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世界でも図抜けた長時間労働の日本

ワークライフバランスを実現するにはどうした
らよいか。
まず日本の労働時間の実態をみてみよう。内閣

府の統計によると、正社員の 3人に 2人が「5年前
に比べて仕事上の責任や負担が増加した」と感じ
ており、8割の人が身体や精神的な疲れを訴え、仕
事上の不安や悩み・ストレスを感じているという。
週に 49 時間以上の長時間労働者の比率は主要先

進 7カ国の中で日本が 29 ％でトップ。
以下、英国 25 ％、米国 17 ％、フランス 9 ％、

ドイツとカナダが 5 ％と続く。日本の労働者は図
抜けた長時間労働をしており、英米がそれに続き、
他の国はそれほどではないようだ。さらに日本で
週 60 時間以上働く男性労働者は約 16 ％も存在し、
特に 30 歳代は 5人に 1人が該当するという。
さて週に 60 時間以上仕事をするとはどんな働き

方であろうか。
現在、法定労働時間は週当たり 40 時間であり、

1 日 8 時間× 5 日というのが一般的勤務時間であ
る。週 60 時間以上とは、その法定労働時間を 20
時間以上も超過していることで、毎日 4 時間以上
の残業をしていることになる。つまり朝 9 時に出
社し、退社は 22 時以降である。
これが月・火・水・木・金と 5 日間続く生活と

なるが、これはもはや生命や精神の危険さえ感ず

る酷い労働環境といえる。
そんな生活をしている人が、心身ともに健全な

状態を維持できるとは到底考えられない。本を読
むことも映画を見ることも会社以外の友人に会う
こともできない。そんな人間が会社の仕事を遂行
していくうえで、健全な判断力を持ち続けられる
とは思えない。
そのような働き方をしている人が 6 人に 1 人い

ると考えると日本の会社というのは、ある意味で
薄気味の悪い存在である。
このような長時間労働が、企業にとって貴重な

経営資源である人材の存在や成長を阻害してきた
といえる。すなわち長時間労働の職場では、育児
や家事をしなくてはならない女性や、家族に問題
を抱えている人が働き続けることは難しい。また、
メンタル面で問題を起こす人が出るなど多くの人
を働けない状況に追い込む。
私は「タイムマネジメントとは重要なものが何

であるか正しくつかむこと」と考えているが、長
時間労働は、重要なものもそうでないものも同じ
レベルで仕事をすることによって、結果的に真に
重要な仕事の手抜きにつながっているといえる。
このような働き方は、自分の身体や生活を損ねる
だけではなく、仕事の成果も不十分にする危険性
をもっている。

巻頭レポート

東レ経営研究所では、ワークライフバランス研究部を発足し、2009 年から同分野での活動を開始してい

ます。繊維・ファッション業界ではクリエイティブな業務など単純には業務効率化を図れない面もあり、とも

すれば長時間労働が常態化していました。そういった状況を踏まえて、今回は、社長の佐々木からワークライ

フバランスの意義について改めてご紹介します。

個人も会社も成長するワークライフバランス
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社員の満足度を高め生産性を上げる

ワークライフバランスを一言で説明するならば、
「個人も会社もともに成長する生き方、働き方」の
ことである。ワークライフバランスが大切な理由
は大きく 3つある。
まず何よりも、ワークライフバランスは社員の

満足度を高めることにつながる。仕事を定時に終
えて帰ると、自分の好きなこと、たとえば本を読
んだり、映画を見たり、友人と話をしたり、そし
て最も大事な家族とのコミュニケーションがとれ
る。こうしたことが、社員一人ひとりの「頑張る
気持ち」につながる。
残業続きだと心身ともに疲れ、モチベーション

高く仕事を継続することができず、「頑張る気持ち」
も萎えていく。一方、定時に帰ることができれば
身体の調子もよく、体調がよければ、仕事のス
ピードが上がりいいアイデアも出る。

次にワークライフバランスによって時間当たり
の生産性が上がるというメリットがある。たとえ
ばかつての私のように、子どもの夕食を作るため
に、どうしても夕方 6 時には会社を出なくてはな
らないという境遇の人間は、朝早く出社し、猛烈
なスピードで仕事をせざるを得ない。のんびりし
た会議に出たり、長い資料を作っている余裕はな
いのだ。
どうしたら最短コースでその業務を遂行できる

かをつねに考え、時間のロスが出ないようスケ
ジュール管理を徹底するようになる。
つまりワークライフバランスを実現しようとす

れば、社員は確実に生産性が上がる方法を選ぶ。

最後にワークライフバランスを実践している会
社には、優秀な人材が集まってくる可能性が高い。
そういう企業は「働きやすい会社」として世に知
られることになるので、新卒・中途を問わず入社
希望者が多く集まり、その結果、優秀な人材を採
用することができる。民間企業の団体であるワー
ク・ライフ・バランス推進会議が選出した昨年の
ワーク・ライフ・バランス大賞は、パナソニック
電工だった。厚生労働省の「仕事と生活の調和推
進プロジェクト」への参加企業は鹿島建設、キヤ
ノン、住友商事、全日本空輸、高島屋、大和証券
グループ本社、電通、日産自動車、日立製作所、
三井化学の 10 社。私なら子どもの就職先として薦
めたくなる会社ばかりだ。これらの会社は、最も

重要な経営資源である“人”を大事にする会社と
いうことを世に発信しているといえる。
実際に入社し、社員の満足度の高さや働きやす

さを実感することによって、優秀な社員の定着率
が向上する。一般に出産・育児のために女性社員
の 70 ％が退社していくといわれている。入社から
10 年ほど経って中核人材に育ち、「さあ、これから
会社に貢献してもらおう」という矢先に、女性社
員が辞めてしまうわけだ。そうなると代わりに新
入社員を採用して、また一から教育投資をすると
いう大きなムダをしてしまう。
ワークライフバランスが実現できれば、女性社

員の定着率が高まり、教育投資のムダがなくなる。

最近、多くの会社でワークライフバランスを求
める声が上がり始めており、経営者側からも従業
員側からも、熱心な取り組みが始まっている。し
かし、経営者の多くはまだまだ口だけで、本心か
ら推進しようという人は少ない。
経営者がそのように考えるには、いくつかの理

由が考えられる。
第一は、｢職場の多忙さが日本企業の競争力の源

泉｣という考え方である。「他の会社よりも長時間
働くことによって、差別化ができるのではないか」
といった、いわば“高度成長期の感覚”が依然と
してあるということだ。確かに高度成長期は人よ
り少しでも多く働けば、後から成果が付いてくる
という時代だった。
第二は、｢寝てもさめても仕事のことを考えるこ

とによって、人は育ち、仕事にも幅ができる｣とい
う研究開発型の発想である。
第三は、ワークライフバランスの考え方を進め

ると、社員が育児休業をとったり、出産して短時
間労働になったりするので、コストアップが生ず
るという考え方である。
第一についていえば、もはや高度成長期ではな

く、体力より知恵の勝負の時代であり、そのこと
を皆が感じ始めている。第二については一理あり、
私もその道のプロになるためには人生の一時期に、
死ぬほど働くことは必要であると思う。だが、や
みくもに頑張るだけでは成果はついてこないので
工夫がいる。第三についての答えは簡単で、要は
コストとベネフィット（成果）とどちらが大きい
のかという問題である。社員のモチベーション向
上の前にあっては、育休や短時間労働のコストな
どたかがしれている。

個人も会社も成長するワークライフバランス
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社員は「設備」ではない　フル稼働させると危険

こうしたワークライフバランスへの消極的な考
え方は「社員を一度採用してしまえば年功序列・
終身雇用で定年まで働いてもらうことになる。い
わば投資してしまった設備のようなもので、目
いっぱいフル稼働させて投資額を回収しなければ
ならない」という考え方に近い。つまり社員をモ
ノ的に扱っている。
だが、社員はモノ（設備）ではないし、目いっ

ぱいフル稼働させれば成果が生まれるわけでもな
い。社員は一人ひとりが家族や趣味を持ち、やる
気やサボる気を持つ人間であるから、そのモチ
ベーションを上げ、最高の能力発揮ができるよう
に配慮しなくてはならない。
厚生労働省の資料によれば、労働者の残業の発

生理由として最も多く指摘されているのが、「そも
そも所定労働時間内では片づかない仕事量だから」
（業務量が多い)で、60 ％の人が回答している。次
いで多いのが「自分の仕事をきちんと仕上げたい
から」（自分の仕事)という理由で 42 ％、第 3 位は
「仕事の性格上、所定外でないと出来ない仕事があ
るから」（仕事の性格)で 36 ％、以下、「最近の人
員削減により人材不足だから」（人手不足) 27 ％、
「取引先との関係で納期を間に合わせないといけな
いから」（納期) 23 ％と続く。これらは会社や仕事
の状況から残業せざるを得ないという理由である。
一方、「残業手当や休日手当を増やしたいから」

（残業手当)は 4 ％で「定時で帰るより働いている
ほうが楽しいから」（楽しいから)は 1 ％しかいな
い。このため「自分の都合で残業する人は、会社
や仕事の都合で残業する人よりかなり少ない」と
結論づけていた。
これらについての私の考えは以下のとおりであ

る。

自分のためにする残業は会社にとって迷惑千万

まず圧倒的に多かった「業務量が多い」という
ことについてだが、業務量が多ければ、減らせば
いいのである。「仕事のタイムマネジメントとは、
最も重要なことは何かを正しくつかむこと」であ
る。業務量が多いのであれば、重要度の低い仕事
を捨てることだ。
次に多い回答が「自分の仕事をきちんと仕上げ

たい」ということだが、そういう人には「きちん
と仕上げなくてよい」というのが答えである。自
分が抱えている仕事で重要度の低い仕事について

は、まずその仕事をやらないことであるが、会社
にはつまらない仕事でもやらねばならない業務が
多い。その場合、業務の達成度 （完成度） を低く
して短時間で済ませることが大事である。自分の
仕事の見栄のために残業するなど、会社にとって
は迷惑千万である。「無駄なことをしないでとっと
と帰ってくれ」と言いたいところだ。
また、この報告書の結論には大きな誤りがある。

それは残業手当を理由にした人は 4 ％、家に帰る
より会社にいる方が楽しいからは 1 ％であるから
「自分の都合で残業する人はほとんどいない」とし
ていることだ。
私が課長になったとき、課員全員に原則残業禁

止を言い渡したときの最大の抵抗勢力は部下で
あった。
その理由は三つあった。
一つは「こんなに重要な仕事をしているのにそ

れをやめて帰れと言うのですか」ということ。二
つめは、それまでの私の課の平均残業時間は 50 時
間を超えており残業代が巨額でそれが彼らの生活
設計の前提になっていた。残業手当のことは皆、
口には出さないが、残業する大きな理由だった。
そして三つめは「家に早く帰ってもすることがな
いから」である。
一つめについては「私は課長として、いま君が

している仕事は重要だと思っていないので、やめ
て帰りなさい」と言えば終わる問題であり、この
点については部下の自主性などに任せず、管理職
は毅然としてその権限を行使しなくてはならない。
二つめの残業手当について。この調査では「わ

ずか 4 ％しかないから残業の主たる理由にはなら
ない」としているが、この調査責任者の感受性の
なさには驚くばかりだ。誰しもこのような調査に
対して「残業手当が残業の理由です」などと書く
わけがない。その組織全体の業務について責任を
持っている管理職ならいざ知らず、残業しても残
業代を払わないと言われても残って仕事をする若
い担当者などほとんどいまい。
そして極めて大きな問題は、三つめの「家に

帰ってもすることがない」と考える、特に男性社
員の人生観、生活態度である。女性には「家に
帰ってすることがない」などという人はほとんど
いない。男性社員がそう考えるのは、家庭や家族
にコミットしていないからだ。すなわち「私＝仕
事してお金稼ぐ人。妻＝家事・育児をする人」と
いうような考えを持っている人であり、そんな人

巻頭レポート
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は早く帰って家事や育児をしようなどと、はじめ
から思っていない。つまり「働いているほうがよ
いから」残業しているのであって、いわば残業を
「自分のためにしている」ということになる。こう
いう人間は会社の業務遂行のために実に迷惑な存
在であり、定時に帰るよう、あの手この手で追い
出さねばならない。

ワークライフバランスの考えを拡大していくと、
ダイバーシティ社会（多様性のある社会）をつく
ることに行き着く。働き方の多様性を認めるから
だ。
ダイバーシティの発祥の地はアメリカ。人種や

宗教、性別などの差を「差」として認めつつ、全
体として調和のとれた世界をめざそうという理念
から生まれたと考えられる。白人、黒人、ヒスパ
ニックなど、さまざまな人種が混在するアメリカ
はダイバーシティの考えを取り入れなければ社会
を維持できないという差し迫った背景があった。
その考えが、男女間の問題や個人の価値観や人生
観にも及んでいったのだろう。
アメリカと違い人種や宗教などの問題が少ない

日本では、容易にダイバーシティの考え方を普及
させられそうな気もするが、そうもいかない。日
本は民族的には単一性が強く、貧富の差もあまり
ないように見える。が、そのために逆にちょっと
した差が大きな差異として感じられる。そしてそ
の「ちょっとした差」を排除する力が大きく働く
ことがある。
小学校や中学校では、ちょっとした他人との差

からいじめが起こり、またほんのちょっとしたこ
とでいじめる側に立ったりいじめられる側になっ
たりする。
「出身地の差」「出身大学の差」「所属組織の差」

「給与の差」などを鋭く感じることもある。私が熊
本出身の人に「九州の人は」と言いかけると「熊
本と佐賀はぜんぜん違う」と言い出す。その差を
私はよく理解できないが、本人たちによれば熊本
と佐賀は大きな差があるという。
合併をしても、いつまでも以前の会社のしがら

みを抱え、なかなか融和しないというのもよく聞
く話である。
このように、日本人は「ちょっとした差」に敏

感で、同質性の高い者同士で固まってしまいがち
なところがある。つまり、“非ダイバーシティ的社
会”なのだ。

モノカルチャー集団の常識は「偏見」？

しかし、ダイバーシティのない社会や組織は脆
弱といえる。
同じような環境で育ち、似たような考え方を持

つ「モノカルチャーの集団」は、異質な考え方を
採り入れない傾向があるため、組織全体としては
弱体化するおそれがある。
モノカルチャーの集団では、「どうしてそんな当

たり前のことを訊くんだ」という発言を耳にする。
しかし、それが本当に当たり前のことなのどうか
疑わしいことがある。
「当たり前」と思っていることが、実は、同質性
の高い者ばかりに囲まれていることによって、知
らず知らずのうちに陥ってしまった「偏見」かも
しれないのだ。私も中途入社した社員から、「どう
してこんな会議を毎月のように 3 時間もかけてや
るのですか？」「どうしてこのような分厚いレポー
トを毎週書かなくてはならないのですか？」と
いった質問を受けたことがある。自分の組織の中
で「当たり前」と思っている文化・風土でも、他
の組織の目で見ると、ぜんぜん「当たり前」では
ないということがしばしばあるのだ。
こういう違った考え方を受け入れられる社会・

組織は強くなっていく。だからダイバーシティは
大事なのだ。

女性の存在が多様性を促す

女性と男性では当然、生き方も考え方も違う。
日本では長い間、「男性が働き、女性が家庭を守る」
という役割分担がされてきたが、近年、女性の社
会進出が続き、今では結婚してもともに働く夫婦
が増えてきている。しかし、出産・育児の過程で
約 70 ％の女性が退社していく。子どもが少し大き
くなって、あまり手がかからなくなると、再び働
き始める女性もいるが、そのときには非正規社員
として採用されることが多い。
そこで大企業を中心に、育児休暇やフレックス

タイム、短時間労働といった子育て支援制度を充
実させつつある。せっかく女性が会社の戦力とな
り、これから活躍してもらわなくてはならないと
いうときに辞められるのは、会社としてつらいし、
不合理だという考え方が背後にある。
これはもちろん正しい考え方なのだが、私が

「女性を会社の大きな戦力として活用しよう」と主
張するのには、少し違った理由がある。
一つめは、ダイバーシティの観点からだ。たと

個人も会社も成長するワークライフバランス
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えば私に講演してほしいと依頼してくるのはほと
んどが女性である。もちろん男性でも私の話に共
感してくれる人はいるが、なかなか講演を依頼し
てくるまでには至らない。なぜ男性は動かないの
か？　そこには会社の雰囲気や常識みたいなもの
があって、それに逆らうような企画は「面倒くさ
いので、やめておこう」といった独特の心理が働
くからだと思う。女性はそうは考えずに「新しい
考え方を会社の中に持ち込み、一石を投じてみよ
う」という考えを持っていて具体的行動に出るの
だろう。
つまり女性は男性社会の中に異質な考え方を持

ち込んでくれるのだ。「会社の“常識”が変だ。変
えよう」という運動が起こることは、大きな活力
や前進につながる。企業は常に変革していかなけ
れば、老齢化し衰退してしまうからだ。
もう一つの理由は、「子育てという大事業を成し

遂げた女性のスキルを活用しよう」ということで
ある。子育てとは、多くの男性が思っている以上
にたいへんな仕事だ。子どもは実に理不尽な存在

で、いつ泣き出すかわからない。すぐに這い回っ
てどこかへ行ってしまうし、その辺のものをすぐ
口に入れてしまう。ようやく寝入ったので、買い
物に行こうとすると起きたりする。一度嫌だと感
じたら、どうなだめすかしても泣きやまず、親と
してはただただ耐えて待つしかない。
子育てには優れたリスク管理能力とタイムマネ

ジメント能力、忍耐力が欠かせない。そのような
子育てを体験してきた女性のスキルを会社が活用
しない手はないだろう。
育児休暇中の女性の評価を巡って「その期間の

本人の評価を下げるべきか、維持すべきか」とい
う議論になることがあるが、私は、通常の会社生
活では得られないスキルを身につけられるのだか
ら、逆に評価を上げるべきだと考えている。この
ことは実際に北欧の国では実践していることであ
る。
いずれにしてもワークライフバランスやダイ

バーシティを通じて個人も会社も成長していく。

巻頭レポート


