生堂） 

顧客も 9 割が女性であり、女性に受け容れられることが絶対命題の会社である。

創業以来、経営の根底に「女性を生涯にわたって応援していく企業でありたい」

という思いがある。 
 

 

もっとも、ワーク・ライフ・バランス施策は本来、「女性」や「子育て」といった特定のキ

ーワードに対応するものではなく、より広範に従業員の働き方全般に関するものであるので、

もとより企業イメージの向上に直結することは少ないといえる。 

事例
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Ⅲ．２  ワーク・ライフ・バランス施策推進のノウハウ 

＜この節のポイント＞ 

 ワーク・ライフ・バランス施策を成功させるには、それを経営戦略の一環として推進してい

く意思を、経営者が従業員に周知徹底することが重要である。そのためには、経営者の意思

表明に加え、施策推進組織を設置することによって意思を明確化することも有効である。 

 トップダウンによるワーク・ライフ・バランス施策推進においても利用者・現場の声を汲む

ことは不可欠であり、そのためには従業員によるプロジェクトチームを組織したり定期的な

従業員アンケートを行ったりという方法がある。 

 ワーク・ライフ・バランス施策利用者に対する人事評価においては「ペナルティ性」を排除

することが重要であり、従業員の能力とそれがもたらす成果を評価基準とする「成果主義」

がより整合的である。 
 

Ⅲ．２．１  ワーク・ライフ・バランス施策推進に対する「経営意思」の周知徹底 

Ⅲ．１で見てきたように、ワーク・ライフ・バランス施策は、基本的には「人材力の向上」、

副次的には「企業イメージの向上」といった、企業経営上の目的で導入されている。ワーク・

ライフ・バランス施策を導入し、推進していくために最も重要なのは、それが（単なる福利厚

生施策ではなく）企業の経営戦略に関わるものであること、それを経営上の目的のために推進

していく意思のあることを、経営責任者が全従業員に対して明確に表明し周知徹底することで

ある。 

 

（１）経営者による直接の意思表明 

◆中小企業では経営陣と従業員の物理的な直接対話も 

意思表明の最もシンプルなやり方は、経営者が従業員に対して直接語ることである。中小企

業では、次の事例のように、経営者が従業員と直接接して意思を伝えているところがある。こ

れらは何れも従業員が 300 人未満の企業である。 

  

 
●社長と従業員との直接対話が頻繁（カミテ） 

週に 1 回の朝礼で社長が全従業員と直接対話し、各従業員と社長との面談も年

に 2～3 回ある。このような機会を通じて、ワーク・ライフ・バランス施策に関す

る会社の意図は従業員に十分伝わっており、また従業員からの要望も取り入れら

れる。 
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●役員が現場を回って直接説明（ふくや） 
ワーク・ライフ・バランス施策の普及にあたっては、総務担当取締役が個々の

現場を説明して歩いた。制度は会社の内規にも記載されてはいるが、従業員を一

同に集めて説明の機会を設けるだけでは周知は徹底されない。少人数で当該ケー

スについて説明した方が理解は進むため、そのような形をとった。 
●社長との懇話会や食事会を開催（太陽商工） 

社長が女性従業員と懇話会や食事会などを開催し、従業員とのコミュニケーシ

ョンや要望の聴取を行っている。 
●制度導入に際して社長が直接意思表明（イノス） 

ワーク・ライフ・バランス施策導入の際には、従業員に納得がいくよう、社長

から直接に意思表明を行った。 
●経営計画の作成に従業員が参画、ワーク・ライフ・バランス的な理念を盛り込

み、社長と従業員とで読み合わせ（拓新産業） 
「社の繁栄と従業員の幸せの調和を図り、地域の発展に寄与しよう」という理

念が盛り込まれる経営計画の作成に従業員自らを参加させることにより、企業理

念の浸透を図っている。また、経営計画は作成するだけではなく、全従業員との

間で毎年読み合わせを行っている。 
●マネージャー以上の従業員と経営陣との会合でワーク・ライフ・バランス施策

に関する会社の方針・考え方を伝達（福島印刷） 
四半期に 1 回、マネージャー以上の従業員が経営陣（監査役を含む 9 名）と会

合する「業務運営協議会」や、それに類する小規模の会議（開催は臨機応変）に

おいて、ワーク・ライフ・バランス施策についての会社の方針・考え方も伝えて

いる。 
 

 

◆大企業でもブックレットや経営計画などで経営者が直接的な意思表明を図っている 

以上のような経営者と従業員との直接対話は中小企業ならではであり、大企業では当然物理

的にそのようなことは不可能である。しかし、電子メールでの意思表明、専用のブックレット、

経営計画への記載などを通じて、できるだけ直接的に経営者から従業員に対して意思表明をし

ている例は、次の事例のように少なくない（注：以下の 6 社のうちイノスだけは中小企業であ

る）。こうした取組は、ワーク・ライフ・バランス施策を経営意思において推進する以上、最

低限必要なことであろう。 

  

 
●社長が全従業員にメールで直接意思表明（新生銀行） 

ワーク・ライフ・バランス施策を含む「ウィメンズ・リーダーシップ・プロジ

ェクト」の開始にあたっては、人事部のみの意思表明では全社的な周知徹底に限

界があると考え、社長から全従業員へメールで直接意思表明を行った。 
 

事例
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●社長の巻頭言を掲載したアクションプラン（次世代育成支援行動計画）を全従

業員に配布（資生堂：一部再掲） 
働き方の見直しは、現場に任せるのみならず、会社中枢が強力なリーダーシッ

プを発揮してトップダウンで進めなければならない面もある。資生堂では、これ

からの取組を、社長の巻頭言を付した次世代育成行動計画（「ワーク・ライフ・バ

ランス」実現をめざすアクションプラン）として明確化し、従業員にリーフレッ

トを配布することで、会社の意思を伝えている。また、次世代育成行動計画は 1
年ごとに進捗をチェックし、継続的に PDCA プロセス（計画 Plan→実施 Do→評

価 Check→改善 Action の循環プロセス）を推進することとしている。 
●社長以下の多様性推進担当責任者のメッセージを掲載したブックレットを全従

業員に配布（P&G） 
「多様性の力を活用する」（Leveraging the Power of  Diversity）と副題された『ダ

イバーシティ・ブックレット』を従業員に配布している。同ブックレットには、

グループ CEO、同社日本の取締役社長、同じく人事統括本部ディレクター、ダイ

バーシティ担当マネージャーといった一連の経営責任者及び人事責任者が、それ

ぞれ自らの言葉で、多様性推進が経営戦略上いかなる意味をもつかについて語っ

ている。 
●社長の巻頭言を掲載したガイドブックを全従業員に配布（イノス） 

社長の巻頭言を掲載した『「多様な働き方」のためのガイドブック～仕事と生活

の両立をめざして～』を全従業員に配布している。 
●中期経営計画の成長戦略の文脈の中にワーク・ライフ・バランス施策を位置付

け。「ワーク＆ライフ・バランスポリシー」も策定（住友商事） 
中期経営計画において、長期的な成長戦略として「人材の確保・育成・活用」

を重要課題とし、その文脈の中でワーク・ライフ・バランス施策を推進している。

ワーク・ライフ・バランスの推進について、企業の経営戦略の一環として明確に

位置付けることにより、企業及び従業員の双方にとってその意味付けが明確とな

った。 
また、全社的にワーク・ライフ・バランスの考え方を浸透させるために「ワー

ク＆ライフ・バランスポリシー」を策定した。その基本理念では、「従業員一人ひ

とりの仕事を含めた生活全体の充実が、活力を生み、新たな価値創造の原動力に

なる」と考え、「個々人の充実した生活の実現と更なる事業の発展につなげるため

に、多様な価値観・ライフスタイルを尊重するワーク＆ライフ・バランスを推進

し、豊かさと夢の実現に寄与する」としている。 
●社長の経営刷新の提言、企業の共有価値の声明の中で「多様性の尊重」を明記

（富士ゼロックス） 
社長の経営刷新の提言  “New Work Way” や、企業の共有価値の声明である

“Mission Statement & Shared Values” を通じて、「多様性の尊重」といったワーク・

ライフ・バランス施策の背景にある考え方を明示している。 
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（２）組織設置による経営意思の明確化 

以上のような経営者の意思表明はすなわち「言葉」であるが、それに加え、ワーク・ライフ・

バランス施策の推進する「組織」を設置することで、経営者が“本気”であることを示してい

る事例もある。 

資生堂は、副社長が委員長、執行役員などが委員を務める「CSR 委員会」（CSR: corporate social 

responsibility 企業の社会的責任）にワーク・ライフ・バランス施策推進を監督させ、その下に

部門長級からなる「男女共同参画部会」と「女性活用コミュニティ」を設置することで、ワー

ク・ライフ・バランス施策を経営陣の決定として全社的に推進していく意思を、組織設計を通

じて明確に示している。 

また日産自動車も、CEO の指示により多様性推進を議論する部門横断チーム（クロス・ファ

ンクショナル・チーム）を組織、さらに同チームの提言に基づいて社内多様性の推進を担当す

る常設部署「ダイバーシティ・ディベロップメント・オフィス」（DDO）を設置し、CEO、COO

の意思と監督の下に多様性推進（その中にワーク・ライフ・バランス施策が含まれる）を図っ

ている。 

このように、組織設置により経営者の意思を表すことは、特に、組織が大きく、経営者と従

業員の距離が遠い大企業においては、有効と思われる。下に挙げた事例も、全て大企業のもの

である。 

  

 
●「ワーク＆ライフ・バランス推進プロジェクトチーム」を設置（住友商事） 

ワーク・ライフ・バランスに関する継続的な施策検討・推進のため「ワーク＆

ライフ・バランス推進プロジェクトチーム」を設置した。人事部長をチーム長と

し、チーム・メンバーには各部門の総括部の管理職級を就けている。女性や若手

をメンバーとしてアピール性を追うのではなく、取組を現場に浸透させていく観

点からまずは各部門の総括部担当者を集めた。今後は従業員参加型のチームに変

えていくことも検討している。 
●役員が委員を務める政策決定委員会「CSR 委員会」がワーク・ライフ・バラン

ス施策推進を監督（資生堂） 
次世代育成支援行動計画（「ワーク・ライフ・バランス」実現をめざすアクショ

ンプラン）策定にあたっては、2004（平成 16）年度「CSR 委員会」を設置した。

同委員会は、副社長が委員長、執行役員などが委員を務める。CSR 委員会の下に、

「男女共同参画部会」と「女性活用コミュニティ」を設置し、従業員にとって本

当に有効な計画の策定を目指した。行動計画の進捗管理・見直しは、CSR 部や人

事部が中心となり、CSR 委員会へ年度ごとに報告する。 
ワーク・ライフ・バランス実現へ向けた取組を会社中枢と共有することで、従

業員にも、中間マネジメント層にもプラン実現は会社の経営戦略として理解され、

そうした取組の中から企業風土が改革される。 
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●多様性の問題を議論する部門横断チームを組織、その提言に基づいて多様性推

進を担当する常設部署を設置（日産自動車） 
多様性のテーマを議論してきた「クロス・ファンクショナル・チーム」（CFT：

詳細は後掲の事例を参照）により、社内の多様性の推進を扱う常設部署が必要で

あるという提言がなされ、2004（平成 16）年に「ダイバーシティ・ディベロップ

メント・オフィス」（DDO）が設置された。 
CFT は、各担当テーマに関し常設部署（人事関連の問題であれば人事部）が対

応できていない課題について CEO に提言するのが任務であり、CEO がその提言

にゴーサインを出すと、人事部などの常設部署で実際に対応する。 
ワーク・ライフ・バランス施策を成功させるには、「それがビジネスに必要であ

る」ということをトップが強く打ち出し、個々の従業員にまでブレイクダウンし

ていくことが重要である。そして、トップが「本気」であることを従業員に知ら

しめること、そのためにスピードをもって改革を行うこと、推進のための専門部

署を設けること、また従業員に課題を与えて自分たちで考えさせることも有効で

ある。 
 

 

（３）管理職へのワーク・ライフ・バランス施策推進の徹底 

以上のように、経営者の意思が明確に示され、またそれを体現するような組織整備が行われ

たとしても、実際にワーク・ライフ・バランス施策が活用される現場を直接司っているのは、

各部署の管理職である。管理職にワーク・ライフ・バランス施策推進の経営方針が徹底されな

ければ、従業員は施策を実際には利用しづらく、活用は進まない。資生堂 CSR 部の安藤参与は、

インタビューで次のように指摘した。 

 

ワーク・ライフ・バランス施策の推進においては、中間マネジメント層の理解、

意識改革の徹底が非常に重要である。会社は制度の活用を奨励するが、グループリ

ーダーの理解がなく、必要な制度が活用できないと、「会社は綺麗事ばかり言ってい

る」となり、現場ではフラストレーションが高まりモティベーションが低下してし

まう。 

 

しかしながら、経営トップが経営戦略上の考えからワーク・ライフ・バランス施策推進の意

思をもち、また若い従業員は世代的にワーク・ライフ・バランス志向が強いのに対し、その間

にいる 40～50 歳代の管理職層は、高度成長期からバブル経済期における「専業主婦家庭ワー

クモデル」での成功体験があるため、ワーク・ライフ・バランス施策推進に対し比較的保守的

になりやすい世代とも考えられる。 

このような管理職層に対して、ワーク・ライフ・バランスに関する研修を行っている企業（資
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生堂、新生銀行、髙島屋、富士ゼロックス）、または、行おうとしている企業（WOWOW、河

村電器産業、福島印刷）は多い。 

日本 IBM では、経営陣や中間管理職の評価に（ワーク・ライフ・バランス施策に関すること

に限定されるものではないが）従業員による評価を加味するようになっている。また河村電器

産業では、今後、有給休暇取得率を上司の評価点としていくことも検討している。 

以上のように、管理職研修を通じて、ワーク・ライフ・バランス施策の推進が経営方針であ

ることを徹底し、さらには人事評価を通じて、施策の活用に努めなければ経営方針への不服従

でありマイナス評価に値するとまで意思表示することが、ワーク・ライフ・バランス施策を実

質化していく。このような管理職への徹底こそ、経営者がワーク・ライフ・バランス施策の推

進に“本気”であることを、何よりも明確に示すことになると思われる。 

 

Ⅲ．２．２  ワーク・ライフ・バランス施策に関する従業員側のイニシアティブ 

以上でみてきたワーク・ライフ・バランス施策推進に対する経営意思の周知徹底は、すなわ

ちトップダウンで施策を進めるためのノウハウである。実際、先進企業のほとんどにおいてワ

ーク・ライフ・バランス施策はトップダウンで推進されており、従業員側からのボトムアップ

でイニシアティブがとられた例は少ない。 

 

◆従業員のプロジェクトチームを組織しての下からのインプットは有効 

例外は、上述した日産自動車の「クロス・ファンクショナル・チーム」の例と、次の富士ゼ

ロックスの例であろう。何れにおいても、委員会組織の設置自体はトップダウンによるもので

あるが、議論する内容は委員会側に大方任されており、そこでの議論からワーク・ライフ・バ

ランス施策につながる提言がなされた。このような取組・仕組みは、下からのイニシアティブ

やインプットを促し、ワーク・ライフ・バランス施策を利用者感覚・現場感覚で活用しやすい

ものにする上で、また施策の推進において経営側と従業員側に一体感を醸成する上で、非常に

有効と考えられる。 

  

 
●節目ごとに若手従業員中心の委員会を組織し提言を募集（富士ゼロックス） 

1987（昭和 62）年の「ビジョン 100 人会」、1988（昭和 63）年の「とおーくなー

ど」、1989（平成元）年及び 1990（平成 2）年の「レディースパーソネルコミッテ

ィ」、1997（平成 9）年頃の「ビジョン 21」など、節目ごとに、若手従業員を中心

として従業員の立場からの提言を募ってきた。 
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●部門横断チーム「クロス・ファンクショナル・チーム」で多様性の問題を討議、

多様性推進を担当する常設部署設置を提言して実現（日産自動車：一部再掲） 
1999（平成 11）年にルノー社と提携しカルロス・ゴーン CEO が就任して、ク

ロス・ファンクショナル・チーム（CFT）制度が始まった。CFT は、CEO の指示

により、様々な経営課題ごとに部門を超えたメンバーで組成され、CEO に対し提

言を行う組織で、1999 年からこれまでに 12 チームが作られている。CFT はトッ

プダウンで設置されるが、トップが指示するのはテーマ、キーワードだけであり、

議論の対象は CFT 自身が決めていく。CFT のメンバーに任命されると、業務の 2
～3 割は CFT に振り向けることを求められる。 

初期の CFT は、社の経営立て直しが喫緊の課題であったため、業績に直結する

問題をテーマとするものばかりであったが、経営が回復したことを受け、初めて

間接的なテーマを掲げた CFT として、2003（平成 15）年に「多様性 CFT」が設置

された。 
CFT は一般的に、リーダーが役員、パイロット（現場リーダー）が部長級、メ

ンバーは課長級という組織だが、多様性 CFT は例外的に 20 歳代からの若手従業

員もメンバーに入れられた。多様性 CFT は、男女ほぼ同数の 20 名ほどからなり、

現在も週 1 回程度の会合を行っている。 
多様性 CFT により、社内の多様性の推進を扱う常設部署が必要であるという提

言がなされ、2004（平成 16）年に「ダイバーシティ・ディベロップメント・オフ

ィス」（DDO）が設置された。 
 

 

◆トップダウン型の施策推進においても利用者・現場の声を汲むことは不可欠 

大半を占めるトップダウン型のワーク・ライフ・バランス施策推進企業においても、労働組

合との協議を行い、要望を積極的に取り入れている企業は多い。ワーク・ライフ・バランス施

策の設計に利用者・現場の声が反映されていないと、管理職に方針が徹底されていない場合と

同様、施策は「絵に描いた餅」となり実際に使うことは難しくなってしまうからである。こう

した点で、施策の細かい運用については利用者と現場管理職に任せているとする企業も多い。

但し、現場に任せる場合は、それが施策の利用を実質的に阻害することにならないよう、管理

職の教育を徹底しておく必要があろう。 

比較的最近にワーク・ライフ・バランス施策の推進を始めた住友商事は、制度整備より意識

改革・浸透を優先させ、具体的な制度設計については現場の実態を踏まえて実施することにし

ているということである。 
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●制度整備より意識改革・浸透を重用視（住友商事） 

制度を整備することよりも、意識改革・浸透を重要視している。ワーク・ライ

フ・バランスについてはポリシーを作成し、従業員に理解してもらうために理念

を決めている。現場の実態を踏まえた施策の推進、制度導入を重視している。現

場の実態に合わない制度を導入しても現場からは反発が上がるだけである。 
 

 

◆定期的な従業員アンケートは特に大企業で有意義 

従業員側の要望のインプットないしフィードバックの方法としてはアンケート調査も考え

られるが、これを行っている企業は少ない。施策導入に先立って調査を行ったとしたのは資生

堂、新生銀行、WOWOW であり、ワーク・ライフ・バランス施策に限らず包括的な従業員満足

度調査を行っているのは日本 IBM、ニチレイグループ、P&G であった。 

  

 
●全世界のグループ共通アンケート、日本法人独自のアンケートの双方で従業員

の意識や課題を拾い上げ（日本 IBM） 
IBM グループでは、従業員の満足度を測るために、全世界共通の従業員アンケ

ート調査を定期的に実施している。その結果や各種指標を用いて、各国 IBM の状

況が比較されている。 
日本 IBM では、全世界調査の数値や毎年日本 IBM で独自に行う従業員アンケ

ート調査によって従業員の意識や課題を拾い上げ、それを施策へとつなげていっ

ている。 
●企業構造改革を進める中で従業員満足度調査を開始（ニチレイグループ） 

企業構造改革を進める中で、2000（平成 12）年より毎年 90 問（内容は働き方に

ついてだけではなく、賃金のことも含め多岐にわたっている）の従業員満足度調

査を実施している。 
初回調査の結果、男女間で職務満足度に大きな開きがあることが判明したため、

経営陣が集う人財委員会の中で女性の満足度の低さと女性役職者の少なさに着目

して検討し、社長の指示により時限的なポジティブ・アクション（女性役職登用

優遇措置）を実施することが決まった。 
その後も継続的に実施している従業員満足度調査は、モニタリングのために活

用している。 
●従業員満足度調査を通じて推進の進捗状況を確認し、より効果ある施策へ

（P&G） 
世界中のグループ全体で年に 1 回、従業員満足度調査を実施し、徹底的に回収

する。このように徹底した進捗状況の確認とさらなる機会の発見を行うからこそ、

ダイバーシティやワーク・ライフ・バランス施策が形式的なものとならず、従業

員が最大限の能力を発揮できる環境づくりのために実質的な効果のある施策とな

る。 
 

事例

事例
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労働組合などの他のチャネルで要望の聴取ができている場合は、特にアンケート式の調査に

こだわる必要はないであろう。ただ、経営者と従業員との距離が遠い大企業においては、組合

などのチャネルを通じた調査やフィードバックにも限界があり、全従業員対象の定期的アンケ

ート調査は有意義であると思われる。こうした調査は、ワーク・ライフ・バランス施策を含め

て会社・経営者の従業員に対する考えを周知し、それに対する評価を把握する機会にもなり得

る。経営側が従業員に直接アンケートすることで、従業員側は「会社は自分たちのことを気に

かけている」と感じることができ、ワーク・ライフ・バランス施策の目的と同じく従業員のモ

ティベーションや忠誠心を向上させる効果も期待できるのである。 

 

Ⅲ．２．３  ワーク・ライフ・バランス施策と整合的な人事評価制度 

ワーク・ライフ・バランス施策の活用を進める際に、従業員側にとって利用の障壁として挙

げられるのは、休業制度や短時間勤務制度を利用した場合の「人事評価」への影響である。 

 

◆休業や短時間勤務を理由としたマイナスの人事評価には「ペナルティ」性がある 

Ⅱ．３でみたように、給与に関しては、休業中は無給、短時間勤務の場合は短縮分に比例して

減給という企業がほとんどで、「ノーワーク・ノーペイ」が原則である。しかし、人事評価も

休業取得や短時間勤務を理由に下がるとすれば、その利用者は通常勤務者と比べて、給与と人

事評価で「二重」にマイナスの処遇を受けることになる。「ノーワーク」であることは「ノー

ペイ」（給与面でのマイナス）に既に反映されている。となれば、人事評価でのマイナスは「重

複」であり、「ノーワーク」であること以外の理由に因ることになるのである。すなわち、人

事評価でのマイナスは、単なる「マイナス」ではなく「ペナルティ」としての性格を帯びてい

ることになる。 

 

◆給与と人事評価の「二重のマイナス」、人事評価の「ペナルティ」性を排す工夫 

このようなペナルティ性のある人事評価は、ワーク・ライフ・バランス施策の利用を当然阻

害しよう。インタビューした企業では、こうした問題を認識し、ペナルティ性によって施策の

活用を阻害せず、かつ利用者と非利用者の間に不公平感を生じさせないよう（こうした不公平

感も制度活用を阻害する）、次の事例のような工夫をしている。 

 

 
●休業中の評価は休業前 2 期・復職後 1 期の考課を平均（資生堂） 

休業中は人事考課を行わず、休業前の 2 期、復職後の 1 期の計 3 期の考課を平

均する。評価は成果主義であるので、休業や短時間勤務をとったこと自体は考課

に影響しない。 
 

事例
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●試験制度による昇格制度を採用しており、育児休業の取得は昇格に影響しない

（エスアイアイ・マイクロテクノ：再掲） 
昇格は勤続期間と関係なく、ある等級以上への昇格に必要となる試験の受験資

格も勤続年数とは無関係に設定している。 

●人事制度を改定し、職能資格による昇格制度に転換（河村電器産業：再掲） 
人事制度を職能資格制度に改定し、それぞれの格付に定められた要件を満たせ

ば昇格できるようにしている。勤続年数や在籍・滞留年数は昇格条件に含んでい

ない。 

●勤務時間の短縮を織り込んで目標設定し、評価は公平に 
（富士ゼロックス社：再掲） 

人事評価では勤務時間を織り込んで目標設定を行う。短時間勤務者の評価では、

勤務時間に比例して設定した成果目標が評価基準とされ、その目標をどれだけ達

成したかにより評価する。 
 

 

特に富士ゼロックスの事例は、休業よりも難しいと考えられる短時間勤務の人事評価におい

て厳密に公平なルールを導入しており、注目される。同社の短時間勤務者の評価は、短時間勤

務であることの会社にとってのマイナスは既に給与に反映されているのであるから、人事評価

では勤務時間の短さは考慮せず、役割に基づく目標達成率のみを基準とするというものである。

これは、上述した給与と人事評価での「二重のマイナス」を排し、人事評価がペナルティ性を

帯びないようにする仕組みといえる。 

 

◆ワーク・ライフ・バランス施策に整合的な人事評価制度は「成果主義」 

休業の取得と昇給・昇格の時期とは関係がないという企業がある一方で、一定の昇給・昇格

に必要な勤続年数に休業期間は計上しないというルールをもつ企業も比較的多くあった。この

非計上ルールは、従業員の側もある程度受け容れる傾向にあると思われる。しかしこうしたル

ールも、それがペナルティ的であるかは意見の分かれるところであろうが、施策の利用を阻害

する面があることは否定できない。P&G の北尾氏・柴山氏は、インタビューで次のように指摘

した。 

 

個人の最大限の能力を発揮するための人材マネジメントシステムの一環として、

「自らが達成した成果に基づいて評価される」ことは極めて重要である。性別、勤

続年数や休業の取得など、個人の業績以外の要素を評価基準とすることは、ワーク・

ライフ・バランス施策の利用に対して阻害要因となるとともに、従業員の業績達成

に対する意欲を制限することに直接的につながる。 

 

事例
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企業経営においては、言うまでもなく、能力と意欲が高い人材を最大限に活用することが重

要である。したがって人事評価制度は、会社に最も貢献できる従業員を基準に、そうした者の

意欲を阻害しないように設計されていることが望ましい。貢献度は評価すればよいのであり、

処遇はそれに応じて決めればよいのである。 

ワーク・ライフ・バランス施策とより整合的である人事評価は、やはり、勤務時間や勤続年

数といった時間的要素ではなく、あくまでも従業員の能力とそれがもたらす成果を基準とする

「成果主義」であると考えられる。 
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Ⅲ．３  ワーク・ライフ・バランス施策の効果 

＜この節のポイント＞ 

 ワーク・ライフ・バランス施策の効果は、明確・直接的に企業業績の向上につながるもので

も、その効果を計量することができるようなものでもないと考えられている。 

 定性的な効果として最も多く挙げられたのは、「従業員満足度の向上」であった。それは、

士気・モティベーション・モラルの向上、「働きやすい」「安心して働ける」「余裕をもって

働ける」との声、会社に対する忠誠心の向上などである。 

 「業務の改善」の効果としても、業務効率化やタイム・マネジメントの考え方の浸透、超過

勤務手当の縮減、不良品率の低下といった点が挙げられた。 

 その他、優秀な人材や女性人材の定着、人材育成のコスト低減と高密度化、採用応募者の量・

質の向上、企業イメージ・評価の向上といった効果が挙げられた。 
 

ワーク・ライフ・バランス施策の効果について、企業インタビューにおいて概ね共通して聞

かれたのは、それは明確・直接的に企業業績の向上につながるものではなく、ましてや効果を

計量することができるようなものではないという見解であった。それでもほとんどの企業は、

何らかの効果について定性的には（時には印象論として）言及した。それら効果は、概ね以下

のように分類される。 

 

① 優秀な人材・女性人材の定着 

② 人材育成のコスト低減と高密度化 

③ 従業員満足度の向上 

④ 業務の改善 

⑤ 採用応募者の量・質の向上 

⑥ 企業イメージ・評価の向上 
 

Ⅲ．３．１  優秀な人材・女性人材の定着 

まず、「優秀な人材の定着」「女性人材の定着」という効果を挙げる企業があった。これは、

Ⅲ．１．１の（１）でみた「優秀な人材の確保」という施策の狙いの核心である「優秀な人材の

維持」と表裏をなすものである。ただ、わが国におけるワーク・ライフ・バランス施策の事実

上の中心が「仕事と育児の両立支援」であることを考えれば、人材（特に女性人材）の定着は

ワーク・ライフ・バランス施策の利用が進んだことの同義反復に過ぎないともいえる。そのた

めか、この点をあえて「効果」としては挙げない企業も多く、挙げた企業は 20 社中 6 社と必
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ずしも多くはなかった。 

ともあれ、ワーク・ライフ・バランス施策の中心的狙いである「優秀な人材の維持」は、一

定の効果が上がっているといえよう。さらに、人材の定着がもたらすものとして「ノウハウの

蓄積」といった一般論を挙げる企業もあったが（富士ゼロックス）、具体的な内容は示されな

かった。また、ニッセイ基礎研究所の武石氏はインタビューで、人材の定着が進む企業は教育

投資に積極的となるので人材の質の向上が進む、という好循環が期待できることを指摘した。 

 

Ⅲ．３．２  人材育成のコスト低減と高密度化 

人材の定着から派生する効果として、イノスは、採用を減らせることによる新人育成コスト

の減少、新人 1 人あたりの OJT の高密度化を挙げた。同社はこれをワーク・ライフ・バランス

施策の最大の効果としたが、他にこうした効果を特に挙げた企業はなかった。 

 

 
●採用を減らせることで新人育成のコストが低減、OJT が高密度化（イノス） 

ワーク・ライフ・バランス施策の効果として最も大きいのは、従業員の平均勤

続年数が延び、離職者が減少したために、採用しなければならない学生の数を減

らすことができ、新人を育成するコストを抑えることができたことである。従来

は全従業員数の 1 割程度を新人として採用していたが、その数を減らすことがで

きた。 
また、採用する人数が減ったため、一人ひとりの新人に先輩従業員が接する時

間も長くなり、先輩から後輩への OJT の密度が高くなったため、新人従業員の能

力の伸びも速くなっているように感じられる。 
 

 

Ⅲ．３．３  従業員満足度の向上 

ワーク・ライフ・バランス施策の効果として最も多く挙げられたのが、士気・モティベーシ

ョン・モラルの向上、「働きやすい」「安心して働ける」「余裕をもって働ける」との声、会社

に対する忠誠心の向上といった、従業員満足度の向上であった。これに分類される意見を挙げ

た企業は 8 社に上った。 

もっとも、こうした効果は担当者の「実感」として挙げられたケースが多く、従業員アンケ

ート調査などの結果にみられるとした企業は日本 IBM やニチレイグループのみであった。 

また日産自動車は、従業員満足度の向上に類する効果として、女性従業員の間でのマイノリ

ティ感の解消やネットワークの形成という点を挙げた。 

 

 

 

事例
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Ⅲ．３．４  業務の改善 

「業務の改善」の効果は、ワーク・ライフ・バランス施策の効果として挙げられた中でも、

企業業績の向上に最も直結的なものであろう。これに分類される効果を挙げたのは 6 社である

が、そのうち半分は「業務改善への関心の高まり」（住友商事）、「働き方の見直しのきっかけ」

（資生堂）、「タイム・マネジメントの考え方の浸透」（同）、「限られた時間の中で仕事をしよ

うと努力することによる生産性向上」（河村電器産業）、「時間コスト意識の浸透」（大福信用金

庫）といった比較的抽象的な意見であった。 

しかし、次に挙げる二つの事例は、かなり具体的な業務改善の効果として注目される。特に

カミテの事例は、（それがワーク・ライフ・バランス施策の効果かどうかを厳密に証明するこ

とはできないが）効果が定量的に観測される希有な例である。 

また、休業に対して代替要員策を図ることにより、ジョブ・ローテーションの効果が生まれ

たり、若手に経験を積ませたりすることができるという効果を挙げる企業もあった（河村電器

産業、カミテ）。 

 

 
●ワーク・ライフ・バランス施策導入後に不良品率が劇的に低下（カミテ） 

一連のワーク・ライフ・バランス施策導入以前の不良品率は製品 10 万個あたり

1,000 個程度であったが、現在では同 30 個を下回っている。 
不良品の防止には、従業員のやる気、従業員同士のコミュニケーションの良さ

が非常に重要であり、ワーク・ライフ・バランス施策が職場の雰囲気を改善し従

業員の士気を高めたことが効果を上げたものと考えられる。 
●業務引き継ぎの重要性認識が高まり、文書化が進展。それにより時間外労働も

減少（イノス） 
短時間勤務利用者などがいることにより、業務の引継ぎの重要性が認識される

ようになり、文書化が進んだ。そのため、10 年前と比較すると残業時間は短くな

っているように思われる。 
 

 

Ⅲ．３．５  採用応募者の量・質の向上 

Ⅲ．１．１の（１）で、ワーク・ライフ・バランス施策に「採用上の目的」を事前的・意識的

にもたせている企業は比較的少ないと述べたが、質問に対して採用上の効果を認めた企業は 7

社あった。 

7 社のうち 2 社（新生銀行、ニチレイグループ）は従業員 1,000 人超の大企業で、これらは何

れも女性応募者の増加（及び質の向上）を指摘した。新生銀行では、新卒採用における女子学

生の応募が 2～3 割増えた。ニチレイグループでは、2000（平成 12）年に 20％以下だった新卒

採用者に占める女性の割合が近年は 40％弱にまで上昇した。 

事例
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他の 5 社（福島印刷、イノス、太陽商工、ふくや、カミテ）は概ね従業員 500 人以下であり、

これらは男女を限定することなく採用上の効果があったとした。こうした企業では、大企業に

比べて、人材集めが一層の課題となっていることを感じさせる。具体的には次のような声が聞

かれた。 

 

 
●会社説明会に集まる学生の量・質が向上（ふくや） 

会社説明会への学生の参加状況が変わってきた。かつては 1 回あたり 40～50 人

しか集まらないこともあったが、近年は 150～200 人集まるようになっている。ま

た学生からの質問内容も変わってきており、なぜ ISO を取得しているのかといっ

た理念に関する質問も出てきている。女性だけではなく、男性応募者の質も向上

していると感じられる。 
●新卒採用の応募者がより広い地域から集まるように（イノス） 

新卒採用に応募してくる学生は、従来は熊本県の出身者か県内の大学に通う者

がほとんどであったが、近年は他の地域から来る者も増えている。 

 

Ⅲ．３．６  企業イメージ・評価の向上 

Ⅲ．１．２でみたように、企業イメージ・評価の向上を狙ってワーク・ライフ・バランス施策

を導入する企業はほとんどなかったが、実際効果があった企業も少なかった。太陽商工は取引

先との、関西スーパーマーケットは自治体や社会との、WOWOW は投資家との関係において、

企業イメージ・評価が向上したとした。 

 

 
●取組について取引先の賛同も得られ、企業イメージ・価値が向上 

（太陽商工） 
ワーク・ライフ・バランス施策に対する取引先からの賛同も得られ、対外的な

企業のイメージ・価値の向上にも役立っている。 
●自治体との関わりが増え社会的認知度が向上（関西スーパーマーケット） 

次世代育成支援に関連して、兵庫県、伊丹市など自治体との関わりをもつこと

が多くなり、社会的認知度が上がっているように思える。 

●アナリスト・機関投資家が企業として戦略性があると評価（WOWOW） 
アナリストや機関投資家は、ワーク・ライフ・バランス施策について、企業の

潜在性を維持する取組であり、企業として戦略性があると評価してくれている。
 

 

 

事例

事例
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Ⅲ．４  ワーク・ライフ・バランス施策成功のポイント――企業類型による整理 

＜この節のポイント＞ 

 ワーク・ライフ・バランス施策の導入において、中小企業では「人材確保」の目的意識や経

営者・従業員の直接対話による意思周知が、大企業では「ダイバーシティ・マネジメント」

という目的や組織設計・管理職評価方法・従業員アンケートによる意思徹底が、それぞれ重

要となる。 

 一般消費者を主な顧客とする “B to C” 企業の場合は「女性活用」のアピールによるイメー

ジ向上が、企業を主な顧客とする “B to B” 企業の場合は性中立的な人材確保やダイバーシ

ティ・マネジメントが、それぞれ施策推進の鍵となる。 

 「成果主義」の企業は、その人事評価制度を有効たらしめるためにワーク・ライフ・バラン

ス施策を推進すべきであり、非「成果主義」の企業は、ワーク・ライフ・バランス施策と成

果主義的人事評価制度を総合的な人材マネジメント改革の一環として推進することが望ま

しい。 
 

以上Ⅲでは、①ワーク・ライフ・バランス施策を導入する企業経営上の目的・狙い、②施策

を推進するノウハウ、③施策がもたらす効果――の 3 項目について、企業インタビューの内容

を分析してきた。これらの分析を踏まえて以下では、ワーク・ライフ・バランス施策の導入・

推進を成功させるポイントと考えられるものを、次のような会社類型による比較軸にそって再

整理する。 

 

① 大企業 vs 中小企業 

② “B to C” 企業（一般消費者が主顧客の企業）vs “B to B” 企業（企業が主顧客の企業） 

③ 「成果主義」的人事評価制度 vs 非「成果主義」的人事評価制度 
 

 

Ⅲ．４．１  大企業 vs 中小企業 

（１）ワーク・ライフ・バランス施策導入の目的・狙い 

ワーク・ライフ・バランス施策を導入する企業経営上の目的・狙いの中心が「人材力の向上」

にあること、「人材力の向上」が企業経営の根幹に関わる重要性をもっていることは、大企業

も中小企業も変わりはない。 

 

◆中小企業は「人材確保」の目的を明確に意識すべき 

しかし、人材力の向上を図る二つの方法の一つである「優秀な人材の確保」＝「優秀な人材
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の採用及び維持」は、中小企業において、より重要な目的となる。従業員が少ない企業では、

優秀な人材の採用や維持に成功した場合のプラスも、それに失敗した場合のマイナスも、大企

業に比べて大きい。また、採用においてプラスとなる知名度も、中小企業は必ずしも高くない。 

したがって、中小企業においては特に、ワーク・ライフ・バランス施策が人材確保の有効な

手段であることを明確に意識して、そのアピールや運用を図っていくことが望ましい。 

 

◆大企業は「ダイバーシティ・マネジメント」と結びつけて 

人材力の向上を図るもう一つの方法である「現有する人材の質の向上」のうち、働きやすい

職場環境によって個々の従業員の能力を最大限に引き出し、さらに成長を図るという面は、企

業規模に関わらず必要である。 

しかし、人材の多様性による組織力の向上という狙いは、大企業により相応しいものといえ

る。なぜなら、大企業は事業が幅広く多岐にわたっており、独創的で差別化可能な製品やサー

ビスを発想していくには、多様な人材の知恵を総合することが不可欠と考えられるからである。

したがって大企業においては、ワーク・ライフ・バランス施策を「ダイバーシティ・マネジメ

ント」（多様な人材を活かす戦略）と結びつけることも有効と思われる。 

 

（２）ワーク・ライフ・バランス施策推進のノウハウ 

ワーク・ライフ・バランス施策を導入し、かつ実際に活用を促していく上で重要なことは、

第一に施策推進の経営意思の周知徹底、第二に従業員からのインプットであった。 

 

◆中小企業は「小規模の利」を活かして経営者と従業員が直接対話を 

これら 2 点はすなわち経営者と従業員のコミュニケーションの問題であり、この点において

中小企業は本来的に有利な状況にある。中小企業は「小規模の利」を活かして、経営者の意思

表明、従業員からの調査を、直接対話によって徹底することが望ましい。 

 

◆大企業は組織設計、管理職評価方法、従業員アンケートなどを通じた工夫が必要 

これに対し大企業では工夫が必要である。まず経営者の意思表明のためには、①ワーク・ラ

イフ・バランス施策推進の枠組みを経営レベルでの意思決定機構の中に置く、②管轄する常設

部署を新設する、③必要なら人事評価も利用して管理職への周知徹底を図る――といった、経

営意思が目に見えるような工夫が求められる。また従業員からの調査のためには、プロジェク

トチームの組織、従業員アンケートの定期実施といった方法が有効であろう。 
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Ⅲ．４．２  “B to C” 企業 vs “B to B” 企業 

（１）ワーク・ライフ・バランス施策導入の目的・狙い 

◆ “B to C” 企業では「女性活用」という狙いが受け容れられやすい 

一般消費者を主な顧客とする “B to C” 企業の場合、顧客の半数を占める（家庭においては

購買の決定権を握っていることが多い）女性にアピールするような企業イメージづくりが、よ

り重要となる。したがって“B to C” 企業は、「女性活用」を前面に出したワーク・ライフ・バ

ランス施策推進が相対的に受け容れられやすい状況にあるといえる。 

 

◆ “B to B” 企業は性中立的な人材確保やダイバーシティ・マネジメントを前面に 

一方、企業を主な顧客とする “B to B” 企業では状況は異なり、「女性活用」をあまりに前面

化すると「逆差別」として社内の反発も招きかねない。このような企業では、（性中立的な）

人材確保やダイバーシティ・マネジメントをワーク・ライフ・バランス施策推進の目的とした

方が、社内の理解を得やすいと思われる。こうした人材力向上策は、主商品が一般消費者向け

であるか否かに関わらず、今日の企業にとっては非常に重要である。 

 

（２）ワーク・ライフ・バランス施策の効果 

◆ “B to C” 企業はイメージ向上効果の積極的アピールを 

“B to C” 企業の場合、消費者イメージの向上がワーク・ライフ・バランス施策の効果として

期待できる。こうした効果は「イメージがイメージを生む」ような相乗作用も期待できるので、

それを社内外へ積極的にアピールし、そこからまた施策推進のためのフィードバックを得るこ

とが望ましい。 

 

◆ “B to B” 企業では社内で効果の捕捉を 

一方、“B to B” 企業における施策の効果は、取引先の評価という場合もあろうが、概ね社内

で観測されるものとなる。中小企業の場合は従業員との対話、大企業の場合は従業員満足度調

査などによって、効果の捕捉、それによる施策推進の社内的説得力の向上に努めることが必要

である。 

 

Ⅲ．４．３  「成果主義」 vs 非「成果主義」 

ワーク・ライフ・バランス施策の先進企業では、「成果主義」的な要素を多く取り入れた人

事評価制度を採っているところが多い。成果主義とは、人事評価において、評価対象者の“保

有能力”（それはしばしば経験年数に応じて伸びるとみなされる）や仕事の“過程”（例えば投

入時間や努力）よりも、仕事の結果としての“成果”を重視する考え方である。こうした考え
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方は、個々の従業員が成果を問われる仕事の内容を明確化し、その仕事のやり方については各

自に任せるという、より自由で独立した社風を醸成する。こうした社風においてこそ、柔軟・

多様な働き方を個々の従業員の要望に応じて積極的に認めようというワーク・ライフ・バラン

ス施策が受容されやすいのは、自明である。ゆえに、Ⅲ．２．３で指摘したように、成果主義的

な人事評価制度はワーク・ライフ・バランス施策と、より整合的と考えられるのである。 

 

◆「成果主義」の企業こそワーク・ライフ・バランス施策を推進すべき 

もっとも、1990 年代前半から多くの企業が導入した成果主義については、近年、「短期的な

成功ばかりを追求し長期的なチャレンジをしなくなる」「部下や後輩を育てようとしなくなる」

「仲間と協力して仕事をしなくなる」「一人ひとりが自由に意見を言わなくなる」といった批

判的意見も多い。こうした成果主義の問題を克服する視点としては、次のような指摘がある2。 

 

① わが国の成果主義はそもそも、年功賃金制の問題（企業への貢献度とあまりに無関

係な処遇、従業員の高齢化に伴って増大する人件費）を克服するために導入された

もので、総合的な人材マネジメント改革による企業の活性化という意図を欠いてい

た。 

② 成果主義は、“裁量範囲の増大”や“仕事分担の明確化”といった「働き方の変化」、

さらに「能力育成の機会」をもたらす補完的な施策を伴う場合、労働意欲を向上さ

せる効果があるということが、諸研究により示唆されている。 
 

上記①が欠落を指摘する「総合的な人材マネジメント改革による企業の活性化」は、主に「人

材力の向上」という企業経営上の目的をもつワーク・ライフ・バランス施策が正に目指してい

るものである。 

また、ワーク・ライフ・バランス施策は、上記②が挙げるような「働き方の変化」や「能力

育成の機会」をもたらす。ワーク・ライフ・バランス施策は、仕事を行う時間や場所について

“裁量範囲の増大”を図るものであるし、それぞれ多様な働き方をする従業員で業務を進めて

いくには“仕事分担の明確化”が欠かせない。そして、仕事以外の時間を拡大することで、家

庭責任や地域活動や自己研鑽への注力を促進し、広い意味で自らの能力を育み伸ばす機会を従

業員に与えるのである3。 

このように、成果主義がワーク・ライフ・バランス施策にとって整合的であるだけでなく、

ワーク・ライフ・バランス施策が成果主義にとって、従業員の意欲向上や企業の活性化を促進

                                                 
2 守島（2004）「成果主義は企業を活性化するか」。 
3 守島（2004）は、成果主義の人事評価を受ける労働者は企業内で能力を開発する機会を求める

ことを指摘しているが、ここで述べたように、企業外での活動によって得られる知識・経験の

深化・多様化や精神の安定を通じて労働者が企業への貢献を高めるという契機もあろう。前述

のように、コンサルタントのパク氏も、ワーク・ライフ・バランス施策によって確保できる会

社以外の時間において自己研鑽に努めることが現代の労働者には不可欠だと指摘している。 
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するという点で有効なのだといえる。換言すれば、成果主義の人事評価制度をもつ企業がワー

ク・ライフ・バランス施策を推進しやすいだけではなく、そのような企業こそワーク・ライフ・

バランス施策を推進すべきなのである。成果主義とワーク・ライフ・バランス施策は、「相互

補強関係」とでもいうべき関係にある。 

 

◆非「成果主義」企業は総合的な人材マネジメント改革の一環として推進を 

一方、人事評価制度が成果主義的でない企業がワーク・ライフ・バランス施策を推進しよう

とするなら、本項冒頭で述べたような理由により、制度を成果主義の方向に変えていく方が望

ましい。その場合、ワーク・ライフ・バランス施策を推進しようという企業は、成果主義の導

入にも納得していなければならない。 

上述のように、成果主義に問題が多々あることは否定できないが、年功賃金制の問題が看過

できないこともまた確かである。年功賃金制と表裏をなす終身雇用制が信頼を失いつつある中、

勤め続ければ（生産性の上昇率を超えて）上がっていく給与が人材を企業に惹き付けつなぎ止

める効果4も弱まっており、優秀な人材の確保のためには、従業員が挙げる成果に対して、より

リアルタイムに（将来の昇給ではなく今の給与で）応えなければならなくなっている。さらに、

「ポスト産業資本主義」の今日においてビジネスに求められる創意工夫に溢れた人材は、金銭

的なインセンティブのみならず、“より自由な職場環境”を求める傾向にある5。 

つまり、成果主義もワーク・ライフ・バランス施策も、目指すところは同じく、優秀な人材

の確保による全社的な人材力の向上、それによる企業の活性化と業績向上なのである。したが

って、ワーク・ライフ・バランス施策推進のために成果主義を導入する企業は、各々をバラバ

ラに進めるのではなく、何れも総合的な人材マネジメント改革の一環として、その企業経営上

の目的を明らかにした上で取り組んでいくことが重要である。そうすることで、先に成果主義

を導入した企業が直面してきた問題も超克しつつ、ワーク・ライフ・バランス施策を進めるこ

とができると考えられる。 

 

                                                 
4 年功賃金制は、勤続に応じた各従業員の賃金の伸びを、その生産性の伸びよりも急なものとす

ることで、若いうちは企業に対して「貸し」があり、加齢とともにそれを取り返せるという状

況を作り出し、それによって従業員に同じ企業で長く働くインセンティブを与える制度である。 
5 ポスト産業資本主義と、そこで求められる企業組織デザインについては、岩井（2003）『会社は

これからどうなるのか』、特に 304-307 頁を参照。ポスト産業資本主義については、この後、Ⅳ．

１．４、Ⅴでも論じる。 


