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３ 有識者インタビュー記録 

大沢真知子氏（日本女子大学）
 

※ 大沢氏は同大学人間社会学部教授。経済学博士。専門は労働経済学。主著に『経済変

化と女子労働』（日本経済評論社）、『新しい家族のための経済学』（中央公論新社）、

『働き方の未来――非典型労働の日米欧比較』（編著、日本労働研究機構）、『ワーク・

ライフ・バランス社会へ――個人が主役の働き方』（岩波書店）。 

◆ワーク・ライフ・バランスが重視され推進されてきた背景・理由 

 米国で 1990 年代初めに、フォード財団が資金提供して人事コンサルタントの研究会のよ

うなものがつくられ、そこで働き方の柔軟化を広めていく試みが行われた。ちなみに、

これに詳しいのがパク・ジョアン氏で、彼女は、この研究会の中心人物だった人物とコ

ンタクトを取り、この分野でのコンサルティングについてトレーニングを積んだ。 

 米国でフルタイム正規労働者の働き方を柔軟にしようという動きが生まれた背景には、

同国では労働時間が非常に長く、無駄を省き効率化を図って生産性を上げる必要がある

という認識があった。 

 例えば、病院における患者の手続きを簡素化すれば、病院労働者は仕事を減らして個人

生活を充実させることができ、一方で患者の時間も節約されるので WIN-WIN の関係を

築くことができるということが、非常に説得力をもって語られた。 

 フォード財団が働き方の柔軟化に取り組んだ根本的な理由は、規範的な意識ではなく、

離転職の高まりではないか。顧客満足度の低下、競争力の減退の原因は女性の離職にあ

り、しかも女性が辞めていく理由は結婚・出産が理由ではなく働き辛い環境があるとい

う問題が浮き彫りとなった。 

 競争に勝つためには多様な人材を活用しなければならず、職場環境を整えなければ何を

やろうとしてもうまくいかない、職場環境整備ができないような企業風土であればどん

な制度を使ってもうまくいかない、という考え方が 1990 年代頃から人事管理制度の研究

において出てきた。 

 こうした考え方を踏まえて企業風土を見直そうとすると、実は男性も個人的な悩みをい

ろいろ抱えているということが分かってきて、ワーク・ライフ・バランスは男女問わず

全ての従業員の問題でありその解決が望まれるということになり、柔軟な働き方を認め

る動きが会社の中で広まってきたのである。 

 ただ、米国で全般的にこうした考え方が広まっているわけではなく、関心のない経営者

もいる。会社のポリシーもそれぞれで、ワーク・ライフ・バランスへの取組にもバラつ

きがあるという印象を受けている。 

 米国ではフルタイム＋フルタイムの共働きが多く、デンマークやオランダのようなパー

トタイム労働・ワークシェアリングによる労働時間短縮はそぐわない。米国では、自分

でよりよい環境を獲得していくという意識が強く、そのためによい所に住み、また子ど
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もをよい学校に入れたいと考える。殊に米国の高等教育費は非常に高い（例えば一流大

学は私立が中心で、年間 300 万円の学費と寮費などがかかる）ので、そのためには両親

ともフルタイムで働かなければならない（1990 年代米国のアッパーミドルクラスは、ハ

ウジングバブルもさることながら教育費の影響で生活が厳しくなっているとされる）。 

 したがって米国では、フルタイム労働者の働き方を（フルタイムのまま）柔軟化するこ

とが必要となる。 

 1980 年代から 90 年代にかけて進んだグローバライゼーションも、ワーク・ライフ・バ

ランスに影響を与えたと考えられる。グローバライゼーションにより、ビジネスにおい

てより有能な人材の確保が重要となり、また人材確保自体が国境を越えたものになって

一層厳しくなっていった。優秀な人材には多くの女性がいるが、彼女たちが家庭を持ち

子育てをしている場合、働き過ぎると家庭がうまくいかなくなり、仕事にも影響する。

このように働く既婚女性がいるということは、ほぼ同じだけ働く既婚男性がいるという

ことであり、男性の場合も、働き過ぎ→家庭の問題→仕事への悪影響という負の連鎖は

同様である。 

 家族のあり方そのものが変わり夫婦の双方がフルタイムで働くときに、ワーク・ライフ・

バランスをとらないと私生活も職業生活も不幸なものになって、生産性も下がり、めぐ

りめぐって会社の業績が下がるのであれば、従業員の個人生活に対して会社が積極的に

関与して仕事と私生活とのそのバランスをとりやすくすることが望ましい、という動き

がいくつかの企業から出てきたのである。 

 米国企業が足並みを揃えるようにワーク・ライフ・バランスへの取組を始めたわけでは

ない。ここ 10 年の間に、各企業がそれぞれに始め、今はスタンダードになりつつあると

いう感じではないか。 

 米国企業のワーク・ライフ・バランスは、優秀な人材を如何に確保するかということを

主眼とする「強者のワーク・ライフ・バランス」という感があるが、そうした面ばかり

ではない。GE のある従業員は、介護が理由で一時的にフルタイムで働けなくなってし

まったので辞職せざるを得ないと考えていたが、上司（女性）は、会社・仕事と介護と

のどちらかを選ばせるのはよくない、介護が一時的なものであれば会社はその状況を理

解し、しばらく休職させた後で復職させ、その後も必要ならフレキシブルな働き方を認

める、という形で従業員に対して配慮すべきだと言った。 

 こうした判断は、該当従業員が特別に有能だったからゆえではなく、これから育てよう

と考えて多大なコストをかけて採用した人材が、採用 1 年後に通常勤務が困難な状況に

なった時、その人材をキープするのと、新しい人材を雇用するのとでは、どちらが会社

にとってよりメリットがあるのか、というものである。それは、あくまでもビジネスの

判断であり、個人個人のニーズに応えるものではない。そのような状況が他の人に生じ

た場合にも同じように適用されることが重要であり、それは、会社の方針、コーポレー

ト・カルチャーとしてアイデンティファイされるものである。入社の時から、会社のポ

リシーに従って行動するようにとの教育研修を受けていれば、男女に関係なく有能な上

司は、上記のような判断をするだろうと言われている。 

 ビジネス・ディシジョンとしてワーク・ライフ・バランスを位置付け、それをコーポレ

ート・カルチャーとしていく、それがペイするのだ、という考え方の企業が米国では増
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えている。 

◆ワーク・ライフ・バランス施策を推進する主体 

 米国におけるワーク・ライフ・バランス施策は、各企業が自らの業績に効果があるとい

う観点から行われる自主的な行動であって、連邦政府や州政府などによる政策努力は少

ないと思われる。法定の育児休業も、米国では 12 週間・無給という制度ができたところ

で、日本やヨーロッパに比べると非常に手薄い。このように公的な取組が少ないので、

ワーク・ライフ・バランスにおける「貧富の格差」が大きい。 

 英国のある識者がいうには、ワーク・ライフ・バランス施策は中小企業よりも大企業の

ほうが一般的によい。米国と違って組合が取組を率先しているので、組合が先進的であ

ればワーク・ライフ・バランス施策の導入も進んでいる。ただインフォーマルには、従

業員数の少ない中小企業は、大企業のような制度がなくてもワーク・ライフ・バランス

はもともと取りやすい状況にあるとも考えられる。 

 その識者曰く、“employee involvement” が非常に重要である。従業員が自ら働き方を変え

る方法を生み出していって、それを上司と一緒に話し合うという「提案型」の取組がう

まくいっているという。こうしたやり方は日本から学んだとされる。 

◆ワーク・ライフ・バランス施策推進の具体的手法 

 今まで皆が均一なルールで働いてきたものを、「○○までは個人の事情を認めるダイバー

シティ・ワーク・ルールがこれからは標準である」ということを日本人が合意し、努力

し、不平等だと思わないようにするのは、非常に難しい。自分が得をしていると思って

いる人は、全体的なワーク・ライフ・バランス推進をなかなか言い出せない。労働時間

を皆で短くしようとしても、日本の場合は個人の事情を犠牲にして会社に尽くすという

価値観がもともとあるので、それを逆転して個人を優先するということを認めるのは容

易でない。しかし、例えば子育ての時期は個人生活の優先も仕方がないということを認

めていかないと 21 世紀の仕事は成り立たない、ということを皆が納得することが必要で

ある。それには会社の上司や経営トップが率先しないといけない。 

 ヨーロッパでは残業に対する給与支払いがしっかり行われており、1 人に多くの仕事を

やらせて多く支払うのも、複数の人に仕事も給与も分配するのも同じなので、ワークシ

ェアリングは進みやすい。しかし日本の場合、残業というものがアンペイドで行われて

いるので、そこに臨時のスタッフを入れ、正規従業員よりは安いかも知れないが給与を

支払っていくと、コストがかかってしまうという面がある。 

 シティ・グループが今年から始めようと準備している「フレキシブル・ワーク・アレン

ジメント」は、個人的な事情に合わせて労働時間などの条件の変更を認めるものである。

今までも裁量労働制により在宅勤務は認められていたが、新制度では、通常週 5 日勤務

のところを 3 日、給与も 5 分の 3 という働き方が選べるようになる。 

 このシティ・グループの新制度は、従業員側のニーズがあまりに高くなったので、それ

に対して企業側が選択肢を与えて従業員のハピネスを高めようというもので、業務上の

合理性のみを追求した純粋なビジネス・ディシジョンではない。 

 オランダの IBM の中間管理職で 40 歳代の女性は、週 4 日勤務でその分の給与をもらっ

ているが、実際には週 5 日勤務と同じだけの仕事をこなしており、非常に生産性が高い。
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労働時間が短くなれば無駄を省く努力をせざるを得なくなる。会社としては 5 分の 4 の

給与で生産性の高い従業員を確保でき、働いている本人も IBM 従業員というポジション

を維持しながら週 4 日勤務という働き方を手に入れているのであり、両者は WIN-WIN

の関係にある。 

 30 歳代の女性は、仕事の蓄積もかなりあって仕事は自分の大切な一部であると感じてお

り、一方で子どもも大切だという考えなので、時間生産性を上げることで仕事と育児を

バランスさせるしかないという新しい働き方を必要としている。経営者、管理者は、こ

うした柔軟な働き方への要求を受け入れなければならない。 

◆ワーク・ライフ・バランス施策の効果、それが生まれる因果関係 

 ワーク・ライフ・バランス施策により業績が上がったかどうかについては色々な研究が

あり、結論は全てイエスではないが、従業員のハピネスは一般に高まっているとされる。

労働時間とハピネスというのはかなりの相関関係がある。 

 英国では、働き方に関する価値観が変わったと考えられており、現在は、共働きが中心

の世界に働き方の価値観を合わせること、仕事と家庭のどちらにも重きをおいている価

値観を理解していくことが重要となっている。 

 ワーク・ライフ・バランス施策導入の中心的業種は、人材の質がより重要であり、また

生活者の視点というものが求められるサービス業である。 

 多様な働き方といっても、従業員全てが週 3 日勤務で給与も 5 分の 3 というのは、うま

くいかないだろう。しかし、例えばサービス業では、人によって働きたい曜日が異なる

ことがあるので、従業員のチームを組んで、通常の 5 分の 3 となる勤務日をどの曜日に

するかは会社側が決められる、というやり方もあるのではないか。これでうまくいった

例が英国の図書館にある。今まで日本では月～金曜日の 9～17 時という働き方が一般的

だったが、男性・女性・既婚者・独身者といった個人の違いをうまく組み合わせると、

いろんな時間帯に働ける人が出てきて、結果としてサービス提供時間を拡大して利用者

の利便性を高められるということも考えられる。 

 グローバライゼーションの下、流通業で規制緩和が進み、ヨーロッパでも労働規制が緩

くなったので、24 時間営業が行いやすくなった。営業時間を長くするために多様な働き

方をしてくれる従業員が必要であるという会社側のニーズと、フレキシブルに働きたい

と考える労働者側のニーズを合致させ、かつ顧客満足を高めることができるようになっ

たというのが、1990 年代の大きな流れである。 

 高度経済成長期の製造業中心の時代とは違い、従業員の私生活を充実させていくことは

人材の魅力を高めることにつながり会社にとってもプラスである、という発想をしてい

くことが大切である。 

 製造業も生産調整という宿命があり、そうした意味でのフレキシビリティがこれまで以

上に必要になってきているが、現在は派遣社員を増やすような形で対応しているところ

が多く、期間工を入れ過ぎたため欠陥やミスが増えてしまっているといった品質管理な

どの問題が出てきている。 

 生産調整のために工場の操業時間を短くしなければならない時にフレキシブルワークを

導入した工場が新潟にあると聞く。労働時間を一律に短くするのではなく、従業員の希
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望を聞いてフレキシブルな働き方を導入したところ好評で、従業員のモティベーション

が上がり、会社の雰囲気がよくなったという話である。 

 会社でワーク・ライフ・バランスを進めていくには、マネジャーの研修がかなり効果的

である。例えばシティ・グループでは、具体的に従業員一人を失うとこれだけのお金が

減るということを具体的に示している。企業方針は “Diversity and Inclusion” で、異質な

ものを取り込んでダイバーシティを確保し、ダイナミックな企業文化をつくっていくと

いうものである。そのためには、部下に方針を徹底的していくことが重要である。気が

付かないうちに起こっている差別に対するアウェアネスをどのように高めていくか、チ

ーム全体で企業文化を創っていかないとどれだけの損失が出るかということを、具体的

に数字も交えて研修している。 

◆日本におけるワーク・ライフ・バランス推進の課題 

 日本における今までの子育て支援の発想は、片働き家庭をベースとした支援策に働く女

性がどう合わせていくのか、というものであった。いま子育てを選んでいる人々に今後

働いてもらうことを考えると、ワーク・ライフ・バランスの発想を日本も取り入れてい

かないといけない。ワーク・ライフ・バランスのモデルが社会に存在しなければ、躊躇

して子育てを選んでいる女性たちは働こうとしない。そこを企業がどれだけ理解して変

えられるか、政策をどれだけシフトできるかという転換点に立っている。 

 日本の問題点は、多様で柔軟な労働力の担い手は臨時スタッフやパートで、フルタイム

従業員は定時でリジットに働く、という形で人事管理制度をつくってきたことにある。

今日のワーク・ライフ・バランスは、多様・柔軟な労働力へのニーズを正規従業員の働

き方をフレキシブルにすることで対応しよう、そのぶん正規従業員の数を増やし、パー

トなどグレーゾーンの働き方をする従業員を減らそう、という考え方である。これは、

非常に多い求職者にも応えるものである。 

 雇用保障は個人が行うという時代になっている。日本の雇用は、一部の大企業では保障

されてきたかもしれないが、その大企業にまでリストラのメスが入っている。本当の雇

用保障のために必要なのは、仕事を失った人に再訓練を施して再就職できるよう後押し

をする仕組みや、再就職の際に年齢によって差別されない社会である。 

 米国で解雇のハードルが低いのは、いざという時には会社が費用負担をして再雇用を支

援するという動きもあるし、失業補償も結構あるということに因る。解雇しやすい状況

をつくるのであれば、再就職しやすい仕組みをまずつくることが必要で、その後に解雇

のハードルを下げることが必要である。日本でそれをしにくいのは、次に仕事を探すた

めの研修が受け難いため、職業訓練を受けたとしても仕事がないからである。ワーク・

ライフ・バランスを広げるのであれば、職業訓練の仕組みを見直し、もっと労働行政が

訓練にお金を出して個人が自立して生きられる基盤を作る必要がある。政府は、「やり直

しができる社会」に向けて、職業訓練のあり方を徹底的に変える必要がある。 

 「訓練を受けることはできるが、仕事があるという保証がない」という日本の問題は、

職業訓練と就職情報とが別々の機関によって担われていることも一因である。二つの機

能を合体させ、職業訓練と職業紹介を同じ機関で行い、職業訓練を受けた人には臨時で

もいいので優先的に仕事を与える、そのような取組に助成金を出すということがよいと
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思う。公的な予算をそういう方向へ段々にシフトしていくことが必要であるし、訓練を

受けた人に仕事を与えることに経営者はもっと熱心にならなければならない。 

 政府は、いきなり会社を助成するのではなく、労働者を直接助成してその質を高め、そ

うした労働者を雇う会社に対して助成するという方法がよい。例えば、中高年の就業の

場合などで、訓練を受けたことを条件にして助成金というインセンティブを与えれば、

必死に取り組むであろう。そうすれば技能も身に付くし、雇用も確保できるという形に

なる。そうした報告に労働情勢がシフトしなければならない。 

 全ての会社がワーク・ライフ・バランスに取り組む必要はない。できるのはワーク・ラ

イフ・バランスのロジックを提供することだけで、実際の取組如何は会社がどのような

経営をするか次第である。ただ、「こうやったらうまくいく」というノウハウがないため

に、やりたくてもできない会社が多いように思う。従って、ノウハウをキャンペーンで

示していくことには意味がある。それを使って実際に成果を出すかどうかは会社次第で

ある。 

 業績向上につながる企業風土においては、女性が活躍しやすいという点が重要である。

「会社から期待されている」と女性が思える会社であることがポイントとなる。 

 自動車製造のマツダにフォードの資本が入って、それまではお茶をくむだけの典型的な

OL だった女性従業員が、商品企画の部署に配属されてヒット商品を出したという実例

がある。きっかけは、あるパーティーで上司がその女性従業員に「どうしたらこの会社

はよくなるか」と訊いた際、彼女は日頃思っていたことを言い、それを上司が面白いと

思って、彼女を商品企画へ転属させたことであった。フォードからマツダに来ていた外

部の人事コンサルタントもその商品企画を支援し、マツダ自身もそれまでのやり方に危

機感をもっていたので、女性だけのチームをつくる話になった。また同時期に、人事体

系が見直されて、過去に遡って今まで低く支払われてきた女性従業員の給与を上げ、ま

ず差別があったということを会社が認めた。これらは、これ以上業績が下がると会社が

ダメになってしまうのではないかという危機感が皆にあったからこそできたことであっ

た。男性がそれまで培ってきたノウハウや知識と、女性のもつ感性をマッチさせるチー

ムができ、女性が男性に時代の変化を説得し、男性が女性には会社組織の運営について

アドバイスをするという中で、自分たちが思ってもみなかった車が作られ、ヒットした

のである。 

 危機感をもってどうにかしなくてはならないという時に、外部の力は大きい。一方で、

外部の力を受け入れる土壌もなければならない。マツダは、技術力と時代の変化をマッ

チさせるためには、今まで差別されてきた女性を上げるということから始めた。そして、

全社でサポートするという体制をつくっていった。 

（インタビュー実施日：2006年 1月 20日） 
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北尾真理子氏（Ｐ＆Ｇファー・イースト・インク）
柴山　　純　氏（Ｐ＆Ｇファー・イースト・インク）

 

※ 北尾氏は同社ダイバーシティ担当マネージャー。同社にてダイバーシティ推進をリー

ドするほか、自治体・大学などにて講演などを実施。神戸市男女共同参画審議会委員。

平成 17 年度兵庫県立男女共同参画センター「企業内研修プログラム開発委員会」委

員。 

※ 柴山氏は同社エクスターナルリレーションズ ダイバーシティ担当。消費者をはじめ

とするステークホルダー向けの啓発活動を進めるほか、自治体・大学などにて講演な

どを実施。平成 17 年度「企業におけるチャレンジ支援推進協議会（兵庫県）」委員。 

 

◆ワーク・ライフ・バランスとダイバーシティの活用 

 P&G では、ワーク・ライフ・バランスと同じ趣旨で「ベターワーク、ベターライフ」と

いうフレーズを用いている。個々人の価値観やワークスタイル、ライフスタイルは異な

り、それぞれの「ベターワーク、ベターライフ」は異なる。このような個人の価値観を

尊重し、全ての社員が最大限の能力を発揮できる組織、個々人が満ち足りた気持ちで働

ける環境をつくっていくことが、ダイバーシティの活用である。 

 全ての社員が最大限の能力を発揮できる組織、個々人が満ち足りた気持ちで働ける環境

をつくっていくためには、包括的な人材マネジメントが必要であり、多様性を活かす組

織を育て維持していくことが必要となる。経営者は従業員一人ひとりが正しい認識をも

つように、従業員の意識に深く働きかけていかなければならない。また、社員の多様な

ニーズに対応する支援の仕組み（制度・システム・カルチャー）を作り、既存の仕組み

についてもさらに改善していく体制をとっている。 

 ダイバーシティという概念は、多様性を尊重し活かすという「大きな傘」であり、その

要素には個々人がもつ様々な違いが含まれる。それらの違いを活かすためのステップと

して、仕事と生活に関する考え方――ワーク・ライフ・バランス、すなわち「ベターワ

ーク、ベターライフ」――がある。 

 ワーク・ライフ・バランスは仕事と生活とどちらを優先すべきかという問題ではなく、

そのどちらをも活かし、双方がよい影響を与えあうことを目指すものである。働くべき

時は集中して働き、休む時は思う存分に休むというのが望ましい姿であり、例えば「1

日○時間以上は働かない」ということが必ずしもワーク・ライフ・バランスの正しい認

識とは限らない。より意義を分かりやすくするために P&G は「ベターワーク、ベターラ

イフ」という言葉を使っている。一企業だけではなく、どのような組織にも、社会全体

にもあてはまる考え方だととらえている。 

◆ダイバーシティを推進する意義 

 P＆G は経営戦略としてダイバーシティを位置付けている。同じ考えをもった人たちが

集まった均質な状態よりも、多様なバックグラウンドをもつ人が集まった方が、クリエ

イティブで、型にはまらない革新的なアイディアを出し合うことが期待できる。実際に

ビジネスケースとして、生理用品「ウィスパー」のプロジェクトで、性別や部署を問わ

ない多様性に富んだチームから画期的なアイディアが生まれ成功したなど、多数のビジ
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ネスにおける事例がある。 

 優秀な人材を採用するには、性別や専門性などを限定せずに広く採用することが欠かせ

ず、また、優秀な人たちが働いていることによって、さらに優秀な人材をひきつけるこ

とになる。 

 全ての社員が個性を尊重される組織の中でこそ、充実感・達成感をもって最大限の能力

を発揮することができる。そのことが、よりよいビジネス結果に結びつく。個々人がお

互いの個性を認め合い、受け入れて、互いの違いによって生じるギャップを補い合うこ

とによって、相乗効果が生じ、より大きな成果が期待できる。 

 事業の長い歴史を通じてこうしたダイバーシティの効果を実感してきているから、P&G

はダイバーシティの推進を続けてきている。ダイバーシティの活用は、製品開発に限ら

ず、サービス開発などあらゆる面でイノベーションを生み出すために不可欠なものとな

っている。異なる属性、異なる考え方や知識をもった者がぶつかりあい、相手の話に耳

を傾けて相手の強みを引き出すことが必要であり、そのとき初めて 1＋1 が 3 にも 4 にも

なってくる。 

◆人材採用とダイバーシティ 

 世界中の P&G グループにおいて、新卒採用・内部昇進を原則としている。管理職をヘッ

ドハントで採用することはなく、内部での人材育成を重視している。 

 P&G はグローバルなビジネス展開を通じて多様な消費者と市場に接する。ダイバーシテ

ィを組織に内包し、消費者と市場の多様性によりよく対応できることが、ビジネスを進

める上で不可欠な強みとなる。採用した個々の人材が兼ね備える多様性を活かす施策を

推進するとともに、従業員が互いに相手のもつ多様性を尊重し、活かすことができるよ

う、そのスキルを育てていく。 

 ダイバーシティの活用（ワーク・ライフ・バランス施策を含む）は、従業員の能力を最

大限に活かすための包括的な人材マネジメントの一部である。実際の取組においては、

ワーク・ライフ・バランス施策だけが独立して実現するものではなく、個人の業績が適

正に評価される仕組みや、従業員の意欲と向上心を引き出す職場環境づくりなど包括的

なアプローチが必須である。 

◆Ｐ＆Ｇのワーク・ライフ・バランス施策――基本的な考え方 

 ダイバーシティを上位概念とするワーク・ライフ・バランス施策は、女性など特定の属

性にある人だけのための施策ではなく、多様な従業員個々人のニーズに柔軟に対応する

ことを目指す。特定の属性をもつ人だけではなく全ての人に「ライフ」がある。「ライフ」

が充実すれば「ワーク」も充実し、また、「ライフ」の一部である「ワーク」が充実すれ

ば、「ライフ」もさらに充実する。すなわち「ベターライフ」と「ベターワーク」は一体

であり、「ベターライフ」と「ベターワーク」を実践して従業員が最大限の能力を発揮で

きることが、結果として企業の利益につながる。 

 できるだけ広範・柔軟にワーク・ライフ・バランスを実現できる施策にすること、また、

施策を実際に活用できる職場環境を実現することがともに重要である。例えば、一部職

種を除き全従業員に適用されるフレキシブル・ワークアワー制度を導入する。また、育

児だけでなく介護にも対応できる休業制度にする。短時間勤務制度においても時間単位
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の取得だけでなく 5 営業日のうち 3 日だけ働くというような日単位での短縮も認めるな

どの柔軟性を持たせている。ワーキング・マザーなど特定の属性の従業員だけでなく、

介護や趣味、勉強など、広く従業員のニーズを考慮する施策の活用により、多様な人材

がそれぞれに最適な方法で制度を活用し、「ベターワーク、ベターライフ」を実現するこ

とを目指すものである。 

 並行して、現在、組織全体における女性の活用は引き続き重要な課題としている。各組

織の現状に応じた数値目標とアクションプランをもち、全社的に進捗状況をレビューし、

さらなる改善を進めている。 
 

◆具体的な施策運用――フレキシブル・ワークアワー、休業、短時間勤務、在宅勤務 

 フレキシブル・ワークアワー制度は、1 ヶ月の総労働時間を 7 時間 40 分×月間営業日と

し、この中で出社退社時間は個人の判断に委ねる制度である。育児や介護だけでなく、

従業員が日々の生活においてもつ多様なニーズに対応することを可能にしている。対象

は、シフト制をとっている部門や営業部門の一部を除く全従業員である。全従業員約

4,600 人（2005 年 6 月末時点。女性比率 62％）のおよその内訳は、総合職 1,700 人、一般

事務職及び技術職 2,900 人であるが、このうち技術職を除く一般事務職・総合職にフレ

キシブル・ワークアワー制度は適用される。 

 短時間勤務では所定労働時間の最長 4 割短縮までが可能である。時間短縮分の仕事の負

担は、個別のケースで検討し、業務の優先順位の見直しや代替要員の必要性を検討する。

短時間勤務を行う場合、短縮した勤務時間に応じて予め設定された業務内容について個

人が達成した業績に基づき評価をされる。個々人が十分に能力を発揮できる環境を整え

ることが、仕事の効率化、生産性の向上につながり、会社にとっても利益につながる。 

 人事評価は個人の業績のみに基づいて行われるため、休業取得や短時間勤務を行った場

合も、制度の活用そのものが評価に影響することは全くない。休業する場合には、休業

前にそれまでの業績の評価を行い、休業中はその評価を維持する。したがって、休業取

得が決定している休業前や、休業取得後に昇格するケースもある。 

 在宅勤務は所定労働時間の 50％の範囲内で、期間は最長 1 年を基本とする。方法として

は、自宅で仕事に従事するものであり、子どもがいる場合、子どもは保育所などに預け

る。利用者は過去 5 年間で 21 名である。 

◆時間外労働について 

 従業員は、勤務時間を自己管理することが基本とされる。但し、入社 2 年以内の者や一

般事務職など、残業を申告する立場にある従業員は、所定勤務時間を超えた労働時間を、

月間の時間外労働として各自で申告する。何れの従業員も、勤務時間でなく仕事の成果

で評価される。退社が遅くなる日があれば、他の日には早く帰るなど、自ら業務の効率

化を図って、業務の波に合わせて各自が勤務時間を調整するように教育している。 

 従業員は、「ワーク・アンド・ディベロップメント・プラン」という世界共通のプログラ

ムを通じて、上司と 1 年間の業績の確認、今後 1 年間の業務計画と達成目標、研修プラ

ンや日常的な仕事の配分について最低年 1 回話し合い、所定の勤務時間内に効率的に業

務が進められるよう、優先順位の確認なども十分に行う。残業が多くなりがちな場合は、
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時間をかけずに効率よく目標を達成できる仕事のやり方を考えるなど、業務の優先順位

や仕事の進め方について積極的に上司と話し合いをする。 

◆ワーク・ライフ・バランスのための情報交換 

 5 月をダイバーシティ強化月間とするほか、年 1 回社員向け啓発フォーラム「P&G ダイ

バーシティ・フォーラム」を開催する。その他、全社的ネットワーク「ダイバーシティ・

ネットワーク」主催の勉強会が四半期ごとに開催される。このような機会を通じて、社

員はワーク・ライフ・バランスを実現するために欠かせない意識改革や、他者の実体験

からの学びを得る。 

 従来から毎月一度、社長が主催して従業員向けに開催する「ビジネス・インフォメーシ

ョン・ミーティング」では、ワーク・ライフ・バランスも頻繁に議題とし、様々な部署

でワーク・ライフ・バランスに取り組む上級管理職が自らの経験を従業員と共有する場

を設けてきた。2006 年 3 月からは同ミーティングの定例アジェンダの一つとして「ベタ

ーワーク、ベターライフ」を決定し、毎回 15 分を充てる。様々な従業員が自らの「ベタ

ーワーク、ベターライフ」体験を紹介する。研修としても、新入社員向けのものから経

験の長い従業員を対象とするものまで、参加者のニーズに応じた自社開発の各種ダイバ

ーシティ研修プログラムを継続的に実施する。その他、啓発ブックレット「P&G ダイバ

ーシティ・ブックレット」やイントラネット「ダイバーシティネット」も情報源となる。 

 このように従業員が定期的に経営者や上司と、また従業員同士で、ワーク・ライフ・バ

ランスの重要性を確認し、その実現に向けて意識とスキルを高めることを重視している。 

◆ダイバーシティ・マネジメントないしワーク・ライフ・バランス施策の効果 

 ダイバーシティ・マネジメントないしワーク・ライフ・バランス施策の効果のみを取り

出して、ビジネスへの影響を具体的なデータで測ることは困難である。しかし、ビジネ

スの伸長度合い、業務規模の拡大、また、年 1 回の社員満足度調査の結果などを総合的

に考慮し、施策が従業員の能力を最大限に引き出し、生産性の向上につながっていると

確信している。 

 また、ワーク・ライフ・バランスが実現できていない場合に生じるデメリットを考慮す

ると、そのリスクを取り除くことがいかに重要であるかは明確である。 

◆Ｐ＆Ｇのダイバーシティ・マネジメント、ワーク・ライフ・バランス施策の成功の理由 

 企業理念の筆頭に掲げられている「全ての個人を尊重し、多様性を尊重する」という理

念を従業員に周知し、言動に反映させている。採用・評価・人材育成など人材マネジメ

ント上の尺度の一つとして「組織においてダイバーシティを活かすこと」を徹底して浸

透させており、新入社員から経営層まで層を問わず、全従業員がダイバーシティを活用

するカルチャーを形成し、ワーク・ライフ・バランス施策を積極的に活用する風土があ

る。ワーク・ライフ・バランス施策も含め、ダイバーシティ推進は人事などの特定部署

のみの仕事ではなく、全従業員の責務として認識される必要がある。 

 特定の属性をもつ従業員のためのワーク・ライフ・バランス施策ではなく、全従業員の

活性化を目指して取り組んでいる。施策を皆が活用することで、皆がそれぞれの最大限

の能力を発揮する。 
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 「ベターワーク、ベターライフ」という言葉が示すように、ダイバーシティの活用、そ

してワーク・ライフ・バランス施策は会社と従業員双方の成功へとつながるものである。

ダイバーシティやワーク・ライフ・バランス施策を推進することが会社と従業員双方に

とってどのような意義があるのか、について経営者が明確にし、全従業員に機会あるご

とに伝えることによって、従業員が施策に共感し、理解して活用するようになる。組織

としては、休業制度や柔軟な勤務形態を導入し従業員が働きやすい職場環境をつくり、

個々人は、制度やカルチャーを活用しながら自己管理を図り、最大限の能力を発揮する

ことを目指し、その成果に応じた評価を受ける。 

◆ワーク・ライフ・バランス施策の社会的目的 

 ワーク・ライフ・バランス施策の考え方の基となるのは「個人の尊重」である。個人の

多様性を尊重し、一人ひとりがもつ違いを強みとして活かし、よりよい結果を求めるも

のである。施策の充実と、施策活用のための組織カルチャーを含む環境づくりが進むこ

とによって、「自分の能力を活かして働き続けたい」、「子どもをもちたい」といった人生

設計上の希望をもっている人々が、その希望を実現しやすくなる。あるいは、現在はそ

のような選択肢を考えていない人にとっても、環境の充実と組織内におけるロールモデ

ルの増加によって、「働き続けてみようか」「子育てと仕事を両立しよう」といった希望

を新たにもつようになることも考えられる。ワーク・ライフ・バランス施策を通じた個

人生活の充実が、社会的課題の解消の糸口となると考える。 

（インタビュー実施日：2006年 3月 2日） 

 

榊原智子氏（読売新聞社）
 

※ 榊原氏は同新聞東京本社編集局生活情報部記者。少子化社会対策大綱検討会委員、厚

生労働省社会保障審議会委員などを歴任。 

◆ワーク・ライフ・バランスに取り組んでいる企業に共通する傾向 

 トップが「これをやらないと生き残れない」と思っている企業が積極的に取り組んでい

る。 

 ボトムから必要性を訴えてやっていこうとしても、役員の了承を取り付けなければなら

ないなど、時間がかかり難しいであろう。 

 ワーク・ライフ・バランスへの取組は、業種によって大きく違うと思われる。重厚長大

産業は、専業主婦の存在を前提とした男性中心の働き方の下で高度成長期に成功体験を

しているので、日本的雇用を維持していこうという発想が強いと感じる。そうした企業

はワーク・ライフ・バランスの推進に魅力は感じないであろう。ワーク・ライフ・バラ

ンスが進んでいるといわれているスウェーデンですら、女性の進出が進んでいない業種

もあるという。 

◆若者の働き方とワーク・ライフ・バランス 

 ワーク・ライフ・バランスの推進は「男性が会社で働き、女性が専業主婦で家庭を守る」

という発想からの脱却が必要となる。現在多くの企業の意思決定の中心を担う団塊の世
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代は、男が高い賃金を得て家族を養うというライフスタイルを生きてきたはずであり、

その考えを部下にも共有するよう期待する。しかし、現在 20 歳代の若い従業員たちは、

団塊の世代と異なり、賃金が相対的に低くなり、一人分の給与で豊かな生活を実感しに

くくなりつつある。また、団塊の世代が送ってきた仕事漬けの人生に、魅力を感じなく

なっている。それは企業における世代間での「意識ギャップ」とでも言うべきものであ

るが、多くの企業の中高年はそれに気付いていないと感じる。 

 多くの若い男性は、学校卒業までは男女対等な環境（むしろ学業は女性の方が勤勉で優

秀なことが多い）で過ごしてきたのに、就職を境に「リード役の男性」という役割を担

わされることで戸惑いを感じる人が少なくないようだ。男女の役割分業を前提とした働

き方は、男性労働者にもむしろ居心地の悪いものになってきているのではないか。 

 中小企業の方が、優秀な人材を辞めさせずにつなぎとめたいというインセンティブが働

く面もあるようだが、「女性はすぐに辞めてしまう」というような心配から女性の採用に

結びつきにくい。地方にも豊かにある女性という潜在戦力を活用するため中小企業こそ

ワーク・ライフ・バランスに力を入れて人材の確保を図るべきであるし、きめ細かい雇

用管理がしやすい中小企業であればトップダウンでそれができる余地が大きいはずであ

る。 

 今後、人口と労働力が減少していく中、女性と若い男性の意欲を高める意味で、働きや

すさで工夫する企業の方が生き残っていくのではないか。 

◆ワーク・ライフ・バランス施策を実践することによるメリット 

 会社にとってワーク・ライフ・バランス施策はコストがかかるものと捉えられがちであ

るが、例えば、従業員が育休を取れば人は減るが、その分の給与支払いもなくなるので

（4 割の休業給付は雇用保険から支出される）、会社の金銭的なロスにならないのである。

むしろ、生活との調和がとれないことによって家庭環境が悪化したり、それが原因でメ

ンタルヘルスを害したりすることの方が、従業員の生産性を低下させ会社にダメージを

与える可能性がある。 

 女性が職に就いていないことは、それまで女性に対して行ってきた教育投資が無駄にな

っているということにもなる。 

 カナダでは国家プロジェクトとして父親の子育ての推進などを通してワーク・ライフ・

バランスの啓発に取り組んでおり、如何にメリットがあるかをデータで示している。ワ

ーク・ライフ・バランスがとれており育児によく関与している男性の子どもは、健康状

態も情緒面もより好ましい状態にあるという調査研究もある。また、男女とも家族的責

任を果たしている労働者は生産性が高いといった分析結果を示すことで、企業に対しワ

ーク・ライフ・バランス推進をアピールしていると聞いた。 

 日本企業は雇用管理に労力をあまりにもかけていない。専業主婦をもち家族的責任の少

ない男性を雇い、終身雇用を与える代わりに長時間労働させるという、単純なモデルだ

けで長年やってきた。如何に生産性を高めるかという工夫や取組がない企業が多い。 

 ワーク・ライフ・バランスをよりいっそう進めていくには、若い世代の意識調査を行い、

経営階層との意識の格差を示していくことも必要ではないか。 

（インタビュー実施日：2005年 12月 6日） 
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榊原智子氏（読売新聞社）武石恵美子氏（ニッセイ基礎研究所）
 

※ 武石氏は株式会社ニッセイ基礎研究所社会研究部門上席主任研究員。博士（社会

科学）。専門は人的資源管理、女性労働問題。著書に『女子労働の新時代（共著）』

（東京大学出版会）、『日本の家族はどう変わったのか（共著）』（ＮＨＫ出版）、『大卒

女性の働き方（共著）』（日本労働研究機構）、『男性の育児休業（共著）』（中公新書）、

『現代女子の労働・結婚・子育て（共著）』（ミネルヴァ書房）。 

◆企業におけるワーク・ライフ・バランス施策取組の現状 

 これまでの少子化対策、ファミリー・フレンドリー施策は必ずしも効果が上がっていな

い。その理由は、女性のための施策として位置付けられてきたことにあると考える。 

 ワーク・ライフ・バランスは、本来は男女双方を対象とする広がりのある施策であるは

ずだが、現在企業などで取り組まれていることは育児休業の利用促進や女性の活用策に

とどまっている場合が多く、未だ女性関連施策の域から抜け出ていないことが課題であ

る。 

 労働環境を建物に例えると、所定労働時間が守られることや有給休暇を取得することな

ど基本的な労働条件の整備が「1 階部分」、その 1 階が基盤としてあってこそ「2 階部分」

の育児・介護などを中心としたワーク・ライフ・バランス施策が成り立つと考えられる。 

 しかし、実態として日本における労働環境は、1 階部分の基本的な労働条件の整備が不

十分である。1 階部分を充実させるだけでも仕事と生活のバランスは格段にとりやすく

なるのではないかと考えられるが、そうした問題意識をもつ企業は少ない。普通に働い

て仕事と生活を両立させることができる、ということができない状況である。 

 現状のワーク・ライフ・バランス施策の活用状況をみても、例えば「残業しなくていい」

という理由で短時間勤務制度を利用する人も少なくない。ワーク・ライフ・バランス施

策の利用が、本旨以前の基本的な労働条件の確保のためになされている実態がある。 

 中小企業で両立支援策を実施するのは難しいといわれるが、むしろ地方の中小企業など

の方が、子どもを持ちながら働きやすい環境が整っている場合も少なくない。地方の方

が女性の労働力率も高く、働きやすい労働条件が整備されているのではないか。 

 まだ日本社会では共働きが少ないので、従業員側のワーク・ライフ・バランスへのニー

ズが顕在化していない部分がある。 

 但し、仕事と生活の両立を求めていない人の意識を政策的に変える必要性はないと考え

る。そもそもワーク・ライフ・バランスは、仕事と生活を個人の価値観や状況に応じて

選択すればいいのであり、一律に 50：50 といったバランスがいいと決め付けるものでは

ない。しかし、現に仕事と生活のバランスを求めているのに現在の労働環境ではそれを

実現できず仕方なく仕事を辞めてしまっている、仕事に意欲をなくしている、自分の生

活を充実させるのをあきらめてしまっている層があるとすれば、そうした人たちがワー

ク・ライフ・バランスを実現できるような労働環境の整備が必要である。 

 今後は、働く人にとっては、税や年金保険料の上昇に伴う可処分所得の低下、雇用保障

などの処遇の多様化がさらに進み、共働きがごく当たり前の時代になると考えられる。

そのような時代になった時には、ワーク・ライフ・バランスなしでは働き続けられない
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ということになり、企業側も従業員のワーク・ライフ・バランスに取り組まざるをえな

いだろう。 

◆ワーク・ライフ・バランスへの取組の効果について 

 ワーク・ライフ・バランスへの取組によって、優秀な人材の定着・確保が進み、モラル・

生産性が向上する。そして、人材の定着が進む企業は教育投資をするので、より人材の

質の向上が進む、というように、人材の質が高まる好循環が期待できる。 

 ファミリー・フレンドリー企業表彰を受賞した企業で、翌年度の採用応募数が大幅に増

えたという実績も聞く。優秀な人材が集まりやすくなることは確かともいえるが、一方

で、学生などが、就職の意思決定において企業のワーク・ライフ・バランスへの取組の

程度を重視する割合は必ずしも高くはないという面もある。 

 企業の業績は、為替変動や特殊技術の開発など様々な要因によるところが大きく、人事

制度が企業業績に及ぼす影響は極めて部分的であるため、現在のところ、ワーク・ライ

フ・バランスへの取組と企業業績との関係性について実証的に分析した結果は海外でも

少なく、明確にワーク・ライフ・バランスへの取組が業績向上に結びつくとは断言でき

ない。 

 少子化は企業の市場環境にマイナスの影響を及ぼすといった危機感から、社会全体とし

ての少子化対策との絡みでワーク・ライフ・バランスへの取組の必要性を強調する企業

は少ない。少子化対策として社会的責任を果たすべき、というよりは、企業にとってメ

リットがあるのかないのか、というところが重要である。 

 但し、少子化との関連では、少子化が進むので人材確保が困難になるために、働く人に

とって魅力のある職場環境整備という視点からワーク・ライフ・バランスに取り組む企

業は出てきているようである。 

◆ワーク・ライフ・バランスをうまく導入し、運用するためのポイント 

 ワーク・ライフ・バランスへの取組にあたってトップの役割はもちろん重要。さらに、

制度を導入するだけではなく実際にうまく運用していくためには、現場の管理職の役割

が非常に重要である。 

 管理職が、様々なワーク・ライフ・バランスのニーズをもつ部下に対して組織内で効果

的なマネジメントを行うことが重要である。仕事に全力投入する人だけをマネジメント

することは比較的簡単だが、他の生活も重視したいと考える人をマネジメントすること

には管理職の力量が問われる。 

 管理職のマネジメント力向上という観点においては、ワーク・ライフ・バランスの取組

が企業にとってなぜ必要かを理解させることに加え、たとえば女性の部下を育成した管

理職の評価を高くするなど、具体的にインセンティブをつけるなどの方法が考えられる。 

 ワーク・ライフ・バランス施策を利用した人の処遇については、ワーク・ライフ・バラ

ンス施策を利用しない人と必ずしも全く同じにする必要はないと考える。施策の非利用

層とのバランスや互いの納得も考えると、逆にワーク・ライフ・バランス施策の利用を

要件として処遇を調整する方が望ましい場合もあると考える。但し、施策の利用が、そ

の後のキャリアに長期的な悪影響を及ぼすことにないような、キャッチアップの仕組み

も重要である。 
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 ワーク・ライフ・バランス施策の利用が進むと、処遇の個別性が高まってくる。これま

で、労働条件などの処遇は集団的に決定されてきたが、たとえば賃金が上がらなくても

時間を減らしたいといった意向をもつ従業員に対して個別的な労働条件と処遇を設定す

ることが求められるようになる。 

 企業側としても、従業員の働き方に対してもっとコスト意識をもって評価すべきであろ

う。仕事だけに集中する従業員の働き方が組織にとって本当に望ましい働き方なのか、

そうした従業員の働き方が組織の効率性を低下させたり、あるいはむしろ時間外労働の

コスト増をもたらしたりしていないのか、について厳しい目を向けてもよいだろう。 

 その意味では、時間外労働の割増率を強化するなどの政策誘導も一つの検討課題であろ

う。 

 休業と勤務時間の柔軟化とどちらが効果的かは、職場の状況に依存する。短時間勤務よ

りも休業の方が適合する職場もあれば、休業はできるだけ短くして短時間勤務などを工

夫して働き続けながら生活との両立を図る方が職場にとって効果的な場合もある。職場

特性、業務特性により適応するワーク・ライフ・バランス施策は異なると考えられる。 

 ワーク・ライフ・バランスは経営者のリーダーシップを発揮するのが効果的であり、従

業員の方からワーク・ライフ・バランス施策の必要性を訴えていくなどボトムアップ型

の取組は難しい面もあるが、制度をよくしていくためには、利用する従業員の姿勢は重

要である。権利を主張するだけの従業員に企業は制度を提供しようとは考えない。企業

と従業員との相互作用の中でこういう制度が整備されていくということは確かである。 

 また、労働組合の働きかけは重要である。同業種で横並びで制度をつくっていくことで

効果をあげている業界もある。 

◆ワーク・ライフ・バランスへの取組をめぐる困難点や今後の課題 

 ワーク・ライフ・バランスと男女の雇用機会均等とのバランスも重要である。ワーク・

ライフ・バランスだけに目を向けていると、結局、子どものいる女性には責任ある仕事

を任せないという“マミートラック”（母親が子育てをしながら続けられる限定されたキ

ャリアのコース）につながってしまうことも懸念されるからである。ワーク・ライフ・

バランスと男女の雇用機会均等の両方を進めることが必要である。 

 ワーク・ライフ・バランスが進むと、何をもって従業員の仕事を評価をするのかという

ことが問題になる。長時間働くことをもって働きぶり評価するのではなく、評価軸とし

て、成果や仕事の内容（職務）も評価していくことも必要となろう。 

 これまでのように正規従業員とパートタイマーといった二分法で処遇を考えることには

限界がある。正規従業員の働き方を多様化しつつ、例えば育児を機に仕事を辞めた人た

ちがパートで復帰する場合にも、その能力の向上とともに処遇も向上するということが

重要になる。 

 ワーク・ライフ・バランスが進むと、従業員の立場からすれば労働条件が多様になり、

また消費者の立場では働く人の生活に配慮する分、サービスの提供時間が限定されるな

ど生活の利便性が低下するかもしれない。働く人のワーク・ライフ・バランスの実現に

より、ライフスタイルが変化する可能性があり、それを社会として受容できるか、とい

う点も考えなくてはならないだろう。 
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◆諸外国の取組について 

 米国、英国などのように、保育所などの国の制度が必ずしも充実していない国では国の

制度を補完する形で企業が独自の取組を進めている。そのため、企業が主体的にワーク・

ライフ・バランスに取り組む動きは、米国、英国などで活発なようである。 

◆その他 

 たとえ企業などにおけるワーク・ライフ・バランス施策が進んでも、依然として保育サ

ービスは必要。保育サービスが拡大しすぎるとワーク・ライフ・バランスを阻害すると

いう論もあるが、その論には反対。女性の就職支援という点からも保育サービスの充実

は今後も必要である。 

 優先順位をつけるなら、児童手当の引き上げなどの個別的な経済的支援よりも、保育サ

ービスの充実や公立教育の充実といった社会のインフラ整備に公費を投入すべきである。 

 育児休業給付金の制度は、失業給付とのバランスを考えれば、今の制度枠組みのもとで

は現在の水準から引き上げることは難しく、所得保障を引き上げるのであれば、別の仕

組みを考えることになろう。 

（インタビュー実施日：2005年 12月 27日） 

 

榊原智子氏（読売新聞社）パク・ジョアン・スックチャ氏（ワーク／ライフ コンサルタント）
 

※ パク氏は有限会社アパショナータ代表であり、働く人々のやり甲斐のある仕事と充実

した私生活を持てるように企業で働く環境を変えていきたいと願いワーク・ライフ・

コンサルタントとして活動中。主著に『会社人間が会社をつぶす ワーク・ライフ・

バランスの提案』（朝日新聞社）。 

◆日本的経営システムとワーク・ライフ・バランス 

 日本企業と海外企業の状況は大きく異なり、海外で成功している制度、例としてフレッ

クスタイム、有給休暇、男性の育児休暇や評価制度などが、日本ではうまく機能してい

ない。導入や運営方法だけでなく、職場の規範や意識などが影響しているのではないか。 

 日本で働き方の柔軟化というと、「多様な雇用形態」という話になってしまう。人件費抑

制と雇用調整のための（非正規従業員を増やすといった）柔軟化である。海外の競争力

の高い国ではワーク・ライフ・バランスのために「正規従業員の働き方」を柔軟化して

いる。日本は正規従業員の働き方は変えずに、雇用形態のみを多様化し非正規従業員を

増加させている。 

 日本には転職市場がなく、雇用が流動化していない。また、同一労働同一賃金の原則も

なく、正規従業員と非正規従業員の不公平感が蔓延している。グローバル競争の中では、

日本の正規従業員の賃金水準は高いと認識することが重要である。 

 1990 年代に日本の経営者が雇用を守ったのは素晴らしいと思う。当時の失業率 4％台と

いうのは、同時期に経済が絶好調であった米国のそれと同じである。日本の経営者が不

況でも終身雇用を最も重要視した現れである。しかし日本は、今後人口が減っていくこ

とが確定し、縮小経済の時代を迎えることとなった。そういった中で終身雇用は構造的

に機能しなくなる。 
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 日本では、長期時間労働や単身赴任などの慣行があるが、それは安定（雇用保障）と拘

束との間に双対的な関係があるからだ。ワーク・ライフ・バランスは雇用を不安定にし

賃金を下げるなどといわれるが、そうではない。賃金や雇用が不安定な時代になったか

らワーク・ライフ・バランスが必要になるのだ。 

 日本的経営システムの終身雇用・年功序列が、人の意識や態度、組織文化に大きく影響

しているように見受けられる。 

 米国やアジアは学歴・資格社会であり、勉強して学位や資格を取れば給与に反映される。

将来性に期待して給与が支払われることはなく、いまできることに対してしか支払われ

ない。しかし日本では、将来に期待し、長期スパンにたって（40 年間働くことを前提に）

給与を支払う。 

 意識調査によれば、日本では、雇用や社会が不安定化すると、個人はより安定を求める。

海外では安定を既に諦めており、自分の雇用を守るために、自己投資しようと考える。

それをやりやすい環境づくりがワーク・ライフ・バランスなのである。したがって海外

では、従業員の継続的「学習」に対して理解がある。日本では逆に、「そんな時間がある

のなら仕事をしろ」になってしまう。日本の雇用が今後確実に不安定になることを考え

ておくと、将来に向けて自分の「エンプロイアビリティ」（employability 雇用される能力）

を高めていくことは労働者の自己責任となり、そのためにはワーク・ライフ・バランス

施策が必要となる。 

 日本では海外と比べて共働きも少なく、賃金水準も高いため夫の給料で専業主婦を養っ

ていける状況にある。海外では夫の雇用が守られていないため、共働きはリスクマネジ

メントである。日本では働きながら能力開発や子育てをする必要（外圧）があまりなく、

自分の時間に対しての欲望（内圧）も低いといえる。 

 モノづくりの働き方と知識労働の働き方は異なる。賃金が高く市場が成熟した国では、

これからより知識集約型になっていくため、企業は頭脳労働者が能力を発揮しやすい環

境づくりをしていかないと、競争力が低下していくだろう。そのためにもワーク・ライ

フ・バランスの取組が必要になっている。 

◆ワーク・ライフ・バランスへの取組の効果について 

 少子化対策のためのワーク・ライフ・バランスではない。海外の企業は、少子化対策と

してワーク・ライフ・バランスに取り組み始めたわけではなく、効果があったとすれば

それは結果論である。また「企業業績」における効果は確認しにくい。 

 ダイバーシティが業績向上につながるのは、プロジェクトチームをつくって商品開発さ

せ、その売上を見ればよい。しかしワーク・ライフ・バランスは、知識労働者の働きや

すい環境づくりであり、業績への効果は間接的なものになる。但し、シアーズとミシガ

ン大学の調査によれば、従業員の満足度が上がれば、カスタマーサービスレベルでの顧

客満足度も向上、売上（業績）も上がったという結果もある。 

 海外では 1990 年初期頃から暗黙の終身雇用がなくなったが、終身雇用制がなければ、辞

めてもらいたい人を辞めさせることができる。しかし同時に辞めて欲しくない人も辞め

ていってしまうリスクがあり、それが海外企業の最大の課題だ。そうした中で辞めて欲

しくない人に会社に残ってもらうためには、魅力的な会社をつくるしかない。会社側は、
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優秀な人に残ってもらうためにワーク・ライフ・バランス施策を必要とし、従業員側は

会社に残ってほしいと思わせるように自分の能力をアップしなくてはいけない。もっと

も日本では優秀な人ほど会社を辞めない風潮はある。 

 日本でワーク・ライフ・バランスというと、「女性のための仕事と家庭の両立支援」と思

われがちだが、ビジネス環境が激変しつづける時代、仕事をしながら両立しなくてはい

けないのは「家庭」だけでなく、また、性別も関係ない。 

 働きながら責任や欲望を果す環境づくりであるワーク・ライフ・バランスの考え方は、

日本で今後ますます必要になる。その中でも特に、能力開発・自己啓発のためのワーク・

ライフ・バランスが重要である。「キャリア、ライフ（生活・家庭責任）、老後（健康維

持）」が労働者の自己責任となってきている。これまでそれらは国や会社が守ってきてく

れたが、今後は違う。そうした中での会社の責任は、従業員が働きながら「キャリア、

ライフ、老後」の責任を果せるような環境をつくることである。 

 日本は賃金水準が高く、いやでも知識労働に移行せざるをえない。知識労働社会では、

従業員の質が企業競争力の直接の源泉となる。したがって、従業員が働きながら勉強し

自らを高めることは、企業の競争力を高めることにもつながる。 

 アジアや東欧などの新興工業国では、付加価値を生み出せる労働者の能力のレベルアッ

プが速く、しかも賃金水準はまだ低い。1990 年代に進んだ IT 化・ボーダレス化により、

国際的な賃金格差が大きい中で雇用の移動が可能となった。ヨーロッパでも賃金が安い

東欧やインドなどに雇用が移っている。以前と比べ、単純労働の仕事だけでなく知識の

必要な仕事までもが移動するようになっている。 

 1990 年代の IT 革命以降は知識労働が中心となり、労働時間とアウトプットは正比例関

係ではなくなった。日本は G7 の中でも生産性が低い（OECD の生産性調査で 19 位、IMD

の国際競争力調査で 23 位）。このままでは日本企業はコスト競争で負けてしまう。企業

は従業員の付加価値を高めなくてはならず、そのためにワーク・ライフ・バランス施策

が重要となる。 

 米国では、知識労働者がパフォーマンスを上げるためにはどうすればよいかを考えた結

果、働き方について従業員により多くの裁量を与えた。雇用が不安定になる中で責任を

押し付けると同時に自由度も与えるという方法を採った。雇用は不安定にもなったが、

逆に従業員の仕事のやり甲斐は高まった。 

 ファミリー・フレンドリー施策を利用しているのは、日本では多くの場合、女性一般職・

事務職である。一方、海外では専門職やマネジャーなど業績に直接影響を及ぼすような

人が利用しており、施策が業績・生産性などにつながっている。業績に影響を与える人

が使わなければ、施策の効果は業績・生産性などに反映されない。 

◆ワーク・ライフ・バランスをうまく導入し、運用していくポイント 

 日本では、ワーク・ライフ・バランスを、仕事と家庭の両立だけではなく、能力開発、

健康維持、働きながら様々な責任を果たしていくための環境づくりという点を強調する

方がよい。それが企業の競争優位につながる。 

 ワーク・ライフ・バランスを図る新しい働き方には、それに伴う責任ややり方があり、

それについて教育することが必要である。海外では、フレックスタイムや在宅勤務など
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が仕事に影響しないよう、個別に対応して施策を導入していく。 

 管理職は、従業員を目で見てないと管理できないという考えから離れるべきである。日

本で成果主義がうまくいかないのは、管理職に評価の経験がないためである。また、こ

れまでは時間の長さで評価していたこと、ジョブ・ディスクリプションがなく各自の仕

事が何であるかが明確化されていないことにも因る。IT 時代のマネジャーは、部下を「パ

フォーマンス」で評価できるようにならなくてはいけない。海外ではマネジャーはそれ

らの責任が果せなければ、降格もあり、地位をキープするには努力が必要となっている。 

 意識改革においては、働きながら果たす自己責任について考えてもらう。皆、雇用やス

キルなどに何かしらの不安を感じている。キャリア・健康といった方が日本人には分か

りやすい。 

 安定性を重視する日本においては、働き方について独自のあり方が必要かも知れない。

例えば、雇用を守りつつ処遇で差をつけるという方法もよいかと思う。それであればワ

ーク・ライフ・バランスは導入できる。会社は最低限の賃金しか保障せず、その多い少

ないは自己責任となって「差」が生じてくる。そうすれば（給与が上がらないリスクを

考えて）共働きは増えていく。ワーク・ライフ・バランスは共働きが働きやすい環境づ

くりである。ワーク・ライフ・バランスの必要性は海外よりもむしろ日本の方が大きく

なっている。 

 ワーク・ライフ・バランスの推進においては、制度づくりよりも、既存の制度を活用・

機能させることと、働き方への意識を改革することが最も重要である。ファミリー・フ

レンドリー施策を取り入れている企業は多いが、働き方の見直しについてはこれからで

ある。 

 海外企業の一番の問題は、終身雇用がなくなったため、仕事のできる人の流出を如何に

防ぐかであり、優秀な人材ほど「人生全体の質の向上」を望むので、ワーク・ライフ・

バランス施策はその手段でもある。米国では政府の育児支援施策はない。したがって企

業のファミリー・サポートが非常に重要になる。 

 景気が悪化したとしても、米国の企業は今後も働き方の柔軟性をより高めようとするこ

とに変化はないだろう。その場合、ワーク・ライフ・バランス施策の効果測定を行い、

施策メニューを取捨選択していく。 

◆その他 

 年間 3 万人の自殺、引きこもり、不登校、子どもの家庭内暴力、過労死などの多くは男

の子・男性によって引き起こされている。 

 現代の日本では、父親が子育てに関与しないまま男の子が育ち、大人の男性のロールモ

デルがいないため、男の子がまっとうに育ちにくくなっている。また男性は経済的な責

任しか果たしておらず人口の半分しか地域と教育や家庭の責任を果たしていない。なぜ

ここまで出生率が下がっているのか、しっかり考えるべきである。 

 米国では、仕事の価値が高い（これは日本と同じである）が、生活や家族の価値も高い。

したがってワーク・ライフ・バランスを導入しても生産性・競争力が高い。男性のマネ

ジャーは育児・家事に 1 日 1～2 時間ほどは費やしている。日本はそれを見習って働き方

を変えるべきである。働き方と仕事のやり方を変えることで、家族を大切にし、スキル
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アップを図り、質の高い仕事もこなせるのである。 

（インタビュー実施日：2006年 3月 3日） 

 


